1 個または 2 個のトップジョーを使用せず、代わりに固定ジョーを使用する場合、入力は許容最大入力の
2/3 以下または 1/3 以下でそれぞれ使用すること。
入力を下げて使用しないと、通常では 3 個のジョーに均等にかかる入力が 2 個または 1 個のジョーに集中
する為、チャックが破損し、工作物が飛散して危険。

BR 形スタンダードチャック

重要

把握径はボデー外径以下とすること。
ボデー外径以上の把握径で使用するとチャックが破損し、工作物が飛散して危険。

本書は取扱説明書ではありません。必ず下記の URL または二次元コードから取扱説明書をダウ
ンロードしてください。製品をご使用いただく前に取扱説明書を必ずお読みになり、使用方法を
正しくご理解ください。
冊子の取扱説明書が必要な場合、当社または販売店までご連絡ください。

https://BRchuck.com

製品を機械に取り付けて出荷する際、本書または取扱説明書を一緒にお客様へ引き渡してくだ
さい。

安全に係わる重要警告事項
本書には特に知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことをまとめてあります。
ご使用の前に必ずお読みください。

危険

形式

工作物や治具等によるアンバランスがある場合、回転速度を低くするか、バランスウェイト等を取り付けて
補正すること。釣合い良さは JIS B 0905:1992 における G6.3 以下を推奨する。
工作物のアンバランスにより遠心力が生じ、工作物が飛散して危険。
アンバランスにより振動が生じると、チャックが破損し、工作物が飛散して危険。
加工開始前、チャックや工作物と刃物や刃物台が干渉していないことを低速回転で確認すること。
干渉によってチャックや工作物に大きな衝撃が加わるとチャックが破損し、チャックや工作物が飛散して危険。
誤動作やプログラムミスにより、チャックや工作物に刃物や刃物台が接触して衝撃を与えた場合、直ちに回
転を止め、分解清掃して各部の部品に破損や亀裂等がないかよく調べ、必要な場合は修理や交換を行うこと。
衝撃によって部品に破損や亀裂が生じている可能性がある。故障品の継続使用はチャックの破損を招き、
工作物が飛散して危険。

ボルトは必ず規定トルクで締め付けること。トルクレンチなど、
トルク管理できる適切な工具を使用すること。
ボルトはチャックに付属のものを使用し、それ以外のボルトは使用しないこと。
ジョー取付ボルトが緩んだ状態でチャックを回転させると、ジョーや工作物が飛散して危険。取付本数が
不足したり、長さを間違えたり、締付トルクが適正でなかったりするとボルトが破損し、チャックや工作物
が飛散して危険。
六角穴付ボルトの規定トルク
ねじサイズ

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

締付トルク [N・m]

7.5

13

33

73

107

171

250

402

539

666

※強度区分は、M20 以下は 12.9、M22 以上は 10.9 です
六角穴付ボタンボルトの規定トルク
ねじサイズ

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

締付トルク [N・m]

1.4

3.2

6.4

10.8

26.3

52.1

90.9
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工作物をチャックで把握する時、手指を挟まれないようにすること。
手指の挫滅や切断の危険がある。

ドアを閉めないでスピンドルを回転させてはならない。
ドアが閉まっている場合のみスピンドルが回転可能になるようインターロックを設けること。
ドアが閉まっていないと、回転中のチャックに体や衣服が巻き込まれたり、工作物が飛散したりして
危険。

使用中に下記のような異常が突然起きた場合、破損の前兆である可能性がある。
工作物がスリップする。
ビビリが発生する。
加工精度が悪くなった。
機械の振動が大きくなった。
チャック把握力が下がる。
（油圧力を上げても把握力が上がらない）
対策を施しても状況が改善されないなら直ちに使用を中止すること。
故障品の継続使用はチャックの破損を招き、工作物が飛散して危険。

