
 
  

ロボットガン／メカニカルガン／ハンドガン 

ロボットガン/メカサーボガン/ハンドガン 

TOX®-ガンシステム 



 
  

リベット／機能要素エレメント

圧入ヘッド 

パンチングツール 刻印ツール 

クリンチング

TOX®-接合 
リベット 機能要素の圧入、

挿入 
組み立て、圧入 パンチング、穿孔 刻印、マーキング 

アプリケーション 

TOX®-ガン・モジュールシステム 

モジュール式 TOX®システムは、クリンチング、パ

ンチング、組み立て、マーキングといった用途ごと

に独創的なソリューションを提供します。お客様の

ご要件に応じてフレーム、ツール、駆動と制御、お

よびモニタリングを組み合わせて、カスタマイズ。

標準コンポーネントを使用することにより、弊社の

システムの高い品質基準が保証されます。用途/アプ

リケーションによって、ロボット/メカ式、またはハ

ンドタイプをお選びいただけます。 
 
弊社は、お客様の用途に適したシステムを選定する

ために、出力、ストローク、部品の形状、制御とモ

ニタリングのニーズなど、すべての要件を考慮しま

す。弊社のチームは、お客様が事前に選定したシス

テムについて、総合的に検討いたします。 
 
 
 

 ツール 

 フレーム 

 ロボット用途向け C-フレーム 
 機械内蔵用コンパクトタイプ 
 ハンドガン用ミニタイプ 

TOX 接合ツール 



 
  

 駆動 

 メカサーボシリンダ 
TOX®-サーボドライブによる優れた効率と精度 

 エアハイドロシリンダ 
TOX®-パワーパッケージによる優れた省エネ性とパワー 

 外部増圧部を備えたコンパクトな TOX®-油圧シリンダー 
 低荷重向けエアーシリンダ 

 アクセサリー 

補正スライド ロボット・コンソール ダイによる駆動の

均等化 
ガン設置プレート 



 
  TOX®-ロボットガン、TOX®-メカニカルガン 

TOX®-ガンは自動化生産ラインへの組み込みに最適です。このガンはロボットアームに取り付けたり（ロボット

ガン）、コンソールを介して生産ライン・ステーションに取り付けたり（メカニカルガン）できます。

仕様は、ツール、駆動、アプリケーション特有の制御とモニタリングによって定義します。 
 
TOX®-ロボットガンは、製造ラインとロボットセルの生産性向上のために設計されています。 
 モジュール式 TOX®システムのコンポーネント 
 プラグアンドプレイ 
 ロボット制御または定置式 
 工具開口部：95 mm 以下 
 荷重：50～80 kN 
 スロット奥行き：450 mm 以下 

TOX®-機械トング CMH 03 は定置操作に適してお

り、コンパクトな寸法により、システムに容易に組

み込むことができます。 
 コンパクト 
 機械内での定置用途 
 工具開口部：18 mm 以下 
 荷重：45～75 kN 
 スロット奥行き：100 mm 以下 

ダイ側で駆動する、均等化機能付き TZ タイプ 

パンチ側で駆動する TZ タイプ 

TOX®-パワーカーブ KKG 90 は空気圧のみで駆動し

ます。特殊なカム軌道により、早送りストロークと

高い荷重を保証します。 
 作動部内の荷重-位置特性が一定 
 優れたアクセス可能性 
 開口部角度：90°以下 
 荷重：90 kN 以下 
 スロット奥行き：300 mm 以下 



 
  

弊社のエアーダクト組立用専用モデル：フラップガン 
CMH 01.45 
 回転角度 360° 
 工具開口部：6 mm 以下 
 荷重：45 kN（空気圧が 0.6 MPa の場合） 
 スロット奥行き：50 mm 以下 

CMH 04.45 
 工具開口部：6 mm 以下 
 荷重：45 kN（油圧が 47 MPa の場合） 
 スロット奥行き：37 mm 以下 

油圧駆動 CHH 04.45 
 工具開口部：6 mm 以下（片手で操作する場合） 
 工具開口部：30 mm 以下（両手で操作する場合） 
 荷重：45 kN（油圧が 25 MPa の場合） 
 スロット奥行き：35 mm 以下 

