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株式会社デンソーウェーブ 産業用ロボット

新型VS シリーズ

特
集
1

新
型
V
S
シ
リ
ー
ズ

新斬monoホームページはこちら http://www.szmono.com

Sin Zan mono vol.22Sin Zan mono vol.22

まず、このロボットを開発するにあたって、はじめに考えた
のは、多様化するロボットのニーズに、最高の性能と使い
やすさで応えようということでした。極限の速さや内蔵配
線など、毎日が新たなことへの挑戦で、開発には大変苦労
しましたが、世界一や世界初をもって実現でき、今は達成
感で一杯です。この性能や機能はお客様のお役に立てる
ものと確信していますので、是非一度使ってみてください。

開発者の声

 

株式会社デンソーウェーブ
制御システム事業部 技術1部
八谷 徳孝  氏

特　長 （数値はVS-068モデル） 仕様（VS-068モデル）

私どもデンソーウェーブでは、産業用ロボットをはじめとして、バーコード／ＱＲコード、産業用コントローラ等の開発、販売
を通じて、産業界の生産性向上をお手伝いする事業を展開しております。今回は、このたび発売致しました、産業用ロボット
新型ＶＳシリーズをご紹介します。近年、自動車や電機電子といった従来からのロボットの活躍分野では、より高い生産性を
実現するため、極限の速さやコンパクトさが求められています。また新たな活躍の場である医療や食品、工作機械との組合
せといった分野では、サーボハンドや画像機器との接続や、耐水性、用途の多様化に伴い、使いやすさが求められるように
なってきました。新型ＶＳシリーズでは、これらに、世界一、世界初の機能や性能をもってお応えしました。お客様の近年の
幅広いニーズに対応し、お役に立てるロボットです。

HIGH SPEED
クラス世界Ｎｏ１の高速性能

Compact
体格、設置スペースの低減

■P＆P時間（標準サイクルタイム）
高さ25mmまで物を持ち上げ、300mm
離れた2点間を往復させるのに必要な時間

P&P時間
[sec] １kg時（実測）

合成最大速度
[mm/sec]

現行機

0.48

8,200

新　型

0.33

11,000

680mm
7kg
11,000mm/s
0.33秒
最大幅 : 235mm
手首幅 : 100mm
IP40、IP67
オプション

■アーム長バリエーション
　 505mm、605mm、680mm、875mm

300mm

25mm

世界最速・最小幅・初の内蔵配線を実現した

アーム長
可搬質量
最大合成速度
P&P時間

寸法

保護等級
配線内蔵

Easy to Use
世界初！フランジ先端まで配線内蔵

サーボハンド用
ユーザ配線

イーサネット
ケーブル

最大幅
273mm

手首幅110mm 手首幅100mm

最大幅
235mm

現行機 新型

作業時体積
25%減

Enviromental Resistance
工作機械内でも使用可能な ＩＰ６７仕様をラインナップ

ＩＰ６７耐久試験 耐水デモ

同じ作業時の
占有体積

ケーブル下出し

体格／体積

アーム幅／
手首幅／
動作範囲

145mm
335mm

235mm

R7
10

100mm

最大リーチ：505mm
可搬質量：4kg

VS-050
最大リーチ：605mm
可搬質量：4kg

VS-060
最大リーチ：710mm
可搬質量：7kg

VS-068
最大リーチ：905mm
可搬質量：7kg

VS-087

●資料請求番号 ：220301
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ヤマハ発動機株式会社 リニアモータ単軸ロボット

MF7/7D

特
集
2

M
F7

/7
D

新斬monoホームページはこちら http://www.szmono.com

Sin Zan mono vol.22Sin Zan mono vol.22

リニアの可能性をお客様が開く
リニアモータを使用した直動軸の特徴の高速ロングスト
ロークにさらに、マルチキャリアが可能、デュアルドライブ
制御、ボールネジ駆動軸との混在可等の利点を加えると、
今までに無かった新たなアプリケーションがお客様に
よって作り上げられる可能性が広がっています。ぜひお客
様の課題をぶつけてください。

営業マンの声

 

ヤマハ発動機株式会社
IM事業部 ロボット営業Gr.
村上 一郎 氏

リニア単軸PHASERと単軸ロボットFLIP-Xの移動時間比較

ロングストローク・ハイスピードで大好評の
MFシリーズにコンパクトなMF7誕生！

ヤマハリニアモータ単軸ロボット

MF7/7D

ロングストローク対応のMFシリーズ最小モデル。MF15に比べて断面サイズが15%小さくなりました。
よりコンパクトになり、生産設備のさらなる高効率化の実現をサポートします。

85mm×80mmのコンパクト設計

ダブルキャリアを標準でラインナップ。さらに、3キャリア以上のマルチキャリアも対応可能です。
タクトアップと省スペース化が可能となり、アプリケーションの幅も拡がります。

マルチキャリア対応

ロングストロークでの原点復帰時間を大幅に短縮するセミアブソ機能を搭載。
電源投入後、わずかな距離を移動するだけで現在位置を検出。原点への大きな移動は不要です。

ヤマハ独自のセミアブソ機能搭載

「リニアモータは高い」まだそう思っていませんか？
搬送質量やストロークなどの使用条件によっては、ボールねじタイプよりも
安いこともあります。従来では対応が難しかった長距離搬送や、高精度での
位置決めもリニアモーターなら対応可能。より幅広い用途にお使いいただ
ける低価格のリニアモータ単軸ロボット「MF7」をぜひお使い下さい。

リニアの可能性を広げる低コストモデル1

人気のPHASER MFシリーズに小型モデルの「MF7」が加わり、ライン
ナップがさらに強化されました。全機種ダブルキャリア標準仕様、最大スト
ローク4mまで対応可能。搬送質量に合わせてお選びいただけます。

ヤマハならではの豊富なラインナップ2

リニアモータ単軸ロボットの最大の魅力は、ボールネジのような危険速度
がないことです。長い距離の搬送でも、最高速度が低下しません。加えて、
最大ストロークタイプは4mまで標準設定。特に、長距離搬送で大幅なサイ
クルタイム向上を果たせます。

長距離でも高速搬送3

MF7では本体の小型化にあたり、ケーブルベアが
テーブル上面とフラットになる「フラットタイプ」を標
準でご用意しました。ツールやワークの形状や取付方
法に合わせてお選び下さい。

ケーブルベアが飛び出ないフラットタイプ4
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速
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m
/s
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PHASER
FLIP-X

2000st/7kg最高速度2.5m/s

最高速度1.2m/s

標準タイプ フラットタイプ フラットタイプはケーブ
ルベアがテーブル上面
から飛び出ないため、
大きなツールの取付が
容易です。

＊最高速度で使用する場合は（）内の質量までとなります。

リニアモータ単軸ロボット
PHASERシリーズ：MFタイプ・ラインナップ

型　式

最大可搬質量 (kg) ＊

定格推力 (N)

最大ストローク (mm)

本体断面最大外形 (mm)