切削条件、把握力、回転速度は試切削により機械メーカーまたは使用者が決定すること。加工に必
要な把握力が出るよう油圧力を調整し、加工前に必要な把握力が出ていることを確認すること。
把握力が不足していると工作物が飛散して危険。
標準ソフトジョーより背が高い、または重いトップジョーを使用する場合、取扱説明書の「3.2. 使用
条件の計算」に従って使用条件を決定すること。
過大な使用条件で使用するとチャックが破損し、工作物が飛散して危険。
内径把握の場合、外径把握時の許容最大入力の 1/2 以下で使用すること。
過大な入力はチャックの破損を招き、工作物が飛散して危険。

グリースニップル

BR08

CHUCK GREASE PRO

JIS B 1575 : 2000
1 型 (M6 × 0.75)

BR10

1 ヶ所当たりのグリース量 [g]
4
6
10

6 ヶ月毎 または 10 万ストローク毎 ( 鋳物加工の場合は 2 ヶ月毎 ) に分解清掃を行うこと。
分解清掃を行わずチャック内部に切粉や切削水が侵入した状態で使用すると、ストローク不足や把
握力の低下を招き、工作物が飛散して危険。
アイボルトやレンチは使用後にチャックから取り外すこと。
そのままチャックを回転させると、アイボルトやレンチが飛散して危険。
防錆効果のある切削水を使用すること。
チャック内部に錆が生じ、把握力の低下により工作物が飛散して危険。
機械を長時間止めたり、チャックを長期間使用せずに保管したりする場合、あらかじめグリース給油
を行い、防錆処理を施すこと。
チャック内部に錆が生じ、把握力の低下により工作物が飛散して危険。
手袋やネクタイ等、引っかかりやすい服装や装飾品を着用して作業してはならない。
体や衣服が機械に巻き込まれて危険。
アルコールまたは薬物を飲んで作業してはならない。
判断力の低下や誤操作を招き危険。

この表示の注意事項を守らないと、軽症または中程度の傷害の原因となる可能性が
あります。

加工後の工作物を素手で触らないこと。
工作物が高温になっている可能性があり、素手で触ると火傷する危険がある。
機械を長時間止める場合、工作物をチャックから外すこと。
シリンダの油圧力低下や遮断、誤動作等により工作物が落下し危険。

チャックの取付時、点検時、グリース給油時、交換時には、機械の主電源を切ること。
意図せずチャックが回転した場合、体や衣服が巻き込まれて危険。

回転速度や入力は使用上の制限値を越えてはならない。
過大な回転速度は、工作物が飛散して危険。
過大な入力はチャックの破損を招き、工作物が飛散して危険。

指定グリース

BR06

注意

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となります。

スピンドル回転中は油圧ポンプの電源を切ったり、ソレノイドバルブの操作をしたりしてはならない。
対向 2 軸旋盤などで回転中に工作物の受け渡しを行うような場合は、機械メーカーに安全に行える
かどうかを確認すること。
スピンドル回転中にソレノイドバルブを操作すると油圧力低下や遮断に直結し、把握力の急激な低下
を招き、工作物が飛散して危険。

チャックへのねじ穴やピン穴の追加工は許可された範囲内のみとすること。
許可された範囲外への追加工はチャックの破損を招き、工作物が飛散して危険。
特にマスタジョーや T ナットへの追加工は工作物の飛散に直結する。

指定グリース

鋳物等、勾配のある形状やテーパ形状の工作物を把握しないこと。
工作物がスリップし、飛散して危険。

チャックおよびシリンダは当社製同士の組み合わせで使用すること。止むを得ず他社製シリンダと組み合わ
せて使用する場合、チャックとシリンダが安全な組み合わせであることを当社または販売店に確認すること。
特定のシリンダとの組み合わせによっては、チャックやシリンダの破損を招くことがあり、工作物が飛散し
て危険。

機械メーカーの方へ

この表示の注意事項を守らないと、死亡や重傷など重大な人身事故の原因となる
可能性があります。

毎日、グリース給油を行うこと。グリース給油時には機械の主電源を切り、必ず指定のグリースを使
用すること。
グリース給油不足や指定以外のグリースを使用すると、把握力の低下により工作物が飛散して危険。

