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フラックス回収機構 Flux Management System

低Ｎ₂消費量 Low N² consumption  

・ SMIC独自のフラックス回収機構
・ 工具レスで簡単メンテナンス構造
・ ダブル回収機構により回収率大幅UP
・ ペースト廃容器をフラックス回収に再利用可能

・ Uniquely developed the flux management system
・ Tool-free easy maintenance
・ Significantly higher flux collection efficiency by dual flux collection unit
・ Reuse a paste abandoned container for flux collection

・ Top-bottom labyrinth curtain at inlet/outlet
・ N² curtain
・ N² reduction by injecting optimized amount
・ Total consumption reduction by intelligent stand-by mode

・ 出入口上下ラビリンス機構
・ Ｎ₂カーテン機構
・ Ｎ₂投入量最適化による削減
・ iスタンバイ機構によるトータル消費量削減

フラックス回収カップ

・ 全ゾーンフラックス回収機構を標準搭載 ・ Equipped with the flux management system in all zones as standard feature

1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z 7Z 8Z 冷却

入口側 出口側

N₂カーテン

ラビリンス機構

低温部へ循環（N₂雰囲気）
Circulated to the low temperature part
(N² atmosphere)

低温部へ循環（N₂雰囲気）
Circulated to the low temperature part
(N² atmosphere)

Fume emission area

Inlet Outlet

Cooling zone

N² curtain

Temperature difference 
between PH/RH zones

Maximum fume reduction area 

Flux collection cup

PH／RHゾーン間温度差

ヒューム減少量 最大域

ヒューム発生域

Labyrinth curtain

外気の流入及びN₂雰囲気の流出抑止
Prevents inflow of outside air and outflow of N² atmosphere

Reflow Oven

低電力消費量

・ Power optimization through ECO-mode control developed 
   by SMIC
・ Significant increased heat retention by the double insulation structure

・ Improves rectilinear propagation of hot air
・ Stability and energy-saving effect at the motor low rotation

・ SMIC独自のエコモード制御による電力最適化
・ 二重断熱構造による保温力大幅アップ

・ 熱風直進性の向上
・ モータ低回転時の安定性及び省エネ効果

Low power consumption

Heating capacity improved by the cross-nozzles

二重断熱構造

保温力アップ！

Double insulation structure

Improved heat retention

クロスノズルによる加熱能力ＵＰ

54%
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Warm-up time
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min
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200 

N₂使用量
N2 usage

カット
cut

L/min

SNR-GT SeriesNitrogen Atmosphere Convection Reflow Oven
熱風 N₂リフロー炉

省エネと生産性の向上を追求した、汎用リフロー炉です
Superior energy-saving and highly productive general purpose reflow oven

実際の立ち上げ時間 
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SNR-825GT

従来機 
Conventional

machine

・ クロスノズルと二重断熱構造で、省エネ化を実現
・ 各種フラックス回収機構が、生産効率を向上
・ ラビリンス機構が、N₂の使用量を削減

・ Saves more energy with cross nozzle and 
　 double heat insulation structure
・ Various flux management system 
　 enhances productivity
・ Labyrinth structure reduces N² consumption

Reflow Oven
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3,000 x 1,326 x 1,430 mm
1,800kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 250, L: 100 - 300, T: 0.8 - 3.0 mm　
≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm]
7
1
3 or 4 or 5 mm 
≧99.999％, 0.3～0.5Mpa, 200L/min
200V, max. 30kW, 90A, 3-phase

SNR-725GT SNR-825GT
5,300 x 1,240 x 1,460 mm
2,350kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 250, L: 100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm　
≦10mm [OP: 35mm], ≧5 mm [OP: 25mm]
8
1
3 or 4 or 5 mm
≧99.999%, 0.3～0.5 Mpa, 200 L/min
200V, max. 30kW, 90A, 3-phase

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板
部品高さ
加熱部
冷却部
乗り代（選択式）
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Conveyor height
Conveyor speed
Board dimensions
Component height
Heated zones
Cooling zones
Side edge clearance(select one)
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement

ノートＰＣによる表示パネル[標準]  
3Ｄ表示による易しい操作性
Notebook PC display panel[standard] 
3D display for easy operation

i-スタンバイモード[標準]  
時短モードによる高い省エネ
Intelligent stand-by mode[standard]
Time reduction mode that achieves 
significant energy saving

・ PLC＋PC制御
・ 加熱部フラックス回収機構
・ 基板落下検知
・ 基板枚数カウント
・ エコモード機能（8分割）
・ 酸素濃度計

・ PLC + PC control
・ Heated zone flux management system
・ PCB fall detection
・ PCB counter
・ ECO-mode operation (divided into 8 blocks)
・ Oxygen analyzer

・ O₂自動コントロール機構
・ i-スタンバイモード
・ プロファイル測定モード
・ ファン分割制御（3分割）
・ 搬送系特殊表面処理
  （チェーン、キー材、スプロケット）

・ Automatic oxygen concentration control
・ Intelligent stand-by mode
・ Profile measurement mode
・ Independent fan control (tripartition)
・ Conveyor special surface treatment 
　(chain, key materials and sprockets)

標準仕様 Standard specifications

5,300 x 1,390 x 1,460 mm
2,800 kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 400, L: 100 - 500,  T: 0.8 - 3.0 mm
≦10mm [OP: 35mm], ≧5 mm [OP: 25mm]
8
1
3 or 4 or 5 mm 
≧99.999%, 0.3 - 0.5 Mpa, 300 L/min
200V, max. 30kW, 90A, 3-phase

SNR-840GT

SNR-1025GT
6,200 x 1,240 x 1,460 mm
2,800 kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 250, L:1 00 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm　 
≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm]
10
1
3 or 4 or 5 mm
≧99.999％, 0.3～0.5Mpa, 200L/min
200V, max. 48kW, 150A, 3-phase

6,500 x 1,490 x 1,460 mm
3,400 kg
900 ±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 500, L: 100 - 500, T: 0.8 - 3.0 mm　
≦10mm [OP: 35mm], ≧5 mm [OP: 25mm]
10
2
3 or 4 or 5 mm
≧99.999％, 0.3～0.5Mpa, 350L/min 
200V, max. 48kW, 140A, 3-phase

SNR-1050GT
6,800 x 1,790 x 1,460 mm
4,300 kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 650, L: 100 - 700, T: 0.8 - 3.0 mm　
≦10mm [OP: 30mm], ≧5mm [OP: 25mm]
10
2
3 or 4 or 5 mm 
≧99.999% or greater, 0.3 - 0.5 Mpa, 400 L/min
200V, max. 48kW, 140A, 3-phase

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板
部品高さ
加熱部
冷却部
乗り代（選択式）
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Conveyor height
Conveyor speed
Board dimensions
Component height
Heated zones
Cooling zones
Side edge clearance(select one)
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement

SNR-1065GT

Reflow Oven

オプション Options

・ 基板反り防止機構
・ PCB warp prevention mechanism

・ 乗り移り自転ローラ・ 炉体中央排熱用ダクト
・ Oven center exhaust duct ・ In-out feeder free rollers

・ 冷却チラーユニット（内蔵型）
・ Chiller unit (built-in type)

・ 冷却チラーユニット（外付け）
・ Chiller unit (external)

・ UPS電源
・ UPS

・ メッシュ搬送・ エリアセンサー
・ Area sensor ・ Mesh conveyor

・ SMEMA信号線
・ SMEMA signal line

・ B（微風）仕様
・ B(Breeze) Specification optional

・ 自動幅可変機構（反り防止） ・ Automatic conveyor width adjustment (warp prevention)

