S

東芝産業機器システム株式会社

PECIAL1

簡単・小形インバータ

TOSVERT TM VF-nC3

2

特集

1

TOSVERT TM VF-nC3
●資料請求番号：180301

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

S

PECIAL2

長寿命・高品質ブラシ付DC モータ

DMN シリーズ

4

特集

2

DMN シリーズ
●資料請求番号：180501

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

S

株 式 会 社 T R I N C

PECIAL3

バキュームクリーナトリンク

TAS シリーズ

6

特集

3

TAS シリーズ
●資料請求番号：180701

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com
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社

PECIAL4

薄型シリンダ

CQ2 シリーズ

S

S

M

C

株

式

会

社

PECIAL5

5 ポートソレノイドバルブ

SY3000/5000 シリーズ

9

8

特集

特集

4

5

SY3000/5000 シリーズ

CQ2 シリーズ
●資料請求番号：170801

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

ファナック（株）

蛇の目ミシン工業（株）

パラレルリンクタイプ小型組み立てロボット

ガントリーロボット

『ゲンコツ・ロボット』M-1iA

JSG シリーズ

http://www.fanuc.co.jp/

バラバラに流れてくる搬送物を、搬送ローラの回転を制御し
コンベヤの流れの中で搬送物同士の間隔を揃えます。
ガイドやストッパなど、直接搬送物に触れるものが無いため
搬送物を傷つける心配が軽減されます。

部品実装や電子機器組立作業に最適なパラレルリンクタイプのロボットで
す。パラレルリンク構造により安全システムの構築が容易になり、俊敏な加
減速動作を実現し、更に機構要素の累積誤差が相殺され、高精度の位置
決めを可能にしました。高速移動動作と単純組立て作業に適した４軸タイプ
（手首回転１軸）に加え、複雑な組立て作業に最適な、
６軸タイプ（手首複
合３軸）の２種類を用意しました。デスクトップ設置、天吊設置の他に傾斜角
設置も可能な構造で、
システムに応じた自由な設置形式を選択できます。ま
た、駆動ユニット部とスタンド部は切り離し可能な構造のため、
システム設備
内に直接組み込むこともでき、設置の柔軟性を大きく向上しました。コンパクト
にビジョンカメラを組込める構造と、
コントローラに内蔵した内蔵ビジョン機能
によって、
ロボットを設置すれば、すぐに知能化機能をお使い頂けます。知能
化機能によって、組立作業をロボット化する場合に必要としていた部品位置
決め装置を不要とし、
シンプルなシステム構成が可能となりました。
●資料請求番号：181101

http://www.janome.co.jp/industrial.html

インライン・セル生産の多彩な用途に対応する、サーボモータ駆動の天吊り
型直交座標系ロボットです。ワークツールを天井から吊り下げ、
ワークの上方
から作業ができるので、
ワークの重量を問わず作業が可能です。自動車のエ
ンジンなどの大型ワークの作業にも適しています。ベース上に全ての機構が
乗っているので、設置が簡単です。ツール用配線は１４本、配管は４本用意し
ていますので、様々な作業用ツールをロボットのアームに取り付けることが可
能です。設置面の省スペース化を実現できます。複数の軸間調整の手間も
かかりません。
●資料請求番号：181102

●資料請求番号：181001

川崎重工業（株）

蛇の目ミシン工業（株）

垂直多関節６軸型ロボット

卓上型基板分割ロボット

RS50N、RS80N

JR2003NERT

http://www.khi.co.jp/robot/

http://www.janome.co.jp/industrial.html
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中・小型の垂直多関節型ロボットＲシリーズに新機種を追加しました。最大
可搬質量は、
それぞれ５０ｋｇと８０ｋｇで、同シリーズの前身であるＦシリーズの
相当機種から、可搬質量の向上と同時に高速化も図りました。最大リーチを
２, １００ｍｍに維持しながら、合成最大速度を約４０％向上させました。合成最
大速度は、
ＲＳ５０Ｎが１万３,４００ｍｍ／ｓで、
８０Ｎが１万２,７００ｍｍ／ｓです。
アームを軽量化するとともに、高出力／高回転の小型モータを採用し、最高
速度・加減速度を高めました。
さらに負荷質量や姿勢に合わせて加減速度を
自動で変更するため、サイクルタイムを短縮できます。アーム剛性の強化など
により、手首の負荷能力を向上させました。各軸の動作ストロークを拡大する
ことで、
ロボットに近い領域や下方での動作領域を広げており、
レイアウトの自
由度が高まりました。
●資料請求番号：181103

卓上型ロボットにスピンドルモータを取り付けたルーターカット方式の基盤分
割ロボットです。ロボット本体に、電動ルータ／基板分割専用ソフトウェアや
集塵キットをセットにしておりますので、
すぐに使用できます。上引きタイプの集
塵方式で集塵機工部がコンパクトです。使いやすさが好評のオリジナル対話
型プログラム入力ソフト「ＪＲ Ｃ−Ｐｏ
ｉ
ｎｔ
ｓ」による操作で、ティーチングが容
易に行えますので、
プログラム作成時間を大幅に短縮できます。位置ずれ検
出機能・スピンドルモータ負荷表示機能により、良品率を向上します。大型集
塵機を使用しないので省スペース、
ローコスト設計に貢献します。ティーチン
グペンダントの表示言語は日本語／韓国語／中国語を含む８カ国語を用意
しています。
●資料請求番号：181104

