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TOX®-パワーパッケージ・ライン X 

特長： 
 
 優れた制御性と調整能力 
 極めて効率的なシール技法 
 特にパンチング用途に適合 
 特許取得のパワー・バイパス ZLB 
 油圧エンド・ポジション・ダンパーZHD 
 小サイズでの早送りストローク出力が大幅に増加 
 作業シフトの制限なく 12 カ月間に 1,000 万ストローク 

 3 方向に取付けが可能（上向き、下向き、横向き） 
 30 トン・タイプまでストローク・センサーZHU 取付仕様 
 30 トン・タイプまでリニア・センサーZHW 取付仕様 
 エラストマー・クッションによるダンパー機能 
 X-K タイプは特許の新増圧部構造により、 

全長を大幅に短縮 

TOX®-パワーパッケージの機能 

早送りストローク – 主制御弁 a を切り換えると、作動ピストン

1 が高速で前進。ストローク中に抵抗が生じると、自動的に内

蔵パワー・ストローク・バルブ d が切り換わります。エアーが

増圧ピストン室 e に流れ込みます。 

パワー・ストローク – 増圧ピストン 2 が高圧室 5 に押し出さ

れ、作動部の油圧を 40 MPa まで増圧します。この油圧が作

動ピストン 1 の裏側に出力し、パワー・ストロークを始動しま

す。 

戻りストローク – 主制御弁 a のスイッチにより、パワー・スト

ローク・バルブ d が切り換わると、増圧ピストン室 e 内のエ

アーが排気され、増圧ピストン 2 と作動ピストン 1 が順々に静

止位置に戻ります。 

注文型式例： 

パワー・ストローク（mm） 
トータル・ストローク（mm） 
バージョン 
出力レンジ（トン） 
タイプ 

コントロール弁 X 

コントロール弁 X 

コントロール弁 X 



 

エアー制御バージョン .3030 

TOX®-パワーパッケージ・ラインXバージョン.3030は、X-Sタ

イプと X-K タイプの 2 種類からお選び頂けます。これらは、エ

アー・スプリング、パワー・ストローク切換バルブ、および早送

りストローク・アシストを備えています。これらは、高出力の早

送りストロークと高ストローク頻度に加え、メンテナンス頻度と

コストを抑えます。送りストローク、戻りストローク、およびエ

アー・スプリングへの常時供給用に 3 か所でエアー接続が必

要です。 

全てのドライブがパワー・ストローク切換スイッチ（コントロー

ル弁 X）を装備しています。オプションで、パワー・ストローク・

ラインの圧力制御、パワー・ストロークの外部切換制御などが

可能です（TOX®-データ・シート 10.16 参照）。 

TOX®パワーパッケージ内では、フィード・ピストンに対するエ

アー供給により、増圧室内の作動油を与圧しています。供給

するエアーの圧力はエアー・レギュレーターにより設定されて

います（出荷時エアー・スプリング室設定圧力：80 KPa）。エ
アー・スプリング用エアーは、エアー・スプリング圧力レギュ

レーターを介して、接続口 8 に接続されています（エアー・レ

ギュレーターに対する最低供給エアー圧：250 KPa）。増圧室

内の作動油を与圧することで、早送りストローク中の作動油

供給がスムーズになり、加えて組み付け方向の制限もなくな

ります。また増圧ピストンの戻りストロークもエアー・スプリン

グにより行います。 

凡例： 
 
 作動ピストン 
 増圧ピストン 
 高圧室 
 エアー・スプリング・レギュレーター接続口 
 主制御弁 
 パワー・ストローク・バルブ 
 増圧ピストン室 

コントロール弁 X 

主制御弁 
（納入範囲外） 高圧測定ホース 

アクセサリー圧力 
スイッチ ZDO 

エアー・スプリング・ 
バージョン.3030 

背圧ライン（赤） 

油量表示ピン 過充填防止安全弁 
パワー・ 
ストローク・ 
バルブ 

注油ニップル エアー／オイル分離機構（特許） エアー緩衝部 



 

TOX®-パワーパッケージ・ライン X、X-S タイプ 

1 コントロール弁 X 
2 高圧測定ホース 
3 注油ニップル 
4 早送り／パワー・ストローク

切換弁 
5 排気プレート 
6 油量表示ピン 
7 エアー抜きプラグ 
8 エアー・スプリング 

（圧力計付き） 
9 エアー接続口（常時供給） 
10 早送りストローク・アシスト 

戻りストローク 早送りストローク 

戻りストローク 早送り 
ストローク 



 

TOX®-パワーパッケージ・ライン X、X-S タイプ 

タイプ 
トータル・ 
ストローク 

内パワー・ 
ストローク 

最高出力 kN 早送り出力 N 戻り出力 N   
エアー・スプリング 

接続径 
重量 kg 

 

