
クランピングブロック | Clamping Force Blocks

TANDEM clamping force blocks - superior powerhouses. 
Whether pneumatic, hydraulic, manual, or spring actuated,
centrically clamped or used as a vise against a fixed jaw, 
the TANDEM clamping force blocks combine high clamping 
forces with long jaw strokes. 

Advantages:

• Compact design allows maximum utilization 
of the working area

• Best lateral access

• 2 integrated jaw interfaces 

• High clamping forces for milling machining 
(also in pneumatic system)

• Easy control with pneumatic system for rotary distributors

• The square design makes it ideal for 6-sided machining 
in 2 set-ups on 4-axis machines

• Wide range of standard products from size 64 – 250

• Different jaw strokes KSP / -LH / -F plus

TANDEM
クランピングブロック

TANDEM 
Clamping Force Blocks

狭いスペースでも安全にクランプ！ Clamping in confined spaces!

TANDEM クランピングブロック – スーパーパワーハウス
空圧式、油圧式、手動式、またはスプリング式、センタークランプ式でも、
あるいは固定ジョーに対するバイスとして使用される場合も、TANDEM 
クランピングブロックは高把持力と長いジョーストロークを併せ持ってい
ます。

利点：

• コンパクトなデザインにより作業スペースを最大限に活用できます

• 側面からの接近性が良好

• 2 x  内蔵ジョーインターフェース

• ミーリング加工用の高把持力 (空圧システムでも)

• 制御が容易、ロータリーディストリビューター用空圧システム付き

• 四角いデザインが 4 軸マシン、段取り 2 回、6 面加工用に最適

• 幅広い標準品のラインナップ、サイズ：64 – 250

• 様々なジョーストローク KSP / -LH / -F plus
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

シリーズ | Series ページ | Page

クランピングブロック、 空圧 | Clamping force blocks pneumatic

KSP plus 64 / 100 / 160 / 250 184

KSP-LH plus 100 / 160 / 250 188

KSP-F plus 100 / 160 / 250 191

クランピングブロック、 油圧 | Clamping force blocks hydraulic 

KSH plus 64 / 100 / 160 194

KSH-LH plus 100 / 160 / 250 197

KSH-F plus 100 / 160 200

クランピングブロック、 手動 | Manual clamping force blocks 

KSA plus 100 / 160 202

KSA-LH plus 100 / 160 204

KSA-F plus 100 / 160 206

スプリング保持式クランピングブロック | Spring-loaded clamping force blocks

KSF plus 100 / 160 208

KSF-LH plus 100 / 160 210

KSF-F plus 100 / 160 212

クランピングブロック | Clamping force blocks

KSP plus 100-BWM 214

KSP plus 160-BWM 215

KSP plus 250-BWM 216

KSP-LH plus 100-BWM 217

KSP-LH plus 160-BWM 218

KSP-LH plus 250-BWM 219

KSP plus 100-IN 220

KSP plus 160-IN 221

KSP plus 250-IN 222

KSP-LH plus 100-IN 223

KSP-LH plus 160-IN 224

KSP-LH plus 250-IN 225

アクセサリ | Accessories

底部媒体搬送 | Bottom media transfer 226

取付けネジ | Fitting screws 226

ジョー | Jaws 227

ベースプレート | Base plates 236

圧力保持バルブ SDV-P | Pressure maintenance valve SDV-P 241

5 ポート、 2 方向トグルスイッチ MTV 4 | 5 / 2-way toggle switch MTV 4 242

増圧器 PDV | Pressure intensifier PDV 243
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KSP-LH plus

サイズ I Size 100 160 250

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 6 8 15

KSH-LH plus

サイズ I Size 100 160 250

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 6 8 15

KSP-F plus

サイズ I Size 100 160 250

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 4 6 10

KSH-F plus

サイズ I Size 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 4 6

KSP plus

サイズ I Size 64 100 160 250

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 2 2 3 5
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KSH plus

サイズ I Size 64 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 2 2 3
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空圧式 I Pneumatic   油圧式 I Hydraulic  
ページ I Page 184 ページ I Page 194

ページ I Page 188 ページ I Page 197

ページ I Page 191 ページ I Page 200

クランピングブロック | Clamping Force Blocks
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手動式 I Manual  

KSA plus

サイズ I Size 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 2 3

KSA-LH plus

サイズ I Size 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 6 8

KSA-F plus

サイズ I Size 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 4 6

KSF plus

サイズ I Size 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 2 3

KSF-LH plus

サイズ I Size 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 6 8

KSF-F plus

サイズ I Size 100 160

ジョーストローク I Jaw stroke [mm] 4 6

スプリング保持式 I Spring force  
ページ I Page 202 ページ I Page 208

ページ I Page 204 ページ I Page 210

ページ I Page 206 ページ I Page 212

クランピングブロック | Clamping Force Blocks
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

Function cross section

 Wedge-hook kinematics

for high clamping forces and maximum repeat accuracy

2  Minimum clearance 

prevents the penetration of dust and chips into the 
clamping modules

3  Extremely long jaw guidance ground into the body 

for minimum beaming of the jaws under clamping 
pressure 

 Cover plugs for the fastening screws 

thus preventing nesting of chips

5  Optimized external contour for optimized chip fall

6  Fitting screws 

optionally available for positioning the clamping device 
with a high repeat accuracy

7  Lubrication channels in the cover plate 

allow bottom lubrication

8  Cover plate recessed into the body

9  Activation of the clamping force block 

optionally from the side or bottom

 One-piece body for maximum rigidity

1

4

10

機能断面図

1  ウェッジフックの動的性能 

高把持力と高い繰り返し精度を実現

2  最小のクリアランス
クランプモジュールへのホコリや切粉の侵入を防止

 本体に取り付けられた非常に長いジョーガイド
クランプ圧がかかった状態でのジョーのふらつきを最小にする

 固定ネジ用カバーキャップ
切屑が鳥の巣状になるのを防ぐ

5  切屑が落下しやすくなるための最適な外形

 取付けネジ
クランピングデバイスを高い繰返し精度で位置決めするための
オプション

 カバープレート内の潤滑チャンネル 

底部潤滑が可能

8  カバープレートは本体に埋込み

 クランピングブロックを作動
オプションで側面または背面からの作動

 高剛性を生むワンピース本体 

3

4

6

7

9

10

Tandem KSP plus 
function

TANDEM KSP plus の
機能

上から見た TANDEM KSP plus

TANDEM KSP plus top view
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

11  アクセスが容易な潤滑ニップル
高ローディング密度時でもアクセスが容易

 タングと溝および精密セレーション
トップジョー固定用オプション

 潤滑チャンネル
ベースジョーの底部にグリースを潤滑

 チャックピストンによる内部潤滑
全サイズ

15  最適に配置された潤滑用溝 

ガイド領域全体にグリースを分配

16  冷却用潤滑剤の排水穴
オプションでエアパージ接続として利用可能

17  底部の潤滑用接続

18  このネジを引き抜いてカバーを取り外す

19  本体内のチャックピストンガイド
ガイドにかかる加工力を吸収

20 底部のエア接続 

プレートをホースなしで接続

21  治具取付け穴
精確な位置決め用オプション

12

13

14

 Easily accessible lubricating nipples 

allow easy lubrication even at high packing densities

12  Tongue and groove and fine serration 

optionally for fastening the top jaws

 Lubrication channels 

lubricate the bottom of the base jaws with grease

14  Integrated lubrication of the chuck piston 

for all sizes

15  Optimally arranged lubrication grooves

distribute the grease over the entire guiding area

16  Drainage hole for cooling lubricant

that can also optionally be used as an air purge 
connection

17  Bottom connection for lubrication

 Pulling off thread for removing the cover

19  Chuck pistons guided in the body

for absorbing the machining forces along the 
 guideway

20 Bottom air connection 

for hose-free connection to plates

21  Jig-ground holes 

optionally available for precise positioning

11

13

18

下から見た TANDEM KSP plus

TANDEM KSP plus bottom view
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

TANDEM のバリエーション TANDEM variants

長いストロークには、ウェッジ角度を大きくして大きなジョーストロークを
達成
利点：長いジョーストローク

For a long stroke, a larger jaw stroke is achieved via an 
increased wedge angle.
Advantage: Longer jaw stroke

1 つのジョーが常に本体にネジ止めされています 1  。
可動式ジョー 2  経由の動力伝達 

• 固定ジョー = 固定ゼロ点

• 基準点が動くことはありません

• 標準センタークランプバイス付きと同じ把持力

One jaw is constantly connected 1  to the body with 
screws. Force transmission via the movable jaw 2 .    