SMC（株）

SMC（株）

電動アクチュエータ ロッドタイプ
LEY シリーズ

電動アクチュエータ スライダタイプ
ベルト駆動
LEFB シリーズ

LEF シリーズ

http://www.smcworld.com

http://www.smcworld.com

ボールねじ駆動
LEFS シリーズ

ロッドタイプの電動アクチュエータです。エアシリンダφ１６、
２５、
３２相当の電
動化に最適で、
モータを折り返すことによりコンパクト化を図りました。ロングス
トローク対応が可能でＬＥＹ３２では５００ｍｍまで対応できます。速度制御と
位置決めは最大６４点で、ボールねじの採用により繰り返し位置決め精度は
±０．
０２ｍｍと高精度です。また中間位置決め制御に加えて、押し当て制御
の切替が可能で、
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能です。
取付バリエーションも豊富で、
オートスイッチの取付も可能です。詳細な設定
を行うノーマルモードに加えて、位置と速度の２項目で設定が完了するイー
ジーモードでは、短時間での立上げが可能です。
●資料請求番号：181003

●資料請求番号：181105

スライダタイプで、
ガイド一体型アルミフレームの電動アクチュエータです。
本体サイズは１６、
２５、
３２の３種類、駆動方式はボールねじ駆動（ＬＥＦＳ）
と
ベルト駆動（ＬＥＦＢ）の２種類を用意しております。特長は①カバー等の外
装部品を外すことなく本体設置が可能②高さ・幅寸法がSMC 比約５０％と
コンパクト③外部からの異物進入防止となるシールバンドを標準装備④繰返
し位置決め精度が±０．
０２ｍｍのボールねじ駆動と最高速度２, ０００ｍｍ／
ｓのベルト駆動の選択が可能⑤エンコーダ付きステップモータとサーボモータ
が選択可能。
さらに位置と速度の２項目で設定が完了する簡単設定としてい
ます。
●資料請求番号：181106

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

RS50N

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

（株）ニッセイ

日本電産シンポ（株）

AC サーボギアモータ

サーボモータ用 精密遊星減速機

GTR-AR AEF タイプ

エイブル減速機 VRG シリーズ

http://www.nissei-gtr.co.jp

http://www.nidec-shimpo.co.jp/

コンパクトかつ豊富な機種と、
５日の短納期対応で人気を集めるブラシレス
ＤＣギアモータに使いやすさを追 求しました。電 子ギアや分 周 機 能、オート
チューニングなどに加え、位置制御と速度制御のモード選択も可能です。バッ
クラッシ精度は従来のＡＰＱタイプと同様、
３０分とノーマルの２種類を用意
し、平行軸、直交軸、同心中空軸、同心中実軸に対応しました。インダクショ
ンモータに比べ、
モータ効率を２０％以上向上させたことで、省エネにも役立ち
ます。減速比は１／５から１／２４０で、容量は０．
１ｋＷ〜０．
７５ｋＷを用意して
います。
●資料請求番号：181301

ロボットの位置決めなどに使われるサーボモータ用精密減速機ＶＲＧシリーズ
です。
ＶＲＧシリーズの特長は①はすば歯車採用により、静音化を実現②グ
リス密閉充填型で、耐久性に優れ、磨耗も少なくメンテナンスフリーで利用
可能③ケースとインターナルギアの一体化により、剛性を向上④出力部に、
クロスローラベアリングを採用し、
ラジアル・スラスト力に対する負荷に強い
⑤フランジ出力により全長を大幅短縮（延長軸の取付けも可能）⑥豊富な
減 速 比（3.67、4、5、7、9、10、11、15、20、21、25、33、35、40、45、
50、70、81、100）。
●資料請求番号：181302

日本電産シンポ（株）

多摩川精機（株）

大容量サーボモータ用 遊星減速機

環境強化型エンコーダ（ＩＰ＝65 タイプ）

エイブル減速機 VRHF シリーズ

ISP38、ASP38 シリーズ

http://www.nidec-shimpo.co.jp/

http://www2.tamagawa-seiki.com
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●資料請求番号：181303

●資料請求番号：181304

SMC（株）

SMC（株）

モイスチャーコントロールチューブ（モイスコン）

吸着跡対策 真空パッド

IDK シリーズ

ZP2 シリーズ

http://www.smcworld.com

http://www.smcworld.com

小型シリンダやエアチャック、
エアオペレートバルブ等、容積の小さいアクチュ
エータを駆動させる際、
アクチュエータの容量と駆動配管の容積比の関係で、
アクチュエータ付近に結露水が発生する場合があります。モイスチャーコント
ロールチューブは配管内の水蒸気を外部へ拡散させることで結露を防止しま
す。空気圧システムの配管内に発生する結露を防止し、空気圧機器の動作
不良やグリースの劣化・流出、寿命の短命化等のトラブルを防ぎます。
●資料請求番号：181305

