


ALPHA SOLUTION LINE-UP ACT SERIES 

製品外観
検査機能

（裏面／表面）

画像による
ワークアライメント機能

吸着部位外は製品に触れないため
デリケー トな製品の移載に最適

様々な供給形態
への対応

複合機能の提案も
可能です

■ 標準仕様

品種切替を簡易化
多品種

少量生産に最適

Windows 
による

簡単操作

ACT-330 

移載方式

■ 標準仕様 一➔一

ACT-120 
移載方式一 ➔ 11111!1111 
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機種名 パッケージピッカー

型式 ACT-120 

対象ワ ークサイズ ※l 5mm□~(tサイズにより変化）＊サイズにより要レンズ交換

サイクルタイム l 2sec -/1ワ ーク（＊実績参考値で、仕様により変化）

装置サイズ•重量 幅(W)l,250X奥行(D)l,250X高さ(H)l,700間(*3色灯除く） 重量約800kg

電源 3相AC200V士l0%(50/60Hz) 

動力源 ドライエア 049MPa（士10%)

真空源 -BOkPa（土10%)

対象リング 8インチ、6インチ（チェンジキットによる切替）＊エキスパンド量maxlDlllll

供給部 セット数 1リングマガジン

チップ確認 カメラによるチップ位置確認NGマ ーク検査

ピックアップ 反転ピックアップ

搬送部 移載ヘッド 8付き移載吸着ピックアップ

ワーク確認 フライ認識カメラによる製品姿勢確認補正

対象トレイ JEDECサイズ
収納部

トレイ数 25枚（自動交換方式）

OS 
制御

カメラ数

Windows  7によるパソコン制御

基本2カメラ

Mapデータ適信機能、バーコードリーダー

オプション 外観検査機能（市販外観検査装置の組み込みとなります）

真空ポンプ、イオナイザー、ファンフィルタユニットetc
※1.5mm以下の場合はご相談ください。

■ 標準仕様

ACT-210 
機種名 テーピングマシン

型式 ACT-270 

対象ワ ークサイズ ※l 5mm□~（ tサイズにより変化）＊サイズにより要レンズ交換

サイクルタイム l 2sec -/1ワ ーク（＊実績 参考値で 、 仕 様により変 化）

装匿サイズ•重墨 幅(W) l,500X奥行(D)l,OOOX高さ(H) 1,700圃(*3色灯除く） 重量約850kg

電源 3相AC200V士l0%(50/60Hz) 

動力源 ドライエア 049MPa（土10%)

真空源 -BOkPa（土10%)

対象トレイ JEDECサイズ
供給部

セット枚数 最大30枚（運転中に取出し、補充も可能）

移載ヘッド x、 Y、 Z、 8の4軸 吸篇ピックアップ
搬送部

ワーク確認 フライ認識カメラによる製品姿勢確認補正

テープ供給 径600mm（スパイラル巻きリールも対応可能）

テ ープ桶 8、12、16、24、44mm（チェンジキット）
収納部

収鮒位置確葛 カメラによるテープ基準穴位置認識

ワーク確認 インポケット製品確認（外観検音機能はオプション）

OS 
制御

カメラ数

Windows 7によるパソコン制御

基本2カメラ

真空ポンプ、 イオナイザー、ファンフィルタユニットetc

供給トレイ内製品位置認識機能（カメラ、照明）
オプション

デイテープ機能

外観検奎機能（市販外観検奎装置の組み込みとなります）
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ACT-330 

移載方式 ■1!11111➔ 量皿益信孟曰 I サイクルタイム |1.2sec~／1ワ ーク（＊実績参考値で、 仕様により変化） I ■ 標準仕様

ACT-800 チップ搭載機

ACT-600 
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機種名 外観検査機能付きテーピングマシン

型式 ACT-330 

対象ワ ークサイズ 06mm□~7mm□(t.05mm) 

装置サイズ 福(W ) l,230X奥行(D) l,230X高さ(H) l,800mm(* 3色灯除く）

重量 約1,000kg

電源 3朴月AC200V(50/60Hz) 

動力源 ドライエア 049MPa 

真空源 -BOkPa 

対象リング 8インチ、6インチ（チェンジキットによる切替）
供給部

供給 手動（自動供給はオフション対応）
ヘッド 2ヘッドX·Z· e 軸(0 、 土180度収納可能）

搭戟部
インデックス 約06sec※プロセス時間は除きます。

テープ供給 エンポステープ¢730mm、巻取りが330mm、カバーテープ¢250mm

収納部 テ ープ幅 8mm、72mm、 76mm（チェンジキットによる切替）

トレイ JEDECサイズ1枚(2、3、4インチトレイはアダプター装震でオプション対応）

リング位置
認識

テープ位囲

裏面
外観検査

表面

制御 OS 

オプション ワ ーク部認識2カメラ対応、真空ポンプ、イオナイザー

、 HEPA、

バーコードリーダー、トレイユニット、スパイラル巻き対応etc

機種名 チップ搭載機

型式 ACT-600 

対象ワ ークサイズ Min□0 65mm� 

搭載精度（ 位置） 士005mm 

装置サイズ重量 幅(W)l,650X奥行(D)l,030X高さ（H)l.700mm(* 3色灯除く） 重量約900kg

電源 単相AC200V士l0%(50/60Hz) 
動力源

ドライエア 049MPa、他に真空源が必要

対象 8インチフラットリング（オプションで4インチトレーも搭戟可能）
供給部

位置確認 カメラにて位置認識
ヘッド x、 Y、Z、0軸＋カメラ（搭載位置認識）

搭載部
ワーク確認 フライ認識カメラによる製品姿勢確認補正

ディスペンサー 武蔵エンジニアリング社製(ML-BOBFXcom) 

ディスペンス蔀 ロボット 武蔽エンジニアリング社製直交ロボット＋コントローラー

位置確認 カメラにて基準位置認識・レーザーによる高さ測長（オプション）

OS 
制御

カメラ数

Windows 7によるパソコン制御 

基本4カメラ

オプション
Mapデータ通信機能、バーコードリーダー

真空ポンプ、イオナイザー、HEPA
※1.5mm以下の場合はご相談ください。

Windous7によるパソコン制御

Visco社製 VTV-9000