工作物の突き出しが長い時は、ステディレストまたはテールストックで支持すること。
突き出しが長いと工作物の先端が旋回し、工作物が飛散して危険。

取扱説明書をウェブサイトから入手してください

警告

チャックを機械に着脱する時は、アイボルトや床上操作式クレーン等の適切な吊り上げ装置を使用す
ること。
重いチャックを手で持ち上げると腰痛の原因になる。
手を滑らせてチャックを落下させると打撲する危険がある。

回転油圧シリンダのモデルチェンジ等で組み合わせるシリンダを変更する場合、適正な把握力になるよう油
圧力を変更すること。
油圧力が低いまま使用すると、把握力が不足し、工作物が飛散して危険。
油圧力が高いまま使用すると、チャックの破損を招き、工作物が飛散して危険。
ドローパイプは使用条件に対して十分な強度とし、振れやアンバランスがないこと。
ねじの精度は 6H / 6g とし、ねじ込み深さを十分確保し、締め付けは確実に行うこと。
ドローパイプの強度不足やアンバランスによる振動、ねじの緩みなどはドローパイプが破損する原因となる。
ドローパイプが破断すると把握力が一瞬のうちに失われ、工作物が飛散して危険。
シリンダはロックバルブ ( チェックバルブ ) 内蔵型を使用すること。
油圧回路はソレノイドバルブが無通電時に把握ポート位置を保持するよう設計すること。
停電や油圧ポンプの故障等により急激な油圧力の低下や遮断が起こると、把握力が一瞬のうちに失われ、
工作物が飛散して危険。
シリンダはストローク確認用センサ内蔵型を使用すること。
チャック内部への切粉の堆積やドローナットの緩み等によってジョーストロークが不足すると、工作物を把
握していないことがあり、工作物が飛散して危険。
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For internal gripping, use the chuck with 1/2 or less of the max. permissible input force for
external gripping.
Excessive input force may damage the chuck, causing the workpiece to ﬂy out.

BR type Standard Chuck

Important
Obtain the Instruction Manual from our website
This document is NOT Instruction Manual. Be sure to download the instruction manual
from the following URL or 2D code. Before using this product, be sure to read the
instruction manual carefully to understand how to use it correctly. If you need an
instruction manual of the booklet, please contact us or the dealer.

https://BRchuck.com

When using ﬁxed jaws instead of one or two top jaws, the input force must be 2/3 or less or 1/3
or less of the max. permissible input force.
Since the input force that is normally applied to three jaws evenly is concentrated in two or one
jaw, the chuck may be damaged, causing the workpiece to ﬂy out.
The gripping diameter must be equal to or less than the body outside diameter.
Using the chuck with the gripping diameter exceeding the body outside diameter may damage the
chuck, causing the workpiece to ﬂy out.
When machining a workpiece with a long protrusion, support it with the steady rest or the
tailstock.
If not, the workpiece may turn at the end, causing the workpiece to ﬂy out.
Do not grip a workpiece with slope shapes or tapered shapes such as a cast.
Otherwise, the workpiece may slip, causing it to ﬂy out.
If a workpiece or jig causes an unbalance, reduce the rotational speed or correct the state
by mounting a balance weight. The recommended balance quality is G6.3 or less in JIS B
0905:1992.
An unbalanced workpiece generates centrifugal force, causing the workpiece to ﬂy out.
Vibration generated by the unbalance may damage the chuck, causing the workpiece to ﬂy out.

If an impact is given to the machine by interference between the chuck/workpiece and the
cutter/turret due to malfunction or program errors, immediately stop rotation. Then thoroughly
check for damage or crack on the parts by disassembling and cleaning them and perform repair
or replacement if necessary.
The impact may cause damage or crack on the parts. Continuous use of faulty parts may damage
the chuck, causing the workpiece to ﬂy out.

