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Experience the high-speed capteX
feeling now.

Call: +49 [0]7144.907-333
Visit: ww w.hainbuch.com

capteXクイックチェンジインターフェース
capteX quick change-over interface.
サイクル数が上がります。
Increase the number of cycles!

ra p id

capteXがない場合
Without capteX: Production with a handicap
A flexible production for medium lot sizes often requires a wide range
中規模ロット数の生産では、多様なワークを扱う為
of work piece clamping set-ups. With universal cla mping devices,
ワークに合わせたクランプ装置のセットアップが必要
になります。例えば一般的な三つ爪チャックを使用
such as the 3-ja w chuck, this means: Compromises. They do indeed
している場合、三つ爪チャックでは満足につかめない
cla mp inside and outside, but they neither perform the one task nor
ワークがでてきます。
the other task perfectly. If you then sort your orders by a clamping

そこで、ワークに合わせて内径マンドレルや外径
device – to sa ve set-up time – you are indeed producing but you are
コレットチャックに交換します。切り替えに時間
not necessarily producing the parts that you need a t the moment.
がかかる為、必要以上の数量を生産することにな
Less than ideal conditions tha t only slow you down, and which cause
るでしょう。結果的には時間がかかり効率が悪く
quality and delivery relia bility to suffer.
なり、また品質や納期の管理も大変になります。
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交換
内径マンドレル使用の生産
Orders grouped by mandrel

三つ爪チャック
Orders grouped使用の生産
by 3-jaw chuck

capteXを使用した場合
With capteX: Production without compromises

外径コレットチャック使用の生産
Orders grouped by chuck

Long throughput times,
処理時間が長く
poor delivery reliability
納期の対応が悪い→
disappointed customers
お客様はがっかり

チェンジシステムがあれば、爪のみの交換が可能
になりサイズ違いの加工も楽になります。さらに
capteXを使用すれば機械のタイプに合わせて最適
optimal
clamping device on the optimal machine. Moreover you
なクランプ装置に、いつでも簡単に交換できます。
save
time and money. And your customers will be pleased.
時間とコストを削減し、お客様からも喜ばれます。

capteXがあれば、クランプ装置の交換が一瞬で
できる為処理時間も短縮でき、生産性が上がり
times, above all delivery reliability – this is what you achieve with
様々なワークに柔軟に対応できます。納期の要望
capteX. In seconds you have changed the complete clamping
にも応えられます。ほんの数秒間で完璧にクラン
device. With a jaw quick-change-over system, in just a few seconds
プ装置を切り替えることができます。爪用クイック

you change only the jaws – without machining to size. Here capteX
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最適なクランプ装置に
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1回の切替えにかかる時間をコスト換算すると、capteXがない場合7875円(45分）。capteXを使用すると88円（30秒）です。
Without capteX one change-over procedure costs 56.25 Euro*; with capteX the cost is just 0.63 cents**
*Set-up time: 45 min., hourly ra te: 75 Euro
**Set-up time: 30 sec., hourly ra te: 75 Euro
※コスト＝1時間10500円で計算した場合。
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fa x re p ly
Yes, I would like to learn more about

First name/ Last name

the rapid capteX. Please call me to arrange
a meeting.

Company/ Department

[I have provided my telephone number on the right]

I am also interested in the other clamping
solutions from HAINBUCH. Please send me the
current cata log.
We will use your data to process your enquiry. We will also use this data to inform you
about our products and seravices in writing. If you do not wish to be informed in this manner,
please let us know by sending a brief message to
HAINBUCH GMBH. SPANNENDE TECHNIK. Postfach 1262. DE-71667 Marbach.

Address
ZIP Code/ City
Phone
Fax
E-mail

HAINBUCH GMBH . SPANNENDE TECHNIK
Postfach 1262. DE-71667 Marbach. Erdmannhäuser Str. 57. DE-71672 Marbach
Phone +49 [0]7144. 907-0 . Fax +49 [0]7144. 18826 . sales@hainbuch.de . www.hainbuch.com
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