・ 18 individual control zones → 8 zones / all zones,
　 Operator/engineer mode

・ 全ゾーン分割可能（18分割）→8分割/全分割、
　オペレータ／エンジニアモード

・ サイクロン式フラックス回収機構
・ Cyclone type flux management system

バーコード段取り替え機能
簡単でミスのない段取り替え機能
Automatic changeover by bar code [optional]
Functions that enable changeover without errors

ＫＩＣシステムコラボレーション
SMICのみのプロファイル採取短縮機構
KIC system collaboration[optional] 
Reduction of time to create atemperature pro�le

トレーサビリティ機能
枚数・QR・バーコード管理システム
Traceability function [optional]
Number of panels, QR and bar code management system

・ 基板ID  
・ PCB ID

・ 酸素濃度  
・ Oxygen concentration
・ 生産日時 
・ Production date

・ コンベア速度  
・ Conveyor speed
・ ヒータ温度  
・ Heater temperature

・ ラビリンス上下機構
・ 自動幅可変機構（搬送レール）

・ Up/down mechanism of top-bottom labyrinth curtains
・ Automatic conveyor width adjustment (conveyor rail)

Reflow Oven
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・ Non-stop operation and maintenance by independent 
   muffle open/close 

・ 2つの上部外装が独立に昇降して、生産を止めずメンテナンス

Non-stop operationノンストップオペレーションを実現

Anytime temperature profile setting自由な温度プロファイルを実行

独立ダブルチャンバーでノンストップオペレーションを実現
Non-stop Operation with Independent Double Chamber

独立ダブルチャンバーリフロー炉
Independent Double Chamber Reflow Oven SNR-GT-W Series

・ ノンストップオペレーションを実現
・ 自由な温度プロファイルを実行可
・ メンテナンス性の向上
・ 50％の省スペース化

・ Non-stop operation
・ Anytime temperature profile setting
・ Improved maintainability
・ 50% space reduction

SNR-1033GT-W
装置寸法（L×W×H）
装置重量
パスライン
搬送形態
対象基板（WxL)
部品高さ
加熱部
冷却部
乗り代
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight
Conveyor height
Transfer form
Board dimensions（WxL）
Component height
Heated zones
Cooling zones
Side edge clearance
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement 

6,900 x 1,890 x 1,460 mm
5,000 kg
900 ±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W： 50 - 330mm, L：100-400 mm
≦10mm
10
1
5 mm
≧99.999％, ≧0.4MPa, 600 L/min
200V, max. 48 kW, 140A, 3-phase

SNR-GT-W

独立したチャンバーで隣のチャンバー
からの熱影響を受けない
No heat interferes by independent double chamber 

低 低 低

低
低 低

高高高

高高 高

Hi Low

Reflow Oven

300

250

200
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100

50

0
0 25020015010050

SnBi

温度プロファイル Temperature profile

SAC

Compatible with boards in different sizes with conveyer speed adjustment
コンベア速度の調整でサイズが異なる基板にも対応

デュアルレーンで生産量倍増
Dual lanes provide twice the production output

Reflow Oven

Dual Lane Reflow Oven
デュアルレーン 　SNR-GT-D Series

3,610 x 1,550 x 1,430 mm
2,000 kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W:(デュアル/Dual)50-200x2 rows, (シングル/Single)200.1-350x1 row, 
L:100-400, T:0.8-3.0 mm　
≦10mm [OP: 35mm], ≧5mm [OP: 25mm]
7
1
3 or 4 or 5 mm
≧99.999 %, 0.3 - 0.5 Mpa   250 L/min
200V, max. 30kW, 90 A, 3-phase

5,600 × 1,790 × 1,460 ｍｍ
3,400 kg
900 ±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W:(デュアル/Dual)50-300x2 rows, (シングル/Single)300.1-590x1 row,
L:100-400, T:0.8-3.0 mm
≦10mm [OP: 30mm], ≧5mm [OP: 25mm]
8
1
3 or 4 or 5 mm 
≧99.999%, 0.3 - 0.5 Mpa   500 L/min
200V, max. 31kW, 100A, 3-phase

SNR-720GT-D

SNR-830GT-D SNR-1030GT-D
6,800 x 1,790 x 1,460 mm
4,300 kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W:(デュアル/Dual)50-300x2 rows, (シングル/Single)300.1-590x1 row,
L:100-400, T:0.8-3.0 mm
≦10mm [OP: 30mm], ≧5mm [OP: 25mm]
10
2
3 or 4 or 5 mm 
≧99.999 %,  0.3 - 0.5 Mpa   500 L/min
200V, max. 48kW, 140 A, 3-phase

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板

部品高さ
加熱部
冷却部
乗り代（選択式）
N₂ガス供給
電源

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板

部品高さ
加熱部
冷却部
乗り代（選択式）
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Conveyor height
Conveyor speed
Board dimensions

Component height
Heated zones
Cooling zones
Side edge clearance(select one)
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Conveyor height
Conveyor speed
Board dimensions

Component height
Heated zones
Cooling zones
Side edge clearance(select one)
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement

0
0

50

100

150

200

250

300

50 100 150 200 250

基板（小）基板（大）
Board (large) Board(small)

温度プロファイル Temperature profile
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SVR-625GT-C熱風真空 N₂リフロー炉
Nitrogen Atmosphere Convection Vacuum Reflow Oven

・ Optimal time/vacuum degree control prevents solder splashing
　and improves conveyor takt time
・ Further prevented void by the combination with most suitable 
　solder materials
・ Large-size substrate soldering is available by convection
　heating mechanism with cross-nozzles

・ 最適な時間/真空度の制御で、はんだの飛散を抑止し
  搬送タクトを向上
・ 最適な材料の使用で更なるボイド抑制
・ 上下のクロスノズルによる熱風加熱方式が、
  様々な大きさの基板を実装可能に

炉体構成 Furnace configuration

溶融直後 真空後
Immediately after melting In vacuum

はんだ材料の特性を熟知した設計で、ボイドを無くします
“Void free” design by knowledge of solder material characteristics

・ 真空コントロール機構が、飛散防止とボイドフリーを実現
・ 独自のインライン搬送方式が、生産効率を向上
・ 上下クロスノズルの熱風加熱機構が、
　省エネ化を実現 

・ 高温はんだ対応(MAX350℃設定)

ラビリンスゾーン

熱風加熱 5 ゾーン
冷却ゾーン

Labyrinth zone

Five convection heated zones

Vacuum zone
真空ゾーン

Cooling zone

真空炉でボイドフリー Void-free vacuum oven

・ Void free and splashing-proof by vacuum chamber　
・ Enhanced production efficiency through
　unique inline conveyance system
・ Convection heating by the cross nozzles
　on top and bottom of the tunnel saves more energy
・ Support high temperature soldering (350℃ max.)
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装置寸法（L×W×H）
装置重量
パスライン
搬送形態
対象基板（W×L）
部品高さ
加熱部
真空部
冷却部
乗り代
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight
Conveyor height
Transfer form
Board dimensions (W×L)
Component height
Heating zone
Vacuum zones
Cooling zone
Side edge clearance
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement

SVR-625GT-C
5,550 x 1,440 x 1,540mm
2,700kg
900 ±20mm
1 mm/sec
W: 100 - 250mm, L: 100 - 300mm
≦10mm
5
1
1
5mm
≧99.999％, ≧0.4 MPa, 600 L/min
200V, max 31kW, 90A, 3-phase