共通仕様

MF7 / MF7D

10（7）

37

4000 / 3800

W85 × H80

MF15 / MF15D

30（15）

54

4000 / 3800

W100 × H80

【最高速度】 2500mm/s　【繰り返し位置決め制度】 ±5μm

MF20 / MF20D

40（20）

86

4050 / 3850

W150 × H80

MF30 / MF30D

60（30）

125

4000 / 3750

W150 × H80

MF75 / MF75D

160（75）

260

4000 / 3680

W210 × H100

リニアモータ単軸ロボット
MF7 適用コントローラ

RDP-10
パルス列制御

SR1-P-10
コントローラ

RCX221
コントローラ

TS-P210/
TS-P110
ポジショナー

位置検出
最大プログラム数
ポイント数

プログラミングボックス / サポートソフト

ネットワークオプション

1軸用（1キャリアに1台必要） 2軸用

名称
タイプ

外観

インクリメンタル
̶
̶

̶／TOP

̶

　
̶

255ポイント
HT1／TS-Manager

CC-Link、DeviceNet

　
　

10000ポイント
RPB / VIP+

CC-Link、DeviceNet、
Profibus、Ethernet

インクリメンタル／セミアブソ
　

1000ポイント
HPB / POPCOM

CC-Link、DeviceNet、
Profibus

100プログラム

MF7D（ダブルキャリア）

MF7（フラットタイプ）

PHASER

FLIP-X

●資料請求番号 ：220501
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シュマルツ株式会社 ニードルグリッパー

SNG シリーズ

特
集
3

S
N
G
シ
リ
ー
ズ

新斬monoホームページはこちら http://www.szmono.com

Sin Zan mono vol.22Sin Zan mono vol.22

ニードルグリッパーSNGシリーズは、スポンジや布地など、

通気性が高いために真空圧が上がらず、真空パッドと

真空発生器を用いた従来の吸着方法では保持が困難

であった搬送対象物のハンドリングを目的として開発し

ました。

針を対象物に刺して保持することで、非接触式や大流量

のグリッパーでは課題となっていた多量のエア消費や

加速時の横滑りといった問題も解消しました。

開発過程においては、製品の特性から針の強度を増す

ことに特に力を注ぎました。またメンテナンス・取付け

のしやすさ、本体の軽量化にもこだわりました。

ユーザーのニーズに合わせて、より幅広い製品群の

中からベストソリューションをご提案できるよう、シュマ

ルツはこれからも日々邁進していきます。

開発者の声

 

