
⑬

・機械勝手： 左 （右勝手とは作業側から見てラインが左→右に進行するもの）

・別紙　様式ーB参照

・

・

・
①電源： 有 （　 ②エア： 無 （

③水： 無 （　 ④蒸気： 無 （

⑤ガス： 無 （　 ⑥その他： 無

試運転結果報告書 残存リスク報告書

納入先試運転 　

その他

見積書作成上の注意点を別紙に記す

見積仕様書

様式－Ａ 規　番 SF1-2-E30-51
頁　数 ６－２

名称 ゴム成型用プレス機【Q21-0057】
2021年　　8月　5日

仕様書No. RGH-21178

担当

見積宛名 昭和電線ケーブルシステム㈱
数量 １台

－希望納期 2022年1月28日

納入場所 昭和電線ケーブルシステム㈱相模原事業所2号棟
精密デバイス部技術課

承認 審査

見積提出期限 2021年　9月　30日

最終仕様
本仕様を基に見積/製作仕様書を作成し、当社担当部門の確認・承認を得ること。

記載内容について不明な部分は、都度担当者に確認し承認を得ること。

構造

性能

用途

工程表　３部（発注後　　30日以内に提出すること）

製作仕様書・確認図　３部およびCADデータ（発注後　　14日以内に提出すること）

MPa）

MPa）

主

仕

様

ユーティリティー

50Hz）３相200V

MPa）

MPa）

精密デバイス部技術課

設備導入部門　確認印

瑕疵担保責任

なし 有り

支払い条件

・基礎工事・一次側配線・油圧作動油

売買契約書

据付工事有り 含む

取引口座がある場合：個別契約に基づく、新規の場合：弊社購買部門と別途協議

支給品

見積除外品

不要 （1,000万円以上は契約必要）

立会試運転

原則資材取引基本契約によるものとするが、別段の取り決めを行う場合はこの限りではない

要不要

設備重量を連絡のこと

検収条件 本仕様書及び弊社受領・確認済み製作仕様書の各項目を満足すること

据付試運転

完了時

提

出

書

類

PLC、タッチパネルの電子データプログラム

完成図書　３部（CADデータ含む）　電子媒体のみでの提出は不可

発注前

発注後

納入時

紙の場合：見積書原本+写し計3部、見積仕様書3部、参考図面(設備構造・機構がわかる資料)

メール提出（電子ファイル）の場合：形式をPDFとし、必ず調達部門に写しを送付のこと。

消耗品および予備品リスト　２部、日常点検表、トラブルシューティング　２部

取扱説明書　２部　、　検査成績書　２部

ゴム成型用プレス機見積仕様書



⑬

安全関係 ①安全カバー

関連基準

　H1-24

　H1-38 ②昇降設備

　H1-86 ③安全柵

④安全スイッチ

⑤インターロック

⑥フットスイッチ

6-2.その他設備の寸動操作用も原則２連式スイッチとするが、ロック付きでも可とする

塗装色 ①機械本体 ：2.5G6/3　又は　6.25PB5/10　(錆止め後塗装のこと)

（マンセル） (市販品はメーカー標準色も可)

②安全カバー ：2.5Y8/14(錆止め後塗装のこと)

関連基準 ③制御盤及び操作盤 ：5Y7/1

　H1-21 ④配管 ：種類に応じ適当箇所に『色帯+種類+矢印+色帯』、又は全面塗装のこと

4-1.エア ：N9.5

4-2.市水 ：2.5PB5/8

4-3.工水 ：7.5G5/6

4-4.蒸気 ：7.5R3/6 （全面保温の事、表示は保温後実施すること）

（使用圧力により色帯本数を変えること）

（１本 < 0.2Mpa < ２本 < 1.0Mpa < ３本）

4-5.ガス ：2.5Y8/6 （使用圧力により色帯本数を変えること）

（1.0～2.5Kpa １本、0.1～1.0Mpa ２本）

4-6.真空 ：5R6/3

一般事項 ①回転物には回転方向を明示すること

②配管には流動物・流動方向を明示すること

関連基準 ③流動体配管には圧力計と必要に応じて流量計を設置すること

　H4-13 　流量計は正常な範囲を明示すること

　H4-17 ④バルブは通常の開閉状態を示す札を取り付けること

⑤油、薬液等の液体については防液堤などの漏洩対策を講じること

⑥油、薬液等のタンクには正常な液面範囲を表示すること

見積仕様書

様式－Ａ 規　番 SF1-2-E30-51
頁　数 ６－３

名称 ゴム成型用プレス機【Q21-0057】
2021年　　8月　　5日

仕様書No. RGH-21178

機

　

械

　

仕

　