Reflow Oven

NRB Series

・ 真空炉SVR-625GT-Cで、ボイドフリー化を実現

極低残渣ペーストで、ボイドフリーも実現
Void-free soldering with extremely low residue paste

・ 真空リフロー炉SVR-625GT-Cで、極低残渣＆ボイドフリーを実現　
・ 極低残渣/無洗浄で高信頼性実装を実現
・ 洗浄液不要で、環境負荷低減と低価格化を実現

・ 熱気化性材料の変更で、フラックス残渣５％以下を達成し、無洗浄化を実現
・ Changing heat-evaporating materials decreases the flux residue ratio 
    to 5% or less and realizes no-clean solder paste

・ N₂リフロー炉でも、極低残渣で良好な濡れ性を実現
・ Vacuum oven SVR-625GT-C realizes void-free soldering ・ Extremely low residue and excellent wettability even with N₂ reflow oven

・ Type５粉末で、狭ピッチ微小部品も極低残渣実装
・ Extremely low residue mounting of fine pitch microscopic components 
   made possible with Type 5 powder

・ BGA実装での、アンダーフィルの充填性を阻害せず
・ No interference with repletion of underfill 
    in BGA mounting

真空度（Pa）

Φ200μｍドット印刷部 0.4ｍｍピッチ部 0603型部品

20

15

10

5

0
VAC無し        30000             20000            10000             5000

Paste: M705-NRB70

General-purpose paste

Extremely low residue paste

ø200 μm dot printing part

ø200 μm dot printing part 0.4 mm pitch part 0603-type component

1005-type chip component

Low-volatile flux

Low-residue flux

Extremely low residue flux

vo
id

面
積

率
％

真空度の制御で
ボイドは１％以下まで減少

残
渣（

％
）

100

50

0
250リフロー温度（℃）

低揮発型フラックス

低残渣型フラックス

極低残渣型フラックス
NRB70

極低残渣＝残渣量５％以下（SMICでの定義）

汎用ペースト

極低残渣ペースト

酸素濃度；1500ppm以下

Φ200μｍドット印刷部 1005型チップ部品

仕様 Specifications

・ Vacuum reflow oven SVR-625GT-C realizes void-free and residue-free soldering　
・ Achieves highly reliable soldering with extremely low residue and no-clean solder paste
・ No cleaning liquid reduces environmental burden and realizes lower price

Vo
id

 a
re

a 
ra

tio
 (%

)
R

es
id

ue
 (%

)

Reflow temperature (°C)

No vacuum
Degree of vacuum (Pa)

Extremely low residue= Residue ratio is 5 % or less (defined by SMIC)

Oxygen concentration: 1500 ppm or less

The void area ratio is decreased 
to 1 % by controlling the degree 
of vacuum

ECO SOLDER
真空リフロー工法の実力を最大限発揮する
ソルダペースト
Solder Paste for Powerful Potential of the Vacuum Reflow Method
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高温仕様
High Temperature Specification for SNR-GT Ser.

優しい熱風は、小さなソルダボールの実装に最適です
Breeze of hot air is ideal for reflow process of micro solder balls

SNR-MB SeriesCombined Far Infrared Radiant/Covection N₂ Reflow Oven
遠赤外線熱風併用 N₂リフロー炉  

　SNR-GT-H Series

SNR-1346MBSNR-725MB
6,820 x 1,440 x 1,390 mm
3,200 kg
900 ±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 460, L: 100 - 500, T: 0.8 mm
≦10mm [OP:20mm], ≧5mm [OP:20mm]
13
2
3 or 4 or 5 mm
≧ 99.999%, 0.3 - 0.5 Mpa 600 L/min
200V, max. 63 kw, 200A, 3-phase

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板
部品高さ
加熱部
冷却部
乗り代（選択式）
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.) 
Conveyor height
Conveyor speed
Board dimensions
Component height
Heated zones
Cooling zones
Side edge clearance(select one)
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement 

・ ノートPC
・ 3ブロック制御
・ 冷却機構
・ 加熱部フラックス回収機構

・ 基板反り防止機構
・ コンベア自動幅可変機構
・ 入口・出口乗移り用自転ローラ
・ チラーユニット
・ 酸素濃度自動コントロール（500～3000ppm）
・ クリーン環境仕様(クラス10,000)

・ Notebook PC
・ 3-block control
・ Cooling unit
・ Heated zone flux management system

・ PCB fall sensor
・ Oxygen analyzer
・ Maintenance timer
・ Signal tower

・ PCB warp prevention mechanism
・ Automatic conveyor width adjust
・ In-out feeder free rollers
・ Chiller unit
・ Automatic oxygen concentration control (500 - 3000 ppm)

・ Clean environment specification (Class 10,000)

・ 基板落下センサー
・ 酸素濃度計
・ メンテナンスタイマー
・ シグナルタワー

・ 8分割エコモード
・ ラビリンス上下機構
・ UPS電源
・ 英文、中文表記
・ 指定色

・ ECO-mode operation divided in 8 blocks
・ Up/down mechanism of top-bottom labyrinth curtains 
・ UPS
・ Display in English and Chinese
・ Specific color

標準仕様 Standard specifications

オプション Options

3,000 x 1,326 x 1,430 mm
1,500 kg
900 ±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 250, L: 100 - 300, T: 0.8-3.0 mm
≦10mm [OP:30mm], ≧5mm [OP:25mm]
7
1
3 or 4 or 5 mm
≧ 99.999%, 0.3 - 0.5 Mpa 200 L/min
200V, max. 30 kw, 90A, 3-phase

SNR-GT-H Seriesは420℃温度プロファイルを実現します
SNR-GTH Series achieves the 420℃ temperature profile

3,000 x 1,326 x 1,430 mm
1,800 kg
900 ±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 250, L:100 - 300, T: 0.8 - 3.0 mm
≦10 mm [OP:35 mm], ≧5 mm [OP:25 mm]
7 / 1
420 ℃
3 or 4 or 5 mm
≧99.999 %, 0.3 -0.5 Mpa　200 L/min
200 V, max. 30 kw, 90A, 3-phase

SNR-725GT-H

耐熱構造
Heat-resistant
structure Cross-nozzles

クロスノズル

・ PLC+PC制御
・ 加熱部フラックス回収機構
・ 基板落下検知

・ 基板枚数カウント
・ 酸素自動制御機構
・ 酸素濃度計

・ i-スタンバイモード
・ プロファイルモード
・ ファン分割制御(3分割)

・ 冷却チラーユニット(内蔵型)
・ ラビリンス上下機構
・ コンベア自動幅可変機構
・ 基板反り防止機構
・ UPS電源
・ 入口出口乗移り自転ローラ

・ オペレータモード機能
・ バーコード段取り替え機構
・ エコモード機能(8分割)
・ 全ゾーン分割機構
・ SMEMA信号線
・ エリアセンサー

・ PCB counter
・ Automatic oxygen concentration 
　control mechanism
・ Oxygen analyzer

・ PLC + PC control
・ Heated zone flux management 
　system
・ PCB fall detection

・ Operator mode function
・ Bar code setup change mechanism
・ ECO-mode operation
　 (divided into 8 blocks)
・ Individually controlled mechanism for all zones
・ SMEMA signal line
・ Area sensor

・ Chiller unit (built-in type)
・ Up/down mechanism of 
　top-bottom labyrinth curtains
・ Automatic conveyor width adjustment
・ PCB warp prevention mechanism
・ UPS
・ In-out feeder free rollers

・ Specific color
・ Display in English

・ Intelligent stand-by 
　 mode
・ Profile mode
・ Divided fan control 
　(divided into 3 blocks)