J. Schmalz GmbH
Kai Kohler  氏

特　長 構　造

気泡の粗いスポンジの搬送

真空パッドと併用した発泡材の吸着

ファイバーボードの搬送

オプションのアダプタを使用した取付例

真空搬送のベスト・ソリューション

通気性が高く真空圧が上がらないワークに
特化しています。「吸着は無理」と諦めていた
事案に対しても自動化の可能性を広げます。

スポンジ等、
真空パッドによる吸着が
困難なワークに対応

アプリケーション例

特長1

真空発生器は不要です。
またエア供給は針の射出・収納の
切替時のみで済ませることができ、

省エネに貢献します。

圧縮エア
による操作

特長2

形状、作動方式、針径、ストローク等の
組み合わせにより計14タイプを

ご用意しています。

豊富な
バリエーション

特長3 SNG-M 4-0.8 SNG-Y-12-…V

SNG-D-24-… SNG-R-16-1.2…

＜オプション用＞
圧縮エア接続口
（針の射出・収納用）

圧縮エア接続口
（針の射出用）

（DVタイプ）針の
ストローク調節部

圧縮エア接続口
（針の収納用）

圧縮エア接続口
（針の射出・収納用）

針のストローク調節部

圧縮エア接続口
（針の射出・収納用）

針

針

針

針

圧縮エア接続口
（針の射出・収納用）

（RVタイプ）針の
ストローク調節部

仕 様
タイプ

SNG-M

SNG-Y

SNG-D

SNG-R

針　数

4

12

24

16

針径（mm）

0.8

0.8～2.0

0.8～2.0

1.2

作動方式

単動

単動

複動

単動

重量（g）

80

400

600～700

400～600

針ストローク（mm）

3.0

0～3.5

0～7.0

0～4.5

自動車内装部品
カーペット

包装材・梱包材 フィルター材 断熱材
スポンジ 金たわし フェルト生地

●資料請求番号 ：220701



特長1 特長2

特長3 特長4

特長5 特長6

特　長

シリーズ

現在、昨今の経済情勢を背景に、装置設計においては、更なる原価低減が求められております。そして現在、

部材の調達の苦労が多い時期も重なり、納期面においても、短納期の組み込み品が求められております。

Pシリーズは従来のシリーズとは異なり、本体素材を鋼とし、歯車も平歯車として、製品の大幅コストダウン

を実現いたしました。また納期も、部材の確保が厳しいこの時期でも、10～14日の短納期で対応いたし

ます。つまり、このPシリーズは「コストダウン」と「短納期」が両立できる減速機であります。また、製品の

コストダウンが図られているばかりでなく、品質面も申し分ございません。ご興味ございましたら、是非

御問い合わせ下さい。    

商品企画者の声

アペックス ダイナミックス ジャパン（株）
代表取締役社長
舟木 崇洋 氏

APEX DYNAMICS INC., JAPAN
出力軸とキャリアー
（遊星歯車ケース）の一体化
●対ねじれ剛性の向上
●芯ずれ防止
●強度向上

Heli-Topoテクノロジー
最適な歯の形状
●歯の中心接触率を向上
●高いギア効率

ニードル・ローラー・
ベアリングケージなしの構造
●接触面が大きく剛性向上
●高トルク許容

遊星歯車熱処理プラズマ窒化・硬化
（低温プラズマナイトライディング工法）
●歯車表面硬度：840Hv
●歯車芯部分硬度：30Hrc

こちらのシリーズも、従来の標準シリーズ同様、弊社HPのデザインツールにて、商品の選定が簡単に行えます。

ホームページ▶http://www.apexdyna.jp/

主力パーツ一体構造で、
強度・ねじれ剛性の向上。

 (1段減速…97％以上、2段減速…94％以上)
本体鋼製・平歯車仕様で素材、
部材加工を見直し、低価格を実現

短納期
（10～14日の納期でお届けいたします）

豊富な減速比 コストダウン版で、
ご満足の行くバックラッシュを実現

高伝達効率

1段減速
PE050, 070, 
PB060, 090 8分以下

6分以下上記以外の枠番

2段減速
PE050, 070, 
PB060, 090 10分以下

8分以下上記以外の枠番

1段減速
3, 4, 5, 7, 10

2段減速
15, 16, 20, 25, 30, 35, 
40, 50, 70, 100

コストダウンタイプ
サーボモータ用 減速機

透視図

アペックス ダイナミックス ジャパン 株式会社コストダウンタイプ サーボモータ用 減速機

PE/PB シリーズ

特
集
5

P
E
／
P
B
シ
リ
ー
ズ

新斬mono ホームページはこちら http://www.szmono.com

●資料請求番号 ：220901●資料請求番号 ：220801

循環液温調装置

サーモチラー HRS シリーズ

特
集
4

サ
ー
モ
チ
ラ
ー 

H
R
S
シ
リ
ー
ズ

省スペース

HRSシリーズは「簡単・高性能」「コンパクト」「世界標準」「環境配慮」をコンセプトに開発した製品です。

独自の温度制御技術で、冷やすだけでなく温める機能もあり、寒い朝でもすぐに使用できます。

同時にタンクの小型化と、電気部品の専用基板化とで従来製品より40％も体積を少なくしました。操作

画面で簡単に各種設定や日常点検も行え、また通風方向を工夫することで壁ピタ設置も可能としています。

UL、CEマーキング、RoHS対応、ワイドな電源仕様で世界中どこでも使用戴け、木材を使わないオール

ダンボール梱包、冷媒使用量も従来機種の約50％と環境にも優しい製品です。

今後も市場ニーズに耳を傾け、お客様に満足いただける製品作りに挑戦していきます。

開発者の声

SMC株式会社
開発第6部
伊藤 憲昭 氏

循環液温調装置
サーモチラー コンパクトタイプ

HRSシリーズ
いつでもどこでも簡単に冷却水をご用意できます。

軽　量 高精度

仕　様

用途例 温度コントロールの
要求される用途なら
なんでもご相談下さい

など

40kg 温度安定性±0.1℃

設定温度範囲

冷却能力（60Hz）

5～40℃

1300／1900／2400W
机の上や下に
設置可能な
コンパクトタイプ

両サイド壁面
密着設置が可能

377mm

50
0m
m

6
1
5
m
m

■レーザ照射部の冷却 ■接着時のワークの冷却 ■金型の冷却 ■塗料の温調

半導体
工作機械
食　品
計測機器

理化学・分析機器
医療・製薬

冷却水

ワーク

冷却水

循環液

全サイズ
評価用貸出機を
ご用意しております

SMC 株式会社



迅速流体継手 空気・水用複数配管型

1回の接続操作で複数の配管を同時に接続
複数配管の交換時間を大幅に短縮

NITTO KOHKI CO., LTD.

使用例 （樹脂成形型 水廻配管用）

効　果

成型業界（樹脂成型・アルミダイカスト）においては金型交換作業、冷却水廻り、油圧配管廻りの配管接続

作業等の作業時間短縮化・省スペース化・省人化が進んでおります。日東工器では、そのようなユーザー様、

またマシンメーカー様と配管継手の部分でお打合せをして、マルチカプラを製作販売いたしました。最近は、

上記目的に加え効率アップを考えた冷却水・油圧の流量アップを要求され、ユーザー様へ満足頂ける商品開発

をいたしております。ご検討頂けます案件ありましたらお声をお掛け頂きたく宜しくお願いします。

商品企画者の声

日東工器（株）大阪支店
カプラ推進 副部長
富永 博弥 氏 ＊今回ご紹介しました「カプラ」は事前仕様確認打合せが”必ず”必要な商品です。

マルチカプラ

MAM-B型シリーズ
特 許 取 得 済

MAM-B-2P6

MAM-B-2S6
6ポート型

MAM-B-1P8

MAM-B-1S8
8ポート型

MAM-B-1P12

MAM-B-1S12
12ポート型

生産性の向上
型段取り時間が短くなり、生産時間
の増加と緊急対応が可能になる。

信頼性の向上
不完全接続や誤った接続が
防止できる。

スペースの節減
配管の集中化が可能になり
省スペース化が可能。

自動化への改善
配管の集中化・省人化が可能。

Before After Before After Before After

アルミ低圧鋳造型 アルミ低圧鋳造型

HSP型

油圧

冷却水

SP-A型

改善前 改善後

レバー

ガイドピン

プラグ側プレート

ソケット側プレート

日東工器株式会社マルチカプラ

MAM-B 型シリーズ

特
集
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新斬mono ホームページはこちら http://www.szmono.com

●資料請求番号 ：221101●資料請求番号 ：221001

迅速流体継手

セミコンカプラ

特
集
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新エネルギー・半導体関連迅速流体継手

SEMICON CUPLA

半導体製造装置・設備の配管 純水・薬品・ガス・空気
薬品タンクの接続配管
バイオ関連機器配管
純水配管
新エネルギー設備配管

目ざましい技術革新を遂げる新エネルギー・半導体業界にあって
薬液移送・設備関連継手として「カプラ」をご提案いたします。
製造工程で使用される多種にわたる薬品の高純度が進むにつれ、その配管パートに採用される
迅速流体継手「カプラ」にもより高い品質と性能が求められます。

NITTO KOHKI CO., LTD.

製品紹介

用　途 主な適用流体

●接続荷重低減のためシール部にふっ素樹脂シールを採用。
●二重シール構造で高シール性実現。
●本体・スプリングはＳＵＳ３０４。
●バルブ材質にふっ素樹脂シール材を採用。

SCY
タイプ

●本体材質に四ふっ化樹脂(PTFE)採用。
●接液部に金属部品を使用せず金属イオンの流出を低減。
●薬液の多様化に対する誤接続防止のキーリング付きも
　承ります。

SCT
タイプ

●ワンタッチ接続で、独自の液だれ低減構造により薬液の
　無駄を減少。
●本体材質に四ふっ化樹脂(PTFE)採用。
●接液部に金属部品を使用せず金属イオンの流出を低減。

SCAL
タイプ

電子機器の飛躍的な発展とともに、部品製造技術もハイレベルな品質が求められる環境になり製造設

備機器配管継手においても、各ユーザー様からのニーズが高品質化しており、そのニーズに対応すべく

日東工器もユーザー様とお打合せしながら、今回ご紹介いたしました商品が生まれ販売できるようにな

りました。今後は、電気自動車用バッテリ製造設備においてもチャレンジいたしたく、皆様からのお声掛

けをいただきたく、今後とも宜しくお願い致します。

商品企画者の声

日東工器（株）大阪支店
カプラ推進 副部長
富永 博弥 氏 ＊今回ご紹介しました「カプラ」は事前仕様確認打合せが”必ず”必要な商品です。

1 2 3

樹脂容器

ステンレス容器

200Lポリエチレン製容器

1

2

3

日東工器株式会社
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 ●資料請求番号 ： 221301  ●資料請求番号 ： 221302

 ●資料請求番号 ： 221303

●資料請求番号 ：221201

産業用オートメーション機器

各種センサ

特
集
8

各
種
セ
ン
サ

TURCK社製 各種センサのご紹介

開発提案型の企業文化を持つTURCK社の産業用各種センサはユーザー様の声を反映してそのライン

アップが拡充されてきた背景があります。よってお客様の千差万別のニーズにお応えできる製品がご提案

できます。現在、ヨーロッパ、北米、中国をはじめとして世界中のお客様にその機能上、信頼性からTURCK社

の製品が採用されています。弊社もTRUCK社製品の代理店としてご採用頂きましたお客様より高い評価

を頂いております。是非、お客様の現場での課題解決の為にご相談下さい。

開発者の声

株式会社　山武商会
事業企画部
石原 篤 氏

TURCKは、40年以上、産業オートメーション業界に革新的な技術を提供し
リーディングカンパニーとしての役割を果たしてきました。
現在、世界の主要各国へ25支社を展開し、2,500名以上の社員が
お客様における価値の向上に向けて活躍しています。
様々な製造業のご要求に応え続け、センサ、フィールドバス製品、
インターフェース製品やコネクション製品など幅広く卓越した
産業用オートメーション機器を約13,000点以上提案するとともに、
お客様に対して製品単品だけでなく、
それらを組み合わせたシステムをご提案することにより、
お客様の課題を解決する「Solution Provider」を目指しています。

