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[ バルブコントロールユニット ]

[ Valve control unit ]

Eliminate weld lines and get a mirror surface, easily.

加圧熱水式ヒート＆クールシステム

水：160℃

Pressurized water type Heat & Cool System

概要
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Summary

Three individual temperature control units achieve fast cycle molding.

W578×D555×H878.5mm

Dimension

Steam type high speed heat cycle sytem (RHCM®)

概要

冷却します。
・アライアンスからは成形指導
（有償）
も提供が可能です。
初めての設備導入でも安心して、高速ヒートサイクル成形
(RHCM®)をご使用いただけます。

電源/ブレーカー

utility

(

Glass fibers subsided
and a surface gloss
was obtained.

Cooling Water port

Rc 1B

ドレン口

Drain Port

)

Rc 1-1/2B
Rp 2B

[ バルブコントロールユニット ]
[ Valve control unit ]
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Summary

This is the oil-medium type Heat & Cool Molding System based on Matsui's unique
temperature control technology. For high temperature molding requiring up to 300℃
(beyond steam type heat cycle system up to the 180℃ capability.) it is capable.
Features

・専用金型のご提案も可能です。
・システムは金型温調機の組み合わせのため、
設備の汎用性が高い。
・マツイ独自の制御機能により、最適なヒート＆
クール条件を自動設定。温度監視機能により、
成形の外乱を監視できます。

[ 専用機 ]

媒体温度
油タイプ：Max 300℃

[ 専用機 ]

Medium temp.
Oil type：Max 300℃

[ MCAA-250
(for heating) ]

[ MCAX-250 (for cooling) ]

・Dedicated mold could be available on request.
・This system consists of a combination from mold temperature controllers only, so it is very flexible.
・With Matsui's unique control function, the system will provide automatically optimum heating and
cooling temperature. Besides, by monitoring temperature function, it monitors any external
disturbances to molding.
電源

Power

切替モータ

Valve motor

媒体

Medium

使用温度範囲

Temp range

外形寸法

Dimension

三相 AC200/200･220V 50/60Hz
60W
油
（バーレルサーム＃400）
Oil (VG400）

接続口径

φ25.4
（フランジ）

返媒口

φ25.4
（フランジ）

Return port
Connection 一次側 IN
Primary IN

φ25.4 (Flange）
φ25.4 (Flange）

φ25.4
（フランジ）
×３口
φ25.4 (Flange）
×３

一次側 OUT φ25.4
（フランジ）
×３口

40℃〜300℃
W660×D328×H356 mm

送媒口

Feed port

Primary OUT

製品質量

Product Weight

φ25.4 (Flange）
×３

約10kg

索 引

Sample : Switch panel Material: PP+GF (containing 10% of Lame)
Point: Glass fibers are subsided and the surface shines.

繊維が
沈み込み、
表面光沢が
得られた。

(

システム・他

H&C Molding

冷却水口

370kg
(500kg)
Rc 1/2B 12方向 12ports
Rc 1/2B 6方向×2 6ports×2
Azone×6ports Bzone×6ports

蔵

Glass fibers rise and
glossy surface is not
formed.

Air supply

マツイ独自の金型温調技術による油媒体式ヒート＆クール成形システムです。
蒸気式
（Max180℃）
の温度を超え 300℃迄の温度に対応します。

特長

H&C成形品

サンプル：スイッチパネル
材質：PP＋ガラス 10％ ラメ入り
ポイント：ガラス繊維沈み込み、表面光沢

)

φ12

For high temperature molding like Engineering plastic or CFRTP

概要

製品質量

貯

Conventional Molding

ガラス繊維が
表出し、
表面光沢が
得られない。

Improved the
transcription, so
that the surface
turned to matte state.

Sample : Center panel Material :ABS
Point :Sinks、weldline、transcription of surface tetturing
The matte finish is correct at the lower transcription.

通常成形品

エア

油：300℃

W560×D1240×H1380 mm

本体

Product Weight
0.5〜0.7MPa
Rc 1/2B 12方向 12ports
返媒口
Rc 1/2B 6方向×2 6ports×2 Return
port
Azone×6ports Bzone×6ports

エンプラ成形やCFRTP成形など、さらに高温が必要な成形に！

油媒体式ヒート＆クールシステム

4kW 200L/min at 0.4Mpa

寸法

Dimension (Body) (W656×D1370×H1560 mm)

35 °
C or less

Cooling water
エアー Air

ポンプ出力

Pump output

MAX 180℃
35℃以下

Steam supply

H&C Molding

サンプル：センターパネル 材質：ABS
ポイント：ヒケ、
ウェルドライン、
シボ転写
下のシボ転写部はマット仕上げが正しい

AC200V 3P (40A)

Power / Breaker

RHCM2-100G
(RHCM2-200G) 蒸気 Steam
ユーティリティ 冷却水

粉砕機

Insufficient transcription
of surface texturing,
and glowing

n

Features

Oil medium type Heat & Cool system

Graph screen of the control panel

tio

[ RHCM-100G ]

