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概要 特⻑ 型式⼀覧 仕様 ⼨法・設置 関連製品 技術情報

お問い合わせ (/contact)

このような場所で使⽤されています

  

HOME  建設機械

クサビバイブレータ

軽便クサビ

コンクリート打設全般

テストピース製造

アルミダイカスト製の⼆重絶縁、⼆重防振
の安全性の⾼いバイブレータ。柱や壁など
の表⾯仕上げに最適な外部振動機。

このような使い⽅をされています

振動応⽤技術で、世界をひらく産業機械 (/industry) 環境機器 (/environment) 建設機械 (/construction)

導⼊事例 (/industry/case) サポート (/support) 企業情報 (/company)

採⽤情報 (/recruit) お問い合わせ (/contact)

キーワード検索 ENGLISH (/English/)
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https://www.exen.co.jp/contact
https://www.exen.co.jp/
https://www.exen.co.jp/
https://www.exen.co.jp/industry
https://www.exen.co.jp/environment
https://www.exen.co.jp/construction
https://www.exen.co.jp/industry/case
https://www.exen.co.jp/support
https://www.exen.co.jp/company
https://www.exen.co.jp/recruit
https://www.exen.co.jp/contact
https://www.exen.co.jp/English/
http://www.exen.cn/
https://www.exen.co.jp/contact
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モータ直結の強⼒な振動をクサビ構造の振動板に伝達する外部振動機なので、気泡の抜けにくい法⾯部

の脱泡や表⾯仕上に効果があります。 

クサビ型バイブレータは単管の上下から差し込むことができ、取り扱いも容易。 

柱や壁など表⾯仕上に最適な外部振動機です。

特⻑

有効なクサビ効果

クサビ効果により軽い押し付け⼒でもコンパネに有効な振動を伝えることができ、アバタ・ジャ

ンカの無い綺麗な表⾯仕上りが得られます。

関東・関⻄どちらの単管にも使⽤可能

関東地区での丸パイプ直径48.6mm、関⻄地区の⾓パイプ60mmのどちらにも使⽤できます。 

使⽤⽅法は⾄って簡単コンパネとの間に差し込むだけです。

⼿元振動を低減

弊社独⾃の特殊なゴムフランジにより振動体部からの振動を抑制し⼿元振動を低減しています。
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型式 品⽬コード 販売価格(税抜き)

EPS 000737000 ¥91,000

 

優れた作業性

振動させたままでも移動が出来るので盛り替えが楽で作業性に優れています。 

また、本体重量5.3kgと軽量⼩型なので⾜場の悪い現場などでも容易に作業できます。

メンテナンスが容易

クサビが破損・磨耗してもモータ部ジョイントとクサビ部六⾓シャフトを接続するだけで簡単に

交換ができます。

型式⼀覧
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＊掲載の価格はメーカー標準⼩売価格とし代理店販売のため消費税抜きで表記しております。

型式
出⼒ 
(W)

電圧 
(V)

電流 
(A)

振動数 
（Hz） 

全⻑ 
(mm)

振動⾯ 
（径X⻑

さ） 
（mm）

質量 
（ｋ
ｇ）

EPS 280 100 5.0 250〜300 496 80X190 5.3

※質量には5mのモールドコードも含む。

仕様

軽便クサビ仕様

⼨法・設置・操作盤

製品⼨法図
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関連製品

軽便バイブレータ

軽便電棒
アルミダイカスト製の⼆重絶縁、⼆重防振の安全性の⾼いバイブレータ。

(/construction/const_work_vibrator/E-D/)

軽便バイブレータ

軽便パンチ
アルミダイカスト製の⼆重絶縁、⼆重防振の安全性の⾼いバイブレータ。，気泡の抜けにくい法⾯部の気泡抜
きや表⾯仕上げに。 
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(/construction/const_work_vibrator/E-DP/)

軽便バイブレータ

軽便ヘラ
アルミダイカスト製の⼆重絶縁、⼆重防振の安全性の⾼いバイブレータ。，コンクリート⼆次製品の⼟留板や
U字溝などの薄物打設に最適。

(/construction/const_work_vibrator/E-DH/)

軽便バイブレータ

軽便壁打
アルミダイカスト製の⼆重絶縁、⼆重防振の安全性の⾼いバイブレータ。柱や壁などの表⾯仕上げに最適な外
部振動機。

(/construction/const_work_vibrator/E-KC/)

技術情報

 「３軸合成値」について (/technology/3Ziku/post.html)

無料相談窓⼝
無料相談窓⼝はこちら 

(/contact) 
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 サイトマップ (/sitemap/)

 プライバシーポリシー (/privacy/)

Copyright(C) 1997.EXEN Corp. All rights

reserved.

カタログ請求
カタログ請求はこちら 

お問い合わせ
お問い合わせはこちら 

(/support/catalog.html)

(/contact)
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