
工作機械用治具ユニットと防振・機械要素部品の標準化をすすめ生産の効率化・高品質化に貢献

 (/)

English（英文） (/search.php?lang=eng)
Chinese（中文） (http://www.nabeya‒cn.com)

 (/contact/index.php)

フリーワード  

    メカ式  E‒9231／プルダウンバイス(フリージョーバイス)

特長 ■マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最
大の欠点である“口の開きが小さい”ことをカバーします。
■プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブ
ルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。
■加工物を“プルダウン”下に引きながら締付けますので強力
締付けで浮上がりが防止できます。
■本体にはナベヤ特製のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損
しません。
■要所は研削仕上げがしてあり高精度です。

   (/search.php?action=DetailPdfDownload&Key=9231)

仕様/価格   使用例・使用説明   その他製品情報   関連製品   製品BOXの使い方 (/guide/howto̲box.html)

仕様/価格 （2個1組）

オーダー
No.

No. 口巾
最小
高さ

最大
高さ

標準ガイド
ブロック巾

セット質量
kg

価格 寸法図 製品ストック CADデータ

927331 PV0 46 42 50 ‒ 1.5 44,900
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=927331)

900536 PV1 62 56 64 ‒ 4.8 53,000
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=900536)

900537 PV2 85 82 102 18 12.5 72,000
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=900537)

900538 PV3 120 135 164 18 39.1 109,000
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=900538)

仕様/価格 口金

部品名 オーダーNo. No. 適合機種 適合ボルト 価格 寸法図 製品ストック CADデータ

標準口
金
(研磨
面荒
目)

931362
PV0‒
JA‒A

PV‒0 M5 5,240
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931362)

トップ 製品情報 マシンバイス 下方締付式

プルダウンバイス(フリージョーバイス)
E‒9231

 

カタログの品番、製品名、目的
の製品に関連するキーワードを
入力してください

(http://www.nabeya.co.jp/search.php?
action=List&Parm=357)

(/division/special.html) 

治具段取りシステム（Ｑ
ロック）

(/search.php?grp=D)

治具ベース

(/search.php?grp=E)

ロケーティングエレメ
ント

(/search.php?grp=F)

クランプユニット

(/search.php?grp=G)

クランピングパーツ

(/search.php?grp=H)

メカニカルパーツ

(/search.php?grp=I)

マシンバイス

(/search.php?grp=J)

定盤・測定機器

(/search.php?grp=K)

作業工具

(/search.php?grp=L)

製品情報　 サポートサービス　 企業情報 採用情報

TOP (/)

My
Page

(/mypage.php?
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‒点 (/search.php?
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E‒9231／プルダウンバ
イス(フリージョーバイ
ス) (/search.php?
action=Detail&Key=9231)

 (/support/usecase.html)

 (/support/faq̲index.html)

お求めの情報はございましたか はい いいえ

標準口
金
(研磨
面荒
目)

931363
PV1‒
JA‒A

PV‒1 M6 5,610
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931363)

標準口
金
(研磨
面荒
目)

931364
PV2‒
JA‒A

PV‒2 M8 8,420
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931364)

標準口
金
(研磨
面荒
目)

931365
PV3‒
JA‒A

PV‒3 M10 10,800
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931365)

標準口
金
(ヤス
リ目)

931358
PV0‒
JA‒H

PV‒0 M5 5,240
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931358)

標準口
金
(ヤス
リ目)

931359
PV1‒
JA‒H

PV‒1 M6 5,240
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931359)

標準口
金
(ヤス
リ目)

931360
PV2‒
JA‒H

PV‒2 M8 7,850
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931360)

標準口
金
(ヤス
リ目)

931361
PV3‒
JA‒H

PV‒3 M10 10,800
寸法図を確認 (search.php?

action=DetailForm&Key=9231&order=931361)

仕様/価格 メインスクリュー

オーダーNo. No. 適合機種 価格 CADデータ

943889 PV0‒SP PV‒0 8,980

943890 PV1‒SP PV‒1 10,900

943891 PV2‒SP PV‒2 16,200

943892 PV3‒SP PV‒3 21,700

閲覧履歴

製品BOX:‒点
(/search.php?
action=ProductBox)

検索した製品を閲覧しながら、一
時的にその製品情報を記録（スト
ック）するサービスです。

(/demand/inquiry.php)
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