蒸気

転写性が向上し
マットな状態に。

lu

・Steam heating has good thermal conductivity, so it is possible to raise the temperature 2.6
-6.0 times quicker than water heating.
the employment of the dedicated mold, it is possible to heat and cool the mold uniformly
・蒸気加熱は熱伝導率が高く、熱水加熱比2.5〜6倍の素早 ・With
in a short time.
い昇温が可能です。
・3D Weldless alliance provides you with a supporting service for a fee, so you can use Rapid
Heat Cycle Molding (RHCM®) even for your first introduction of the equipment.
・専用金型の採用により金型表面を短時間で均一に昇温／

特長

H&C成形品

Weldline and sink
disappeared.

シボの転写が
甘くテカリが
出ている。

so

3D Weldless Alliance provides the best solutions.
RHCM®Heat & Cool Molding System will bring big benefits to the molded parts, such as plating
adhesion, texture transcription, improvement on the quality of appearance (less painting), prevention
of filler exposure, reduction in deformation and easing crystalline orientation.

Connection

Weldlines and
sinks are emerging.

55kg

3Dウェルドレスアライアンスから提供されるヒート＆クール(RHCM®)成形システムです。
メッキ密着性、
シボ転写性、外観品質の向上
（塗装レス）
、
フィラー露出防止、
ソリや変形の抑制、
配向緩和など、成形品の付加価値向上に貢献します。

Example of surface quality improved

制御盤のグラフ画面

蒸気：180℃

Feed port

ウェルドライン、
ヒケが消えた

Rp1/2 ３way socket

Primary OUT

製品質量

Product Weight

Summary

接続口径

ウェルドライン、
ヒケが出ている

Rp1/2 ３口 ソケット

Conveyor

蒸気式高速ヒートサイクル成形システム(RHCM®)

送媒口

Conventional Molding

Rp1/2 ３way socket

一次側 OUT

To achieve excellent surface quality

表面品質向上サンプル
通常成形品

Rp1/2 ３口 ソケット

配合機

Example of appearance
Molding quality with glossy surface
Molding quality without warpage and sinks
Molding quality without weldlines (in sight)

Other advantages are offered by various types of molding, such as foam molding
and gas-assisted molding.

外形寸法

Rc3/8 ６ports ball valve

温度調節機

What quality is obtained?

Eliminate the need for post-processes such as polishing and painting.
← Weldless & surface gloss
Fine patterns and surface texturing are also reproduced as desired.
← Improving the transcription
Filler-containing resin can also be used for appearance parts
← Glass fibers and carbon fibers are not exposed on the surface of the part.
Thinning of molded products makes it possible to reduce weight
← Improving liquidity
Shorten the cycle time of thick-walled articles
← Rapid temperature rise and rapid cooling shorten the molding cycle.
Minimize discarded shots
← Check the quality of the molded parts by monitoring the temperature of the mold

0℃〜160℃
（MAX 1.6MPa）

Rc3/8 ６ports ball valve

Temperature Controller

■Benefits of Heat & Cool System

使用温度範囲

Rc3/8 ６方向 ボールバルブ

Return port
Connection 一次側 IN
Primary IN

Water

Temp range

ワンランク上の表面品質を実現！

接続口径

清水
（軟水）

Medium

返媒口

輸送機

●For small molded parts
（〜200ton） →Hot Water Type Systems (〜160℃)
●For any kind of molded parts
→Steam Type Systems
（〜180℃）
●For high temperature molding
→Oil Type Systems
（〜300℃）

0.5〜0.7MPa 200L/min (ANR) 以上

媒体

Rc3/8 ６方向 ボールバルブ

乾燥機

■Types of Heat & Cool systems that can be provided

Required air

送媒口

Feed port

Dryer

バルブ操作エア

その他、発泡成形品、
ガスアシスト成形など、様々な成形でメリットを提供します！

外観品例
表面光沢のある成型品質
ソリ・ヒケのない成型品質
ウェルドが目視できない成型品質

単相 AC100V・200V 50/60Hz

Power

◆ 磨き、塗装などの後行程が不要に！
← ウェルドレス＆表面光沢
◆ 微細な模様やシボも思い通りに再現！ ← 転写性向上
◆ フィラー入り樹脂も外観品に使用可能！← ガラス、炭素繊維が表面に露出しない
◆ 成形品の薄肉化で軽量化が可能に！ ← 流動性向上
◆ 厚肉成形品のサイクルタイムを短縮！ ← 急昇温、急冷却によりサイクル短縮
◆ 捨てショットが最小限に抑えられる！
← 金型温度監視による良否確認

どのような品質が得られるのか

・No boiler is needed
・Lower cost than steam or inductive heating systems
・Temperature Controllers can serve general purpose needs
・Matsui's technology automatically adjusts to the conditions that give the best results.
・External monitoring function monitors the outside disturbances.