Do not ship the product attached to the machine without this document or the instruction
manual.

Important Safety Precautions
This document summarizes precautions that particularly you should know or follow.
Please read them before starting to use the product.

Use the chuck and cylinder that are both manufactured by Kitagawa.
If you must use the chuck together with a cylinder manufactured by another company, conﬁrm
Kitagawa or sales agents that the combination of the chuck and the cylinder is safe.
Depending on the combination with a particular cylinder, the chuck and the cylinder may be
damaged, causing the workpiece to ﬂy out.
Be sure to tighten the bolts with the speciﬁed torque listed in Table.
Use a proper tool that can control torque such as a torque wrench.
Use only the bolts attached to the chuck. Do not use other bolts.
Rotating the chuck with the jaw mounting bolts loosened may cause the jaws and workpiece to
ﬂy out. If insufﬁcient bolts are mounted, bolt length is wrong, or tightening torque is improper, the
bolts may be damaged, causing the chuck and workpiece to ﬂy out.
Speciﬁed torque for hex. socket head cap screw

Danger

Failure to follow the safety precautions below will result in death or
serious injuries.

Turn off the main power supply of the machine when installing, inspecting, greasing, or
replacing the chuck.
The chuck may rotate unexpectedly and entangle your body or clothing.
Do not rotate the spindle with the door open.
Provide an interlock to allow spindle rotation only when the door is closed.
If the door is not closed, the rotating chuck may entangle your body or clothing or cause the
workpiece to ﬂy out.
Do not turn OFF the hydraulic pump or operate the solenoid valve during spindle rotation.
Before performing workpiece transfer during spindle rotation on an opposed 2-spindle
lathe, conﬁrm the machine manufacturer that the operation can be performed safely.
Operating the solenoid valve during spindle rotation will drop or block the hydraulic pressure,
causing the gripping force to drop suddenly and the workpiece to ﬂy out.
The rotational speed and input force must not exceed the limit in operation.
Excessive rotational speed may cause the workpiece to ﬂy out.
Excessive input force may damage the chuck, causing the workpiece to ﬂy out.
Only the machine manufacturer or the user is to determine cutting conditions, gripping
force, and rotational speed according to test cutting result. Adjust the hydraulic pressure
so as to obtain the gripping force necessary for machining, and conﬁrm that the necessary
gripping force is obtained before starting machining.
Insufﬁcient gripping force may cause the workpiece to ﬂy out.
If you use a top jaw higher or heavier than the standard top jaw, determine the operating
condition according to "3.2. Calculation of Operating Condition" on the instruction manual.
Using a top jaw under excessive operating conditions may damage the chuck, causing the
workpiece to ﬂy out.

Thread size

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

M22

M24

Tightening torque [N・m]

7.5

13

33

73

107

171

250

402

539

666

※ Strength classiﬁcation: M20 or smaller = 12.9, M22 or larger = 10.9
Speciﬁed torque for hex. socket button head screw
Thread size

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

Tightening torque [N・m]

1.4

3.2

6.4

10.8

26.3

52.1

90.9
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Use a lock valve (check valve) built-in type cylinder. Design the hydraulic circuit so that the
solenoid valve holds the gripping port position when the current is not applied.
Sudden drop or interruption of hydraulic pressure due to power failure or hydraulic pump
failure will lose the gripping force instantaneously, causing the workpiece to ﬂy out.
Use a stroke control sensor built-in type cylinder.
If the jaw stroke becomes insufﬁcient due to chips accumulating inside the chuck or loosened
draw nut, the chuck may not grip the workpiece, causing the workpiece to ﬂy out.

Warning

Conﬁrm that the chuck or workpiece does not interfere with the cutter or the turret at a low
rotational speed before starting machining.
A large impact on the chuck or workpiece by interference may damage the chuck, causing the
chuck or workpiece to ﬂy out.

