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マルチクランプ シンプルで手軽な固定用真空チャック

マルチクランプシステムは中・小型ワークの加工時に最適な真空
チャックです。

このクランプシステムは吸着プレート単体、もしくはマルチベースと
組み合わせて使用します。吸着プレートをマルチベースに取付ける
ことによってワークの回転が可能になり、吸着したワークに対して
多方面から加工を行うことができます。向きを変えてのクランプを
繰り返す必要がなく、シンプルかつ人間工学的に効率良く作業を
行うことが可能です。マルチベースには専用の吸着パッドを取付け
ることもできます。

吸着プレートには直接圧縮エアを供給し使用できるタイプと、外部
から真空発生器を接続し使用するタイプがあります。

アプリケーション例

ワークの切断 木板表面の研磨 ドリルでの穴開け ネジの取付け

木材を加工するための保持に使用されるマルチクランプシステム

吸着プレート VC-M-SP-160x160、VC-M-SPV-160x160 テクニカルデータ

タイプ 真空発生器
最大真空圧

[kPa]

エア消費量
[L/min]

最大吸込量
[L/min]

質量
[kg]

VC-M-SP-160x160-JP 一体型 -85 48 38.4 0.7

VC-M-SPV-160x160 別途要 - - - 0.7

マルチクランプ用吸着プレート VC-M-SP-160x160、VC-M-SPV-160x160

ホースコネクタ付きで、圧縮エアもしくは真空エアとの接続が容易

マルチクランプ用吸着プレートは、独立型で手軽な固定用プレートです。
最小で40x40 mmのワークを吸着することができ、複数の吸着プレートを
配置することによって長さのあるワークの保持にも対応します。

吸着プレートには真空発生器が一体となった「VC-M-SP」と真空発生器を
内蔵していない「VC-M-SPV」があります。VS-M-SPは真空ポンプが不要

なため、圧縮エアを接続するだけで容易に使用することができます。ワー
クのワークベンチへの固定にはネジの他、直接吸着して固定することも
可能です。

吸着プレートはマルチベースと組み合わせることによって、ワークを回転
させて作業することが可能になります。吸着プレートは下記マルチベース
に対応しています。

○吸着プレートVC-M-SP：マルチベースVC-M-B
○吸着プレートVC-M-SPV：マルチベースVC-M-B、VC-M-BV

横滑りせず木板を加工可能な真空発生器一体型の吸着プレートVC-M-SP

広い吸着面で最大限の保持力を実現

溝にシーリングコードを挿入することにより
ワークの形状に合わせた吸着が可能

フリクションパッドで更に保持力を強化

吸着面の上下にあるシーリングコードが
ワークやワークベンチの不規則性に対応

特長

吸着プレート VC-M-SP、VC-M-SPV 発注データ

タイプ 概要 製品コード

VC-M-SP-160x160-JP
吸着プレート（真空発生器 一体型）、

160x160 mm、アクセサリ同梱(21) 10.01.12.53001

VC-M-SPV-160x160
吸着プレート（真空発生器 外付型）、

160x160 mm、アクセサリ同梱(21) 10.01.12.01853

FU-5-3/2-R エア切替用フットスイッチ(22)：エジェクタ向け 10.01.12.53004

FU-5-3/2 エア切替用フットスイッチ(22)：ポンプ向け 10.01.12.02055

(21)手動バルブ、真空ホース（外径6 mm / 内径4 mm）、カプラ、シーリングコードが付属します。

(22)エア切替用フットスイッチ（アクセサリ）：

両手を使わずバルブを切り替えることができます。使用する真空発生器のタイプによって

対応する製品が異なります。

ネジによるテーブル固定も可能
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マルチクランプシステム VC-M-Vシリーズ（真空発生器外付け型）

スライドバルブ付きマルチベース
VC-M-BV-265x165x209 

マルチクランプシステム VC-M-Vシリーズ

タイプ 概要 製品コード 質量
[kg]