ウオッシュダウンシリーズ近接センサ
検出面に高い耐酸性、耐アルカリ性を発揮する液晶ポリマーを採用。
また、ハウジング部にSUS316Lを採用。高圧ジェット噴射環境下で
も使用可能なIP69K対応。-40～100℃の広範囲な温度で使用。

高温対応型近接センサ（250℃、160℃、120℃）
250℃までの高温環境下でも使用可能。センサヘッド、耐熱ケーブ
ル、アンプの3分離構成によりメンテナンス性が大幅に向上。

静電容量センサ
センサ検出エリア内の静電容量値の変化を検出するため、金属、非金
属の検出が可能。汚れや表面状態による検出結果への影響が少ない。
TURCKの静電容量センサは液面検出、耐薬品、耐高低温に対応。

非接触式液体用レベルセンサ
タンクなど容器の外壁から容器内の液体検知を行うセンサ。超音波
パルスを発生させ、そのエコーにより液体の有無を検知。

Levelprox

最先端ファクトリー＆プロセスオートメーションを提案する

ソリューションプロバイダーTURCK
（ターク）

TURCK 社
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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、 

www.szmono.com/enter
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 ●資料請求番号 ： 221401  ●資料請求番号 ： 211402

 ●資料請求番号 ： 221403
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ヤマハ発動機（株）

ヤマハ「トランサーボ」シリーズに待望のロッドタイプが登場しました。ステッピング
モータを使用しながらサーボモータと同等の性能を低コスト実現した小型アクチュ
エータです。ステッピングモータとボールねじの組み合わせにより、本体に対しロッド
が伸縮動作をすることでロッドの先端にツールを付けての搬送作業や、幅決め・幅
寄せ、ロッドでワークを押しつけながら締め付ける作業など幅広い用途に対応しま
す。耐環境性にすぐれた高信頼性のレゾルバ、高密度ファイバーネットにグリス含
浸した潤滑装置、積層形接触スクレーパを採用することでメンテナンスフリーを実
現しました。コンパクトな専用コントローラ「ロボットポジショナＴＳ－Ｓ」との組み合
わせで、さまざまな生産工程に対応します。
●資料請求番号：221501

http://www.yamaha-motor.jp/robot/index.html

単軸ロボット　トランサーボ
ロッドタイプ SR

ＳＭＣ（株）

電動グリッパ２爪タイプにダストカバー付を追加しました。ＩＰ５０相当の密閉構造ダ
ストカバーにより切粉・粉塵等の内部侵入を防止し、グリースの飛散等を防止しま
す。クロロプレンゴム（黒色、標準）、フッ素ゴム（黒色、オプション）、シリコーンゴム
（乳白色、オプション）の３種類のカバー材質を用意しました。開閉時にカバーに
よる突起が出来ない内部構造のため、他の機器との干渉を防止します。落下防
止機能付（全シリーズセルフロック機能付）、セルフロックにより消費電力を低減す
る省エネ設計、寸法の異なるワークの識別・着脱検出可能な把持確認機能付で
す。位置・速度・力の設定は６４点可能です。
●資料請求番号：221502

http://www.smcworld.com

電動グリッパ２爪タイプダストカバー付
LEHZJシリーズ

（株）マシンエンジニアリング

従来のＰＰＵでは困難だった取付方向の選択・用途に応じたカム選択・ストローク
微調機構等の豊富なオプションでお客様のニーズに「マルチ」に対応できるＰＰＵ
です。取付方向は天吊・側面・背面・天地逆（特殊対応）と自由自在です。カム仕
様は廉価版の板カム・強制送り可能な溝カム・高速搬送用のリブカムの３種類で
す。様々なオプションと組合わせれば今まで以上に使い勝手良く皆様の自動化に
貢献します。
●資料請求番号：221503

http://www.meg.co.jp

PPM13030/13050

（株）マシンエンジニアリング

コンパクト・高精度でご好評戴いておりますエコマルチタイプメカチャックと組合わ
せるだけで簡易電動チャックとしてお使い頂けます。専用コントローラにより細か
な設定不要で電磁弁感覚でお使い戴けます。消費電力１／２０で省エネに貢献
し無通電でもワーク保持で安心です。手動ハンドルによる高い作業性で芯だし作
業・メンテナンスも容易です。「既存の電動チャックでは高い・オーバースペック」と
言うご要望にお応えできるのはこれしかありません。今後のエアレス化に是非ご検
討下さい。
●資料請求番号：221504

http://www.meg.co.jp

ＭＥＰＡＣ平行開閉チャック
エコマルチタイプ

三菱電機（株）

ＲＧＣ加工技術（焼入れ後歯切り加工する技術）と設計技術（産学協同研究によ
るシミュレーション技術）の確立により開発された、直交軸ギヤードモータです。滑ら
かな動力伝達により、従来のハイポイドギヤに比べ回転ムラが小さく、更なる低騒
音化を実現しました。また、出力軸とモータ軸のシールに、従来比約１００倍の密封
能力をもつ高性能なオイルシールを標準装備することにより、高温環境や頻繁な
正逆運転時の油漏れをシャットアウトします。インバータとの親和性も良く、三菱イ
ンバータと組合せた磁束ベクトル制御により、標準品にて広い定トルク範囲が実
現可能です。
●資料請求番号：221505

http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/

スーパーヘリクロスギヤードモータ

山洋電気（株）

５相ステッピングモータにボールねじを一体化してコンパクトに収めたリニア駆動ス
テッピングモータです。モータとボールねじが一体化されているため、装置の小型
化に貢献できます。業界トップの最大推力４５０Ｎとストローク長８０ｍｍを実現して
います。フランジサイズは４２ｍｍと６０ｍｍの２機種、それぞれブレーキ無しかブレー
キ付きをお選びいただけます。半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送
機器などに最適です。
●資料請求番号：221506

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

リニア駆動ステッピングモータ
SANMOTION F5

カム式ピック＆プレースユニット　マルチタイプ

メカタイプ用アンクランプユニット
UCP2504/3506

GM-SSYシリーズ
GM-SHYシリーズ
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 ●資料請求番号 ： 221601  ●資料請求番号 ： 221602
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シンフォニアテクノロジー（株）

電子部品などの微小部品の高速・高精度ハンドリングを実現しました。コンパクト
な設計で、あらゆる微小部品に幅広く適用できるパーツフィーダです。駆動部性能
を最大限に引き出すため、ツーリングまで一括した設計をご用命下さい。
【特長】
①高精度機械加工部品による安定した整列性能を実現
②専用デジタルコントローラにて共振点を自動追尾し、理想的な定振幅性能を発揮
③コンパクトな設計で省スペース化を実現
④独自の振動発生機構により、振動反力を極限まで低減
⑤高い振動数にてワークをスムーズに搬送
●資料請求番号：221701

http://www.sinfo-t.jp

HME/HSEシリーズ

エクセン（株）

完全オイルフリーで使用するエア式のタービンバイブレータです。使い方も従来か
らのボールバイブレータのように圧縮エアを供給するだけで簡単に振動し、供給エ
ア圧力を調整することで振動数と遠心力を調製することが出来る使い易い振動
機です。ＢＴＰ１８は５０ｇ、ＢＴＰ２４が９０ｇと非常に小型に出来ているのでちょっとし
た振動が欲しい場所やホッパーシュートなどの粉粒体の詰まりや付着防止に効果
を発揮する製品です。また、高速で回転するタービン部分はケース部分と接触す
ることなく振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優し
いバイブレータです。
●資料請求番号：221702