短納期ロータリーエンコーダシリーズに環境強化型エンコーダ（ＩＰ＝65）
を
追加しました。ロータリーエンコーダとは、
モータなどの回転軸の変位量をデジ
タル信号に変換するセンサで、本シリーズは、環境の厳しい場所でも使用可
能なＩＰ６５タイプです。インクリメンタルタイプの分割パルス数は５０〜２, ５００
Ｃ／Ｔから選択可能で、アブソリュートタイプの分解能は１０ｂ
ｉ
ｔです。また、軸
端形状、出力形態、ケーブル出し方向、ケーブル長も選べ、電源範囲は、
ＤＣ
５〜２４Ｖ（ラインドライバはＤＣ５〜１５Ｖ）
です。納期は１週間になります。

ガラス基板などの吸着跡をきらうワークに真空パッドのゴム成分の移行を最
小限に抑える対策パッドです。用途に合せて４種類のパッドを選択できます。
①ＮＢＲ（ハロゲン化処理）
パッド
②フッ素樹脂焼付パッド
③樹脂アタッチメント
④サイクロンパッド
【用途例】
ガラス基板の吸着搬送（太陽電池製造装置、半導体製造装置、
ＦＰＤ製造
装置）
●資料請求番号：181306

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

大型液晶基板搬送用、
プレス機、大型印刷機などに使用される大容量サーボ
モータ用減速機です。特長は①最大２９ｋｗまでのモータ容量の入力が可能
②はすば歯車採用により静音化を実現③グリス密閉充填型で、耐久性に優
れ、磨耗も少なくメンテナンスフリー④ケースとインターナルギアの一体化で、
剛性を向上⑤出力部に、テーパーローラベアリングを採用し、
ラジアル・スラ
スト方向の負荷に対する強度を向上⑥豊富な減速比（４、
５、
７、
９、
１６、
２０、
２５、
２８、
３５、
４５）⑦自由度の高いフランジ出力で、大型装置の駆動部に最
適⑧出力部には、
オプションで延長軸の取付けも可能。

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

SMC（株）

SMC（株）

ショックアブソーバ ソフトタイプ

ロータリークランプシリンダ

RJ シリーズ

MK シリーズ
回転
ストローク

http://www.smcworld.com

http://www.smcworld.com

クランプ
ストローク

標準シリンダにショックアブソーバ ソフトタイプＲＪシリーズを搭載し、
ストロークエン
ド端でのソフト停止を可能にしました。使用条件により標準タイプ
（ＲＢシリーズ）
と
ソフトタイプの２種類のショックアブソーバが選定可能になりました。
【適用シリーズ】
メカジョイント式ロッドレスシリンダ ＭＹ１・ＭＹ２・ＭＹ３シリーズ、
マグネット式ロッドレスシリンダ ＣＹ１シリーズ、
ガイド付薄形シリンダ ＭＧＰシリーズ、
ガイド付シリンダ ＭＧＧシリーズ、
プラットホームシリンダ ＣＸＴシリーズ、
スライドユニット ＣＸ２シリーズ
●資料請求番号：181501

14

現行のＭＫシリーズ（標準タイプ）
とＭＫ２シリーズ（高負荷タイプ）
を統合し
てリフレッシュした新製品です。許容慣性モーメントをＭＫ２シリ—ズと同じで
現行のＭＫシリーズの３倍に向上しました。全長寸法は現行のＭＫシリーズと
同一としており、取付互換性を持たせました。ＭＫ２との比較では３〜１０ｍｍ
短縮し、
コンパクト化を実現しました。
４面に小型オートスイッチの取付が可能
です。設置条件に応じて４面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。
（φ２０、
φ２５は２面）標準ストローク範囲を拡大し広範囲まで対応可能とし
ました。また、通し穴取付、
タップ取付の２通りの取付方法を可能とし、
φ１２、
φ１６にもヘッド側フランジ形を新たに設定しました。
●資料請求番号：181502

SMC（株）

日東工器（株）

エアスライドテーブル リバーシブルタイプ

ロック機構付きハイカプラ

MXQR シリーズ

BL

http://www.smcworld.com

http://www.nitto-kohki.co.jp/

15

反転構造

●資料請求番号：181503

日東工器（株）

日東工器（株）

ナットカプラ ステンレス製

金型カプラ

KVR-G シリーズ＋VPU-EG

大流量タイプ

http://www.nitto-kohki.co.jp/

http://www.nitto-kohki.co.jp/

従来の鋼鉄製ナットカプラに、耐食性に優れたステンレス製が新たに加わり
ました。取り付けは、
ウレタンホースを差し込みナットで締め付ける簡単な作業
でできます。ホースの抜けや流体の流出が起こり難い構造です。耐食性が要
求される空気配管での使用に適しています。
【特長】
①ホースバンドが不要
②ウレタンホースを簡単、確実に装着
③従来のハイカプラ２０型、
３０型、
４０型と接続が可能
●資料請求番号：181505