• Fixed jaw = fixed zero point

• No reference point motion

• Same clamping force as with a standard centric clamping 
vise

ロングストローク (-LH) | Long stroke (-LH) 

固定チャックジョー (-F) 付き | With a fixed chuck jaw (-F)

標準ストローク用、小さなウェッジ角度で高い動力伝達を達成
利点：高把持力

For the standard stroke, a high force transmission is 
achieved via a small wedge angle. 
Advantage: High clamping forces

標準ストローク | Standard stroke 
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

TANDEM の作動方式 TANDEM actuation types

1

1

32

1

手動式 (KSA plus) | Manually (KSA plus) 
手動回転運動は、スピンドルギアに接続されたか
さ歯車によって軸方向のピストン運動に変換され
ます。

• 作動用媒体不要

• 低い締め付けトルクで高把持力を達成

  作動用の六角穴付きボルト

  かさ歯車

  スピンドルギア

Manual rotary motion is converted to 
axial piston motion via a bevel gear 
connected to a spindle gear.

• No actuation medium required

• High clamping force at low tightening 
torque

 Hexagon socket screw for actuation

 Bevel gear

  Spindle gear

1

2

3

1

2

3

油圧式 (KSH plus) | Hydraulically (KSH plus)
クランプ / 解放は常時圧力がかかっている複動式
空圧シリンダーで行います。

  油圧シリンダー

Clamping and loosening is performed via 
a double-acting hydraulic cylinder with 
permanent pressure.

 Hydraulic cylinder

1

1

空圧式 (KSP plus) | Pneumatically (KSP plus)
クランプ / 解放は常時圧力がかかっている複動式
空圧シリンダーで行います。

 空圧シリンダー

Clamping and loosening is performed
via a double-acting pneumatic cylinder 
with permanent pressure.

 Pneumatic cylinder

1

1

スプリング作動式 (KSF plus) | Spring actuated (KSF plus) 
クランピングデバイスを無圧に切り替えると、事前
に圧力のかかっている圧力バネが力をピストンに
伝えます。

• 確実な、無圧クランプ

• ジョーストローク全体に安定した把持力

• ターボ機能で把持力のアップが可能

  スプリング力の伝達

When the clamping device is switched 
pressure-free, the preloaded pressure 
springs transmit force to the piston. 

• Reliable, pressure-free clamping

• constant clamping force over the
entire jaw stroke

• Increase of the clamping force via 
turbo function possible

1  Spring for force transmission

1外径クランプ用のみ！
For O.D. clamping only!
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

機能 Function

動力はウェッジフックの原理で発生し、高い動力を確実に伝達します。

1.    確実に駆動されたシリンダーピストンは圧縮空気または油圧で上 / 下
に移動します。

2.   ベースジョーは、ワークをクランプする際ジョーを上 / 下に動かすウェッ
ジフックを介してチャックピストンに接続されています。

複動シリンダーがワークの安全な外径または内径クランプを保証します。

The power actuation is done via the wedge hook principle 
and ensures a high force transmission.

1.   The positively driven cylinder piston is moved by 
com-pressed air or hydraulic pressure upwardly or 
downwards.

2.   The base jaws are connected with the chuck piston via 
a wedge hook, that moves the jaws for clamping to the 
outside or inside.

The double-acting cylinder assures safe O.D.- or I.D.-
clamping of the workpieces.

• 軸方向のピストンの力は傾斜 (ウェッジ ) を介して制御され、径方向の
把持力に変換されます。

• 力の伝達はもっぱらウェッジ (ベクトル ) で行われます。

• 媒体 (圧縮できるものまたはできないもの ) は把持の剛性や把持力に
は影響しません。

• The axial piston forces is positively controlled via an 
incline (wedge) and diverted into a radial clamping force

• The force transmission exclusively takes place in the 
wedge (vectors)

• The medium (whether compressible or not) has no 
influence on the rigidity of the clamping and the actual 
clamping force

FSp/ 2

FN,Sp/ 2

FBet =  · A    FSp = FBet · ÜKinematik

FSp/ 2

FN,Sp/ 2

作動圧力 / Operating pressure  ρ把
持
力

 /
 C

la
m

pi
ng

 fo
rc

e 
F SP

FBet =  作動力
 =  圧力

A =   シリンダーピストンの圧力面
FSp =  把持力
ÜKinematik =   動的性能の伝達比

FBet =  Actuating force
 =  Pressure

A =   Pressure surface of the cylinder piston
FSp =  Clamping force
ÜKinematik =   Transmission ratios of the kinematics
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

TANDEM plus クランピング
ブロック、BWM クイックチェンジ
ジョーシステム付き 

TANDEM plus clamping 
force blocks with BWM 
quick-change jaw system

高精度しかもスピーディ Greater precision, even quicker

実証済み、検証済みのパワー
実証済み、検証済みのTANDEM KSP plus シリーズ は最大 55 kN の把
持力を達成。ジョーの反りが非常に少なく、最高のクランプ繰り返し精度、
精度の高い結果をもたらします。

どの位置でもスピーディなジョー交換が可能
BWM クイックチェンジジョーシステムはクランピングブロックの性能を
アップし、さらにスピーディで汎用性の高いクランピングを実現するため
に開発されました。このクイックチェンジシステムのジョーの交換に必要な
時間はどの取付け位置でも 30 秒以下で、新次元のセットアップ時間を実
現します。

BWM は、新しい TANDEM plus 世代のサイズが 100 以上の全クランプ
モジュール用にお求めいただけます。適切なトップジョーは、シュンクの標
準製品から直接お選びいただくか、あるいは特定のクランプ作業に適合さ
せることもできます。

センタークランプバージョンとして、TANDEM KSP plus / KSH plus / 
KSA plus および KSF plus 用を取り揃えています。

Tried and tested power

The tried and tested TANDEM KSP plus series achieves clamp-
ing forces of up to 55 kN. Minimal jaw rearing ensures 
maximum repeat clamping accuracy and precise results.

Quicker jaw change in any position

The BWM quick-change jaw system was developed to make 
the high-performance clamping blocks even faster and 
more flexible. It takes less than half a minute to change this 
powerhouse’s jaws with the new high-speed set-up time – 
in any installation position.

The BWM is available for all clamping modules in the 
new TANDEM plus generation in size 100 or larger. The 
corresponding top jaws can be selected directly from the 
SCHUNK standard program or they can be adapted to the 
specific clamping task.

Available for TANDEM KSP plus / KSH plus / KSA plus, 
and KSF plus in a centrically clamping version.
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

TANDEM plus クランピング
ブロック、ジョーモニター付き 

TANDEM plus clamping 
force block with jaw 
 monitoring

ジョーが開いているかクランプしているかを
検知

Know whether it’s open or clamped 

方向センサー技術を活用
TANDEM plus に搭載された新しい誘導型ジョーモニターは、最小の投資
で工程の信頼性をアップします。

お客様の機械にすぐに導入できます。
ベースジョーの凹み部にある 2 つの近接スイッチがベースジョー位置 
(オープン / クランプ状態 ) を確実にモニターします。このコンパクトな
モジュールは機械への組み込みが容易でサイズ 100 以上の全 TANDEM 
plus クランピングブロック用にお求めいただけます。信号は機械の制御
システムで直接処理することができます。ジョーの取り付けは汎用性が高く、
外径クランプ、内径クランプのどちらにも使用することがでます。

センタークランプバージョンとして、TANDEM KSP plus / KSH plus / 
KSA plus および KSF plus 用を取り揃えています。

Directional sensor technology

The new inductive jaw monitoring for the TANDEM plus 
guarantees greater process reliability with minimum 
investment.

Integrated in a flash

Two proximity switches in the base jaw’s recesses enable 
secure monitoring of the base jaw position (open / 
clamped). This compact solution makes machine 
integration very simple and is available for all TANDEM plus 
clamping blocks of size 100 or greater. The signals can be 
directly processed by the machine control system. Jaw 
monitoring is flexible and can be used for both O.D.- and 
I.D.-clamping.