・ 指定色
・ 英語表記

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板
部品高さ
加熱部/冷却部
上限設定温度
乗り代（選択式）
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.) 
Conveyor height
Conveyorr speed
Board dimensions
Component height
Heated zones / cooling zones
Upper limit temperature setting
Soldering margin
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement

オプション Options

標準仕様 Standard specifications

Reflow Oven

・ ノートPC 
・ 3ブロック制御
・ 冷却クロスフローファン

・ パスライン変更
・ 言語表記
  （日本語/英語/中国語）
・ 塗装色
・ 加熱部エコモード
  （8/16分割）
・ 炉体中間停止開閉式

・ 加熱部フラックス回収機構
・ 上下の冷却風量調整
・ 基板落下センサー

・ 温度プロファイル
   測定モード
・ メンテナンスタイマー
・ シグナルタワー

・ コンベア自動幅可変機構
・ 搬送部窒化処理
  （チェーン・キー材・スプロケット）
・ 基板反り防止機構
・ 反り防止自動幅
　可変機構
・ 入口・出口乗移り用自転ローラ
・ オペレータモード機能

・ 信号線コネクタ
  （SMEMA規格）
・ UPS電源
・ エリアセンサー
  （炉体閉時センサー確認）
・ バーコードリーダーによる
  段取り替え機能

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板
部品高さ
加熱部
冷却部（クロスフローファン方式）
乗り代（選択式）
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Conveyor height
conveyor speed
Board dimensions
Component height
Heated zones
Cooling zones (Cross flow fan system）
Side edge clearance (select on）
N² (Nitrogen) gas supply
Power supply

3,800 x 1,330 x 1,460 mm
1,800 Kg
900±20 mm
0.3 - 2.0 m/min
W: 50 - 250, L:100 - 400, T: 0.8 - 3.0 mm
≦35 mm, ≧25 mm
8
上辺2基、下辺1基/Top side 2, bottom side 1
3 or 4 or 5 mm
̶
200V, max. 30 kw, 90A, 3-phase

・ Notebook PC
・ 3 block control
・ Cooling cross flow fan

・ Specific conveyor height
・ Display in Japanese, 
　English, or Chinese
・ Specific color
・ Heating zone ECO-mode
   (divided into 8/16 blocks)
・ Opens/closes the intermediate 
　stop position of the oven

・ Heated zone flux management system
・ Adjustment of top/bottom cooling air volume
・ PCB fall sensor

・ Temperature profile 
　measurement mode
・ Maintenance timer
・ Signal tower

・ Automatic conveyor width adjustment 
・ Nitride coating on conveyor
   (chain/key materials, sprockets)
・ PCB warp prevention mechamism
・ Automatic width adjustment for warp 
　prevention mechanism
・ In-out feeder free rollers
・ Operator mode function

・ Signal line connector
   (SMEMA standard)
・ UPS power supply
・ Light curtain
　(confirm opening / closing of the rid) 
   (oven closed status sensor check)
・ Automatic chnageover by 
　barcode reader

SAR-825GT

最新鋭クロスノズルヒータ
Cutting-edge cross-nozzle heater

冷却ファン
Cooling fan

加熱部フラックス回収機構
Heated zone flux management system

長年の経験と実績が、業界トップクラスのリフロー炉を造りました
Industry's leading reflow oven designed by our years of experience and success

オプション Options

標準仕様 Standard specifications

コンパクトでも、信頼性の高いはんだ付けを可能にします
Compact, yet delivers highly reliable soldering

1,700 × 730 × 475 ｍｍ
210 kg
335 - 385 mm [FLより/From FL]
10 - 100 ±5% cm/min
160 x 200 mm
≦10  mm
5 
冷却ファン/Cooling fan
メッシュ/Mesh
-
200 V, max. 12 kw, 90 A, 3-phase

1,700×760×540 mm
210 kg
335 - 385 mm [FLより/From FL]
10 - 100 ±5% cm/min
160 x 200 mm
≦10 mm
5
冷却ファン/Cooling fan
メッシュ/Mesh
≧99.999%, 0.3 - 0.5 Mpa   150 NL/min
200 V, max. 12 kw, 90 A, 3-phase

STR-2010M STR-2010 N2M

・ 架台 ・ 酸素濃度計(Ｎ₂仕様時) ・ Oxygen analyzer (For N² version)・ Rack

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン（約）
搬送速度
対象基板
部品高さ
加熱部
冷却部(遠赤外線パネル)
乗り代
N₂ガス供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.) 
Conveyor height (Approx.)
Conveyor speed
Board dimensions
Component height
Heated zones
Cooling zones(far infrared panel)
Side edge clearance
N² (Nitrogen) gas supply
Power requirement 

STR-2010M SeriesFar Infrared Radiant Heat Desktop Reflow Oven
遠赤外線 卓上リフロー炉  

オプション Options

SAR-825GT熱風 大気リフロー炉  
Air Atmosphere Hot-Air Reflow Oven

Reflow Oven
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  SPF2 Series

・ 整流板レス
・ 槽内分解メンテナンス不要
・ 安定噴流
・ TH上がり確保

・ Eliminates the need for a stabilizing plate
・ Allows easy pot cleaning without disassembly
・ Stable flow wave
・ Provides sufficient solder in through-hole fillings 

ECOPASCAL Whole-surface Wave Soldering Machine

省エネを実現した、整圧フロー方式の自動はんだ付けシステムです
Energy-saving Automatic Stable Pressure Flow type soldering system

整流板が不要
No need for a stabilizing plate

P.W.B.

均一なはんだフロー
Uniform flow of solder

ポンプ
Pump

整圧フロー方式
(Stable Pressure Flow)

整圧フロー方式 Stable Pressure Flow

全面ウェーブはんだ付け装置

・ NH偏流板の採用で、整圧と鏡面噴流を実現
・ プリヒーター能力の増強と噴流圧力の強大化で、TH上りを向上
・ 独自の構造設計で、消費電力を41%削減（従来品比較）

・ Adoption of NH deflect plate makes stable pressure and mirror 
　surface-like solder flow
・ Enhanced through-hole fillings by strengthened preheater
　and stronger wave pressure
・ Distinctive structure design reduces power consumption
　by 41% (as compared with the conventional model)

Flow Soldering Machine

NH偏流板により波荒れが軽減 Smoother wave by the NH deflecting plate

プリヒーター機構 Preheater mechanism

・ 整圧かつ鏡面噴流

・ パネルヒーターの均熱化
・ 遠赤外線パネル  4枚×4制御
・ 上部プリヒータ搭載で高熱容量ワークも対応(OP)

・ 整流板レスで酸化物の目詰まりなく安定した噴流

・ Stable pressure and mirror surface wave

・ Without stabilizing plate, no clogging of oxide occurs and offering stable solder flow

・ Uniform heating of the panel heater
・ 4 panels with independent panel control
・ Upper preheater offers high heat capacity (optional)

噴
流

高
さ（

m
m

）

経過時間（H）

6

7
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9

10

1 2 3 4 5

エコマスター
ECO MASTER
エコパスカル
ECOPASCAL

上部プリヒータ
Upper preheater

Lower preheater
下部プリヒータ

噴流波の目視形状 Comparison of wave condition

従来偏流板
With conventional deflecting plate

NH偏流板
With NH deflecting plate

Fl
ow

 w
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ig
ht

 (m
m

)

Elapsed time (H)

・ SPF2 Ser. は噴流圧力の増大と加熱能力の増強でTH上がりを向上

SPF400前モデル(Previous model) SPF2 SPF400前モデル(Previous model) SPF2

・ SPF2 Series offers good though-hole solder fillings by incresing wave pressure and enhanching heat capacity of preheaters