Blender

■ Heat&Cool 成形によるメリット

・ボイラー不要
・蒸気式、誘導加熱式に比べ、設備費用が安価
・標準の金型温調機の組み合わせのため、設備の汎用性が高い。
・マツイ独自の制御機能により、最適なヒート＆クール条件を自動設定
・温度監視機能により、成形の外乱を監視できます。
電源

Medium temp
Water type：Max 160℃

Granulator

●小型成形品に
（〜200ton）
→加圧熱水式（〜160℃）
●様々な成形品に
→蒸気式 （〜180℃）
●高温成形品に
→油媒体式（〜300℃）

媒体温度
水タイプ：Max 160℃

Features

Strage

■ 提供可能な Heat&Cool 成形のタイプ

特長

Temperature Controller

マツイ独自の金型温調技術による加圧熱水式ヒート＆クール成形システムです。
温度設定の異なる３台の金型温調機を用い、格段に早い成形サイクルをご提供致します。

System & Others

RHCM

もっと手軽にウェルドをなくしたい。ウェルドレスと外観光沢を実現！

温度調節機

Heat & Cool

Index
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Cooling Process → Preheating Process
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Mold surface temperature change of Heat ＆ Cool molding

しく！
もっと詳
etails!

More D

Cycle time is shortened due to reducing the amount of
medium to be replaced when switching processes!

How can we set the temperature at which there is no problem
even if the temperature control medium are mixed?
Does it get back to the proper set temperature?

120℃
樹脂熱変形温度
Resin thermal
deformation
temperature

降温

降温
Temperature
falling

乾燥機

Temperature
falling

Dryer

工程を切り替える時、
入れ替える媒体量を少なくでき、
サイクルタイムが短縮します！

温調媒体が混ざっても問題ないように
温度を設定するとはどういうことか?!
きちんと設定温度に戻るのか?!

温調媒体は金型近くに設置する
バルブユニットで切り替えます
The temperature control medium is switched by
the valve unit installed t near the mold.

＜予備加熱工程＞

昇温

Temperature
rising

Temperature
rising

Normal molding
temperature

加熱

Preheating Process

Heating
バルブユニット

射出

加熱
型開

Cooling

Injection

Valve Unit

排水

冷却

80℃

Mold open

Heating

輸送機

通常成形温度

昇温

冷却
射出

Cooling

Injection

型開
Mold open

Temperature Controller

Preheating process is set up between cooling process and heating process.
The cooling medium which was immediately after switched is collected
in the preheating temperature controller.

温度調節機

Water Drain

冷却工程と加熱工程の間に予備加熱工程を設け、切り替え
直後の冷却用媒体を予備加熱用温調機で回収します

給水
Water Supply

Conveyor

＜冷却工程→予備加熱工程＞

■ Heat ＆ Cool 成形の金型表面温度変化

Temperature Controller

だから
台
3
温調機 さがある！
良
できる antages of usingollers!

Pressurized water type Heat ＆ Cool System

温度調節機

■ 加熱熱水式ヒート＆クールシステム

加熱用温調機
Mold Temperature Cotroller for Heating

金型

Blender

予備加熱用温調機
Mold Temperature Cotroller for Preheating

冷却用媒体の温度は、加熱用媒体と混ざって
温度が上がっても金型を型開温度まで
降温できるように設定します！

The heating medium temperature is set at which the mold can
be heated up to the injection temperature even if the
temperature falls due to mixing with the preheating medium!

The cooling medium temperature is set at which the mold can
be cooled to the mold opening temperature even if the
temperature rises due to mixing with the heating medium

温調媒体の冷却は加熱よりも短時間で可能です！
媒体が設定温度に戻り、問題なく次の成形ができます！
System & Others

The preheating medium and the heating medium can be set the
temperature at which there is no problem even if the medium is
mixed.

システム・他

Possible to cooling the temperature control medium in a shorter time than heating!
The medium gets back to the set temperature and next molding is possible without any problems!
予備加熱用媒体と加熱用媒体は、媒体が混ざっても
問題ないように温度を設定をします

Strage

媒体が設定温度に到達

The medium reaching to the set temperature

蔵

The mold is heated quickly and the cycle time is
shortened, because the heating medium temperature
does not fall!

加熱用媒体の温度は、予備加熱用媒体と混ざって
温度が下がっても金型を射出温度まで
昇温できるように設定します!

貯

加熱用媒体の温度が
低下しないため、
金型を素早く加熱でき、
サイクルタイムが短縮します！

Temperature falling to mold opening temperature

粉砕機

冷却用温調機
Mold Temperature Cotroller for Cooling

型開温度まで降温

Temperature rising to injection temperature

Granulator

射出温度まで昇温

Preheating Process → Heating Process

索 引

Index

＜予備加熱工程→加熱工程＞

配合機

Mold