Available for TANDEM KSP plus / KSH plus / KSA plus, 
and KSF plus in a centrically clamping version.
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KSP plus 64

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP plus 64 0405100 2 4500 9 0.01 60 1.5 200 0.1

KSP-Z plus 64 0405102 2 4500 9 0.01 60 1.5 200 0.1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 
mm to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP plus 100

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP plus 100 0405200 2 18000 9 0.01 60 4 700 0.2

KSP-Z plus 100 0405202 2 18000 9 0.01 60 4 700 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 
mm to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP plus 160

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP plus 160 0405300 3 45000 9 0.02 60 11 1600 0.4

KSP-Z plus 160 0405302 3 45000 9 0.02 60 11 1600 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP plus 250

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP plus 250 0405500 5 55000 6 0.03 150 32 4000 1

KSP-Z plus 250 0405502 5 55000 6 0.03 150 32 4000 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP-LH plus 100

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-LH plus 100 0405220 6 8000 9 0.01 150 4 700 0.2

KSP-LH-Z plus 100 0405222 6 8000 9 0.01 150 4 700 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP-LH plus 160

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP-LH plus 160 0405320 8 20000 9 0.02 200 11 1600 0.4

KSP-LH-Z plus 160 0405322 8 20000 9 0.02 200 11 1600 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP-LH plus 250

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-LH plus 250 0405520 15 20000 6 0.03 500 32 4000 1

KSP-LH-Z plus 250 0405522 15 20000 6 0.03 500 32 4000 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP-F plus 100

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
固定ジョー付き With fixed jaw

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-F plus 100 0405210 4 18000 9 0.01 60 4 700 0.2

KSP-F-Z plus 100 0405212 4 18000 9 0.01 60 4 700 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP-F plus 160

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
固定ジョー付き With fixed jaw

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-F plus 160 0405310 6 45000 9 0.02 60 11 1600 0.4

KSP-F-Z plus 160 0405312 6 45000 9 0.02 60 11 1600 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP-F plus 250

クランピングブロック、空圧 | Clamping force blocks pneumatic

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
固定ジョー付き With fixed jaw

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-F plus 250 0405510 10 55000 6 0.03 150 32 4000 1

KSP-F-Z plus 250 0405512 10 55000 6 0.03 150 32 4000 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH plus 64

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSH plus 64 0405130 2 4500 60 0.01 60 1.5 10 0.5

KSH-Z plus 64 0405132 2 4500 60 0.01 60 1.5 10 0.5

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH plus 100

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSH plus 100 0405230 2 18000 60 0.01 60 5 30 1

KSH-Z plus 100 0405232 2 18000 60 0.01 60 5 30 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH plus 160

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSH plus 160 0405330 3 45000 60 0.02 60 14 100 1.5

KSH-Z plus 160 0405332 3 45000 60 0.02 60 14 100 1.5

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH-LH plus 100

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSH-LH plus 100 0405250 6 16000 120 0.01 60 5 30 1

KSH-LH-Z plus 100 0405252 6 16000 120 0.01 60 5 30 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH-LH plus 160

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSH-LH plus 160 0405350 8 40000 120 0.02 60 14 100 1.5

KSH-LH-Z plus 160 0405352 8 40000 120 0.02 60 14 100 1.5

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH-LH plus 250

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSH-LH plus 250 0405550 15 50000 45 0.03 150 35 440 3

KSH-LH-Z plus 250 0405552 15 50000 45 0.03 150 35 440 3

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH-F plus 100

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
固定ジョー付き With fixed jaw

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSH-F plus 100 0405240 4 18000 60 0.01 60 5 30 1

KSH-F-Z plus 100 0405242 4 18000 60 0.01 60 5 30 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSH-F plus 160

クランピングブロック、油圧 | Clamping force blocks, hydraulic

油圧クランピングブロック Hydraulic clamping force block
固定ジョー付き With fixed jaw

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

オイル消費 /  

ダブルストローク
Oil consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSH-F plus 160 0405340 6 45000 60 0.02 60 14 100 1.5

KSH-F-Z plus 160 0405342 6 45000 60 0.02 60 14 100 1.5

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSA plus 100

クランピングブロック、手動 | Clamping Force Blocks, manual

手動クランピングブロック Manual clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping force*
[N]

最大トルク
max. torque
[Nm]

繰返し精度、 
クランピングブロック*

Repeat accuracy 
clamping block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw height
[mm]

重量
Weight
[kg]

KSA plus 100 0405290 2 18000 8 0.01 60 5

KSA-Z plus 100 0405291 2 18000 8 0.01 60 5

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSA plus 160

クランピングブロック、手動 | Clamping Force Blocks, manual

手動クランピングブロック Manual clamping force block
標準ストローク、センタークランプ Standard stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping force*
[N]

最大トルク
max. torque
[Nm]

繰返し精度、 
クランピングブロック*

Repeat accuracy 
clamping block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw height
[mm]

重量
Weight
[kg]

KSA plus 160 0405390 3 45000 10 0.02 60 14

KSA-Z plus 160 0405391 3 45000 10 0.02 60 14

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

203

V
E
R
O
-
S

TA
N

D
E
M



KSA-LH plus 100

クランピングブロック、手動 | Clamping Force Blocks, manual

手動クランピングブロック Manual clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping force*
[N]

最大トルク
max. torque
[Nm]

繰返し精度、 
クランピングブロック*

Repeat accuracy 
clamping block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw height
[mm]

重量
Weight
[kg]

KSA-LH plus 100 0405294 6 18000 20 0.01 60 5

KSA-LH-Z plus 100 0405295 6 18000 20 0.01 60 5

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSA-LH plus 160

クランピングブロック、手動 | Clamping Force Blocks, manual

手動クランピングブロック Manual clamping force block
ロングストローク、センタークランプ Long stroke, centric clamping

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping force*
[N]

最大トルク
max. torque
[Nm]

繰返し精度、 
クランピングブロック*

Repeat accuracy 
clamping block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw height
[mm]

重量
Weight
[kg]

KSA-LH plus 160 0405394 8 45000 25 0.02 60 14

KSA-LH-Z plus 160 0405395 8 45000 25 0.02 60 14

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSA-F plus 100

クランピングブロック、手動 | Clamping Force Blocks, manual

手動クランピングブロック Manual clamping force block
固定ジョー付き With fixed jaw

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping force*
[N]

最大トルク
max. torque
[Nm]

繰返し精度、 
クランピングブロック*

Repeat accuracy 
clamping block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw height
[mm]

重量
Weight
[kg]

KSA-F plus 100 0405292 4 18000 8 0.01 60 5

KSA-F-Z plus 100 0405293 4 18000 8 0.01 60 5

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSA-F plus 160

クランピングブロック、手動 | Clamping Force Blocks, manual

手動クランピングブロック Manual clamping force block
固定ジョー付き With fixed jaw

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping force*
[N]

最大トルク
max. torque
[Nm]

繰返し精度、 
クランピングブロック*

Repeat accuracy 
clamping block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw height
[mm]

重量
Weight
[kg]

KSA-F plus 160 0405392 6 45000 10 0.02 60 14

KSA-F-Z plus 160 0405393 6 45000 10 0.02 60 14

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSF plus 100

スプリング保持式クランピングブロック | Spring-loaded Clamping Force Blocks

スプリング保持式空圧クランピングブロック Pneumatic spring-loaded clamping force block
スプリング圧によるセンタリング、標準ストローク (空圧でオープン) Centric spring compressor, standard stroke (pneumatically 

opening)

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ストローク
Air consump- 
tion per stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSF plus 100 0405260 2 10000 6 0.01 60 5 300 0.2

KSF-Z plus 100 0405262 2 10000 6 0.01 60 5 300 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSF plus 160

スプリング保持式クランピングブロック | Spring-loaded Clamping Force Blocks

スプリング保持式空圧クランピングブロック Pneumatic spring-loaded clamping force block
スプリング圧によるセンタリング、標準ストローク (空圧でオープン) Centric spring compressor, standard stroke (pneumatically 

opening)

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ストローク
Air consump- 
tion per stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSF plus 160 0405360 3 25000 6 0.02 60 16 800 0.4

KSF-Z plus 160 0405362 3 25000 6 0.02 60 16 800 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSF-LH plus 100

スプリング保持式クランピングブロック | Spring-loaded Clamping Force Blocks

スプリング保持式空圧クランピングブロック Pneumatic spring-loaded clamping force block
スプリング圧によるセンタリング、ロングストローク (空圧でオープン) Centric spring compressor, long stroke (pneumatically 

opened)

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

把持力、 
ターボ付き*

Clamping 
force with 
Turbo*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ストローク
Air 
consumption 
per stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSF-LH plus 100 0405280 6 4500 10000 6 0.01 150 5 300 0.2

KSF-LH-Z plus 100 0405282 6 4500 10000 6 0.01 150 5 300 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSF-LH plus 160

スプリング保持式クランピングブロック | Spring-loaded Clamping Force Blocks

スプリング保持式空圧クランピングブロック Pneumatic spring-loaded clamping force block
スプリング圧によるセンタリング、ロングストローク (空圧でオープン) Centric spring compressor, long stroke (pneumatically 

opened)