Dipping MachineFlow Soldering Machine
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窒素対応 Nシリーズ N-Series for N² ambient wave soldering

整圧フロー槽 Stable pressure flow tank

・ フルチャンバー方式
・ フラックス回収機構標準搭載
・ 高品質確保
・ 酸化物低減

・ 容易なメンテナンス構造
・ はんだ飛散防止カバー標準装備（Ｎのみ）

・ タッチパネル+PLC制御
・ ＰＨ遠赤外線パネルヒーター 4枚
・ パスライン780±20mm
・ 搬送樹脂爪
・ 噴流外部ボリューム
・ 幅可変インジケータ

・ Touch panel + PLC control
・ Preheaters: IR panel heater × 4
・ Conveyor height 780 ±20 mm
・ Conveyor resin fingers
・ External flow volume
・ Width adjustment indicator

・ 基板下面冷却ファンユニット
・ シグナルタワー
・ 入口/出口つば付チェーンコンベア
・ 酸素濃度計(Ｎシリーズ)
・ はんだ槽自動上下・引出(Ｎシリーズ)
・ はんだ はね防止冶具(Ｎシリーズ)

・ PCB bottom surface cooling fan unit
・ Signal tower
・ Loading/unloading chain conveyor with flanges
・ Oxygen analyzer (N-Series)
・ Automatic solder pot in/out and up/down mechanism (N-Series)
・ Automatic solder pot in/out and up/down (N-Series)

・ Full chamber system
・ Equipped with a flux management system as standard
・ Ensures high quality of the product
・ Reduces oxide of solder

・ Easy-maintenance structure
・ Solder splashing protection cover as a standard feature 
   (N-Series only)

標準仕様 Standard specifications

SPF2-400N

Inlet conveyor

Exit conveyor

入口コンベア

出口コンベア

噴流モータ
Pump motor 二次ノズル

Secondary nozzle
(Laminar flow)

はんだ飛散防止カバー（青色部）
Solder splashing protection cover

 (in blue color)

一次ノズル
Primary nozzle
(Turbulent flow)

Flow Soldering MachineFlow Soldering Machine

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
(containing lead-free solder M705, approx.)
Component height
Conveyor speed
Board dimensions (W×L)
Component height (highest)
Preheater (Heated zone length)
Solder bath (Approx.)
N² (Nitrogen) gas supply
Air supply
Power requirement

SPF2-300
4,340 x 1,340 x 1,540 mm
1,910 kg
(360 kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
780 ±20mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 300 x 450 mm
≦100 mm, ≧5 mm
1,600 (400/zone x 4) mm
360 kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu)
－
－
3 phase 200 V, approx. 32.5 kW

SPF2-400
4,340 x 1,340 x 1,540 mm
1,910kg 
(360 kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
780 ±20mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 400 x 450 mm
≦100 mm, ≧5 mm
1,600 (400/zone x 4) mm
360 kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu)
－
－
3 phase 200 V, approx. 32.5 kW

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）

（含まれる鉛フリーはんだM705重量 約）
パスライン
搬送速度
対象基板（W×L）
部品高さ
プリヒーターユニット（加熱ゾーン長さ）
はんだ付け部（約）
N₂ガス供給
エアー 供給
電源

SPF2-500
4,640 x 1,440 x 1,540 mm
2,230kg 
(520kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
780 ±20mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 500 x 600 mm
≦100 mm, ≧5 mm
1,600 (400/zone x 4) mm
520 kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu)
－
－
3 phase 200 V, approx. 32.5 kW

SPF2-609
5,160 x 1,735 x 2,273 mm
3,000kg
(900kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
870 ±30mm
0.5 - 2.0 m/min
100 x 150 - 610 x 610 mm
≦100 mm, ≧5 mm
2,000 (400/zone x 5) mm
900 kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu)
－
－
3 phase 200 V, approx. 72 kW

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）

（含まれる鉛フリーはんだM705重量 約）
パスライン
搬送速度
対象基板（W×L）
部品高さ
プリヒーターユニット（加熱ゾーン長さ）
はんだ付け部（約）
N₂ガス供給
エアー 供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
(containing lead-free solder M705, approx.)
Component height
Conveyor speed
Board dimensions (W×L)
Component height (highest)
Preheater (Heated zone length)
Solder bath (Approx.)
N² (Nitrogen) gas supply
Air supply
Power requirement

SPF2-300N
4,340 x 1,340 x 1,540 mm
2,100kg
(360kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
780 ±20mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 300 x 450 mm
≦50 mm, ≧5 mm
1,600 (400/zone x 4) mm
360 kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu)
Purity: 99.999%, 0.3 Mpa,  ≧300 NL/min (18 m³/Hr)
≧0.5 Mpa
3 phase 200 V, approx. 32.9 kW

SPF2-400N
4,340 x 1,340 x 1,540 mm
2,100kg 
(360kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
780 ±20mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 400 x 450 mm
≦50 mm, ≧5 mm
1,600 (400/zone x 4) mm
360kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu)
Purity: 99.999%, 0.3 Mpa, ≧300 NL/min (18 m³/Hr)
≧0.5 Mpa
3 phase 200 V, approx. 32.9 kW

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）

（含まれる鉛フリーはんだM705重量 約）
パスライン
搬送速度
対象基板（W×L）
部品高さ
プリヒーターユニット（加熱ゾーン長さ）
はんだ付け部（約）
N₂ガス供給
エアー 供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
(containing lead-free solder M705, approx.)
Component height
Conveyor speed
Board dimensions (W×L)
Component height (highest)
Preheater (Heated zone length)
Solder bath (Approx.)
N² (Nitrogen) gas supply
Air supply
Power requirement

4,640 x 1,440 x 1,540 mm
2,230kg 
(520 kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
780 ±20mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 500 x 600 mm
≦50 mm, ≧5 mm
1,600 (400/zone x 4) mm
520 kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu) 
Purity: 99.999%, 0.3 Mpa, ≧450 NL/min (27m³/Hr)
≧0.5 Mpa
3 phase 200 V, approx. 32.9 kW

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）

（含まれる鉛フリーはんだM705重量 約）
パスライン
搬送速度
対象基板（W×L）
部品高さ
プリヒーターユニット（加熱ゾーン長さ）
はんだ付け部（約）
N₂ガス供給
エアー 供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
(containing lead-free solder M705, approx.)
Component height
Conveyor speed
Board dimensions (W×L)
Component height (highest)
Preheater (Heated zone length)
Solder bath (Approx.)
N² (Nitrogen) gas supply
Air supply
Power requirement

SPF2-609N
5,160 x 1,735 x 2,273 mm
3,200kg 
(900kg M705 [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
870 ±30mm
0.5 - 2.0 m/min
100 x 150 - 610 x 610 mm
≦100 mm, ≧5 mm
2,000 (400/zone x 5) mm
900kg (M705, Sn-3.0Ag-0.5Cu)
Purity: 99.999%, 0.3 Mpa, ≧600NL/min (42m³/Hr)
≧0.5 Mpa
3 phase 200 V, approx. 72 kW

SPF2-500N

・ 基板反り防止機構
　はんだ槽上部のみor入口～出口
・ PCB warp prevention mechanism
   Only on the solder pot top side or 
   from inlet to outlet

・ 上部PH（3･4上部のみ） ・ 冷却スポットクーラー式 ・ UPS電源 ・ 線はんだ自動供給機
・ Top  preheaters (only for 3 and 4) ・ Spot cooler unit ・ UPS ・ Automatic wire solder feeder 

・ 棒はんだ自動供給機
・ Automatic solder bar feeder change
   (frame)

