電動式インジェクションブロー成形機（ＨＰＳシリーズ）
Electric Injection Blow Molding Machine (HPS series)
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インジェクションブロー成形機の原理

The Principle of the Injection Blow Molding Machine

インジェクションブロー成形機とは、射出成形用とブロー成形用

The injection blow molding machine has the two kinds of molds,

当社が得意としてきたダイレクトブロー成形機とは異な

の２種類の金型を持った成形機です。

for the injection molding and the blow molding.

る成形方法のインジェクションブロー成形機です。
タハ

射出成形用金型：容器の口部成形を行います。

The Mold for the Injection Molding: It molds the product’s neck part.

ラのインジェクションブロー成形は成形品の口部を射

ブロー成形用金型：容器の胴部および底部の成形を行います。

The Mold for the Blow Molding: It molds the product’s body and
bottom parts.

出成形の要領で成形し、胴部と底部はブロー成形と同
様に成形します。非常に高精度な口部形状が求められ
る自動車用ジャバラ製品や、化粧品・医療品などの容器
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成形手順 The Molding Process

の成形に向いています。
これまで培ってきた電動式成

射出金型

形機の技術を活かし、制御や駆動は全て電動式を採用

Injection Mold

射出金型ピン

しています。

ブロー金型

Injection Mold Pin

Blow Molding Mold
カット刃

This is the injection blow molding machine which is different

Cutter

from our specialty, the extrusion blow molding machine. In

Die

ダイス

Tahara's injection blow molding, the molded item’ s neck part is

コア

formed by the injection molding, the body and bottom parts are

Core

バリ

Flash

formed by the blow molding. This is suitable for automakers’
convoluted section products which requires extremely high

センタピン

precision neck shape; as well as cosmetic and medical

Center Pin

リングピストン

products. We have utilized our acquired electric molding

Ring Piston

machine technology; the machine is equipped with all electric
control and driving force.

型式／ Model:
主仕様

HPS−35D ／ 05AJ（E2）

Speciﬁcations

押出機

樹脂充填工程

射出成形工程

パリソン形成工程

ブロー成形工程

カット工程

The Resin Filling
Process

The Injection Molding
Process

The Molding Parison
Process

The Blow Molding
Process

The Cutting
Process

ヘッド内部に溶融樹脂を

充填した溶融樹脂を、
アキュムレータを

溶融樹脂を押し出すとともに

パリソンをブロー金型で

充填します。

用いて射出金型内部に押し出し、口部を

射出金型を上昇させ、中空パ

挟 み、胴 部 および底 部を

射出成形します。

リソンを形成します。

ブロー成形します。

Pushing out the filled melting resin on
the inside of the injection mold by using
the accumulator, and then the neck part
is formed by the injection molding.

Pushing out the melting resin
and lift up the injection mold
to make the hollow parison.

Hold the parison with the
blow mold; mold the body
and bottom parts.

Fill up the melting resin
on the inside of the
head.

Extruder

スクリュー径

Screw diameter

スクリューＬ／Ｄ

L/D

26

モータ

Motor

3.7 kW

押出量

Output

10 kg/h (PP)

ヘッド
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成形の特長 The Features of the Molding

■ 精密な寸法を持った口部の成形

■ Molding a neck part with precise measurements
In contrast to the ordinal blow molding, the neck part is molded by the injection
molding therefore, it is possible to mold with high precision and sophisticated shape
neck parts.

パリソン数

No. of parison

2

通常のブロー成形とは異なり、射出成形によって口部を成形す

層数

No. of layer

1

るため、
より高精度かつ複雑な形状の口部成形が可能です。

ピッチ

Center distance

170 mm

Clamp

型締力

Clamping force

型締開閉距離

Opening distance

金型

Mold

幅（W）
高（H）
厚（T）

ドライサイクル
電気容量

35 〜 50 kN
250 mm

width

310 mm

height

300 mm

thickness
Dry cycle

80±0.2 ×2 mm
8 sec

Power

押出機

Extruder

ヒータ

Heater

8.7 kW

駆動

Drive

7.6 kW

制御

Control

2.0 kW

合計
実電力消費量

Total
Actual consumption

Cut off flashes at the
bottom.

35 mm

Die Head

型締

バリをカットします。

3.7 kW

■ バリの削減

■ Reducing the ﬂash

成形の性質上、口部のバリが存在しないため、
バリの発生を抑

From the nature of the molding, the neck part's flash does not exist, therefore it
suppresses the generation of the flash. It is effective to the reduction of material cost.

えることができます。原料コストの削減に効果があります。
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対象製品

Suitable Products

●自動車ジョイントブーツ

●Automobiles’ constant velocity joint boots

●医療用容器、化粧品容器

●Medical containers, cosmetic containers

（液量の調節機構などの複雑な口部形状）

(The sophisticated neck part shape : such as the liquid regulatory mechanism)

22.0 kW

2. 6 kW/h
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