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

把持力、 
ターボ付き*

Clamping 
force with 
Turbo*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ストローク
Air 
consumption 
per stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSF-LH plus 160 0405380 8 10000 25000 6 0.02 200 16 800 0.4

KSF-LH-Z plus 160 0405382 8 10000 25000 6 0.02 200 16 800 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 
mm to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSF-F plus 100

スプリング保持式クランピングブロック | Spring-loaded Clamping Force Blocks

スプリング保持式空圧クランピングブロック Pneumatic spring-loaded clamping force block
スプリング圧によるセンタリング、固定ジョー付き (空圧でオープン) Spring compressor with fixed jaw (pneumatically opening)

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ストローク
Air consump- 
tion per stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSF-F plus 100 0405270 4 10000 6 0.01 60 5 300 0.2

KSF-F-Z plus 100 0405272 4 10000 6 0.01 60 5 300 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSF-F plus 160

スプリング保持式クランピングブロック | Spring-loaded Clamping Force Blocks

スプリング保持式空圧クランピングブロック Pneumatic spring-loaded clamping force block
スプリング圧によるセンタリング、固定ジョー付き (空圧でオープン) Spring compressor with fixed jaw (pneumatically opening)

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, and operat- 
ing manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ストローク
Air consump- 
tion per stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSF-F plus 160 0405370 6 25000 6 0.02 60 16 800 0.4

KSF-F-Z plus 160 0405372 6 25000 6 0.02 60 16 800 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection
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KSP plus 100-BWM

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ジョークイックチェンジはセンタークランプです。油圧式、手動式または 
スプリング作動式バージョンはオプションです。
標準ストローク、センタークランプ、ジョークイックチェンジシステム付き

the jaw quick change is centrically clamping. A hydraulic, 
manually operated, or a springactuated version are 
optionally available.
Standard stroke, centric clamping with jaw quick-change 
system

納品内容
クランピングブロック、クランピングブロック用取付けネジ、プラグ、クラン
ピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for clamping force 
block, plugs, clamping sleeves, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰り返し精度、 
ジョー交換
Repeat 
accuracy jaw 
change
[mm]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air 
consumption 
per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP plus 100-BWM 0405203 2 18000 9 0.01 0.01 35 4 700 0.2

KSP-Z plus 100-BWM 0405205 2 18000 9 0.01 0.01 35 4 700 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� ロックボルト

� ジョー解放接続 AF 5 側面
	 ジョー解放接続 AF 5 表面

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� A lock bolt
� Jaw unlocking connection 

AF 5 lateral
	 Jaw unlocking connection 

AF 5 on the face

214



KSP plus 160-BWM

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ジョークイックチェンジはセンタークランプです。油圧式、手動式または 
スプリング作動式バージョンはオプションです。
標準ストローク、センタークランプ、ジョークイックチェンジシステム付き

the jaw quick change is centrically clamping. A hydraulic, 
manually operated, or a springactuated version are 
optionally available.
Standard stroke, centric clamping with jaw quick-change 
system

納品内容
クランピングブロック、クランピングブロック用取付けネジ、プラグ、クラン
ピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for clamping force 
block, plugs, clamping sleeves, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰り返し精度、 
ジョー交換
Repeat 
accuracy jaw 
change
[mm]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air 
consumption 
per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP plus 160-BWM 0405303 3 45000 9 0.01 0.02 55 11.6 1600 0.4

KSP-Z plus 160-BWM 0405305 3 45000 9 0.01 0.02 55 11.6 1600 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� ロックボルト

� ジョー解放接続 AF 5 側面
	 ジョー解放接続 AF 5 表面

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� A lock bolt
� Jaw unlocking connection 

AF 5 lateral
	 Jaw unlocking connection 

AF 5 on the face

215

V
E
R
O
-
S

TA
N

D
E
M



KSP plus 250-BWM

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ジョークイックチェンジはセンタークランプです。油圧式、手動式または 
スプリング作動式バージョンはオプションです。
標準ストローク、センタークランプ、ジョークイックチェンジシステム付き

the jaw quick change is centrically clamping. A hydraulic, 
manually operated, or a springactuated version are 
optionally available.
Standard stroke, centric clamping with jaw quick-change 
system

納品内容
クランピングブロック、クランピングブロック用取付けネジ、プラグ、クラン
ピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for clamping force 
block, plugs, clamping sleeves, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰り返し精度、 
ジョー交換
Repeat 
accuracy jaw 
change
[mm]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air 
consumption 
per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP plus 250-BWM 0405503 5 55000 6 0.01 0.03 70 34.5 4000 1

KSP-Z plus 250-BWM 0405505 5 55000 6 0.01 0.03 70 34.5 4000 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� ロックボルト

� ジョー解放接続 AF 5 側面
	 ジョー解放接続 AF 5 表面

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� A lock bolt
� Jaw unlocking connection 

AF 5 lateral
	 Jaw unlocking connection 

AF 5 on the face
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KSP-LH plus 100-BWM

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ジョークイックチェンジはセンタークランプです。油圧式、手動式または 
スプリング作動式バージョンはオプションです。
ロングストローク、センタークランプ、 ジョークイックチェンジシステム

the jaw quick change is centrically clamping. A hydraulic, 
manually operated, or a springactuated version are 
optionally available.
Long stroke, centric clamping, jaw-quick change system

納品内容
クランピングブロック、クランピングブロック用取付けネジ、プラグ、クラン
ピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for clamping force 
block, plugs, clamping sleeves, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰り返し精度、 
ジョー交換
Repeat 
accuracy jaw 
change
[mm]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air 
consumption 
per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP-LH plus 100-BWM 0405223 6 8000 9 0.01 0.01 35 4 700 0.2

KSP-Z-LH plus 100-BWM 0405225 6 8000 9 0.01 0.01 35 4 700 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� ロックボルト

� ジョー解放接続 AF 5 側面
	 ジョー解放接続 AF 5 表面

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� A lock bolt
� Jaw unlocking connection 

AF 5 lateral
	 Jaw unlocking connection 

AF 5 on the face
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KSP-LH plus 160-BWM

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ジョークイックチェンジはセンタークランプです。油圧式、手動式または 
スプリング作動式バージョンはオプションです。
ロングストローク、センタークランプ、ジョークイックチェンジシステム

the jaw quick change is centrically clamping. A hydraulic, 
manually operated, or a springactuated version are 
optionally available.
Long stroke, centric clamping, jaw-quick change system

納品内容
クランピングブロック、クランピングブロック用取付けネジ、プラグ、クラン
ピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for clamping force 
block, plugs, clamping sleeves, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰り返し精度、 
ジョー交換
Repeat 
accuracy jaw 
change
[mm]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air 
consumption 
per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-LH plus 160-BWM 0405323 8 20000 9 0.01 0.03 55 11.7 1600 0.4

KSP-Z-LH plus 160-BWM 0405325 8 20000 9 0.01 0.03 55 11.7 1600 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� ロックボルト

� ジョー解放接続 AF 5 側面
	 ジョー解放接続 AF 5 表面

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� A lock bolt
� Jaw unlocking connection 

AF 5 lateral
	 Jaw unlocking connection 

AF 5 on the face
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KSP-LH plus 250-BWM

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ジョークイックチェンジはセンタークランプです。油圧式、手動式または 
スプリング作動式バージョンはオプションです。
ロングストローク、センタークランプ、ジョークイックチェンジシステム

the jaw quick change is centrically clamping. A hydraulic, 
manually operated, or a springactuated version are 
optionally available.
Long stroke, centric clamping, jaw-quick change system

納品内容
クランピングブロック、クランピングブロック用取付けネジ、プラグ、クラン
ピングスリーブ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for clamping force 
block, plugs, clamping sleeves, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク /  

ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰り返し精度、 
ジョー交換
Repeat 
accuracy jaw 
change
[mm]

繰返し精度、 
クランピング 

ブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air 
consumption 
per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-LH plus 250-BWM 0405523 15 55000 6 0.01 0.03 70 34.6 4000 1

KSP-Z-LH plus 250-BWM 0405525 15 55000 6 0.01 0.03 70 34.6 4000 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� ロックボルト

� ジョー解放接続 AF 5 側面
	 ジョー解放接続 AF 5 表面

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� A lock bolt
� Jaw unlocking connection 

AF 5 lateral
	 Jaw unlocking connection 

AF 5 on the face
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KSP plus 100-IN

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ご要望によってセンサーモニターにも対応いたします。ご要望によって、 
他にも、油圧式、手動式、スプリング作動式についても対応いたします。
標準ストローク、センタークランプ、センサーモニター

Sensor monitoring on request. Moreover, a hydraulic, a 
manually operated, and a spring-actuated version are 
available on request.
Standard stroke, centric clamping, sensor monitoring