・ 基板落下検知センサー ・ はんだ高さ計測ノギス ・ パスライン変更（台座） ・ パスライン変更（フレーム）
・ PCB fall sensor ・ Solder height measuring caliper ・ Specific conveyor height(pedestal) ・ Specific conveyor height(frame)

・ 自動消火装置
・ Automatic fire-extinguishing system

・ 防火ダンパー
・ Fire damper

オプション Options

・ はんだ槽コネクタ仕様
・ 間欠噴流
・ 耐熱樹脂爪

・ Solder tank connector specifications
・ Pulsating jet flow
・ Heat resistant resin fingers

・ 波高サイドガイド
・ キャスター
・ オール窒化処理

・ はんだ槽電動昇降（Nシリーズは標準）
・ はんだ槽電動引出（Nシリーズは標準）

・ Wave-height side guide
・ Caster

・ Soldering pot automatic up & down (N Series: standard) 
・ Soldering pot automatic in & out(N Series: standard)

・ SKセンサ
・ SK sensor

・ SKノズル
・ SK nozzle

Dipping MachineFlow Soldering Machine
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・ 上プリヒートユニット（ハロゲン６本）
・ フラックス流量計（漏れ検知）

・ Upper pre-heater unit (6 halogen lamps)
・ Flux Flowmeter (leak detection)

装置設定が容易で、単一条件での混流生産が可能
Mixed production under single condition with easy machine setting

全面ディップはんだ付け装置
SOLZEUS Whole-surface Dip Soldering Machine

特長 Features

・ 鏡面なはんだが、信頼性の高いはんだ付けを実現
・ 多品種少量/混流生産可能な、噴流静止はんだ槽
・ 複雑な装置設定不要で、単一条件生産が可能

オプション Options

・ Mirror surface solder delivers highly reliable soldering
・ Stable surface flow wave solder pot accepts High-Mix 
　Low-Volume/Mixed production
・ Offers single condition production without complicated machine settings

・ スプレーフラクサ ・ プリヒータ ・ はんだ槽

ＰＣＢサイズに応じたフラックス塗布

ユニット引出による簡易メンテナンス

ＰＣＢ幅に応じてヒータ個別点灯する、省エネ対応
環境配慮製品

機種に応じた出力設定可能

噴流モータで一定の液面高さを保持、常に新しい熱を与える
高信頼性実装を実現

槽が深く、ロングリード部品が対応可能

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
ユーティリティ
対象基板
搬送方式
フラクサーユニット
プリヒート
はんだ付

ワーク冷却

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Utility
Board dimensions
Transfer system
Fluxer unit
Preheating
Soldering

Cooling unit

4,380 x 1,060 x 1,570 mm
1,500 kg
3-Phase AC 200 V  24 kVA　AIR;φ10 joint
W: 50 - 360, L: 50 - 410, T: max. 90 mm (基板上面より/from PCB topside), 下部品飛出し/Bottom Clearance: max. 50 mm
搬送キャリア縦循環方式/Conveyor palette vertical rotation system
加圧式噴霧スプレーユニット/Pressurized Spraying Nozzle
ハロゲンランプ/Halogen lump (1.0 kwx12), 耐熱ガラス/Heat-resistant glass
全面フローはんだ付/Whole-surface wave soldering, Solder Pot: 400 kg, 
モーター式噴流ポンプ/Motor system wave pump, 耐浸食表面処理/Corrosion-proof surface treatment
外気冷却ファン/Cooling fan with air

LPF-2008L

・ Spray fluxer ・ Preheater ・ Solder pot

Flux coating according to the size of PCB

Withdrawable units for easy maintenance

Enables to adjust output level depending on models

Energy-saving environment friendly product through individually 
controllable heaters according to PCB width

The Deep soldering pot accepts long lead shape items

Achieves highly reliable mounting by wave motors that keep stable 
surface with fresh heat

LPF-2008L

Flow Soldering Machine Flow Soldering Machine

SNF-2017ST局所ディップはんだ付け装置
SOLZEUS Selective Dip Soldering Machine

多品種少量生産に最適な、局所自動フロー装置です
Automatic selective dip-soldering machine best suited for High-Mix Low-Volume production

特長 Features

・ 自動幅可変ノズルの開発で、ノズル一つで各種部品に対応
・ 自動位置認識装置の開発で、制御が容易
・ ６軸ロボットの採用が、コンパクトで低価格化を実現
・ インラインモデルで生産ラインに組み込める

・ 搬送レール・ロボットチャック自動幅調整機構
・ フラックス流量計（漏れ検知）
・ 上プリヒートユニット（ハロゲン3本）
・ 範囲外 基板サイズ対応（要打ち合わせ）

・ Automatic width adjust of PCB conveyor rail and holders
・ Flux Flowmeter (leak detection)
・ Upper pre-heater unit (3 halogen lamps)
・ PCB size for out of specification (please consult）

※ Wave speed also changed to keep the same wave height

オプション Options

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
ユーティリティ
対象基板
搬送方式
フラクサーユニット

プリヒート
はんだ付

ワーク冷却

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Utility
Board dimensions
Transfer system
Fluxer unit

Preheating
Soldering

Cooling unit

2,150 x 1,300 x 1,500 mm
1,500 kg
3-Phase   200 V ± 10％  19 kVA　AIR;40 l/min φ10 joint　N₂;10 l/min φ10 joint
W: 100 - 250, L: 100 - 200, T: max. 40 mm (基板上面より/from PCB topside), 基板端デッドスペース/PCB edge dead space: 3 mm or more
基板ダイレクト搬送 6軸ロボットチャック（タッチパネル操作可）/PCB traveling by 6-axis robot with chuck (operable by touch panel)
加圧式噴霧スプレーユニット（XY駆動)/Pressurized Spraying Nozzle (XY Drive), 昇降式ミスト回収ダクト/
Upward/downward-moving mist collection duct
ハロゲンランプ/Halogen lump (1.2 kw × 6), 耐熱ガラス/Heat-resistant glass
ポイントはんだ付幅可変式ノズル/Point soldering nozzles for variable width, はんだ槽/Solder Pot: 100 kg, サーボモーター式噴流ポンプ/
Servo motor system for soldering pump, 耐浸食表面処理 Hot N₂使用/Corrosion-proof surface treatment using Hot N₂
外気冷却ファン/Cooling fan with air

・ The newly developed automatic width adjustable nozzle makes it possible 
　that just one nozzle accepts different items

・ The newly developed programing using digitaizer (laser pointing) for easy operations
・ 6-axis robot achieves reduction in size and price
・ Incorporation into production lines is possible with in-line system

・ 自動幅可変ノズル

コネクタはんだ時 (幅15mm)

ノズルの交換は不要

電解コンデンサ時 (幅 6mm)

※噴流回転数も自動切替し、噴流高さを同じにする

・ 自動位置認識装置

ロボットが基板をノズルに搬送

基板を保持したまま、はんだ付け部位に
合ったノズルの幅に、６～30 ｍｍの範囲で自動変更

特許取得済 Patented

Automatic width adjustment nozzle between 6 to 30 mm 
according to the soldering part with holding PCB

Input the position coordinates of the laser dot on PCB 
directly on the touch panel

基板上に映したレーザーポインターの座標を
タッチパネルに直接入力

SNF-2017ST

・ Automatic width adjustable nozzle

・ Programing using Digitizer (Laser Pointing)

The robot conveys the PCB to the nozzle

No nozzle change is required

When soldering connectors (Width 15mm) When soldering electrolytic capacitors (Width 6mm)
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定量ポンプの採用が、安定したフラックスの塗布を可能にします
Equipped with a metering pump for stable flux coating