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

超小型タービンバイブレータ
BTPシリーズ

エクセン（株）

往復リニア運動で高振幅振動を得られる為にホッパー・タンク・配管シュートの付
着閉塞防止機器として高い性能を発揮するエア式バイブレータです。同じ閉塞防
止機器のノッカーシリーズやボールバイブレータシリーズと比較して、運転音が静
かでエア消費量少なく環境に優しい構造です。従来のピストンバイブレータＥＰＶ
シリーズと構造が異なり、ピストンがシリンダ外部まで飛び出している為、高ストロー
クの運転で振幅が大きくなります。また、取り付け方向を上下逆にすることで２種
類の振幅が確保出来ます。
●資料請求番号：221703

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

ピストンバイブレータ
（リニアタイプ）
ELV8型

エクセン（株）

食品・化学・医薬品業界などに適したオールステンレスボディを採用し、水掛け洗
いも可能な高い気密性を実現した超小型の振動モータです。単相１００ＶのＥＫＭ
１Ｓ－２Ｐは全幅１１０ｍｍ、三相２００ＶのＥＫＭ１．１－２Ｐは全幅１２８ｍｍと非常に
コンパクトでボルト（Ｍ６）２本で取り付けができるので小型容器やシュートの付着
や詰まりを防止、ほぐしの効果を与えて閉塞解消や、充填用のテーブル振動機な
ど様々な用途に使用可能です。また、ＥＫＭ１．１－２Ｐは汎用インバータを使用する
ことで振動の用途、目的に合わせて振動数を調整できるので振動選別や振動搬
送など更に幅広い用途に使用可能です。
●資料請求番号：221704

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

超小型振動モータ

エクセン（株）
http://www.exen.co.jp/

エクセン（株）

ボディが強化プラスチック製なので強度も強く耐食性に優れ、水のかかるような現
場でも長期間使用することができ、防爆性にも優れたバイブレータです。振動原理
は、圧縮空気で鋼製ボールが高速回転し、強力な振動を発生させるシンプルな原
理と構造で簡単に使えるため、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュート
などの詰まり防止に役立ちます。ＵＰ－ＳシリーズはＵＰ－Ａと比べ振幅が約２倍あ
る小型の強力タイプです。また、ＵＰ－Ａ／ＵＰ－Ｓ両シリーズともに供給エア圧力
の調整だけで振動数、遠心力を可変できる為、様々な現場に対応することが可能
です。全機種、ボールの交換が可能ですのでメンテナンスも容易です。充墳に使
用される振動テーブルの原動機への応用や部品供給ラインでの停滞時の解消な
どアイディアひとつで用途が広がります。
●資料請求番号：221706

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

UP-A/UP-Sシリーズ

EKM-2Pシリーズ（EKM1S-2P/1．1-2P型）

超小型ＳＵＳノッカー
RKVS15シリーズ

（RKVS15/RKVS15-F）

従来のステンレスノッカーでは取り付けが難しい狭い場所や、溶接が出来ない場
所への取り付けを可能にした超小型ＳＵＳノッカーです。圧縮エアの力でピストン
がベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の詰まりや付着防止に非常
に効果的です。また、ボルト（Ｍ１０）１本で取り付けが出来るＲＫＶＳ１５型、工具を
使わずに手作業で取り付け・取り外しが出来るヘルール継手固定式のＲＫＶＳ１５
－Ｆ型の両機種共にボディー・ヘルール継手などに錆びにくいステンレス材を採用
しているので食品・化学業界や耐食性を要求される現場の取り付けに最適です。
●資料請求番号：221705

プラスチックボールバイブレータ

高周波ミニパーツフィーダ



18 19

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、 

www.szmono.com/enter

 ●資料請求番号 ： 221801  ●資料請求番号 ： 221802

株式会社 タック技研工業

ATC
スピンドルモーター
ATC
スピンドルモーター
主軸先端は BT ホルダー取付仕様主軸先端は BT ホルダー取付仕様

〒806-0012 福岡県北九州市八幡西区陣山 2-7-36

TEL 093-661-1777 FAX 093-661-1796

URL http://tacgiken.co.jp

ロボットなどに取りつけて、
自動ツールチェンジ可能　
ロボットなどに取りつけて、
自動ツールチェンジ可能　
これ1台で複数の
加工が可能！
製品によって、
BT5/BT15/BT30
の 3タイプを準備

 ●資料請求番号 ： 221803

N
EW
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ＳＭＣ（株）

ワンタッチ管継手とインサート管継手３シリーズをリフレッシュしました。現行品と比
較して小型・軽量化を図っています。金属ワンタッチ管継手とＳＵＳ３１６ワンタッチ
管継手では現行品との比較で寸法比約３０％、質量比約６２％ダウンを実現しまし
た。ＳＵＳ３１６インサート管継手では寸法比約４４％、質量比３７％ダウンしていま
す。形状バリエーションを拡大し、ねじ種類とチューブサイズを拡大しました。ＫＱＢ２
とＫＱＧ２の使用流体温度は－５～１５０℃、ＫＦＧ２は－６５～２６０℃で、ＫＱＧ２とＫ
ＦＧ２は蒸気での使用が可能です。
●資料請求番号：221901

http://www.smcworld.com

ワンタッチ管継手、インサート管継手
KQB2、KQG2、KFG2シリーズ

ＳＭＣ（株）

新構造でコンパクト化に成功し全長を短縮し最小化を実現しました。省スペース
効果でさらに装置コンパクト化に貢献します。従来品であるＣＧ１おねじ形状と比
較して全長が３７ｍｍ短縮し、めねじ形状では５１ｍｍ短縮（ＣＧ３ＢＮ４０－５０スト
ロークの場合）しました。質量も最大２４％ダウンしています。ロッド先端形状めねじ
を標準化し、標準型式内でおねじ、めねじの選択可能により使用用途が拡大しま
した。小型２色表示式無接点オートスイッチの取付が可能で、一目で適正位置の
確認が可能です。調整時間の効率ＵＰに貢献します。
●資料請求番号：221902

http://www.smcworld.com

エアシリンダ　ショートタイプ
CG3シリーズ

ＳＭＣ（株）

弁応答５ｍｓ、真空応答時間２８ｍｓ（ＳＭＣ比２５％減）と高速応答タイプです。空
気消費量１７％減、到達真空圧力２１％向上（従来機種比較）と省エネ設計です。
供給弁、破壊弁、破壊流量調整ニードル、サクションフィルタ、サイレンサを搭載し
たオールインワン設計です。４６ｇ（単体質量）と小型・軽量化を図りました。最大１０
台まで同時コピー可能な真空用圧力スイッチ付を用意し設定工数削減、設定値
の入力ミスを低減します。破壊圧供給ポート付を選択した場合、空気圧と破壊圧を
個別に調圧が可能です。大気開放口により破壊応答時間を２５％短縮しました。
●資料請求番号：221903