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、誘導型近接スイッチ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, inductive 
proximity switch, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP plus 100-IN 0405207 2 18000 9 0.01 60 4 700 0.2

KSP-Z plus 100-IN 0405208 2 18000 9 0.01 60 4 700 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� 誘導型近接スイッチ、 
外径 / 内径クランプ用に 
ジョーストローク停止位置を 
モニター

� 誘導型近接スイッチ、 
クランプ位置モニター用

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� Inductive proximity switch 
monitoring jaw stroke end 
position for O.D. and I.D. 
clamping

� Inductive proximity switch 
for monitoring of the 
clamping position
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KSP plus 160-IN

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ご要望によってセンサーモニターにも対応いたします。ご要望によって、 
他にも、油圧式、手動式、スプリング作動式についても対応いたします。
標準ストローク、センタークランプ、センサーモニター

Sensor monitoring on request. Moreover, a hydraulic, a 
manually operated, and a spring-actuated version are 
available on request.
Standard stroke, centric clamping, sensor monitoring

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、誘導型近接スイッチ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, inductive 
proximity switch, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP plus 160-IN 0405307 3 45000 9 0.02 60 11 1600 0.4

KSP-Z plus 160-IN 0405308 3 45000 9 0.02 60 11 1600 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� 誘導型近接スイッチ、 
外径 / 内径クランプ用に 
ジョーストローク停止位置を 
モニター

� 誘導型近接スイッチ、 
クランプ位置モニター用

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� Inductive proximity switch 
monitoring jaw stroke end 
position for O.D. and I.D. 
clamping

� Inductive proximity switch 
for monitoring of the 
clamping position
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KSP plus 250-IN

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ご要望によってセンサーモニターにも対応いたします。ご要望によって、 
他にも、油圧式、手動式、スプリング作動式についても対応いたします。
標準ストローク、センタークランプ、センサーモニター

Sensor monitoring on request. Moreover, a hydraulic, a 
manually operated, and a spring-actuated version are 
available on request.
Standard stroke, centric clamping, sensor monitoring

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、誘導型近接スイッチ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, inductive 
proximity switch, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP plus 250-IN 0405507 5 55000 6 0.03 150 32 4000 1

KSP-Z plus 250-IN 0405508 5 55000 6 0.03 150 32 4000 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� 誘導型近接スイッチ、 
外径 / 内径クランプ用に 
ジョーストローク停止位置を 
モニター

� 誘導型近接スイッチ、 
クランプ位置モニター用

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� Inductive proximity switch 
monitoring jaw stroke end 
position for O.D. and I.D. 
clamping

� Inductive proximity switch 
for monitoring of the 
clamping position
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KSP-LH plus 100-IN

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ご要望によってセンサーモニターにも対応いたします。ご要望によって、 
他にも、油圧式、手動式、スプリング作動式についても対応いたします。
ロングストローク、センタークランプ、センサーモニター

Sensor monitoring on request. Moreover, a hydraulic, a 
manually operated, and a spring-actuated version are 
available on request.
Long stroke, centric clamping, Sensor monitoring

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、誘導型近接スイッチ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, inductive 
proximity switch, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-LH plus 100-IN 0405227 6 8000 9 0.01 150 4 700 0.2

KSP-LH-Z plus 100-IN 0405228 6 8000 9 0.01 150 4 700 0.2

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� 誘導型近接スイッチ、 
外径 / 内径クランプ用に 
ジョーストローク停止位置を 
モニター

� 誘導型近接スイッチ、 
クランプ位置モニター用

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication 
connection

� Inductive proximity switch 
monitoring jaw stroke end 
position for O.D. and I.D. 
clamping

� Inductive proximity switch 
for monitoring of the 
clamping position
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KSP-LH plus 160-IN

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ご要望によってセンサーモニターにも対応いたします。ご要望によって、 
他にも、油圧式、手動式、スプリング作動式についても対応いたします。
ロングストローク、センタークランプ、センサーモニター

Sensor monitoring on request. Moreover, a hydraulic, a 
manually operated, and a spring-actuated version are 
available on request.
Long stroke, centric clamping, Sensor monitoring

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、誘導型近接スイッチ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, inductive 
proximity switch, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[s]

KSP-LH plus 160-IN 0405327 8 20000 9 0.02 200 11 1600 0.4

KSP-LH-Z plus 160-IN 0405328 8 20000 9 0.02 200 11 1600 0.4

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� 誘導型近接スイッチ、 
外径 / 内径クランプ用に 
ジョーストローク停止位置を 
モニター

� 誘導型近接スイッチ、 
クランプ位置モニター用

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� Inductive proximity switch 
monitoring jaw stroke end 
position for O.D. and I.D. 
clamping

� Inductive proximity switch 
for monitoring of the 
clamping position
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KSP-LH plus 250-IN

クランピングブロック | Clamping force blocks

空圧クランピングブロック Pneumatic clamping force block
ご要望によってセンサーモニターにも対応いたします。ご要望によって、 
他にも、油圧式、手動式、スプリング作動式についても対応いたします。
ロングストローク、センタークランプ、センサーモニター

Sensor monitoring on request. Moreover, a hydraulic, a 
manually operated, and a spring-actuated version are 
available on request.
Long stroke, centric clamping, Sensor monitoring

納品内容
クランピングブロック、トップジョーおよびクランピングブロック用取付け 
ネジ、プラグ、クランピングスリーブ、誘導型近接スイッチ、取扱説明書

Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws for top jaws and 
clamping force block, plugs, clamping sleeves, inductive 
proximity switch, and operating manual

項目
Description

ID

ID
ストローク / ジョー
Stroke / jaw
[mm]

把持力*

Clamping 
force*
[N]

最大圧力
max. Pressure
[bar]

繰返し精度、クラン
ピングブロック*

Repeat 
accuracy 
clamping 
block*
[mm]

最大ジョー高さ
max. Jaw 
height
[mm]

重量
Weight
[kg]

エア消費 /  

ダブルストローク
Air consump- 
tion per double 
stroke
[cm³]

閉 / 開時間
Closing / 
opening time
[s]

KSP-LH plus 250-IN 0405527 15 20000 6 0.03 500 32 4000 1

KSP-LH-Z plus 250-IN 0405528 15 20000 6 0.03 500 32 4000 1

* 技術情報については、232 ページを参照してください。 * For the definitions of the technical designations, see page 232

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

アクセサリは、226 ページを参照 Accessories see page 226

� クランプ中心への Z の誤差： 
± 0.01 mm

� クランプ中心へのクランピング 
スリーブの許容値：± 0.04 mm

� クランプ中心への取付けネジの 
許容値： ± 0.02 mm

� エアパージ接続 M5
� 底部の潤滑接続

� 誘導型近接スイッチ、 
外径 / 内径クランプ用に 
ジョーストローク停止位置を 
モニター

� 誘導型近接スイッチ、 
クランプ位置モニター用

� Z variant ± 0.01 mm to 
clamping center

� Clamping sleeve ± 0.04 mm 
to clamping center

� Fitting screw ± 0.02 mm to 
clamping center

� Connection M5 for air 
purge

� Bottom lubrication  
connection

� Inductive proximity switch 
monitoring jaw stroke end 
position for O.D. and I.D. 
clamping

� Inductive proximity switch 
for monitoring of the 
clamping position
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底部媒体搬送 Bottom media transfer 
圧縮空気、作動油およびグリース compressed air, hydraulics and grease

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� クランプシステム

� アダプター

� O リング Ø 6 x 1.5

� Clamping system
� Adapter
� O-ring Ø 6 x 1.5

取付けネジ Fitting screws
全サイズ用 for all sizes

項目
Description

ID 適合タイプ
suitable for

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E F

[mm]
G

[mm]

取付けネジ | Fitting screws 8507847 64 36 10 20.5 30 M6 8 5

取付けネジ | Fitting screws 8507754 100 43 14 24 35 M8 10 6

取付けネジ | Fitting screws 8507774 160 50 16 26 40 M10 12 8

取付けネジ | Fitting screws 8507798 250 57 18 31 45 M12 14 10

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.
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トップジョーブランク STR-S Top jaws blank STR-S
- 材質： 16MnCr5、焼き入れ可能
- バージョン： ナロー、ソフト
- 取付け： 精密セレーション 1.5 x 60° を使用して取付け

- Material: 16MnCr5, hardenable
- Version: narrow, soft
- Mounting: via fine serrations 1.5 x 60°

項目
Description

ID 適合タイプ
suitable for

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
B1

[mm]
B2

[mm]
B3

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
T1

[mm]
T2

[mm]
クランプ範囲
Clamping range
[mm]