●資料請求番号：181504

既存の金型カプラ・Ｋ３シリーズ（大流量タイプ）に、新たな取り付け形状を
追加しました。作業環境に応じてソケット・プラグともにホース用、おねじ用、
め
ねじ用からお選びいただけるようになりました。また、金型カプラ・Ｋシリーズ
（汎
用型）
に比べて約２倍の流量が得られます。これより金型冷却配管の改善と
なることで、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
【特長】
①取り付け形状は３種類
②流量は汎用型と比べ約２倍
●資料請求番号：181506

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

循環式リニアガイドの採用で高剛性・高精度を実現したエアスライドテーブル
ＭＸＱシリーズのリバーシブルタイプです。設置状況に応じて現場での配管、
アジャスタ位置の変更が可能です。ボディのリバーシブル形状（反転構造）
に
より、配管、アジャスタ位置の変更が可能となりました。本体、ワーク取付寸
法はエアスライドテーブルＭＸＱシリーズと互換性があります。ソフトタイプ／
ショートストロークのショックアブソーバＲＪシリーズの取付が可能です（φ８〜
φ２５）。また、
φ６に標準タイプのショックアブソーバＲＢシリーズが取付可能で
す。本体取付は横取付形（ボディタップ）、横取付（通し穴使用）、縦取付（ボ
ディタップ）
の３通りあり、取付バリエーションが増えて設置性が向上しました。

ハイカプラシリーズに、安全機能を重視したロック機構付きの「ハイカプラＢ
Ｌ」が加わりました。流体に圧力がかかった状態での不意なカプラの離脱は
非常に危険です。当カプラは衝撃・振動や誤操作で外れることがなく安心で
す。鋼鉄製はグラインダ・インパクトレンチやホースの中間など、
ステンレス製
は造船機器・食品や半導体工場などさびを嫌う環境での空気配管などに最
適です。
【特長】
①安全に配慮したロック機構を搭載、誤操作などでのカプラの不意な離脱が
防止できます
②カプラ取付け形状が、ホース用、
めねじ用、おねじ用、
ウレタンホース用と機
種が多彩
③従来のハイカプラ２０型、
３０型、
４０型と接続が可能

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

甲南電機（株）

甲南電機（株）

スチーム用電磁弁 マグフロー

ロータリーアクチュエータ

YS23 シリーズ

TA3 シリーズ

http://www.konan-em.com

http://www.konan-em.com

独自のピストン構造により高耐久性を実現した２ポート電磁弁です。食品関
連などの洗浄装置に最適で、飽和水蒸気が制御できます。独自のバルブピス
トン構造により、従来比約２倍の高耐久性を実現しました（特許登録済）。
推奨取付方向はありますが、基本的には任意の取付方向でご使用いただけ
ます。幅広い使用電圧に対応しています。
【仕様】
配管口径：Ｒｃ３／８・Ｒｃ１／２・Ｒｃ３／４・Ｒｃ１
弁の種類：ノーマルクローズ
流体温度：
５〜１８０℃
コイル絶縁耐熱クラス：Ｈ
適用電圧：ＡＣ１００・１１０・１２０・２００・２２０・２４０Ｖ
●資料請求番号：181701

ボールバルブ・バタフライバルブの駆動用空気圧アクチュエータとしてご好
評いただいているＴＡ２シリーズが更にコンパクトになりました（トルク比較で
容積比では約４０％減）。スコッチヨーク＋ダブルピストン構造を採用すること
により、
１サイズ下のクラスで同等のトルクが得られます（複動形の場合）。
ＴＡ３−０８０Ｄ≒ＴＡ２−１００Ｄ、
ＴＡ３−０６３Ｄ≒ＴＡ２−０８０Ｄ、
ＴＡ３−０５０
Ｄ≒ＴＡ２−０６３Ｄ。
（ 数字は本体内径）無給油作動可。単動形はバネカート
リッジを採用。オプションも充実しております（バイパス弁内蔵ＮＡＭＵＲ規
格５ポート電磁弁・フィルタ付減圧弁・スピードコントローラ内蔵バイパスバ
ルブ・スイッチボックス・電−空ポジショナなど）。
●資料請求番号：181702

エクセン（株）

（株）コスメック

ピストンバイブレータ（ヘルールタイプ）

エアスイングクランプ

EPV12-F、EPV-18F

WHA

http://www.exen.co.jp/

http://www.kosmek.co.jp
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●資料請求番号：181703

WHA0400
WHA0500
1.06
1.65
0.1 〜 1.0
21
24
10
10
0 〜 70

20
10

WHA0630
2.63
26.5
10

空気圧のみで高出力のクランプ力を発生させることが可能です。豊富なオプション
ラインアップも揃えており、切削治具をはじめさまざまな用途にご使用いただけます。
【特長】
① コンパクト設計で設置が容易
② 優れたクーラント対策
③ 高速動作に適合した耐久性
④ ロングレバーの対応可能
⑤ 流量調整弁が本体に直付けでき、
クランプ時間の調整が容易
●資料請求番号：181704