0.6 Mpa エアー エアー接続 

寸法単位：mm 

タイプ 

寸法単位：mm * IV = バルブ内蔵タイプ 

*** 001 タイプ装置に対する注意： 
アクセサリー（データ・シート 10.10 TOX®-パワーパッケージ・アクセサリー/110.00 センサーを参照）を組み立てるには、TOX®-パワーパッケージの寸法を守って適合し

た 002 タイプのアクセサリーを使用してください。 

接続径 公称サイズ／ホース内径 

エアー接続径 注意 
X-S 030 以下の全ての TOX®-パワーパッケージ・タイプには、スト

ローク・センサーZHU とリニア・ストローク・センサーZHW を取り付け

られる仕様になっております。ご注文の際は、ZHSセンサーと取付ブ

ラケット ZMP の必要数をそれぞれご指定ください（TOX®-データ・

シート 110.00 参照）。 



 

TOX®-パワーパッケージ・ライン X、X-S タイプ 

1 コントロール弁 X 
2 高圧測定ホース 
3 注油ニップル 
4 早送り／パワー・ストローク 

切換弁 
5 排気プレート 
6 油量表示ピン 
7 エアー抜きプラグ 
8 エアー・スプリング 

（圧力計付き） 
9 エアー接続口（常時供給） 
10 早送りストローク・アシスト 
11 作動部 
12 増圧部 

戻り 
ストローク 

早送り 
ストローク 

戻り 
ストローク 

早送り 
ストローク 



 

TOX®-パワーパッケージ・ライン X、X-K タイプ 

例：モデル・バージョン Z。中間フランジ、取付フランジ、および

エアー接続口の位置は、ご要望に応じて方向違いも可能で

す。また、中間フランジは油圧ホースにも取替出来ます。この

油圧ホースでの接続タイプは、“TOX®-油空圧ユニット X-KT”
のカタログをご参照ください。 

注意 
 
 X-K 030 以下の全ての TOX®-パワーパッケージ・タイプに

は、ストローク・センサーZHU とリニア・ストローク・セン

サーZHW を取り付けられる仕様になっております。ご注文

の際は、ZHS センサーと取付ブラケット ZMP の必要数を

それぞれご指定ください（TOX®-データ・シート 110.00 参

照）。 
 全長を最小限に抑えるために、寸法 B > B2の場合は中間

フランジが 180°回転します。 



 

TOX®-パワーパッケージ・ライン X、X-K タイプ 

タイプ 
トータル・ 
ストローク 

内パワー・ 
ストローク 

最高出力 kN 早送り出力 N 戻り出力 N   
エアー・スプリング 

接続径 
重量 kg 

 

0.6 Mpa エアー エアー接続 

寸法単位：mm 



 

タイプ 

寸法単位：mm * IV = バルブ内蔵タイプ 
** 作動部と増圧部間の中間フランジ 180°反転（B2 + X = B） 
*** 001 タイプ装置に対する注意： 
アクセサリー（データ シート 10.10 TOX®-パワーパッケージ・アクセサリー/110.00 センサーを参照）を組み立てるには、TOX®-パワーパッケージの寸法を守って適合し

た 002 タイプのアクセサリーを使用してください。 

接続径 公称サイズ／ホース内径 
エアー接続径 

TOX®-パワーパッケージ・ライン X、X-K タイプ 



 

TOX®-パワーパッケージ特殊仕様 

ライン Q 以外の全ての TOX®-パワーパッケージは、食品製

造工程に無害な潤滑油／グリスが使用可能です。いずれの

潤滑剤も USDA-H11 に従って認証されており、ときどき起き

る食品と潤滑剤の接触を技術的に避けることができない場合

に使用します。 
 
TOX®-パワーパッケージは、食品の製造、加工、充填、およ

び包装機械、ならびに医薬品および化粧品業界で使用され

ます。 

食品業界向け TOX®-パワーパッケージ ZLM 

ライン Q 以外の全ての TOX®-パワーパッケージに防錆処理

を施すことができます。全ての個別部品にプラズマ窒化、亜

鉛メッキ、または下塗り＋仕上げ塗装のいずれかを施しま

す。これらの装置は食品および包装業界で使用するのに特

に適しています。 

防錆仕様 TOX®-パワーパッケージ ZRO 

適合製品： 
全ての TOX®-パワーパッケージ（ライン Q を除く） 

注文型式 

食品グレード・バージョン 
TOX®-パワーパッケージ注文型式 

適合製品： 
全ての TOX®-パワーパッケージ（ライン Q を除く） 

注文型式 

防錆バージョン 
TOX®-パワーパッケージ注文型式 

ご希望に応じて、ステンレス鋼バージョンの TOX®-パワー

パッケージもご提供いたします。当社までお問い合わせくださ

い。 

予告なく仕様を変更することがあります。 