http://www.smcworld.com

小型真空ユニットエジェクタ／真空ポンプシステム
ZBシリーズ

ＳＭＣ（株）

ＵＬ－９４規格Ｖ－０相当の難燃性チューブです。ＳＭＣのＦＲ２層ポリウレタン
チューブＴＲＢＵシリーズ比約２倍と耐スパッタ寿命を向上し、アーク溶接等の火花
雰囲気での一般空気圧および水配管に対応します。外層（難燃性ポリオレフィン
樹脂）とインナーチューブ（ポリウレタン）の間にアルミラミネートフィルムの中層を
設けて３層構造にすることにより、耐スパッタ寿命が向上しました。カラーバリエー
ションは黒、白、赤、青、黄、緑の６色、インナーチュ―ブ外径６ｍｍ、８ｍｍ、１０ｍｍ、
１２ｍｍの４種類を用意しています。
●資料請求番号：221904

http://www.smcworld.com

ＦＲ３層ポリウレタンチューブ
TRTUシリーズ

シュマルツ（株）

包装業界での吸着搬送に適した真空パッドを８０種厳選し収納したテストケース
で、最適なソリューションを迅速に選定することができます。シリコーンゴムやＰＶ
Ｃ、新製品のエラストドゥールなど、包装業界での使用に適した５種類の材質によ
る計８０タイプの真空吸着パッドが入っています。そのためブリスターパックやフォイ
ル、パウチ袋、ピロー包装、食品、段ボール箱など様々なアプリケーションに対応す
ることができます。真空パッドには、予め金具が接続されているため、テスト時のパッ
ドの取付けや交換も素早く行えます。真空パッドの他にも吸込量の異なる３種類
の真空発生器や真空ゲージ、真空ホース、ホースコネクタなども同梱しており、圧
縮エアを供給するだけでテストを行うことが可能です。
●資料請求番号：221905

http://www.schmalz.co.jp/

包装業界向けテスト用
デモケース

シュマルツ（株）

吸着面にスポンジを用い、真空発生器を内蔵したグリッパーです。スポンジがワー
クの形状に沿って柔軟に追従するため、ワーク表面の粗さや凹凸に左右されるこ
とのない搬送が可能です。パレットのように隙間がある製品や、表面に凹凸のあ
る鉄板、プラスチック、段ボール箱など、従来吸着搬送が困難だった製品を始めと
する多彩なワークの搬送を実現します。スポンジに開いた吸込み口にはバルブを
内蔵しており、各バルブが個別にエアを制御します。ワークに覆われていない吸込
み口がある場合にも、エア漏れによる空圧低下が起こらないため、穴・隙間のある
ワークや複雑な形状部品も搬送できます。ハンドを変えずに形状やサイズ、数量
の異なるワークの搬送も可能です。また効率の良い高吸込み量の真空発生器を
搭載しているため、新たに真空発生器を設置する必要がありません。
●資料請求番号：221906

http://www.schmalz.co.jp/

真空グリッパー
FXCシリーズ



20 21

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、 

www.szmono.com/enter

 ●資料請求番号 ： 222001

 ●資料請求番号 ： 222002

300種類を超える豊富なラインナップ
バリ取りロボットで自動車業界でも数多くの実績
マイクログレイン（超微粒子）で高耐久
パウダーから一貫した製造の信頼性

360°回転のフローティング
エア圧でフロート力調整可能
振動吸収による高耐久性

最高32本のツール交換可能
〈ATC（自動ツール交換システム）仕様〉

アトラックス
超硬ロータリーバー

バリ取りの決定版！
ベスト・コンビネーション！
バリ取りの決定版！

ベスト・コンビネーション！
アトラックスは業界でも約半世紀に渡る

世界のトップ・ブランドです。
アトラックスは業界でも約半世紀に渡る

世界のトップ・ブランドです。

ビアックス
バリ取りロボット用
エア・スピンドル
ビアックス・スピンドルは
組み付け精度も高く、

類を見ない高剛性・高精度の
エア・スピンドルです。

ビアックス・スピンドルは
組み付け精度も高く、

類を見ない高剛性・高精度の
エア・スピンドルです。

軽量・コンパクト
フロート付きでわずか
1.5kg未満
小型ロボットでも使用可能

ロボット専用
両面カッター RS-141

１本で2役
裏バリにも対応
１本で2役

裏バリにも対応

 ●資料請求番号 ： 222003
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シュマルツ（株）

柔軟性に優れたシールリップをもつ４．５段のベローズパッドです。柔らかく、内側に
サポートの付いたシールリップは、パウチ袋をはじめとする表面が不安定なワーク
に対してよく追従します。またベローズとシールリップの間には適度な段差があり、
パッド圧縮時にシールリップがベローズと接着し、硬くなるのを防ぎます。その結
果、搬送中もシールリップの柔軟性が持続し、安定した搬送が可能になります。機
械との取付方法は平行ネジの他、標準サイズのパイプに直接差込むことができ
るため、接続が容易です。パッドの口径は大きく、ポンプやブロア、マルチステージ
エジェクタなど流量の多い真空発生器に最適です。流量を絞らずに吸着できるた
め、素早い真空到達が可能となり、１分間に１００サイクルという高速搬送を実現
します。材質にはＦＤＡ対応のシリコーンゴムを使用しており、直接食品を吸着して
搬送することも可能です。
●資料請求番号：222101

http://www.schmalz.co.jp/

４．５段ベローズ真空パッド
SPB4シリーズ

（株）コスメック

９０°旋回ストロークが０mmの省スペース形のスイングクランプで、「コンパクト」「ハ
イパワー」「ハイスピード」を兼ね備えています。ダブルインターロック機構を内蔵
し、誤動作を確実に防止しています。スピードコントロールバルブをクランプ毎に直
接取り付け可能で、複数台クランプの同期・スピード調整が容易です。従来標準
品LHAとクランプ力、取付寸法は同等です。
●資料請求番号：222102

http://www.kosmek.co.jp

水平スイングクランプ
LHS

（株）堀内機械

油圧開閉装置の不具合箇所の診断・作業等を容易にする多機能弁です。油圧
回路の監視機能、フラッシング回路の構築、油圧シリンダパッキンの良否判定、埋
設配管の漏れテスト等を容易に行えます。これらの機能を強固な弁体にコンパクト
に収めており、油圧シリンダへの組込みも無理なく行えます。配管数は多機能弁
への２本のみ、現地工事も簡略化と工事日数の大幅な短縮が図れます。「油圧シ
リンダにＭＩＶ６１１弁を取り付けることで、新油及び更油時の空気抜き作業が容
易になります。」メンテナンスの困難な配管（増設配管等）やシリンダの油漏れの
確認が短時間で行えます。
●資料請求番号：222103

http://www.horiuchi.co.jp

多機能弁
MIV611

ＨＡＷＥ大同ハイドロリック（株）

ノンリークバルブ、接続ブロック、エンドブロックを使用して、お客様のニーズにお応
えする油圧回路を構成できます。各ポートにチェックバルブやオリフィス等のオプ
ション機能を付加することができ、用途に応じた組み合わせや交換が容易にでき
ます。
【用途】
油圧クランプシステムや工作機械等
【仕様】
最高使用圧力　４０ＭＰａ　最大流量　２０　ｌ／ｍｉｎ
●資料請求番号：222104