STR-S 64 0402110 64 25 34 20 16 18 4.5 24 17 13 8 10 - 50

STR-S 100 0402111 100 42 55 25 24 31 6.6 35 30 16 9 10 - 85

STR-S 160 0402112 160 60 80 40 45 40 9 60 42 28 19 16 - 140

STR-S 250 0402113 250 90 125 50 72 65 11 90 62 32 20 20 - 195

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� 歯の中心

� ワーク表面
� Center of tooth
� Work surface
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トップジョーブランク STR Top jaws blank STR
- 材質： 16MnCr5、焼き入れ可能
- バージョン： ソフト、穴なし
- 取付け： 精密セレーション 1.5 x 60° を使用して取付け

- Material: 16MnCr5, hardenable
- Version: soft, without bore holes
- Mounting: via fine serrations 1.5 x 60°

項目
Description

ID 適合タイプ
suitable for

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
B1

[mm]
B2

[mm]
B3

[mm]
T1

[mm]

STR 64 0402100 64 28.5 34 20 4.5 8 35 7

STR 100 0402101 100 42 55 25 6.6 11 35 9

STR 160 0402102 160 66 80 40 9 15 60 12

STR 250 0402103 250 108 125 50 11 18 90 18

STR-H 64 0402200 64 28.5 34 35 4.5 8 24 7

STR-H 100 0402201 100 47 55 50 6.5 11 35 9

STR-H 160 0402202 160 76 80 80 9 15 60 12

STR-H 250 0402203 250 120 125 100 11 18 90 18

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� 歯の中心

� ご要望によりお客様指定の穴あけ
パターンに対応

� Center of tooth
� Customer-specific drilling 

pattern on request
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トップジョーブランク KTR Top jaws blank KTR
- 材質： 16MnCr5、焼き入れ可能
-  バージョン： DIN EN ISO 4762 用固定穴
- 取付け： トングと溝で取付け

- Material: 16MnCr5, hardenable
- Version: fastening bores for screw DIN EN ISO 4762
- Mounting: via tongue and groove

項目
Description

ID 適合タイプ
suitable for

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
B1

[mm]
B2

[mm]
T1

[mm]
T2

[mm]
クランプ範囲
Clamping range
[mm]

KTR 64 0402120 64 28.8 34 16 12 4.5 18 11 4 0 - 40

KTR 100 0402121 100 47 55 25 16 14 35 18 9 0 - 70

KTR 160 0402122 160 76 80 40 24 28 56 30 19 0 - 120

KTR 250 0402123 250 120 125 50 54 36 80 35 21 0 - 170

KTR-H 64 0402220 64 28.5 34 35 12 4.5 18 30 23 0 - 40

KTR-H 100 0402221 100 47 55 48 16 14 35 43 34 0 - 70

KTR-H 160 0402222 160 76 80 77.5 24 28 51 70 59 0 - 110

KTR-H 250 0402223 250 120 125 100 54 36 75 85 71 0 - 160

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� ワーク表面 � Work surface
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サポートジョー TBA-G Supporting jaw TBA-G
- ジョー製品と互換
- 材質： 16MnCr5、焼き入れ可能
- バージョン： ネジM8 / M10 用穴と皿頭
- 取付け： 精密セレーション 1.5 x 60° を使用して取付け

- Compatible with jaw program
- Material: 16MnCr5, hardenable
- Version: bored and countersunk for screw M8 / M10
- Mounting: via fine serrations 1.5 x 60°

項目
Description

ID 適合タイプ
suitable for

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
B1

[mm]
B2

[mm]
B3

[mm]
B4

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
T1

[mm]
T2

[mm]
T3

[mm]
T4

[mm]

TBA-G 160 0402292 160 69 100 53 8.4 16.2 63 19 60 32 28 35 14 20 18

TBA-G 250 0402293 250 90 125 63 10.5 20.2 80 25 90 39 38 40 15 20 23

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� 歯の中心

� エンドストップ固定用

� ジョーの範囲に対して

� Center of tooth
� For fastening an end-stop
� For the range of jaws
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 ジョー製品概要   Jaw program  

 項目 

  Description  
 名称 

  Description  
 適合タイプ 

  suitable for  
 W 

  W  
 H 

  H  
 D 

 D   
 ID 

  ID  

GBD 100-35   溝付き標準ジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Standard jaw, grooved  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430725

GBD 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430132

GBS 100-35   研磨済みジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Ground jaw  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430074

GBS 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430075

GPE 100-35   ステップ式ジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Stepped jaw  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430068

GPE 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430069

GVA 100-35   プリズムジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Prism jaws  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 15.5 mm 0430723

GVA 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 17.5 mm 0430071

GBA 100-35   ソフト GBA ジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Soft  GBA jaw  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 16 mm 0430072

GBA 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 20 mm 0430073

GBC 100-35   粗面ジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Hewed jaw  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 11 mm 0430724

GBC 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 12.5 mm 0430077

GFB 100-35   板バネ付き引き込みジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Plate spring pull-down jaw  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430052

GFB 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430053

GNA 100-35   引き込みジョー、薄いワーク用  

 (1 セット = 2 個) 
  Pull-down jaw for thin workpieces  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 30 mm 0430056

GNA 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 30 mm 0430057

GNB 100-35   高精度引き込みジョー  

  (1 個)  
  Precision pull-down jaw  

 (1 piece) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 25 mm 0430146

GNB 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 25 mm 0430147
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 アクセサリ |  Accessories  

 項目 

  Description  
 名称 

  Description  
 適合タイプ 

  suitable for  
 W 

  W  
 H 

  H  
 D 

 D   
 ID 

  ID  

GBG 100-35-3   グリップステップジョー 3 mm  

 (1 セット = 2 個) 
  Grip stepped jaw 3 mm  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430134

GBG 125-40-3 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430135

GBG 100-35-5   ステップ式ジョー (グリップ 5 mm)  

 (1 セット = 2 個) 
  Stepped jaw (grip 5 mm)  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430136

GBG 125-40-5 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430137

GBG 100-35-8   グリップステップジョー 8 mm  

 (1 セット = 2 個) 
  Grip stepped jaw 8 mm  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430138

GBG 125-40-8 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430139

GBG 100-35   グリップジョー  

 (1 セット = 2 個) 
  Grip jaw  

 (1 Set = 2 pieces) 

TBA-G 160 100 mm 35 mm 10 mm 0430726

GBG 125-40 TBA-G 250 125 mm 40 mm 11.5 mm 0430163

 ジョー製品概要   Jaw program  

把持力の定義
再現性の定義

把持力はクリアランス「H」、最大圧力、最大トルク時に存在するそれぞれの
力の算術的総和です。繰り返し精度は連続ストローク 100 回の停止位置
分布の結果です。仕様はシュンクが使用している潤滑グリース LINO MAX 
200 (ID 0184213) のみに合致するものです。

Definition clamping force
Definition repeatability 

Clamping force is the arithmetic sum of the individual 
forces present at the chuck jaws at a clearance of “H” 
at maximum pressure and maximum torque. The repeat 
accuracy is the result from the end position spreads aft er 
100 consecutive strokes.
The specifications relate exclusively to the lubricating 
grease LINO MAX 200 (ID 0184213) used by SCHUNK.
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クイックチェンジジョー WTR Quick-change jaw WTR
- 材質： 16MnCr5、焼き入れ可能
- バージョン： ソフト、ブランク
- 取付け： クイックチェンジシステム TANDEM BWM を使用して取付け

- Material: 16MnCr5, hardenable
- Design: soft, blank
- Mounting via quick-change system TANDEM BWM

ID 適合サイズ
suitable for size

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
D1

[mm]
E

[mm]
T1

[mm]
T2

[mm]
重量
Dead weight
[kg]

WTR 100 0402301 100 47 55 35 18 6 12 10 14 1.2

WTR 160 0402302 160 76 90 55 28.5 7.5 15 19 23 5.2

WTR 250 0402303 250 118 140 70 46 9.5 20 28 32 15.9

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� ワーク表面

� Work surface
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クイックチェンジジョー WTG Quick-change jaw WTG
- 材質： 16MnCr5、焼き入れ可能
-  バージョン： リバーシブルグリップインサート用にボアグリッド付き 
およびブランク固定用のクランピングバー付きで焼き入れ処理、穴あけ済み

- 取付け： クイックチェンジシステム TANDEM BWM を使用して取付け

- Material: 16MnCr5, hardenable
-  Design: hard, drilled with bore grid for reversible grip 

inserts and clamping bars for raw part clamping
- Mounting via quick-change system TANDEM BWM

