CAM SYSTEM HANDPRESS
カム システム ハンドプレス
ＦＫ－ＨＰ２００ＥＸ ＦＫ－ＨＰ５００ＥＸ ＦＫ－ＨＰ８００ＥＸ

ゴムや紙などの

穴あけ作業に
ピッタリ!
ＦＫ－ＨＰシリーズ

小さいのにハイパワー
カム システム ハンドプレス/ＦＫ－ＨＰシリーズは
カムの原理（回転運動を往復運動に変換する
理論）を採用したハンドプレスです。
カムの応用により、わずかな 力が 大きい力に
変換されて、ゴムや紙などを簡単に抜くこと
が可能になりました。従来型のテコの応用や
ラック式のハンドプレスにはない大きな力を
得ることができます。
最大加圧能力は､ FK-HP200EX は約 200 ㎏､
FK-HP500EX は約500 ㎏、FK-HP800EX は約
800 ㎏となります。
複雑なセットは一切なし
手動式なので手間いらず、セットも簡単なので
すぐに作業が始められます。丸・長穴・四角
・変型の穴あけを初め、 リング状パッキン
作成やカシメなど多彩な作業が可能です。

カム システム ハンドプレス
左から ＦＫ－ＨＰ２００ＥＸ、ＦＫ－ＨＰ５００ＥＸ、 ＦＫ－ＨＰ８００ＥＸ

もちろんオープンハイト・ハンドル等の設定も
自由にできますので、応用が利き、幅広い作業に
対応します。
作業環境にも配慮
今までの穴あけ工具の多くは、作業時に大きな

音を出しましたが、本機はまったく音を出さないタイプです。さらに小型ですから移動もラクラク、場所もとりません。
打ち抜き作業について

ＦＫ－ＨＰ２００ＥＸ

丸穴、二重抜き、特殊な
型抜きも手軽にできます

ＦＫ－ＨＰ５００ＥＸ

変形刃物を使って、多種
多彩な穴あけが可能

ＦＫ－ＨＰ８００ＥＸ

特殊刃物をセットして、
薄い金属板等も抜けます

こ の 他 にも多種多様な穴あけ作業が可能です。

ハイパワー！
複雑なセットは一切なし
かんたん！
作業環境にも配慮
騒音なし！
カムの力でラクラク作業

株式会社

福井機工商会
www.f-k.co.jp

ＦＫ－ＨＰシリーズ

CA M S Y S T E M HANDPRESS

作業用途に合わせて選べる３機種
手軽に使えるミニプレス

穴あけ能力
ゴム
紙

４

２

ＣＳＨのスタンダードタイプ

余裕のハイパワーを実現

カム システム ハンドプレス

カム システム ハンドプレス

カム システム ハンドプレス

ＦＫ－ＨＰ２００ＥＸ

ＦＫ－ＨＰ５００ＥＸ

ＦＫ－ＨＰ８００ＥＸ

標準価格 52,000円

標準価格 96,000円

標準価格 146,000円

ストローク：１１㎜
加圧能力：２５０㎏
オープンハイト：５５～９０㎜
テーブル面積：７０㎜×１７０㎜
中心より奥行き：５０㎜
全高：２２０㎜
据付面積：１１０㎜×２１０㎜
総重量：３．
３㎏
付属品：打抜ベース/Ｌレンチセット

ストローク：１５㎜
加圧能力：５００㎏
オープンハイト：７０～１１０㎜
テーブル面積：１１０㎜×２５０㎜
中心より奥行き：７０㎜
全高：２９０㎜
据付面積：１４０㎜×３２０㎜
総重量：７．
２㎏
付属品：打抜ベース/Ｌレンチセット

ストローク：２０㎜
加圧能力：８００㎏
オープンハイト：７０～１９０㎜
テーブル面積：１７０㎜×３２０㎜
中心より奥行き：１００㎜
全高：３２０㎜
据付面積：２４０㎜×４００㎜
総重量：１６㎏
付属品：打抜ベース/Ｌレンチセット
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※各表の数値は替刃ポンチ２０㎜使用時の能力を表しています。

CA M S Y S T E M HANDPRESS SET

専用の替刃ポンチをセットして、さらに便利に！
カム システム ハンドプレス セット

カム システム ハンドプレス セット

ＦＫ－ＨＰ４ＥＸ

ＦＫ－ＨＰ１２ＥＸ

標準価格 60,000円

標準価格 116,000円

ＦＫ－ＨＰ２００ＥＸと替刃ポンチ４種類を
コンパクトにセットしました。手軽に
どこでも作業ができます。軽作業向き
です。

ＦＫ－ＨＰ５００ＥＸと替刃ポンチ１２種類を
セットしたＣＳＨの定番品です。軽作業から
ハードワークまで、幅広く対応します。

セット内容 プレス本体、替刃ポンチセット、打抜べース、Ｌレンチセット

セット内容 プレス本体、替刃ポンチセット、打抜べース、Ｌレンチセット

替 替刃ポンチセット 替刃ポンチ(１０、１３、２０、２５㎜)、ホルダー、付属品セット

替刃ポンチセット

替刃ポンチ(５、６、８、１０、１２、１４、１６、１８、２０、２２、２５、２８㎜)、
ホルダー、付属品セット

C A M S Y S T E M H A ND PR E SS CUTTER & PARTS

豊富な替刃・専用パーツ
専用替刃ポンチ
５㎜ ～ １３㎜.................標準価格 各１，
７００円
１４㎜ ～ ２４㎜.................標準価格 各１，
９００円
２５㎜ ～ ２７㎜.................標準価格 各２，
２００円
２８㎜ ～ ３３㎜.................標準価格 各２，
６００円
３４㎜ ～ ４０㎜.................標準価格 各２，
８００円
４５㎜ ..................................オープン価格
５０㎜ ..................................オープン価格
５５㎜ ..................................オープン価格
６０㎜ ..................................オープン価格
●材質 Ｓ４５Ｃ／焼入硬度 ＨＲＣ５７

５㎜から６０㎜までの専用刃物。５㎜から４０㎜までは１㎜単位です。
ＣＳＨ各機種共通で使用できます。

ホルダー

センターピン

∩型ハンドル

標準価格 ４，０００円
替刃ポンチを取り付ける
ホルダー。ＣＳＨ各機種
共通。

標準価格 ６００円
ホルダーにセットして、
リング状パッキン作成
等に便利です。

標準価格 ８，０００円
ＨＰ５００ＥＸとＨＰ８００ＥＸ用。
加重しやすく、作業効率も上がり
ます。

PUNCH Web
www.f-k.co.jp

※表示価格は全て税別価格です。

株式会社
〒５５０－００１５

福井機工商会

大阪市西区南堀江４ー１７ー１８ 原田ビル２Ｆ
TEL：06(6532)3333 FAX：06(6532)3331