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

バルブブロック
タイプ BVH

アプライドパワージャパン（株）

軽量でコンパクトなバッテリ式油圧電動ポンプです。２８Ｖで大容量リチウムイオン
バッテリを採用し、７０Ｍｐａ、ストローク５２ｍｍ、能力２３３ｋＮのシリンダの場合は最
高出力で８回使用可能です。タンク有効油量１．９もしくは３．８Ｌでロングストローク
のシリンダにも使用可能です。トリガー引きストロークを変えることでモータ回転数
を簡単に可変できるのでシリンダやツールの動きを微調整可能です。動力源は、
バッテリ式のためコンセントをつながずに自由に現場に持ち運べます。従来のバッ
テリ駆動式の油圧ポンプは、バッテリの容量の関係で重量物・長時間稼働できま
せんでした。ＢＰシリーズは２８Ｖのリチウム・バッテリ式で重量物を長時間稼働でき
ます。デモ機もございますのでお気軽にご連絡ください。
●資料請求番号：222105

http://www.apj.ne.jp

単動用バッテリ式油圧電動ポンプ
BPシリーズ

アプライドパワージャパン（株）

ばねクランプシリーズは、シリンダに内蔵してある強力なばね力によってワークをク
ランプします。油圧はクランプを解除するときに使用します。長時間クランプや、
万一の油圧リークに対してクランプ力低下の心配がありません。MRSシリーズは
強力コイルばねがクランプ力を維持します。アンクランプは油圧が使用されます。
単動設計で油圧システムのセットアップが簡単です。中空式のプランジャにより治
具への取り付けが容易です。またプランジャ先端ネジにサドルを取り付けてワーク
ピースを直接クランプすることが可能です。本体がネジ式なのでシリンダを固定プ
レートに直接、簡単に取り付け可能。高さ調整も容易です。
●資料請求番号：222106

http://www.apj.ne.jp

ばねクランピング
MRSシリーズ（3.24～9.11KN）

MIV611
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●資料請求番号：201402

製造販売元

本 社
大 阪 支 店
名古屋支店
九 州 支 店

TEL 03-5644-0604(直)
TEL 06-6372-6240(直)
TEL 052-583-7100(代)
TEL 093-511-3191(代)

東京都中央区日本橋人形町 2-22-1
大阪市北区豊崎 2-7-5 新御堂豊崎ビル
名古屋市中村区名駅 3-20-1 サンシャイン名駅ビル 6F
北九州市小倉北区浅野 2-11-15 小倉興産 KMM別館

URL:http://www.parkercorp.co.jp/

品　番 電　　圧

200-230V( 単相 ) 2845-3645W 常温～650℃ 有 有 50dB

345×92×130mm 2.5kg 350Pa有 二重絶縁

出　　力 温度調節 温度表示 最大騒音熱風温度

寸　　法 重　　量 風量調節 風　　圧 絶縁規格PHS9-2 風量(20℃時 )

( 電源コード含む )
155～570
ℓ／min

■熱風温度Max.　650℃発生
■小型コンパクト設計
■24時間連続運転可能

■温度調節回路内蔵（ディスプレイ付）
■送風ファン内蔵（最大風量 570ℓ/min）
■風量調節可能

■熱風温度Max.　650℃発生
■小型コンパクト設計
■24時間連続運転可能

■温度調節回路内蔵（ディスプレイ付）
■送風ファン内蔵（最大風量 570ℓ/min）
■風量調節可能

パークヒート
ポータブル熱風発生機
パークヒート
ポータブル熱風発生機

ISO9001認定工場製
MADE IN JAPAN

 ●資料請求番号 ： 222201

 ●資料請求番号 ： 222202

 ●資料請求番号 ： 222203
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アプライドパワージャパン（株）

単動式の油圧引きシリンダです。シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻りま
す。ワークの脱着頻度が多い生産設備に最適な単動式引きシリンダです。プラン
ジャが中空のため治具への取り付けが容易です。プランジャ先端にアタッチメント
取り付用のメスねじがついております。シリンダ固定方法はシリンダ上面４箇所の
取り付けネジとシリンダボディ外径ねじを利用して簡単に取り付けられます。引きス
トローク１５ｍｍでシリンダ出力は１０．３～２５ｋＮ、プランジャー径は１６ｍｍ、２２ｍｍ、
３０ｍｍの３種類を用意しております。
●資料請求番号：222301

http://www.apj.ne.jp

単動式　引きシリンダ
MRPシリーズ

アプライドパワージャパン（株）

重量物用の単動シリンダです。７０ＭＰａでシリンダ能力としては５３９～１０２６０ｋＮ
をラインアップしています。シリンダからプランジャが抜けるのを防ぐストップリング
が装備されております。シリンダ能力の１０％までの横荷重に耐えることができる独
自の軸受け構造設計で溝付きの焼き入れサドルがジャッキアップの負荷からプラ
ンジャを保護します。ピストンプランジャにはメッキが施されており腐食防止構造に
なっています。建物、橋などの大型構造物のジャッキアップなどにお勧めです。
●資料請求番号：222302

http://www.apj.ne.jp

重量物用単動シリンダ
CLSGシリーズ

アプライドパワージャパン（株）

単動式のクレビス付油圧引きシリンダです。能力は１０５～５０５ｋＮまでの４種類を
ラインアップしています。シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。強力
な伸長力からロッドの破損を防ぐことができる高い強度をもつ合金構造で引っ張
り、位置合わせ等の作業に最適なシリンダです。プランジャワイパーが装備されて
おりシリンダ内部への異物混入を防げる構造です。プランジャにハードクロムメッ
キを施しているため耐久性が飛躍的に向上しております。対環境対策用として
ロッドを防護するゴム製のジャバラが装備されている機種もご用意しております。

（ＢＲＰ－３０６を除く）
●資料請求番号：222303

http://www.apj.ne.jp

クレビス付単動用シリンダ
BRPシリーズ

（株）コスメック

「コンパクト」「高能力」を兼ね備えた油圧式複動引込み形クランプです。ワン
チャッキングで５面同時加工を実現するので、工期短縮や品質向上に寄与しま
す。異物侵入防止キャップを装備し、動作不良や破損を防ぎ長寿命化を実現しま
した。
【主な仕様】
対応ワーク穴径：φ１１～φ１８
使用油圧範囲：１．５～７．０ＭＰａ
※その他、エア圧駆動タイプも用意しています。
●資料請求番号：222304

http://www.kosmek.co.jp

ホールクランプ
SFE

廣瀬バルブ工業（株）

電磁操作ストップバルブと、スロットルチェックバルブを組み合わせた複合弁で、電
磁操作により、流量を２段階に切替えることが可能です。電磁操作によりアクチュ
エータの２速制御が可能です。接続方式はモジュラー形なので、２速回路のコンパ
クト化に最適です。工作機械の送り制御に最適なバルブです。

