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AccuVeyor  AVh-シリーズ
一次包装用のダイナミックな集積

PPI 製品プラットフォーム情報

唯一特許取得のベルト搬送の特長：
•	 製品に触れない!
•	 単一ベルト	システム
•	 自己制御型システム
•	 製品サイズ/形状に非依存
•	 パーツ交換なし
•	 コンパクト設計
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AccuVeyor AVh は従来型スパイラルアキュムレータの限界を克服するようにデザインされています。ダイナミッ
ク	アキュムレータとして、これは	包装ライン、充填ラインその他における連続的なプロセス/機械を中断させません。

アキュムレータは、他機で発生可能な中断を連続的な可変方法で抑制して、接続されている機械間の速度差を吸
収するため、これはまさに「ダイナミック」と言えます。特定の機械作動が前段機よりも遅い場合、アキュムレータは
後にプロセス続行するために製品を一時保管します。
生産を工程内で5分程度まで遅延させるこの方法は、全体処理を容易にして効率を向上させます。

集積の目的

集積は、ライン効率を向上して、以下の無駄を除去します：
•  製品の集積あるいは供給によって、アップ/ダウンストリームでの小刻みなプロセス/機械の不必要な停止を抑

制。
•  ダウンストリームが遅延/停止する場合でのアップストリームのコントロールされた停止は無駄な製品搬送を

抑制し、アップストリームプロセスの進行を継続しながらスタートアップ時間/供給を縮小。
• 相違するスタートアップ特性を伴う機器の調和。
•  ライン均衡、ラインでの小さな過渡的速度変化へのケア、ならびに最適な方法における一定したダウンストリー

ムへの製品供給の確保。
• 上記の任意の組合せ。

AVhのなにがユニーク?

AmbaFlex AccuVeyor AVd の様な最先端技術のダイナミック アキュムレータは、FIFO(先入れ先出し型)、低
圧、そして低接触型です。そして勿論、最小の表面積で最大の集積能力を生む出すスパイラル形状です。

AccuVeyor AVh にはこれらに加えてさらにいくつかのメリットがあります。他社製の2枚ベルト型スパイラルアキ
ュムレータでは、搬送中にベルト間で製品が触れ合う、あるいは絡みつくことがあります。
AccuVeyor AVh では一貫して製品に触れることがなく、唯一のベルト上を進行します。
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ダイナミック アキュムレータによって均衡される非連続的プロセスの代表的な特長。
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静止に近いくらいに製品はトラックを変えず、コンベア ベルトの同じ箇所、インフィードおよびアウトフィード、の
間に停滞します。つまり製品ではなく、コンベア ベルトが方向を変えるのです! ベルトは、ダウン進行セグメント
まで用のベルト搬送ユニットでガイドされています。

AmbaFlex社によるこの唯一の妥協のない特許付きシステムは、スパイラルコンベアに関する経験とダイナミ
ックな集積の知識の結合によって創造されました。その 目標は、究極の効率最適化装置、ダイナミック アキュ
ムレータの新世代創造でした。そしてAccuVeyorはそのミッションにおける成功を実証しました：
その結果はすべての期待を超越しました。

用途は?
AccuVeyor AVh は特に、加圧に敏感なポーチ、医薬製品ならびに他の脆弱な品目等の繊細な取扱いが必
要な製品に適しています。ボトル、液体カートンならびにボックス等はこれによって容易に処理されます。複数
の平行な製品ストリームを同じコンベアベルト上に集積することも可能です。

1つのテクノロジーで2つの構成設定
AVh には2つの構成設定が可能で、それぞれが別の形態の用途に適用するように設計されています。
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製品搬送ユニット (PTU)

AccuVeyor AVh-N AccuVeyor AVh-P

 ベルト搬送ユニット (BTU)

PTU BTU

AVh-N (Nは Nested、入れ子) では
ベルトのインフィードとアウトフィードのセグメントが、
それぞれのトップ上で入れ子状態になっています。
これは高さの低い製品に適し、同じ直径においてよ
り多くの集積可能性をもたらす経済的なソリューシ
ョンを提供します。

AVh-P (Pは Parallel、平行) では、インフィードとア
ウトフィードのセグメントが互いに並行して隣り合っ
ています。これはワインディング間により多くのヘッド
ルームを意味し、ボトル等の高さの高い製品の集積
を可能にします
。
 



BY AMBAFLEX  |  WWW.AMBAFLEX.COM

AccuVeyor  AVh -シリーズ

スパイラルコンベア ソリューション システムの業界リーダー

AmbaFlex 北米| USA
info@ambaflex.com

電話 (877) 800 1634

AmbaFlex 本社	|	欧州
mail@ambaflex.com

電話 +31 229 285 130

AmbaFlex アジア	|	シンガポール	
info_singapore@ambaflex.com

電話 (65) 6560 2866

AmbaFlex 中国
china@ambaflex.com

電話 +86 21 62 30 65 00
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どのように作動?
このシステムはAmbaFlexのDNAを継承しており、シンプルなデザインに関わらずとても能率的です。その構造全
体は、外径が僅か 2.2 m (7ft)で、とてもコンパクトです。
そのS形状ベルト搬送は、スパイラルセグメントの上下動作を両サイドで接続します。要求される保管キャパシティ
に応じて、ベルト搬送は上あるいは下へ移動します。搬送は、上へ進行するスパイラルからコンベアベルトを受け取
り、これをスパイラルが下へ進行する他のサイドへ引き渡します。

そしてすべてが製品自体に接触なし/移動なし。ボトムワインディングの
アキュムレータとしてのBTU上のスパイラル行動中に、上部は現在使用されないベルト長さの保存目的だけに活
用されます。システム全体は、唯一の連続したベルトで構成されます。

ハイキャパシティのAccuVeyor AV
AVh は標準キャパシティの2倍まで提供可能な、多大な集積需要のハイキャパシティ構成設定用にも投入されま
す。 これは、
2台の高集中型集積タワーが1台として作動する結果です。これは追加の重複をもたらし、現在市場で提供される
他のどのようなハイキャパシティのアキュムレータよりもコンパクトです。製品にタッチしない特有の機能は、ここでも
維持されています。

インフィ
ード
セグメン
ト

アウトフィ
ード
セグメント

AccuVeyor AVh  シリー	ズ メートル法 インチ法
先入れ先出し型 / 圧なし / 製品搬送なし
ベルト幅 140	mm	 5.5”
標準 AccuVeyor AVh
足台面積 2.4	x	2.6	m	 8	x	8.5	ft	
集積最大長さ  ハイキャパシティ 60/90	m*	 180/270	ft*
AccuVeyor AVh 足台面積
 集積最大長さ 2.4	m	x	5.2	m	 8	x	17	ft	
 	 120/180	m*	 360/540	ft*

*) 用途による

AccuVeyor AVh  シリー N 610  N 470 P 424 P 344
ピッチ (mm) 610 470 424 344
インライン (dgr)  5.5/7.5	 4.1/6.1	 4.7/6.4	 3.6/5.5
製品最大高さ  (mm)  160 90 250 170

入れ子式上下スパイラルセグメント装備のAVh-N 内蔵ガイド付きベルト

ベルト搬送ユニット

AVh ハイキャパシティ


