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THERMO
EXCHANGING

SYSTEM
金型急温急冷システム Ver.2

THERMO
EXCHANGING

SYSTEM
 LEAVE ANYTHING TO             , WATER  EXPERTISE !

最高使用温度                 対応最高使用温度                 対応180℃（水）180℃（水）
300℃（油）300℃（油）

●導光板、レンズ等の精密成形

●厚肉製品、外装部品に最適

●特にフィラー系・発泡系材料
　には有効

●導光板、レンズ等の精密成形

●厚肉製品、外装部品に最適

●特にフィラー系・発泡系材料
　には有効

金型への媒体温度を高低間で
瞬時に切り替えるシステム
金型への媒体温度を高低間で
瞬時に切り替えるシステム



THERMO EXCHANGING SYSTEMTHERMO EXCHANGING SYSTEM

金型急温急冷システム金型急温急冷システム金型急温急冷システム

切替・加熱・冷却ユニット一体型

■金型の温度変化とTES成形サイクル
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切替ユニット
Exchange Unit

■製品例１： 従来の温調とTES採用による成形品の表面変化（顕微鏡写真）

■製品例2： 導光板・厚肉製品等、製品表面の転写性向上や高光沢、ウエルドレスなどの効果例

1サイクルでの金型・高温媒体・低温媒体の温度変化推定グラフ。
（金型重量：約490kg）、高温媒体温度：180℃
低温媒体温度：45℃、金型温度：60～130℃に急加熱急冷却）
The temperature variation presumption graph of mold, high and low
temperature medium in 1 cycle. （Mold weight: approximately 490kg,
hot water medium temperature: 180℃ cooling water medium temperature: 45℃.
This is when the mold is rapidly heated up and cooled down between 60℃ and 130℃.）
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THERMO EXCHANGING SYSTEM （TES-W type）



TES－Oタイプ（媒体油）製作可能範囲主仕様 TES-O type (medium oil) main specifications in a producible range

高温側最高温度
High-temperature side maximum temperature 300℃

60～80℃

18～78ｋＷ×1～2系統 (1~2 systems)

20～50ｋＷ

250～350R/min×1～2系統 (1~2 systems)

250～350R/min×1～2系統 (1~2 systems)

280℃

100℃

5～20分（min）

低温側使用温度
Low-temperature side service temperature

高温側ヒーター容量
High-temperature side heater capacity

低温側冷却能力
Low-temperature side cooling power

高温側媒体循環量
High-temperature side medium circulation amount

低温側媒体循環量
Low-temperature side medium circulation amount

金型温度（高温時）
Mold temperature (high)

金型温度（低温時）
Mold temperature (low)

成形サイクル
Molding cycle

TES－Wタイプ（媒体水）製作可能範囲主仕様 TES-W type (medium water) main specifications in a producible range

高温側最高温度
High-temperature side maximum temperature 180℃

7～30（80）℃

20～78ｋＷ×1～2系統 (1~2 systems)

29～99ｋＷ

50～200R/min×1～2系統 (1~2 systems)

50～200R/min

160℃

50℃

1～5分（min）

低温側使用温度
Low-temperature side service temperature

高温側ヒーター容量
High-temperature side heater capacity

低温側冷却能力
Low-temperature side cooling power

高温側媒体循環量
High-temperature side medium circulation amount

低温側媒体循環量
Low-temperature side medium circulation amount

金型温度（高温時）
Mold temperature (high)

金型温度（低温時）
Mold temperature (low)

成形サイクル
Molding cycle

注意
Notes

●成形サイクル、金型温度は金型サイズや金型冷却孔の設計により大きく変化します。
●ポンプ流量、ヒーター容量、冷却能力は成形条件により選定可能です。
●TES-Wタイプ180℃時高温側媒体循環量は最大100R/minです。
• The molding cycle and mold temperature significantly vary according to the mold size and the design of a mold cooling hole.
• Pump flow rate, heater capacity and cooling performance are selectable by molding conditions.
• The quantity of high temperature side medium circulation amount is up to 100ℓ/min at TES-W type 180 degrees Celsius time.

※このパンフレットの内容、仕様、寸法等は予告なく変更することがあります。 ※The Specifications are subject to change without notice.
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