ID 適合サイズ
suitable for 
size

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
D1

[mm]
D2

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
M T1

[mm]
T2

[mm]
重量
Dead 
weight
[kg]

WTG 100 0402311 100 47 55 25 18 6 10 30 9 22 35 29 M6 1 11 0.8

WTG 160 0402312 160 76 90 36 28.5 7.5 15 56 16 35 54 44 M8 3 15 3

WTG 250 0402313 250 118 140 46 46 9.5 20 96 21 51 81 73 M10 4 21 9.2

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� ご要望によりお客様指定の穴あけ
パターンに対応

� Customer-specific drilling 
pattern on request
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クランピングインサート SEI Clamping insert SEI
6方向リバーシブルクランピングインサート、TANDEM 反転ジョー WTG 用
- 材質： 表面焼き入れ鋼
- バージョン： 焼き入れグリップおよびスムース

6-way reversible clamping insert for TANDEM reversal jaw 
WTG
- Material: case harding steel
- Version: hard grip and smooth

ID 適合タイプ
suitable for

A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
M T1

[mm]
T2

[mm]
T3

[mm]
T4

[mm]

SEI 100-M6 0402317 WTG 100 18 18 8 10 7.5 7.5 M6 2.8 5 2 10

SEI 160-M8 0402318 WTG 160 28 28 13 15 11 11 M8 3 6 3 15

SEI 250-M10 0402319 WTG 250 34 34 16 20 13 13 M10 3 9 4 19

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

TANDEM

アクセサリ | Accessories
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クランピングブロック | Clamping Force Blocks

TANDEM ベースプレート TANDEM Base plates

ベースプレートは、TANDEM クランピングブロックと様々な機械テーブル
との間の接続エレメントとして最適です。

ベースプレートには 3 タイプあり (手動式 ABP-h、自動作動式 ABP-a、
外部制御式 SBP)、それぞれに特性があります。

The base plates are suitable as connection elements 
between the TANDEM clamping force blocks and different 
machining tables.

The base plates are available in three versions (manually 
actuated ABP-h, automatically actuated ABP-a, and 
externally controlled SBP) with different characteristics.    

1  ベースプレート

2  手動トグルスイッチ

 クランピングブロック

4  圧力保持バルブ

5  圧力計

 圧力スイッチ

3

6

 Base plate 

 Manual toggle switch

3  Clamping force block

4  Pressure maintenance valve

 Pressure gauge

6   Pressure switch

1

2

5

TANDEM ABP-h
シングルプレート

Single plate

TANDEM ABP-h
ダブルプレート

Double plate

TANDEM ABP-h
トリプルプレート

Triple plate
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ABP-h – アクティブベースプレート、手動 ABP-h – Active base plate, manually actuated

エア供給は、納品内容に含まれているクイックカップリング (シール付き) 
により行われます。別のクランピングブロックの作動は手動トグルスイッチ
を操作して行います。

• 5 / 2方向弁、手動制御オン / オフ用トグルスイッチ付き

•  内蔵圧力保持バルブが分離状態でクランプ圧を保持

•  圧力計が作動圧力を表示 (シングルベースプレート)

•  圧力スイッチがプリセットの作動圧をフィードバック

•  圧力の供給は集中エア接続経由

The air supply is actuated via quick coupling which is 
included in the scope of delivery completely with seals.  
Actuation of the separate clamping force blocks is done via 
a manual toggle switch. 

•  5 / 2-way control valve with a toggle switch for manual 
actuation

•  Integrated pressure maintenance valve for maintaining 
the clamping pressure in uncoupled condition

•  With a pressure gauge for display of the operating  
pressure (single base plate)

•  Pressure switch for feedback of the pre-selected operat- 
ing pressure

•  Pressure supply via a central air connection 

ABP-a – アクティブベースプレート、自動 ABP-a – Active base plate, automatically actuated

エア供給は、納品内容に含まれているクイックカップリング (シール付き) 
により行われます。クランピングシステムのオン / オフは、 ベースプレート
の電気プラグ接続部経由の電気信号で行います。
価格と仕様についてはご要望に応じて検討します。

The air supply is actuated via quick coupling which is 
included in the scope of delivery completely with seals. 
Actuation of the clamping system is done via an electric 
signal through the electrical plug connection of the base 
plate.
Prices and versions on request.

SBP-ベースプレート、外部制御 SBP – Base plate, externally controlled

エア供給は、納品内容に含まれている 2 個のクイックカップリング (シー
ル付き) により行われます。クランピングシステムを作動させるには、該当
するエア接続をオープンにします。
価格と仕様についてはご要望に応じて検討します。

The air supply is actuated via two quick couplings which 
are included in the scope of delivery completely with seals.  
For actuating the clamping system the respective air 
connection is opened.
Prices and versions on request.
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シングルベースプレート ABP-h/1 Single active base plate ABP-h/1
手動 manually actuated

項目
Description

ID A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
H

[mm]
H1

[mm]
B2

[mm]
B4

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
T4

[mm]
H2

[mm]

ABP-h 100/1 0401210 160 260 100 69 38 13 29 85 42 10 21 72

ABP-h 160/1 0401220 160 260 160 82 30 13 29 85 42 10 13 72

ABP-h 250/1 0401230 250 320 250 98 36 17 38 150 55 12.5 17 75

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� トグルスイッチ

� 集中エア供給

� 内部エアフィードスルー

� 圧力スイッチ

� 圧力計

� Toggle switch
� Centralized air supply
� Internal air feed-through
� Pressure switch
� Pressure gauge

TANDEM

アクセサリ | Accessories
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ダブルベースプレート ABP-h/2 Double active base plate ABP-h/2
手動 manually actuated

項目
Description

ID A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
H

[mm]
H1

[mm]
B2

[mm]
B3

[mm]
B4

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
L3

[mm]
L4

[mm]
L5

[mm]
T4

[mm]

ABP-h 100/2 0401211 160 420 100 69 38 13 180 29 210 42 10 88 180 21

ABP-h 160/2 0401221 160 420 160 82 30 13 180 29 210 42 10 88 180 13

ABP-h 250/2 0401231 250 595 250 98 36 17 275 38 425 55 12.5 102 275 17

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� トグルスイッチ

� 集中エア供給

� 内部エアフィードスルー

� 圧力スイッチ

� Toggle switch
� Centralized air supply
� Internal air feed-through
� Pressure switch

TANDEM

アクセサリ | Accessories
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トリプルベースプレート ABP-h/3 Triple active base plate ABP-h/3
手動 manually actuated

項目
Description

ID C

[mm]
H

[mm]
H1

[mm]
T4

[mm]

ABP-h 100/3 0401212 100 69 38 21

ABP-h 160/3 0401222 160 82 30 13

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� トグルスイッチ

� 集中エア供給

� 内部エアフィードスルー

� 圧力スイッチ

� Toggle switch
� Centralized air supply
� Internal air feed-through
� Pressure switch

TANDEM
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圧力保持バルブ SDV-P Pressure maintenance valve SDV-P
2 つの平行切替えチェックバルブがリターンフローに対して自動的に開き、
バルブに圧力がかかると圧力ラインを閉じます。

-  圧力保持バルブが適切に機能していると、最大圧力降下は 24 時間で 
0.5 bar (テスト体積 2 cm³) です。

- 媒体： 圧縮空気、フィルター処理、0 μm、オイル式または乾式
- 材質： ステンレス

Two parallel switched check valves, automatically open 
the return flow direction and close the pressure line when 
they are pressurized.

-  If the pressure maintenance valve is properly used, the 
max. pressure drop is 0.5 bar within 24 hours (testing 
volume 2 cm³).

- Medium: compressed air, filtered, 10 μm, oiled or dry
- Design: stainless

項目
Description

ID

ID
ネジ
Thread
[´´]

公称距離
Nominal  
distance
[mm]

風量 KV

Air stream KV
[m³/min.]