様

：寸動操作用は意図せぬ操作が出来ないようにすること
6-1.伸線機の寸動操作用は合図を含めたカバー付き２連スイッチとする

：高さ及び深さが1.5mを超える作業場には階段等の昇降設備を設けること
：床上から2mを超える作業場・点検場及び安全リスクのある場所には安全

　柵を設けること
：必要に応じてキースイッチを設けること

：扉・カバー、安全柵など、必要に応じ起動インターロックを儲けること

：危険箇所及び回転部は以下を考慮して安全カバーを附すること

a.取付、取り外しが容易なこと

b.内部状況の把握が容易なこと

c.安全カバーを外さなくても内部簡易的点検が行えること。（点検用小窓、等）

左：合図

右：寸動

ゴム成型用プレス機見積仕様書



⑬

電線

電気部品

　但し下記部品指定メーカー記載の場合には指定メーカー製とすること

・メーカー指定部品： （例：シーケンサー　→　三菱

　　　タッチパネル　→　デジタル

　　　インバーター　→　安川　　等　）

②PLC入出力は総端子数の20%以上、予備端子を設けること

③操作釦は原則としてφ30を使用すること
④センサ、電磁弁、スイッチ等には機器No.およびPLC入出力No.を記載すること

⑤電磁弁はランプ付とすること

⑥非常停止釦は、プッシュロック、ターンリセットとし、 【例】

   ロック解除の矢印は釦と同系色（赤）とすること

⑦非常停止釦の銘板または釦背景は黄色のこと

　（名称表記を付けても良いこととする）

⑧スイッチガード（カバー）の使用は不可とするが、

　　意図しない操作の防止策を検討した結果、 【例】

　　保護ガードが必要と判断した場合には

　　保護シュラウドを使用しても良い。


　　但し、あらゆる位置からの手のひらによる操作を

　　妨げてはならない。

　（保護シュラウド使用時は担当の承認を得ること）
参照規格：JIS  B 9703：2019  (ISO 13850：2015)

操作部品
　配置・色

上 左 緑 緑 上 右

下 右 赤 赤 下 左

黒 上 右
上 左 黒 下 左
下 右 黒 上 右

赤 中 中

下 左

青 青

黄

黄

白

その他

手動

※但し、担当より別途指示が有る場合

　には、指示通りとすること。

積算電力計 無 稼働時間計 無

 (プッシュロック式)

合図、準備完

リセット

異常・故障

電源（受電）

運転寸動

上昇、右行、正寸
下降、左行、逆寸
非常停止

停止、切、OFF

連動
単独
自動

停止、切

停止

見積仕様書

①操作回路は、交流は黄色、直流は青色を使用すること

②主回路はＲ・Ｓ・Ｔをそれぞれ赤・白・青（黒）の各色を使用すること

③アース線は緑もしくは緑/黄の縞状とし、輸出設備に関しては縞状とすること

①原則国内メーカー製を使用すること

名称 ゴム成型用プレス機【Q21-0057】
2021年　　8月　　5日

仕様書No. RGH-21178

機

　

械

　

仕

　

様

押釦・表示灯 切替スイッチ

名称 配置 釦色

様式－Ａ 規　番 SF1-2-E30-51
頁　数 ６－４

照光 名称 配置

運転 運転、入、ON

ゴム成型用プレス機見積仕様書



⑬

A．プレス校正

１．プレス圧力：100トン

２．熱盤段数：上下１段

３．熱盤寸法：W400×L400mm以上

４．上下熱盤間隔：250mm以上

５．加熱方式：ヒーター

６．熱盤開平方式：全自動上昇下降のこと

７．熱盤稼働方式：油圧シリンダー

８．シリンダー上昇速度：調整可能なこと

９．シリンダー加工速度：調整可能なこと

１０．最大加熱温度：200℃

B.制御方式

１．PLC方式：加硫条件設定、異常表示自動提示

２．電源スイッチ、運転、停止、非常停止等の位置については別途打合せによる

３．温調器：上下限警報付きとする

C.精度

１．熱盤平行度：0.05mm以下

２．温度分布：180℃に対して４℃以内

Ｄ．安全装置

１．エリアセンサー付き

２．インターロック装備

※見積書作成上の注意点を別紙に記す

設備導入部門　確認印

精密デバイス部技術課

６－５
SF1-2-E30-51

数量 １台
2022年1月28日

見積仕様書

精密デバイス部技術課

RGH-21178

承認

様式－B 規　番
頁　数

昭和電線ケーブルシステム㈱
希望納期

仕様書No.

2021年　　8月　　5日
名称

納入場所

見積宛名

ゴム成型用プレス機【Q21-0057】

昭和電線ケーブルシステム㈱相模原事業所2号棟
担当

見積提出期限 2021年　9月　30日

審査

－

ゴム成型用プレス機見積仕様書



⑬

別紙

１．

２．

３．

４．

５．

（ア）できうる限り各項目に対して標準価格と見積価格を併記。

（イ）作業費用などの場合は、算出根拠を記載。

（ウ）カタログ品等、一般的な物品についてはメーカー型番を記載。

６． 遵法上、総額からの一括値引きは行わないでください。

７．

８． 見積書上の記載に関する問い合わせは調達部門宛て（swcc-quotation@cs.swcc.co.jp）にお願

いいたします。

規　番 SF1-2-E30-51
頁　数 ６－６

見積書及び見積仕様書は紙での提出の場合は原本＋写し2部の合計3部とします。なお、写しの１部は

調達部門宛てにお願いいたします。なお、調達部門のアドレスは下記となります。
swcc-quotation@cs.swcc.co.jp

見積書作成の際の注意事項

見積書及び見積仕様書をメールなどにて提出する場合のファイル形式はPDFとし、必ず調達部門にCc:と

してください。

納期については必ず記載することとし、受注後の納期（例：受注後○日（実働））を記載してください。

見積書作成の際は一式での単価記載は不可とさせていただきますが、やむを得ず一式での記載を行う場

合は内訳明細を記載してください。

内訳明細は、下記に則して記載してください。

建業法対象の場合は、安全管理費／法定福利費を必ず見積計上し、内訳明細を明示記載してくださ

い。

ゴム成型用プレス機見積仕様書