For Machine Manufacturer

The draw pipe must have sufﬁcient strength with respect to the operating conditions, not
causing run-out and unbalance. The thread accuracy must be 6H / 6g. Tighten the thread
securely with a sufﬁcient penetration length.
Insufﬁcient strength of the draw pipe, vibration due to unbalance, and looseness of the
thread may damage the draw pipe. If the draw pipe is broken, the gripping force is lost
instantaneously, causing the workpiece to ﬂy out.

Prevent your hands and ﬁngers from being caught when gripping a workpiece with the chuck.
Otherwise, your hands and ﬁngers may be crushed or cut off.
If any of the abnormalities shown below suddenly occurs during operation, it may be a sign of
damage of the chuck.
The workpiece slips.
Chattering occurs.
Machining accuracy has become worse.
Machine vibration has been increased.
Chuck gripping force is reduced.
（Gripping force is not increased even by increasing hydraulic pressure.）
If the status is not improved even after taking the measures described, immediately stop using
the chuck.
Continuous use of faulty parts may damage the chuck, causing the workpiece to ﬂy out.
If the cylinder combined is to be changed due to such as model change of a rotary hydraulic
cylinder, change the hydraulic pressure accordingly so as to obtain proper gripping force.
Use of the chuck under low hydraulic pressure leads to insufﬁcient gripping force, causing the
workpiece to ﬂy out. Use of the chuck under high hydraulic pressure leads to damage of the chuck,
causing the workpiece to ﬂy out.

Failure to follow the safety precautions below could result in death
or serious injuries.

Perform additional machining of tapped holes and pin holes on the chuck only within the
allowable range.
Additional machining performed out of the allowable range may damage the chuck, causing
the workpiece to ﬂy out.
Especially, additional machining to the master jaws and T-nut directly causes ﬂy-out of the
workpiece.
Supply grease every day. When supplying grease, turn OFF the machine main power and
be sure to use the speciﬁed grease.
Insufﬁcient greasing or use of grease other than the speciﬁed one may drop the gripping
force, causing the workpiece to ﬂy out.
Speciﬁed grease
Type

Speciﬁed grease

Grease nipple

CHUCK GREASE PRO

JIS B 1575 : 2000
type 1 (M6 × 0.75)

BR06
BR08
BR10

Grease amount per one point [g]
4
6
10

Disassemble and clean the chuck every six months or 100,000 strokes (cast machining:
every two months).
Omitting the disassembly and cleaning and use of the chuck with chips and coolant
remaining inside the chuck will lead to insufﬁcient stroke and gripping force drop, causing the
workpiece to ﬂy out.
Remove the eye bolts and wrench from the chuck after use.
Rotating the chuck without removing the eye bolts and wrench may cause them to ﬂy out.
Use rustproof coolant.
Otherwise, rust that will be formed inside the chuck may drop the gripping force, causing the
workpiece to ﬂy out.
When stopping the machine for a long time or when storing the chuck without using it for a
long period, supply grease and rustproof them beforehand.
Otherwise, rust that will be formed inside the chuck may drop the gripping force, causing the
workpiece to ﬂy out.
Do not wear clothing or accessories such as gloves and necktie which are easy to be
caught in.
Otherwise, your body or clothing may be entangled.
Do not perform the work after drinking alcohol or taking medicine.
Impaired judgment or operation mistake may cause serious hazards.

Caution

Failure to follow the safety precautions below may result in minor or
moderate injuries.

Do not touch machined workpieces with bare hands.
Touching workpieces with bare hands may cause a burn because the workpieces may be
very hot.
Remove the workpiece from the chuck when stopping the machine for a long time.
Failure to do so may lead to drop or interruption of hydraulic pressure or malfunction of the
cylinder, causing the workpiece to drop.
When attaching/detaching the chuck to/from the machine, use appropriate lifting devices
such as eye bolts and a ﬂoor-operated crane.
Lifting a heavy chuck by hands will cause a backache.
Slipping and dropping the chuck from hands may result in a bruise.
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