（株）コスメック

パレットクランプ専用ブロック

WHA0320
0.65

アネスト岩田（株）

エアパレットクランプ

オイルフリーブースターコンプレッサESTIBO

SWT

EFBS シリーズ

http://www.kosmek.co.jp

http://www.anest-iwata.co.jp/

パレットクランプ

エア圧力で動作するオールステンレス製でコンパクト・高精度・高剛性を実現
した位置決め機能付パレットクランプです。エア圧力が断たれても内部バネ
による保持力を有し、安全性も考慮しています。
ジグやパレット・イケールの交
換を最適化し、段取時間の短縮や自動化に貢献します。
●資料請求番号：181705

圧縮空気を供給圧力より更に高い圧力に増圧する世界初のオイルフリータ
イプの小形ブースタコンプレッサです。生産工場における省エネルギー手段
として、圧縮空気の供給圧力を下げる際に、高圧エアが必要な箇所で効率
的に増圧させる機器です。タンクマウントの「コンパクトで容易な部分」
とパッ
ケージの「安全性・静音性」
を併せ持ち、電気駆動機器のイメージを一新さ
せました。
●資料請求番号：181706

新斬monoホームページはこちら
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エア式ピストンバイブレータシリーズＥＰＶ１２型、
ＥＰＶ１８型を手作業で取り外
しできるへルールバンド固定式のバイブレータです。ピストン運動の振動原理
を応用して振動輸送の振動フィーダや充填・拡散などの振動テーブル用の
振動源としての能力を損なうことなく、容器清掃時のバイブレータの取り外し
が手で簡単に出来るため、食品・化学業界のサニタリー仕様対応の閉塞防
止機器として便利です。コンタミ防止のための日常の清掃や容器の水洗い時
の取り外しが簡単に出来るため安全で取り扱いやすいピストンバイブレータで
す。

model
シリンダ出力（1MPa 時）kN
使用圧力 MPa
全ストローク mm
ロックストローク mm
使用温度 ℃

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

アプライドパワージャパン（株）

アプライドパワージャパン（株）

油圧ベンチバイス

35 Ｍｐａワークホールディング リニアシリンダ

BV シリーズ

PU・PL・PT シリーズ

http://www.apj.ne.jp

http://www.apj.ne.jp

型式

最大能力
70MPa 時
(kN)

必要油量
（cm3）

質量
（バイス本体）

BV- ５

45

131

25

手動バイスの３〜５倍（４５ｋＮ）の締め付け能力があります。バイスに内蔵さ
れた強力なスプリングがバイスを急速に戻し、効率のよい反復作業が可能で
す。バイスを３６０°
旋回させることができるので、作業者が作業性の良い位置
を選択できます。
２０３ｍｍのバイス開口幅は大型ワークに対応でき、油圧式
のため両手でワークを持って、一人で作業が可能です。
●資料請求番号：181901

ＰＵシリーズは上部フランジ型プルシリンダで、
スペースがあまりない場合に最
小の取付け高さですみます。
ＰＬシリーズは下部フランジ型プルシリンダで、
シ
リンダの取付け治具に直接ボルト止めすることができ、取付け内径ネジ加工
は不要です。
ＰＴシリーズはボディーネジ型プルシリンダで、
どんな高さにも固
定でき、取付け治具に直接ねじ込むことができます。
３シリーズともプランジャ
は回り止め機構付きの直動シリンダです。フランジポートからの外部配管また
はフランジから付属のＯリングによるフランジ間にフォールド接続（配管レス）
の２通りの接続が選択（ＰＵ、
ＰＬシリーズ）
できます。プランジャの先端にア
タッチメント用のメスネジがついています。両天秤型のアームを取り付けて２
点クランプも可能です。
●資料請求番号：181902

HAWE 大同ハイドロリック（株）

日東工器（株）

コンパクト油圧パワーパック

フラットフェイスカプラ

KAM 2

F35 型

http://www.hawe-daido.co.jp

http://www.nitto-kohki.co.jp/
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●資料請求番号：181903

近年、
ダイカストマシンや油圧機器（検圧機器）の小型化に伴い小口径の
高圧カプラのニーズが高まっています。そこで、油圧配管用フラットフェイスカ
プラＦ３５型に１／４インチをラインアップしました。コンパクトサイズで流路最
適化により圧力損失を低減します。高圧配管の省スペース化に最適です。
【特長】
①ソケットをプラグへ挿入すれば自動的にロックできるワンタッチ接続
②接続中の振動や衝撃による不意な離脱を防止するスリーブロックを標準装備
③接続中の空気混入量、分離時の液だれ量が少ない液だれ減少構造
④接続部が平面なので泥やほこりなどの拭き取りが簡単
●資料請求番号：181904

