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エアパルス安定回路（PAT.）を搭載し、
優れた吐出精度を実現。
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設置面積65%のコンパクト化を実現。
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入力信号切換ディップスイッチの設定により、
「無電圧」または「加電圧（5V/12V/24V）」の
入力信号を選択可能。
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高性能オールデジタル　ディスペンサー

全ては良質な塗布を行うために。

装置搭載例 ML-5000XⅡ mounted

ML-606GX

ML-5000XⅡ-integrated
desktop robot system卓上ロボットシステム例

磨きあげたものは「吐出精度」
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102 mm

188 mm
188 mm

PAT.



エアパルス安定回路(PAT.)による効果　ADVANTAGE OF AIR PULSE STABILIZATION CIRCUIT(PAT.)

吐出バラツキを解消
Elimination of dispensing volume fluctuation

MUSASHI独自のエアパルス安定回路により、圧力の立ち上が
りが早く、応答性が良いため、安定吐出領域が広くなり吐出量
のバラツキを解消します。
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優れた吐出精度を実現
Excellent dispensing accuracy

吐出時間　→
Dispensing time
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SHOT SW
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他社製
（デジタルタイマー付）
Competitor’s
(with digital timer) 

吐出圧力： 0.2 MPa
Dispensing pressure: 0.2 MPa

他社製
（デジタルタイマー付）
Competitor’s
(with digital timer) 

設定圧力： 0.08MPa
Pressure setting: 0.08MPa

吐出時間： 0.05sec
Dispensing time: 0.05sec

液体材料： エポキシ樹脂
Fluid: Epoxy resin
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CAT. No. SD51112-JE-COPY

安定吐出領域
Safety dispensing area

設定圧力到達時間
Time to reach the set pressure

吐
出
圧
力
　
→

Di
sp

en
si

ng
 p

re
ss

ur
e

Lens

UV adhesive

Light detector

Resin plate

hollow coil

UV adhesive

Potable phone speaker

空芯コイル

携帯電話スピーカー
光ピックアップ

UV接着剤

レンズ　

塗布アプリケーション  DISPENSING APPLICATIONS
ベアチップ実装でのアンダーフィル
Underfilling for bare chip mounting 

光ピックアップへのUV材料の点塗布
Fix a light detector

基板へのクリームハンダの点塗布
Solder paste dispensing on substrate Put adhesive on a portable phone speaker

携帯電話スピーカーへのUV材料の線引塗布カメラモジュールへのUV材料の点塗布
Underfilling agent

樹脂円盤
UV接着剤

Lens-barrel

UV adhesive
UV接着剤

鏡筒
Underfilling agent 
アンダーフィル剤

型式
制御方式
空圧制御回路
吐出圧力調整範囲
吐出時間設定範囲
表示部
バキューム圧設定
特殊機能

入出力信号

供給空気圧力
電源・消費電力
外形寸法・質量

ML-5000XⅡ
エレクトロ/ニューマティック方式
エアパルス安定回路（PAT.）
0.000～0.700MPa
0.010～9999sec.
LEDデジタル表示
0～ー20.0kPa
・液ダレ防止用バキューム調整機構（マイクロメーター仕様）
・ストップウォッチ機能
・ショットスイッチ
・入力信号電圧切替
入力：無接点または有接点
出力：無接点（吐出完了信号標準装備）
最大0.8MPa（吐出圧＋0.1MPa以上）
AC100V～240V　50/60Hz ・ 17W
W188×D198×H76mm ・ 3.4kg

Model
Control system
Pneumatic control
Dispensing pressure adjusting range
Dispensing time setting range
Display section
Vaccum pressure
Special function

Input/output signal

Supply air pressure
Power supply/Power consumption
External dimensions and weight

ML-5000XⅡ
Electronic/pneumatic system
Air pulse stabilization circuit (PAT.) 
0.000 to 0.700MPa
0.010 to 9999sec.
LED digital display
0 to ー20.0kPa
・Digital vacuum drip prevention mechanis (Micrometerspecification)
・Stopwatch function
・Shot switch
・Input signal voltage selection DIP switch
Input: Contact or non-contact 
Output: Contact (Dispensing complete output signal is a standard)

Max. 0.8MPa (Dispensing pressure +0.1MPa or more)
AC100V to 240V　50/60Hz ・ 17W
W188×D198×H76mm ・ 3.4kg

仕　様　SPECIFICATIONS

外形寸法図　DIMENSIONS
 単位 Unit : mm

152 26 155
188 198

76
(8
)

US Integrator and representative 
  
Izumi International, Inc. 
1 Pelham Davis Circle, Greenville, SC 29615  USA 
Tel: 864-288-8001  Fax: 864-288-7272 
E-mail: us-sales@izumiinternational.com 
Web: www.izumiinternational.com 


