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制御装置レトロユニットのラインアップ
Product lineup of Retro�t control unit

IV-500レトロ 
IV-500 retro�t

【新たな機能】 Addition of new functions

・成形条件を
  100型までメモリ拡張
 • Expansion of memories 100.

・現状装備仕様を組込可能
 • It can respond to the 
    present speci�cation.

IV-VLレトロ 
IV-VL retro�t

ＩＶ-Ｖ５０Ｒレトロ  
IV-V50R retro�t

【新たな機能】 Addition of new functions

・成形条件を
  100型までメモリ拡張
 • Expansion of memories 100.

・現状装備仕様を組込可能
 • It can respond to the 
    present speci�cation.

IV-S50Rレトロ 
IV-S50R retro�t

【新たな機能】 Addition of new functions

・芝浦機械製、
  制御装置（IV-S50R）に
リニューアル

 • Renewed by 
    Shibaura Machine control unit(IV-S50R).

【新たな機能】 Addition of new functions

・芝浦機械製、
  制御装置（IV-V50R）に
リニューアル

 • Renewed by 
    Shibaura Machine control unit(IV-V50R).

使い慣れた機械を最新制御装置にバージョンアップします。
The conventional machine is updated to the latest controller.

IS-E シリーズ IS-E series
IV-300/500

IS-F シリーズ IS-F series
IV-SⅠ、SⅡ、VL

IS-G シリーズ IS-G series
ＩＶ－Ｓ１０、Ｖ１０

オリジナル制御装置 Original controller



制御装置レトロユニットのラインアップ
Product lineup of Retro�t control unit

注） １、IV-SⅠ、SⅡ、VL の閉ループ仕様は対応しません、開ループ制御となります。油圧サーボ弁仕様は別途見積となります。
 ２、IV-VLのアクトロール、プラストライザー、モールドライザーは対応できません。特殊オプションは別途見積となります。
 3、クランプロール、エジェクトロール、ヒートロール、R1．R12デジタル制御が未装着の機械に追加が可能です。

It does not correspond to Closed loop of IV-SⅠ･SⅡ･VL. Hydraulic servo valve speci�cation is estimated separately by your proposal.
It does not correspond to ACTROL,PLASTLYZER and MOLDLYZER of IV-VL. Special speci�cation is estimated separately by your proposal.
Addition of CLAMPROL,EJECTROL,HEATROL,Digital settings for mold clamping pressure and screw back pressure are available.

Notes 1. 
 2. 
 3. 

ご使用いただいている制御装置のレトロユニットをラインアップしました。お客様の芝浦機械
製射出成形機に合ったレトロユニットを下の表からお選びください。カラータッチパネルの採
用で操作性が向上し、機能追加で生産性向上のお手伝いをします。
Retro�t control units are made a lineup. Please choose following lists which one your machine �t. High 
performance by color touch style screen and higher productivity by function addition.

レトロ商品
Retro�t controller

オリジナル制御装置
Original controller

PMC 部レトロ
sequencer retro�t

三菱電機製PLC
PLC
by Mitsubishi 
electric

IV-500
操作部レトロ
IV500 
operation retro�t

三菱電機製
PLC
PLC by 
Mitsubishi electric

IV-500レトロ
IV-500 retro�t

キーエンス製
PLC
PLC
by keyence
三菱電機製PLC
PLC
by Mitsubishi 
electric

IV-VLレトロ
IV-VL retro�t

キーエンス製
PLC
PLC by keyence

芝浦機械製
IV-S50R
IV-S50R by 
Shibaura machine

IV-V50Rレトロ
IV-V50R retro�t

芝浦機械製
IV-V50R
IV-V50R by 
Shibaura machine

簡易レトロ
simple retro�t

キーエンス製PLC
PLC
by keyence

成形機シリーズ名 Model Eシリーズ E series

INJECT
ROL-V IV-300 IV-500

IV-S
SⅠ
SⅡ

IV-VL

Fシリーズ F series Gシリーズ G series

ＩＶ-Ｓ１０ ＩＶ-Ｖ1０

IV-S50Rレトロ
（標準機対応）
IV-S50R retro�t
(standard machine)
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＊本カタログの内容は、不断の研究改良によって変更する場合がありますのでご了承願います。
＊The information in this catalog is subject to change due to continued technical improvements.

https://www.shibaura-machine.co.jp/smeng/