日東工器（株）

山洋電気（株）

液体ダイアフラムポンプ

防油ファン
「San Ace 40/ 92」WF タイプ

DPE-800
http://www.nitto-kohki.co.jp/

ツインヘッドにより２種類の液体を同時に搬送が可能で、脈動を低減した液
体の供給を実現しました。ＤＣ駆動液体ポンプシリーズに「ＤＰＥ−８００」ポ
ンプ４機種を追加発売しました。液体に合せて材質も４種類そろえ、分析機・
洗浄機・滅菌機の液体の搬送、
インクジェットのインクの搬送、各種液体の
ろ過およびサンプリングなどに組込むポンプ源として、いろいろな用途に活用
できます。
【用途】
・分析機器用液体搬送
・各種液体のろ過、
サンプリング
・洗浄機、滅菌機用の液体搬送
・工業用インクジェットプリンタのインク搬送等
●資料請求番号：181905

http://www.sanyodenki.co.jp/

オイルミスト環境下（切削油などが霧状に飛散するような環境）
でも使用でき
る冷却ファンです。耐油性に優れた材料で巻線・電子部品を保護する構造の
ため、
オイルミストが発生する厳しい環境下でも安定した動作を保ちます。ロボッ
トの制御盤、
インバータ、NC 旋盤、各種産業機器などの用途に最適です。
●資料請求番号：181906
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両回転ポンプを内蔵した、小型軽量な油圧パッケージです。効率のよい油圧
システムを構築し、
ライフサイクルコスト低減に貢献します。
【特長】
①電動機回転方向の切換えだけでアクチュエータを制御、方向切換弁を省略可
②無駄な発熱をおさえ、
タンク油量・油交換頻度を低減
③設置スペースに合わせてタテ形状かヨコ形状を選択可
④省配管デザインで油漏れリスクを低減
【採用事例】
工作機械、油圧工具、新エネルギー設備

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

（株）竹綱製作所

（株）竹綱製作所

熱風循環用デミフィルタ

一方通行専用高性能フィルタ

DF(-S) シリーズ

CR シリーズ

http://www.taketsuna.co.jp

http://www.taketsuna.co.jp

工場内の雰囲気環境は、油分、
ミスト、粉塵などが浮遊しており、加熱対象の
加工製品や熱風発生機などに深刻な悪影響を及ぼします。デミフィルタは、
浮遊する油分を除去し、洗浄により繰り返し使用できる再生可能タイプのフィ
ルタです。配管をしたままでメンテナンスができるため、熱風発生機のメンテナ
ンスにかかる時間や費用を大幅に削減できます。熱風発生機の吸入口に直
接取り付ける熱風発生機装着型と、熱風発生機や産業機器、市販の送風
機などと別置きで設置し、使用できる自立型を用意しています。いずれも耐熱
２３０℃の熱風循環可能タイプで、
オイルミストは約７５％以上除去可能です
（竹綱製作所テストによる）。
●資料請求番号：182101

軽量、
コンパクトで約３ミクロン以上の粉塵を捕集できる一方通行専用（耐
熱温度８０℃）
フィルタです。竹綱製作所従来タイプと比較して、濾過面積が
大きくなったことにより、
メンテナンス期間が長くなりました。また、熱風発生機
に装着した際のスペースがコンパクトになり、
フィルタの脱着も簡単におこな
えます。専用の自立型スタンドも用意しておりますので、市販の送風機や熱
風発生機などとホースで接続し、離れた場所に設置してご使用いただけます。
●資料請求番号：182102

（株）ＴＲＩＮＣ

（株）ＴＲＩＮＣ

耐熱空間トリンク（高温型200℃）

エアシャワートリンク

TAS-804SFS-HT200

TAS-331 AIR SHOWER

http://www.trinc.org

http://www.trinc.org
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●資料請求番号：182103

通常のエアシャワーは、
エアブローすることで、流体摩擦により、逆に静電気
が発生し、ホコリは取れず、ホコリは再付着する悪循環を引き起こします。既
存のエアシャワー内にエアシャワートリンクを設置することで、エアの摩擦に
よる静電気を抑制し、人体へのホコリの再付着を防ぎます。エアシャワー内
の清浄度が飛躍的に向上します。設置は簡単で特別な工事は必要ありませ
ん。無漏電構造のため簡単なメンテナンスで長くご使用いただけます。イオン
バーの長さは５３０、
９５０、1,510、
１,９３０ｍｍの４種類から選べます。
●資料請求番号：182104

（株）ＴＲＩＮＣ

アジャストホース トリンク

静電気測定器

TAS-152 ADJ

Eye-01

http://www.trinc.org

http://www.vessel.co.jp/

アジャストホースに静 電 気 除 去 機 能を追 加しました。超 小 型 ヘッドで狭
い 所でも柔 軟 に折り曲げることができますので、印 刷 機などスペースの
限られた場 所にも設 置が 可 能になりました。無 漏 電 構 造でいつまでも効
果が 持 続し、強 力イオンエアで確 実 にホコリ払いができます。有 効 除 電
距 離は5 ０ｍｍ（エア 圧０．
１ＭＰａ）〜３,０００ｍｍ（エア 圧０．
３ＭＰａ）。
用 途は紙、フィルム、
シートの重 送 防 止、ホコリ払い、プリント基 板の重 送
防止、印刷機の紙送り静電気対策に有効で、特に印刷機では機械停止を
７８％も削減した例もあります。オプションでマグネットを用意しておりますので
機械に簡単に設置ができます。
もちろん無風での局所除電も可能です。
●資料請求番号：182105