はんだ槽近くの省スペースで、リサイクルを実現します
Small footprint machine placed near the solder pot for solder recovery

1,350 x 1,311 x 1,378 mm
300 kg
780 ±20 mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 400 x 450 mm
≦100 mm, ≧15 mm
≧0.5 Mpa
3-phase 200 V, approx. 1.3 kW

1,350 x 1,299 x 1,378 mm
410kg
780 ±20 mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 500 x 400 mm
≦150 mm, ≧15 mm
≧0.5 Mpa
3-phase 200 V, approx. 1.3 kW

SDS2-5N
800 x 650 x 1,000 mm
150kg
 (12kg[Sn-3.0Ag-0.5Cu])
5kg
15 min   [タイマーにより1～30minまで可変可能/
               Adjustable from 1 to 30 min using the timer]
1-phase 100 V, approx. 1.2 kW

SDS-10
600 x 660 x 1,270 mm
190kg 
(40 kg [Sn-3.0Ag-0.5Cu])
10kg
 15 min   [タイマーにより1～30minまで可変可能/
               Adjustable from 1 to 30 min using the timer]
3-phase 200 V, approx. 2.4 kW

SSF2-500
1,350 x 1,540 x 1,378 mm
400 kg
780 ±20 mm
0.5 - 2.0 m/min
50 x 100 - 610 x 610 mm
≦150 mm, ≧15 mm
≧0.5 Mpa
3-phase 200 V, approx. 1.3 kW

SSF2-609

・ シグナルタワー
・ ウィークリータイマー

・ 100V対応
・ 排気ダクトφ100
・ 撹拌ユニット
・ はんだ槽12kg

・ 入口挿入ガイド（手差し用 長さ300mm）
・ 入口乗移りコンベア（角度調整式 長さ300mm）
・ 出口乗移りコンベア（長さ300mm）
・ 1次エアーの圧力スイッチ

・ Inlet insertion guide (manual feed, length: 300 mm) 
・ Inlet transfer conveyor (angle adjustable, length: 300 mm)
・ Outlet transfer conveyor (length: 300 mm)
・ Primary air pressure switch

・ 操作タッチパネル
・ 搬送コンベア
・ 搬送爪洗浄機能
・ 集塵ユニット

・ Operation touch panel
・ Conveyor
・ Conveyor finger cleaning function
・ Spray mist collection unit

・ Supports 100V
・ φ100 exhaust duct
・ Agitation unit
・ Solder pot 12kg

・ Signal tower
・ Weekly timer

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
 （含まれる鉛フリーSAC305重量 約）
ドロス最大処理量
処理時間（約）* 

電源

Equipment dimensions (LxWxH)
Equipment weight (Approx.)
(containing lead free solder M705,approx.)
Maximum dross processing capacity
Dross processing time (Approx.)

Power requirement

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）
パスライン
搬送速度
対象基板（W×L）
部品高さ
エアー供給
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)
Conveyor height
Conveyor Speed
Board dimensions (W×L)
Component height
Air supply
Power requirement

SSF2-400

・ IPAタンクの液量管理
　（ノズル洗浄用）
・ 指定色
・ パスライン変更

・ IPA tank liquid amount management 
　(for nozzle cleaning)
・ Specific color
・ Specific conveyor height

・ シグナルタワー
・ ノズル洗浄機能
・ 塗布流量計

・ Signal tower
・ Nozzle cleaning function
・ Flowmeter

・ 防火ダンパー
・ 指定色

・ Fire damper
・ Specific color

・ 簡易鋳型ユニット
・ 酸化物排出口
・ PLC制御

・ Mold unit for recovered solder
・ Oxide exhaust outlet 
・ PLC control

オプション Options

オプション Options

*ドロスの状態，温度，重量及びはんだ組成によって異なります。 / Varies depending on the dross condition, temperature, weight and the solder condition.

標準仕様 Standard specifications

標準仕様 Standard specifications

Spray Fluxer
スプレーフラクサー SSF2-400

Other

SDS2-5NSolder Recovery Machine
リサイクル装置  

・ 操作タッチパネル
・ シグナルタワー
・ プリヒート熱風方式
・ フラクサーＸ－Ｙサーボ動作プログラム方式
・ はんだ付けレール上下サーボ動作
・ 搬送レールサーボ動作（ピッチ送り）

・ プリヒートハロゲン方式
  （上下搭載可）
・ フラクサー加圧式
・ 冷却機構
・ はんだ傾斜切り機構
・ 波高管理機構

装置寸法（L×W×H）
装置重量（約）*
パスライン
対象基板**

（はんだ付け可能範囲 W×L）
フラクサーユニット
プリヒーターユニット（熱風方式）
制御方式
N₂ガス供給***
電源

Dimensions (L×W×H)
Weight (Approx.)*
Conveyor height
Board dimensions** 
(Solderable range W×L)
Fluxer unit
Preheater unit (convection)
Control unit
N² (Nitrogen) gas supply***
Power requirement

MPF-2003ST (インライン型 /in-line type)
3,070 x 1,206 x 1,650 mm
2,000 kg
900 ±20 mm
W: 80 - 250, L: 80 - 330, T: max. 50 mm
(230 x 310 mm [基板中央より/From the board center])
X-Yプログラム方式/XY axis programmable
6 kW [OP:ハロゲンヒータ/halogen heater]
シーケンス制御/Sequential control
5 NL/min [噴流シャフト/Flow shaft part]
3 phase AC 200 V, 19 kW

MPF-2007ST (ランド型 /round type)
2,230 x 1,250 x 1,600 ｍｍ
2,000 kg
900 ±20 mm
W: 80 - 250, L: 80 - 330, T: max. 50 mm
(230 x 310 mm [基板中央より/From the board center])
X-Yプログラム方式/XY axis programmable
ハロゲンヒーター/Halogen heater (1.2 kw×7)
シーケンス制御/Sequential control
5 NL/min [噴流シャフト/Flow shaft part]
3 phase AC 200 V, 24 kW

MPF-2007ST

・ Operation touch panel
・ Signal tower
・ Preheater: convection
・ Fluxer: XY axis servo motor operation programmable
・ Servomotor for soldering rail up/down operation
・ Servomotor for conveyor rail operation (pitch-feed)

・ Preheater: Halogen lamps
   (top and/or bottom sides)

・ Pressurized flux tank
・ Cooling unit
・ Solder inclination cutting mechanism
・ Wave height control mechanism

静圧式局所はんだ付けが、省エネと高品質化を実現します
Static pressure type selective soldering offers energy-saving and high quality

・ ドロス抑制N₂カバー方式
・ 搬送リターン構造
＊各カスタマイズ仕様に対応
　致しますので、営業担当に
　お問い合わせください。

・ Solder dross prevention N² cover system
・ Return conveyor
*Products in MPF series can be customized
  upon request of the customer;
  please contact our sales representative.

実績ワーク Examples of application

・ EPS（電動パワーステアリング）
・ ECU（エンジンコントロールユニット）
・ ジャンクションBOX
・ EVコントロール制御
・ パワーデバイス
・ エアコンコンプレッサー
・ ABS
・ パワーウィンド／ワイパー
・ ヘッド／リアランプ

・ EPS (electric power steering)
・ ECU (engine control unit)
・ Junction box
・ EV control
・ Power devices
・ Compressors for air conditioners
・ ABS
・ Power windows/wiper
・ Head/rear lamp

搬送レールサーボ動作（ピッチ送り）
Servomotor for conveyor rail operation (pitch-feed)

・ 独自の静圧式噴流方式が、TH上り高さを向上
・ ピッチ送り方式の採用で、量産化を実現
・ 基板サイズや形状に応じて、異形なノズル設計も可能

プリヒートハロゲン方式
Preheater halogen heating system

標準仕様 Standard specifications

オプション Options

* SAC305／500kgはんだ含む。Containing SAC305 solder 500 kg.   ** H: 基板下高さ/Under the board   *** OP: N₂カバーは別途要。/Optional N₂ cover is required separately.