VC-M-V-265x165x220.5 マルチクランプセット（吸着プレート+スライドバルブ付きマルチベース）(25) 10.01.12.01852 4.7

VC-M-BV-265x165x209 スライドバルブ付きマルチベース 10.01.12.02050 4.1

VC-M-SPV-160x160 吸着プレート 160x160 mm （真空発生器外付け型）(25) 10.01.12.01853 0.7

VC-M-SPV-210 吸着パッド Ø210 mm （真空発生器外付け型） 10.01.12.02008 1.6

VC-M-SPV-200x55 長円吸着パッド 200x55 mm （真空発生器外付け型） 10.01.12.02009 0.8

VC-M-SPV-300x100 長円吸着パッド 300x100 mm （真空発生器外付け型） 10.01.12.02053 1.9

FU-5-3/2 エア切替用フットスイッチ(26)：ポンプ向け 10.01.12.02055 1.4

(25)カプラ付き真空ホース（2 m）、Yピースが付属します。

真空ポンプ（VC-M-BV向け）

マルチクランプシステム VC-Mシリーズ（真空発生器一体型）

マルチクランプシステム VC-Mシリーズ テクニカルデータ

タイプ 概要 製品コード 最大真空圧
[kPa]

エア消費量
[L/min]

最大吸込量
[L/min]

質量
[kg]

VC-M-165x165x220.5-JP マルチクランプセット（吸着プレート+マルチベース）(23) 10.01.12.53002 -85 48 38.4 4.6

VC-M-B-170x165x209 マルチベース 10.01.12.01854 - - - 3.9

VC-M-SP-160x160-JP 吸着プレート 160x160 mm （真空発生器一体型）(23) 10.01.12.53001 -85 48 38.4 0.7

VC-M-SP-210 吸着パッド Ø210 mm （真空発生器一体型） 10.01.12.02002 -85 48 38.4 1.6

VC-M-SP-200x55 長円吸着パッド 200x55 mm （真空発生器一体型） 10.01.12.02003 -85 48 38.4 0.8

VC-M-SP-300x100 長円吸着パッド 300x100 mm （真空発生器一体型） 10.01.12.02052 -85 48 38.4 1.9

FU-5-3/2-R エア切替用フットスイッチ(24)：エジェクタ向け 10.01.12.53004 - - - 1.4

吸着プレート
VC-M-SP-160x160

（真空発生器一体型）

吸着パッド
VC-M-SP-210

（真空発生器一体型）

長円吸着パッド
VC-M-SP-200x55、
VC-M-SP-300x100

（真空発生器一体型）

マルチベース
VC-M-B-170x165x209

(23)手動バルブ、真空ホース（外径6 mm / 内径4 mm）、カプラ、シーリングコードが付属します。

着脱レバーで吸着パーツの交換が容易

360度平行回転可能で、全側面の加工の効率アップ

ホースコネクタ付きで圧縮エアの接続が容易

90度まで垂直回転でき、ワークの端の加工も可能

ネジによる固定が可能

吸着パッド
VC-M-SPV-210

（真空発生器外付け型）

長円吸着パッド
VC-M-SPV-200x55
VC-M-SPV-300x100

（真空発生器外付け型）

吸着プレート
VC-M-SPV-160x160

（真空発生器外付け型）

マルチクランプ VC-M-V向け真空ポンプ テクニカルデータ

タイプ 製品コード 最大真空圧 最大吸込量 最大吸込量 供給電圧 IP等級 質量
[kPa] [m3/h] [L/min] （50Hz） [V] （60Hz） [V] [kg]

VC-M-PU-4-AC-230V 10.01.12.02040 -85 3.9 65.0 230 - 54 8.5

VC-M-PU-4-AC-110V 10.01.12.02051 -85 4.0 66.7 - 110 54 8.5

手動スライドバルブにより真空圧の迅速なON/OFFを実現

ネジによる固定の他、マルチベースの底面と
ワークベンチとの真空固定も可能

ケーブルリールを一体化し、
持ち手付きで運搬に便利

分かりやすい真空ゲージ

(24)両手を使わずバルブを切替えることができます。（アクセサリ）

(26)両手を使わずバルブを切替えることができます。（アクセサリ）