（株）ベッセル

静電気除去装置のイオンバランスと部品・設備ラインなどでの帯電電位の
測定がおこなえるマイコン内蔵の多機能フィールドメータです。手のひらサイ
ズの軽量（１４０ｇ）
コンパクト設計で大きく見やすい液晶画面を採用しました。
４色のタッチボタンによる簡単操作、各種機能設定やオーバーレンジ時には、
ブザーによるお知らせ機能付です。フォーカスリングで帯電物までの距離（２５
ｍｍ）
をチェックすることで正確に測定できます。
「ＨＯＬＤ」ボタンで測定数値
が固定され、データが読み取りにくい箇所での測定に便利です。測定精度は
±１０％以内で最大２０ＫＶまでの、大きな帯電レベルにも対応が可能です。
●資料請求番号：182106

新斬monoホームページはこちら
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高温環境下（２００°
Ｃ）
で使用できる除電器です。塗装工程の乾燥炉や樹脂
成形などでは、静電気を帯びたホコリがワークへ付着することで不良品が発生
します。
しかし高温のため加湿による除電は不可能な上、除電の為のイオナイ
ザも耐熱性に優れた製品が無く、
これらの生産現場での不良対策は半ば諦
められていました。そこでイオナイザの耐熱性を追及し、高温下でも使用できる
除電器を開発しました。耐熱空間トリンクは浮遊ホコリを除電することで吸着
力をなくし、
かつワーク自体も除電することでホコリの再付着を防止し不良を大
幅に改善することができます。

新製品情報メールマガジン、szm@il の配信を行っております。ご希望の方は、

w w w.szmono.com/enter

（株）ベッセル

（株）エム・システム技研

（株）ベッセル

フリアーシステムズジャパン

パルスエアーコントローラー

パネルマウント式 小形チャートレス記録計

赤外線サーモグラフィ

N-2

PAC-8

71VR1

FLIRi シリーズ(i50、i60）

http://www.vessel.co.jp/

http://www.vessel.co.jp/

ノズル型除電器 ピンポイントノズル

http://www.m-system.co.jp

電子デバイスの搬送や包装機械、印刷、成形機械などで発生する静電気対
策として高密度実装ができる小型サイズで、安全性の高い静電気除去装置
です。特長は①高密度実装に最適の超小型・軽量ピンポイントノズル②独
自のイオン溜まり構造により高い空気圧力下でも±１０ボルト以下のイオンバ
ランスを実現③高圧配線がない安全設計で、交換もコネクタをはずすだけの
ワンタッチ操作④高圧異常は本体カバーが赤色に点灯し異常を知らせます。
通常動作時は青色で状態が一目で確認できます⑤デイジーチェーンで複数
台を連結することができます。また、
エア供給口が変更できるので設備組み込
みが楽におこなえます⑥チューブノズルを用いてホースを連結すると離れた
箇所や奥まった箇所への除電が可能⑦クリーンな窒素ガスが使用できます。
●資料請求番号：182201
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圧縮エアを用いる各種静電気除去装置のパルス（間欠）吹きを可能にした
コントローラです。静電気によって付着した塵埃をイオン＆パルスブローにより
確実に除去する事ができます。特長は①ノズルやバー、
ガンタイプ等の各種
静電気除去装置を接続できる外置型ユニット②ベッセルイオンビームガン（Ｇ
−７Ｒ）
を２台まで接続可能な専用コネクタ付③パルス比はＨＩ：
（周期１００ｍｓ
ｅｃ）、
ＬＯＷ（周期２５０ｍｓｅｃ）の２段階が選択でき、連続ブローもワンタッチ
で切り替え可能④パルスモードにすれば消費エアを４０％に抑えられ経済的
⑤窒素ガスの使用も可能⑥禁油仕様のバルブ内蔵でクリーン環境に適応し
ます⑦小型・軽量ユニットでセル生産台や自動機ユニット内等の狭い場所に
も取り付け可能。
●資料請求番号：182202

日本オートマチックマシン（株）

アイセル（株）

サーボプレスユニット

マシンシャッターシステム

SBU100S-100

AF20 シリーズ

http://www.jam-net.co.jp

http://isel.jp

様々な機器に組み込んで、動作の監視や運転記録あるいは履歴管理など、少
点数の記録と監視を行うのに最適なペーパレス記録計で、工業用記録計のダ
ウンサイジングを提案します。入出力一体型チャートレス記録計（７３ＶＲ２１００）
をさらに小型化し、少点数の記録と監視に最適な製品（７１ＶＲ１）
を開発しま
した。特長は①９６角サイズのペーパレス記録計②鮮やかな３．
５型ＴＦＴカラー
を採用③アナログ／デジタル８点を記録、表示、各種警報設定可能④入出力
は端子台及びリモートＩ／Ｏ（別売）
から取込⑤収録したデータは赤外線通信
でパソコンに転送⑥前面パネルは保護等級ＩＰ６５です。
●資料請求番号：182301

http://www.flir.com/JP/

コンパクトかつ軽量なボディに２３０万画素の可視カメラ（ライト付）
とピク
チャーインピクチャー（画像統合機能）
を搭載した、ハンデイタイプの赤外線
サーモグラフィです。対象物に触れずに、離れた場所から温度を瞬時に測定
することができ、機械、設備、建築物などを診断し、隠れた問題を発見し、故障
やシステムダウンなど未然に防止します。可視画像の上に熱画像を重ね合わ
せることで、
どの部分を温度計測しているか簡単に分かり、熱画像のサイズ変
更も可能です。精度は±２℃ないし±２％（読取値に対して）
と非常に優れて
います。
●資料請求番号：182302
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次号予告