・ Customized static pressure wave method enhances through-hole fillings
・ Use of pitch-feed mechanism enables mass production
・ Customized nozzle design available according to
   board size and/or shape

局所ディップはんだ付け装置
SOLZEUS Selective Dip Soldering Machine MPF Series

Flow Soldering Machine
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仕様 Specifications

基板用ポストフラックス ロードマップ Post-flux roadmap for PCB

フローはんだ付け材料

・ GeとPの複合添加は、Geのみ添加した製品よりも、
　約30％のドロス削減を実現

・ 異種材料との混合でも、問題は発生しない

・ Compound addition of Ge and P results in 30 % less 
　dross than products with only Ge added

・ No problem occurs even when different materials are mixed

無銀化で材料コストの低減化を達成

・ GeとPを複合添加することで、ドロスの発生を約70％削減
・ サラサラな粉状のドロスとし、回収作業の高効率化でコストを削減
・ Ｓｎ-Cu-Ni-Ge合金と混合しても、合金特性を変化させない

Ag-free Achieves Lower Material Costs

1

M24AP
Sn-Cu-Ni Sn-Cu-Ni-Ge-P Sn-Cu-Ni-Ge

700

600

500

400

300

200

100

0

ド
ロ

ス
発

生
率（

g）

約30％削減

M24AP
Sn-Cu-Ni-Ge-PSn-Cu-Ni-Ge

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

引
張

強
度［

M
Pa

］

M24AP 混合率［wt%］

破
断

伸
び［

％
］

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00 1 3 5 10 20 50 80 90 95 97 99 100

約50%削減

Sn-Cu-Ni-Ge
M24AP

・ Compound addition of Ge and P reduces dross by approx. 70%　
・ Powder-fine dross improves recovery work efficiency, resulting in cost reduction
・ Even when mixed with Sn-Cu-Ni-Ge alloy, the alloy characteristics do not change
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ECO SOLDER

ES-1061SP-2 ES-0307LS ES-1100

ES-1077 ES-1090 ES-1100C

ESR-250 ESR-250T4 ESR-1100M

ESR-280

2000 2010 2020

　 for Silver-free Solder　 for Silver-free Solder
● 低銀はんだ対応 ● 無銀はんだ対応

　 Low Solids　 Low Solids　 Low Solids
● 低固形分

　 for Silver-free Solder　 for Double-sided PCB

● 低固形分● 低固形分

● 両面基板対応

● 低固形分

● 無銀はんだ対応

　 Solid Content

● 作業性重視
　 High Productivity

ES-Z-15
● ハロゲンフリー Halogen-free

ESR-01S
● 低残渣 Low Residue

　 High Reliability
● 信頼性重視

年/Year

エコソルダーの代表的な合金と製品形態
Key Alloys and Product Forms of ECO SOLDER

固相線
Solidus line

ピーク温度
Peak

液相線
Liquidus line

BAR CORE BALL PASTE PREFORM

M705 Sn-3.0Ag-0.5Cu 217 219 220 ●● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

●

●

●

M30 Sn-3.5Ag 221 223 223

M31 Sn-3.5Ag-0.75Cu 217 219 219

M714 Sn-3.8Ag-0.7Cu 217 219 220

M715 Sn-3.9Ag-0.6Cu 217 219 226

M710 Sn-4.0Ag-0.5Cu 217 219 229 ● ● ● ●

M34 Sn-1.0Ag-0.5Cu 217 219 227 ● ● ● ●

M771 Sn-1.0Ag-0.7Cu 217 219 224 ● ● ● ●

M35 Sn-0.3Ag-0.7Cu 217 219 227 ● ● ● ●

M20 Sn-0.75Cu 227 229 229 ● ● ● ●

●

●

●

●

●

M40 Sn-1.0Ag-0.7Cu-Bi-In 211 222 222

M47

M773

Sn-0.3Ag-0.7Cu-0.5Bi-Ni

Sn-0.7Cu-0.5Bi-Ni

216

225

228

229

228

229

M24AP Sn-0.6Cu-Ni-P-Ge 227 228 228

M805E Sn-0.3Bi-0.7Cu-P 225 229 229

● ● ● ●●

● ● ● ●●

● ● ● ●●

● ● ● ●●

M24MT Sn-0.7Cu-Ni-P-Ge 228 230 230 ● ● ● ●●

● ● ● ●

M731 Sn-3.9Ag-0.6Cu-3.0Sb 221 224 226

M794 Sn-3.4Ag-0.7Cu-Bi-Sb-Ni-x 210 221 221

M716 Sn-3.5Ag-0.5Bi-8.0In 196 208 214

M10 Sn-5.0Sb 240 243 243 ● ● ● ●

M14 Sn-10Sb 245 248 266

M709 Sn-0.5Ag-6.0Cu 217 226 378

M760HT Sn-5.0Cu-0.15Ni-x 228 229 365

M711 Sn-0.5Ag-4.0Cu 217 226 344

M60 Sn-2.3Ag-Ni-Co 221 222 225

M770 Sn-2.0Ag-Cu-Ni 218 220 224

M758 Sn-3.0Ag-0.8Cu-Bi-Ni 205 215 215

M806 Sn-3.5Ag-0.8Cu-Bi-Ni 203 214 214

M807 Sn-3.5Ag-0.8Cu-Bi-Ni 214 219 219

M725 Sn-0.7Cu-Ni-P 228 230 230

●

● ● ● ●●

● ● ● ●●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ●●

● ● ● ●●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

●

●

M-series: 固相温度 Solidus temperature 200 to 250ºC

合成組成（wt%)
Alloy composition（wt%)

溶融温度（℃）
Melting temperature（℃）

製品形態
Form

ピーク温度；DSC曲線での最大吸熱量点の温度

上記の製品形態で特殊な製品寸法や製品グレードの場合、合金組成によっては製品としてご用意できない場合があります。
上記に記載されていない合金組成については、弊社営業担当またはホームページ（web@senju.com）でお問い合わせ下さい。

鉛フリー不純物標準規格（単位：質量％）

0.07
以下

0.05
以下

0.05
以下

0.001
以下

0.02
以下

0.001
以下

0.03
以下

0.002
未満

0.03
以下

0.02
以下

0.01
以下

0.005
以下

0.05
未満

Sb Cu Bi Zn Fe Al As Cｄ Ag In Ni Au Pb

or less or less or less or less or less or less or less or less or lessor less or less Less than  Less than

Lead-free product impurity standard (unit: percentage by mass)

M20RK Sn-0.75Cu-x 227 229 229 ●

M35RK Sn-0.3Ag-0.7Cu-x 217 219 227 ●

Peak temp. : Max. endothermic reaction point on DSC curve

For inquiries regarding alloy compositions not listed above, please contact our sales representatives 
or contact us by e-mail (web@senju.com).

L29 Sn-58Bi-Sb-Ni 140 145 145 ●

L20 Sn-58Bi 139 141 141 ● ●● ● ●

L-series: 固相温度　200℃未満  Solidus temperature : 200 ℃ or lower

ECO SOLDER

M705RK Sn-3.0Ag-0.5Cu-x 219 221 221 ●

M823 Sn-0.75Cu-1.5Bi-Ni-x 224 229 229 ●

21 22