CHH 03.45/CHH 03.75 はメカニカルガンとして取り

付けることもできます 
 多機能 C-フレーム 
 工具開口部：6 mm 以下（片手で操作する場合） 
 工具開口部：50 mm 以下（両手で操作する場合） 
 荷重：45 kN／75 kN（油圧が 25 MPa の場合） 
 スロット奥行き：60 mm 

最小フランジ：CMH 02.30 
 内部供給接続 
 工具開口部：6 mm 以下 
 荷重：30 kN（空気圧が 0.6 MPa の場合） 
 スロット奥行き：8 mm 以下 

TOX®-ハンドガン 

コンパクトな寸法の TOX®-ハンドガンは、板金接合技術のすべての分野に適しています。 
堅固で耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 
TOX®-ハンドガンは、取付ブラケットと、回転式マニホールド接続で利用できます。 
 
モバイル用途にも利用できる C-フレーム設計の TOX®-ミニハンドガンは、油空圧増圧部で駆動します。 

モバイルまたは定置操作用の 
CMH 03.45 
 油圧駆動 C-フレームガン 
 工具開口部：6 mm 以下（片手で操作する場合） 
 工具開口部：30 mm 以下（両手で操作する場合） 
 荷重：45 kN（油圧が 47 MPa の場合） 
 スロット奥行き：100 mm 以下 

クリンチング用途に最適：TOX®-ミニガンは、お客様

の用途に合わせて構成できます。 



 
  アクセサリーおよびオプション 

TOX®-制御は、エア制御バージョン、電空バージョ

ン、またはプログラム制御の安全なプロセス制御で

す。さらに、TOX®-モニタリングは圧入工程の品質

を高精度で監視・管理します。共通バス・システム

に組み込まれたこのシステムは、プロセス・シーケ

ンスに関する重要な情報を提供します。TOX®ソフト

ウェアは制御、モニタリング、および分析を組み合

わせます。すべての用途での対話型作業環境からプ

ロジェクトの概要が迅速にもたらされます。 

ダイをモニタリングする TOX®-ツールチェックは、

TOX®-接合ダイの状態を空気圧でモニターします。

これはガンに内蔵するか、またはロボットが届く範

囲内に固定して取り付けます。汚れや破壊によって

欠落または破損したダイ・セグメントは、1 秒未満

で検出します。 

TOX®-ブースターは、供給エアー0.6 MPa で、内部

圧力を 25 MPa または 47 MPa の油圧に増圧しま

す。増圧部は、用途に応じて、動かないときはいず

れの方向にも、台車上では水平に取り付けることが

できます。 

モジュール式 TOX®-スプレーシステムは、接合工程

前に、部品表面や工具に正確にスプレーします。そ

のため、材料の成形を最適化しながら、ストリッパ

力を減少させます。ガンフレーム、または工具の中

に取り付けます。 

ロボットガンを制御するために、ガン設置プレート

ZIP には要求されるバス・モジュール、バルブ、セ

ンサー、電気インターフェイス、および空気圧イン

ターフェイスがあります。 

コンソールと補正スライドにより、ガンの安定した

ガイドが保証されます。また、工具の重量を均衡さ

せ、公差を補正します。 



 
  使用用途/アプリケーション 

TOX®-油圧シリンダー搭載リベット用ガン TOX®-油圧シリンダー搭載メカニカルガン 

TOX®-サーボドライブ搭載メカニカルガン TOX®-油圧シリンダーを搭載パンチングガン 

空気圧シリンダーを搭載パンチングガン TOX®-ミニ油圧シリンダー搭載フランジガン 



 

トックス プレソテクニック株式会社 
〒811-2115 
福岡県粕屋郡須恵町佐谷 1261-1 
Ｔ：092-934-4888 Ｆ：092-934-4884 
 
お問い合わせ先： 
tox-pressotechnik.com 
 
90.201905 予告なく仕様を変更することがあります。 