ＳＢＵ１００Ｓ−１００は、
フレームを用いないスクリュウ式サーボプレスユニット
です。通常及びプロファイルからの選択により、金型またはワークの加工条
件に合わせたプレス動作が出来ます。また、
プレス動作を最大１００パターンメ
モリができ、金型またはワークに合わせてプレス加工が出来ます。
【仕様】
圧力能力：最大１０ｋＮ
ストローク長さ：最大１００ｍｍ
質量：本体 約３５ｋｇ、制御ＢＯＸ 約２５ｋｇ（ＴＰ含む）
●資料請求番号：182203

▼VMS96A-108T(E)XCV 型

▲VMS96A-104T(E)XRV 型

独自のシャッター形式による軽快な開閉と安全性を両立したカバー“ マシン
シャッターシステム” に新しくＡＦ２０シリーズを追加しました。
２０ｍｍ□アルミ
フレームにて商品を構成するため、
コンパクトな設計が可能で組込み易くなり
ました。また価格も３０ｍｍ□フレームで８００ｍｍ□以下の商品構成を比較し
た場合、約１５〜３０％安価で、高い安全性が提供できます。工業界だけでは
なく、商店舗用什器や家具としても設計者や作業者から高い支持を受けてい
ます。
【用途】
安全カバー、検査機用カバー、測定機用カバー、検査治具用カバー、簡易防
風避けカバー、ディスプレイ用カバー、
コンベアラインカバー
●資料請求番号：182204

（株）パトライト

（株）パトライト

マルチインフォメーションＬＥＤ表示ボード

盤用ＭＰ３音声合成報知器

VMS

BDV シリーズ

http://www.patlite.co.jp/

http://www.patlite.co.jp/

従来の文字表示機にフラッシュ発光と音・音声の機能を搭載したモデルで
す。表示に合わせたフラッシュ発光や音声再生で、注視力を高め、
より確実な
情報伝達を可能にします。
【特長】
①注意を引きつける高輝度ＬＥＤフラッシュ発光搭載（赤、白の２色から選べ
ます）
②４チャンネル最大３２秒まで音声合成再生が可能
③光・音・文字の制御設定を画面作成ソフトウェア（型式：ＶＭ−Ｗｉ
ｎＲ別売）
で簡単に実現可能
④ＬＡＮインターフェイス搭載
⑤ＲｏＨＳ対応製品
●資料請求番号：182205

新斬monoホームページはこちら

M Ｐ３採用の高音質音声合成報知器で、小型ながら８７ｄＢ（ａ
ｔ１ｍ）
の大音量
を実現しました。
【特長】
①最大８７ｄｂ（ａ
ｔ１ｍ）
の大音量タイプで、本体前面にあるボリュームで音量
調整が出来ます
②ＳＤカード（別売）
で現場の設置状態でメッセージ変更がおこなえ、多彩な
再生モードで用途に応じた設定が可能です
③保護等級ＩＰ５４（正方向取付け時フロントのみ）
を採用しています
④欧州ＲｏＨＳ指令、
ＥＣ指令に適合しており、
ＣＥマーキングを表示しており
ます（ＢＤ−１５ＪＦのみ）
⑤ＮＰＮトランジスタオープンコネクタ対応により、
ＰＬＣ等での直接駆動が可
能です
●資料請求番号：182206

http://www.szmono.com

2010 年4 月10 日発刊予定

http://www.tacgiken.co.jp/

省エネ・省力化を実現！！
切削専用機を速く・安く・簡単に製作可能。

高品質のものづくりを
サポートいたします。

専用機1度ご相談下さい。

新製品

超小型タップユニット ZTS1V
国内・国外のお客様からのご要望の多い
小径専用の小型タップユニットをついに製品化！
！

製品の中に電源及び
コントローラ内蔵で
複雑な加工も思いのまま、
一番難しかった
コンパクト化に成功。

仕様
サーボモーター・コントローラー内蔵型
重量 約２．
５Kg
大きさ ３５０×４０ｍｍ
サーボモーター出力 １００W
チャッキング能力 １φ〜3φ
加工能力
タップ能力M1〜M3
（条件 材質SS 切削タップ）

※M1〜M6まで対応するZTS2Vもラインナップ。特殊対応も可能です、ご相談下さい。

ハイテクノロジー＆サービスで応える

（ドリルユニット）
（タップユニット）
（スピンドルモータ）
（メカトロシリンダ）

株式
会社

タック技研工業

〒806-0012 北九州市八幡西区陣山2丁目7番36号
電話（093）661-1777（代）FAX（093）661-1796 ●資料請求番号：182303

トータル加工コストを削減するための最新
工具、技術情報が満載。
決をもたらす好
機 械 加 工 の 問 題 解 決をもたらす
好評の
特集記事もご期待下さい。
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