流量
Rate of flow
[l/min]

作動圧力
Operating 
pressure
[bar]

閉 / 開時間
Closing /  
opening time
[ms]

重量
Weight
[kg]

SDV-P 04 0403130 G1/8“ 4 16 200 0.5 - 10 10 0.1

SDV-P 07 0403131 G1/4“ 7 27 300 0.5 - 10 10 0.2

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

項目
Description

ID

ID
A B

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
G

[mm]
H

[mm]
K

[mm]

SDV-P 04 0403130 G1/8“ 20 36 22 60 20 30

SDV-P 07 0403131 G1/4“ 24 44.6 26 75 25 40
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5 ポート、 2 方向トグルスイッチ MTV 4 5 / 2-way toggle switch MTV 4

-  ピストンスライドバルブ、複動シリンダーを制御
- 媒体： 圧縮空気、フィルター処理、10 μm、オイル式または乾式
-  締付け： ネジの他にナットと座金付き

- Piston slide valve, for control of double-acting cylinders
- Medium: compressed air, filtered, 10 μm, oiled or dry
- Fastening: Outside thread with nuts and washers

項目
Description

ID

ID
作動圧力
Operating pressure
[bar]

MTV 4 0403140 0 - 10

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� エキゾースト

� Deaerations

TANDEM
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増圧器PDV Pressure intensifier PDV

-  メインネットワーク圧力をネットワークの圧力のほぼ 2 倍の調整値に 
上げます。内蔵レギュレーターが出力圧力を一定に保ちます。

- 媒体： 圧縮空気、フィルター処理、5 μm、オイル式または乾式
- 取付け位置： 水平

-  Increases the main network pressure to an adjustable 
value which is almost twice as high as the network 
pressure. A built-in regulator insures a constant output 
pressure.

- Medium: compressed air, filtered, 5 μm, free of oil
- Installation position:  horizontal

項目
Description

ID

ID
ネジ
Thread
[“]

圧力比
Pressure ratio

最大入力圧力
max. input pressure
[bar]

最大出力圧力
max. output 
pressure 
[bar]

流量
Rate of flow
[l/min]

最低 / 最高周囲温度
min. / max. 
ambient 
temperature
[°C]

PDV 0403160 G1/4“ 1:2 6 9 400 5 - 50

技術仕様は予告なく変更されることがあります。 Subject to technical changes.

� 入力 (G¼)
� 過圧バルブ

� 圧力計

� サイレンサー

� ノブ

� Input (G1/4“)
� Overpressure valve
� Pressure gauge
� Silencer
� Knob

TANDEM
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安定、高精度、アクセスが容易
4 基のモジュールグループをピラミッド形にした巧みな配置により、4 つの
ワークを 5 軸マシニングセンターで加工することができます。接近性を大
きく損なうこともありません。
作動は空圧で行います。把持力はダブルチェックバルブで確保されてい
ます。

Comfortable, high-precision and easily accessible.
Due to the intelligent arrangement of a group of four 
modules on a pyramid, 4 workpieces can be machined on 
a 5-axis machining center, without significantly limiting 
accessibility.
Actuation is done pneumatically. The clamping force is 
secured via a double check valve.

マルチバイス
ロータリーテーブルの両側にはそれぞれ 5 つの TANDEM KSP 160  
クランピングブロックが装備されています。

Multi Clamping Vises
Both sides of the rotary table are each equipped with five 
clamping force blocks type TANDEM KSP 160.

2 つの TANDEM クランピングブロック (タイプ KSP 160)  と
クイックジョーチェンジチャック ROTA-S plus が Peiseler ロータリー
テーブル上に取り付けられています。

Two TANDEM clamping force blocks type KSP 160
and a quick-jaw change chuck ROTA-S plus mounted on a 
Peiseler rotary table.

TANDEM
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TANDEM – 量産に最適
空圧式でも油圧式でも、コンパクトな TANDEM クランピングブロックは、
4 軸マシニングセンターのクランピングブリッジでの使用に最適です。コン
パクトな四角いデザインのため、平行配置 (1) や縦列配置 (2) が可能です。
VERO-S (3) クイックチェンジ・パレットシステムと組み合わせると、クラン
ピングブリッジを 1 分以内に交換することができます。

TANDEM - perfect for mass production
Whether pneumatically or hydraulically actuated, the 
compact TANDEM clamping force blocks are perfectly 
suitable for the use on clamping bridges on 4-axis 
machining centers. The compact, square design allows 
a parallel (1) arrangement or one behind another (2). 
Combined with the VERO-S (3) quick-change pallet system, 
the clamping bridges can be exchanged in less than a 
minute.

TANDEM
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TANDEM – 量産用パワーハウス！
TANDEM クランピングブロックは、例えば、ロータリー搬送マシンなどに
おける短いサイクルタイムと高い精度要求を満たす最適なソリューション
です。

TANDEM - the powerhouse for volume machining!
The TANDEM clamping force blocks are perfectly designed 
for short cycle times and high precision requirements, e.g. 
on rotary transfer machines

TANDEM
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自動モードのクランピングブロック
ワークとクランピングデバイスをロボットで交換します。

Clamping force blocks in automatic mode
Workpiece and clamping device are exchanged with a 
robot.

高い適応性と精度
4 つの TANDEM クランピングブロック KSP 160 がロータリーテーブルの
上側領域に、2 つの TANDEM クランピングブロック KSP 250 が下側領域
に取り付けられています。トグルスイッチでそれぞれのバイスを個別に作動
させることができます。

Flexible and precise
Four TANDEM clamping force blocks KSP 160 are attached 
in the upper range and two TANDEM clamping force blocks 
KSP 250 in the lower range of the rotary table. The vises 
can be individually actuated via toggle switches.

最小のサイクルタイム、最高の精度
自動車産業では寿命と精度が冷間成形備品の重要な要素です。冷間成形
では高把持力も要求されます。TANDEM KSP-LH は、その大きなジョース
トロークと最大 9 bar の空圧作動圧力がこの加工で優れた特性を発揮し
ます。
ワークは、0.02 mm の繰り返し精度でしかも年間 100,000 回以上クラ
ンプされて加工されます。

Minimum cycle time and maximum precision
Lifetime and precision are the central factors of cold 
forming components in the automobile industry.  
High clamping forces are also required for cold forming. 
The TANDEM KSP-LH offers the optimum features for this 
task, with its large jaw stroke and a pneumatic actuating 
pressure of up to 9 bar.
 The workpieces are clamped and machined at a repeat 
accuracy of 0.02 mm – and more than 100,000 times per 
year.

TANDEM
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ロングベッドミーリングマシンで完璧なクランプ
アルミプロファイルがしっかりとしかも柔軟にクランプされて、全部で 
TANDEM KSP-LH 空圧クランピングブロック (大きなジョーストローク) 
が 18 個付いたマシンで加工されます。約 215 mm ～ 2550 mm の様々
な長さのアルミプロファイルがロングベッドミーリングマシンで加工され
ます。
空圧システムがほとんどの工作機械で利用できるため、機械に自動クラン
ピングシステムを素早く簡単に後付けすることができます。適切なチャック
ジョー、さらにクイックチェンジシステムも加わって、クランピングシステム
が完成します。

Perfect clamping on a long-bed milling machine
Aluminum profiles are reliably and flexibly clamped and 
machined with altogether 18 TANDEM KSP-LH pneumatic 
clamping force blocks (large jaw stroke). A diverse range 
for profiles from appr. 215 mm to 2550 mm are machined 
on the long-bed machine.
 The pneumatic system is available on almost every 
machine tool – thus allowing the machines to be quickly 
and easily retrofitted with an automatic clamping system. 
Suitable chuck jaws - also with quick-change system - 
round off the clamping system.

ツールタレット上のクランピングブロック
特別に開発されたクランピングブロックはクーラント圧で開き、内部に取り
付けられたスプリングパッケージで閉じます。このバージョンではほとんど
の工作機械でタレットチャックの使用が可能です。ワークの把持にもあるい
は自動ローディングにも使用できる賢いソリューションです。

Clamping block on tool turret
The specially developed clamping force block is opened 
with coolant pressure, and is closed via internally 
mounted spring packages. This version allows the turret 
chuck to be used on almost any machine tool. Whether for 
gripping workpieces or for automated loading – a clever 
solution.

TANDEM
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四角い実用的な油圧または空圧クランピングブロック
コンパクトな寸法のモジュールのため、TANDEM クランピングブロックは、
完全自動のマルチクランピングシステムと最適に組み合わせることができ
ます。
クランプモジュールを集中制御ブラケットに取り付けます。空圧または油圧
制御を手動であるいは機械制御システムを使用して完全自動で行うことが
できます。コンパクトな寸法のお陰で通常さらに多くのクランピングブロッ
クをマルチクランピングシステムに組み合わせて、複数のワークを同時に
加工し、機械の稼働率をアップすることができます。

Square and practical hydraulic or pneumatic clamping 
blocks
Due to the compact dimensions of the modules, the 
TANDEM clamping force blocks can be optimally combined 
with fully automated multiple clamping systems.
The clamping modules are mounted on a centrally con- 
trolled bracket. The pneumatic or hydraulic control can be 
performed manually or fully automatically by the machine 
control system. The compact dimensions usually allow 
more and more clamping blocks to be combined into a 
multi clamping system, thus allowing multiple workpieces 
to be machined simultaneously and increases the machine 
running times.
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