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[ 作動圧力 ] [ 本数 ]

右軸端の図示

_________ bar _________ 本
[ バルブ位置 ]  □A  □B  □C  □D

御社名　︓____________________________________________________
御担当者︓____________________________________________________ 
御住所　︓____________________________________________________
TEL  ︓______________　e-mail︓________________________________
FAX ︓_______________　ユーザ︓________________________________

[ 紙管詳細 ]
・紙管内径　   ︓  Φ________________ ± ___________ mm

・内径の異なる紙管に対して使用する場合、

　→ 使用範囲︓  Φ________________ ～ ___________ mm

・紙管外径　   ︓  Φ________________ mm

・紙管材質　   ︓ □ 紙　□ プラスチック　□ 金属
　　　　　　 　 □ その他  __________________

・ □ 巻き取り or  □ 巻き出し
・巻き取りの場合︓  □ 1 条取り or  □ 多条取り（カットリール）
・シャフト上でスリットする︓ □ はい　□ いいえ
　カット後 の
　・スリット数        ︓___________ 丁
　・巻き取り紙管 数︓ ___________ 個
　・巻き取り紙管 幅︓___________ mm 

　・紙管の間隔        ︓___________ mm

[ ウェブロール詳細 ]
・最小幅　︓    ___________ mm   ・最大幅　︓__________ mm

・最小重量︓    ___________ kg　  ・最大重量︓__________ kg

                                                 ・最大径　︓ Φ ________ mm

・材　質　 ︓ □ 紙　□ 布地　□ 金属箔 ( フォイル ) 
　　　         □ その他  ______________________
・ウェブテンション　 ︓ ________________ N
・最大トルク　　　    ︓ ________________ N･m

・ウェブ最大速度 　   ︓ ________________ m/min

・ウェブロール配置︓

  □　　　　　　　  □　　　　　　   □　　　　　　   □

[ シャフト長さ ]

左軸端の図示

[ 軸端詳細 ]

           D 
                                      
 
B                                                               C 

A 

 

  

全長︓ ______________ mm

紙管長︓ ______________ mm

ボディ長︓ ______________ mm

軸受け間距離︓ ______________ mm

長さの異なる紙管に対して使用する場合︓
→ 使用範囲︓___________ ～ ___________ mm

 
御社管理No.︓__________________
弊社見積No.︓__________________　　

Case No.　

________________

御記入日　  ︓__________________


	Case No: 
	Quotation No: 
	Address: 
	Customer's Name: 
	TEL: 
	FAX: 
	Person in Charge: 
	e-mail: 
	User: 
	Total Length: 
	Distance Between Bearings: 
	Core Length: 
	Body Length: 
	Working Pressure: 
	Qty: 
	Inside Core: 
	Inside Core Tolerance: 
	Min Inside Core: 
	Max Inside Core: 
	Outside Core: 
	Core Material: 
	Min Core Length: 
	Max Core Length: 
	Number of Slitting: 
	Number of Winding Cores: 
	Width of Winding Cores: 
	Distance between Cores: 
	Min Reel Width: 
	Min Reel Weight: 
	Max Reel Width: 
	Max Reel Weight: 
	Max Reel Diameter: 
	Reel Material: 
	Web Tension: 
	Max Torque: 
	Max Web Speed: 
	Splitting on Shaft No: Off
	Splitting on Shaft Yes: Off
	A Valve: Off
	B Valve: Off
	C Valve: Off
	D Valve: Off
	Paper Core: Off
	Plastic Core: Off
	Other Core: Off
	Metal Core: Off
	Winding: Off
	Unwinding: Off
	Single Winding: Off
	Split Winding: Off
	1 Reel Arrange: Off
	2 Reel Arrange: Off
	3 Reel Arrange: Off
	4 Reel Arrange: Off
	Paper Reel: Off
	Textile Reel: Off
	Foil Reel: Off
	Other Reel: Off
	Customer's Order No: 
	Date: 


