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4面バイス

オプション品

▶︎受注生産品NS50T
様々な加工場面に対応可能
５軸加工機、小型の割出台やＣＮＣ円テーブル
に搭載し、研削・切削・検査など様々な加工シー
ンでご使用いただけます。

作業効率向上をサポート
１回の段取で４面に加工物を取り付けること
ができ、生産効率の向上が実現できます。同
時に３方向の加工ができる為、工程集約を可
能にします。

※�機械搭載用サブベースが必要になります。搭載
予定機種を各ステーションに御連絡下さい。

豊富なオプション品
オプション品を使用することで、幅広い加工
が可能になります。

【質量】：8.8kg

寸法図

未熱処理の為、多種のワーク
形状に合わせ加工が行えます。

ワークの位置決めや、簡易押さ
えに使用できます。

段付き部にワークをセットする
事により、上面からの貫通穴加
工に便利です。

ワークをバイス中央寄りに位
置決めする事ができます。

縦及び横方向に丸物ワークを
クランプする事ができます。

タップ穴を利用しワークを固
定することができます。
（移動ジョーを外して使用します）

TOP01 生口金 8枚／1セット TOP04 ストッパー 4個／1セット

TOP02 段付口金 8枚／1セット TOP05 L型ストッパー 4個／1セット

TOP03 V溝口金 4個／1セット TOP06マルチプレート 1枚から注文可能
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オプション品

オプション搭載様子



重量物対応ワイヤーカットパレット ▶︎受注生産品JWS367

重量物も薄物も対応可能
ワイヤー加工用に開発されたクランプ治具で、
5kgから14kgのワークまで対応可能です。二
段式クランプを採用し、薄物ワークも対応可能。

水平・平行調整機構
当社が開発した水平・平行調整機構を備え、よ
り繊細な微調整が可能となり、段取り時間の短
縮が図れます。

錆・摩耗に強い
錆、磨耗に強いマルテンサイト系ステンレスを�
使用し、熱処理はHRC55°で全面焼入れを施
しております。

型　　式

JWS367 JWS337 JWS327

推奨搭載重量 5〜14kg 0 〜 8kg 0 〜10kg

調整機構有無 ◯ ◯ ×

【質量】：10.0kg

寸法図

J.A.M.ワイヤーカットパレットの中で
ワークの搭載重量が一番大きいモデルです！

水平調整ボルト

水平調整ボルト
平行調整ボルト
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プロファイルグラインダー
に搭載した様子

プロファイルグラインダー
に搭載した様子 研磨機に搭載した様子

PMV30L

DS12

マイクロバイス

使用シーン

J.A.M.精密バイスの技術を凝縮した微小・微細ワーク用のコンパクトバイスです。

新製品のＬ型クランプ冶具と合わせてお使いいただければ、
段取り時間の削減、加工時間の短縮に威力を発揮します。

※�ダウンホールド機構を内蔵し、締付け時に発生するワークの浮
き上がりを最小限にし、より高品質の加工を実現可能にします。

寸法図

寸法図

【質量】：0.7kg

【質量】：0.3kg
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プロファイルグラインダーに
搭載した様子

プロファイルグラインダーに
搭載した様子

APS150

APM75

L型クランプ治具

使用シーン

●�プロファイルグラインダ用の冶具として、研削・切削・検査など
様々な加工シーンで�ご使用いただけます。
●�特殊ステンレス材を使用し、耐食性に優れています。
●�全面焼入れ（HRC55°）サブゼロ処理を施し、耐摩耗性・精度維
持に優れています。

寸法図

寸法図

【質量】：9.2kg

【質量】：5.2kg
L型本体のみステンレス製
マグネットを除く

▶︎受注生産品
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WL30-R

WL80-R

ML80-R

軽量バイス

使用シーン

●�材料にＰＥＴ樹脂を使用しています。
●電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。
●検査機器、測定装置などの用途に適した軽量バイスです。
●ワークやガラステーブル等にキズが付きにくい。

検査機器、測定装置に最適なバイス

寸法図

寸法図

寸法図

画像検査装置に載せている様子 画像検査装置に載せている様子

【質量】：0.4kg

【質量】：0.7kg

【質量】：0.8kg
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嵩上げ仕様 嵩上げ仕様 ８台並列加工仕様

特注対応

カタログ商品の寸法変更仕様

カタログ商品の追加工仕様（口金段付・口金縦横V溝・並列加工）

ラフスケッチご提示によるオーダーメイド仕様

弊社はお客様のご要望に合わせ、特注対応致します。
お問い合わせは、各ステーションに御連絡下さい。

ご要望をラフスケッチなどでご提示して頂ければ、
設計から製作まで一貫対応致します。

※ただし、ご依頼内容によって剛性や精度等の理由で製作できない場合もあります。

口金を20㎜高く

口金段付
幅3㎜×深6㎜仕様

口金V溝幅6㎜（90°）
縦横仕様

並列3台加工仕様

幅を30㎜大きく
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