【仕様】

●資料請求番号：222305

http://www.hirose-valves.co.jp

油圧用電磁操作２速制御弁
2速弁HSOTCシリーズ

日東工器（株）

ブロワシリーズの吐出空気量３０，４０，６０，８０Ｌ／分タイプを改良し省電力化しまし
た。ピストンのストロークをより最適化することで、消費電力を下げることに成功しま
した。６０Ｌ／分タイプでは最大２５％の省電力化を実現（日東工器比）。電気代の
節約とＣＯ２（二酸化炭素）の削減に貢献します。長寿命・低作動音・アース不要
のため、浄化槽・養魚等いろいろな空気供給用途に活用できます。なお、当製品は

「低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業」に対応しています。
●資料請求番号：222306

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

汎用型ブロワ
LA-30/40/60/80E

最高使用圧力 ２１ＭＰａ
呼び径 ０２　　　　　　　　　０３

最大流量 　     ４０Ｌ／ｍｉｎ　　　　     ９０Ｌ／ｍｉｎ
流量調整範囲 ０．５～３５Ｌ／ｍｉｎ　　　０．５～９０Ｌ／ｍｉｎ

制御ポート Ａポート制御、Ｂポート制御
制御方向 メータアウト、メータイン
標準電圧 ＤＣ１２Ｖ、ＤＣ２４Ｖ、ＡＣ１００Ｖ、ＡＣ２００Ｖ
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手軽に便利に使える、
コンパクトキャリーが新登場！！
ハンドルが収納できるので、
持ち運び・収納が簡単！！

手軽に便利に使える、
コンパクトキャリーが新登場！！
ハンドルが収納できるので、
持ち運び・収納が簡単！！

積載荷重：100kg
サイズ（WxD）：６００ｘ３８５mm
ハンドル高さ：８２０mm
車輪：７５mmグレーエラストマー

工場
千葉ニュータウン工場　千葉県印西市みどり台1丁目2－1

本社
大阪支店
名古屋支店
九州支店

東京都中央区八丁堀3－21－4 東邦ビル
大阪市東成区玉津1－9－25
名古屋市中区千代田3－18－15
福岡市博多区博多駅南4－13－21

TEL：03－3552－3311
TEL：06－6972－5951
TEL:052－332-1851
TEL:092－686-2001

樹脂運搬車
コンパクトキャリー
樹脂運搬車
コンパクトキャリー

事業拠点

 ●資料請求番号 ： 222402

 ●資料請求番号 ： 222403  ●資料請求番号 ： 222404

 ●資料請求番号 ： 222401
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山洋電気（株）

保護等級ＩＰ５４の防水・防塵性能を持った防水遠心ファンです。屋外などの厳し
い環境でも、安定した冷却性能を保ちます。省エネルギー・低騒音でありながら、
高風量・高静圧も実現しています。φ１００ｍｍ×２５ｍｍ厚、φ１３３ｍｍ×９１ｍｍ
厚、φ１５０ｍｍ×３５ｍｍ厚、φ１７５ｍｍ×６９ｍｍ厚の４サイズをラインアップしまし
た。移動体通信の基地局など屋外で使用する装置や、熱交換器に最適です。
●資料請求番号：222501

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

冷却ファン
防水遠心ファン

「San Ace W」シリーズ

ＳＭＣ（株）

小型・大容量ダイヤフラム式ポンプをリフレッシュしました。幅広い液体の移送、回
収に適した手のひらサイズのダイヤフラム式ポンプです。小型・軽量で体積は２５％
減（従来ＰＢシリーズ比較）、長寿命１．５倍（同）、吐出量８～２０００ＭＬ／ｍｉｎ、質量
０．１１ｋｇ（ＰＢ１０１３Ａの場合）です。ダイヤフラム式により低発塵で、エアオペレー
ト型は可燃性流体で使用可能です。自吸式で呼び水が不要なため、ポンプ内が
乾燥状態でも液体を吸い上げます。クリーンルーム組立、２重梱包です（ＰＢ１３１３
Ａ）。電磁弁のＯＮ／ＯＦＦ切替頻度で流量調整が容易に出来ます。
●資料請求番号：222502

http://www.smcworld.com

プロセスポンプ
PBシリーズ　

（株）トクピ製作所

超高圧用エアーオペレイト式切換弁です。既存の１０ＭPａタイプ発売後、特にご
要望の多かった５０ＭPａタイプを新たにラインアップしました。ポンプメーカーとして
のノウハウを活かした商品で、超高圧・大容量の流体を瞬時に切り換えることが
できます。流体圧を利用した独自のシール構造を採用し、切換時に負荷のかかる
シールを長寿命化、耐久性を向上させました。最大使用圧力５０ＭPａ、最大通過
水量３００Ｌ／ｍｉｎ。工作機械用高圧クーラントや高圧洗浄液、燃料ラインの切換
に最適です。少量のコンタミを含んだ液にも使用可能です。（特許出願中です。）
●資料請求番号：222503

http://www.tokupi.co.jp/

超高圧用切換弁２ポートバルブ　
TSV-20H

（株）トクピ製作所

コンパクトで軽量を特長としたステンレス製アキュムレータです。配管機構内での
流体の圧力を一時アキュムレータに蓄えることによって脈動現象を抑え、スムーズ
な排水・給水活動をサポートします。耐圧性に優れておりコンパクトで軽量なため
配管設計に自由をもたらします。材質はオーステナイト系ステンレスのＳＵＳ３１６Ｌ
を使用、高耐蝕性・高耐薬品性を実現致します。
●資料請求番号：222504

http://www.tokupi.co.jp/

ミニアキュムレーター『トクピレーター』
STR-100

兵神装備（株）

高粘度液をμＬ（※マイクロリットル）レベルで自在に流量制御できる新しいタイプ
の微少量吐出装置です。ヘイシン独自の一軸偏心ねじ構造を基本とし、さらに
サーボモータと精密減速機を採用することによって、微少吐出量の制御を可能に
しました。特に３ＨＤ０１０Ｇ３０は０．１μＬレベルの微少量領域でも、設定通りの塗
布量を瞬時にかつ高精度に吐出することができ、高粘度液を微少量で塗布・充
填・封入することができます。吐出完了後瞬時に逆転させることで液切れが良く液
ダレがなくワーク（塗布対象物）や周辺機器を汚さずに効率良く作業が行えるの
で、各種ロボットに搭載することで、塗布作業を高精度にかつ効率的に行えます。

（※１μＬ：１×１×１ｍｍの立方体の体積）
●資料請求番号：222505

http://www.micro-dispenser.com

マイクロディスペンサー
3HD010G30、3HD025G30

（株）ヤマダコーポレーション

従来のダイアフラムポンプの特長に加えて、駆動エアのロスを抑えた仕様で、業
界最高の材料の押込み高圧力を実現しました。また、高圧から低圧まで、運転圧
力範囲が拡大し、低速運転にも安定したストロークを実現し、エア供給の不安定
な現場でも、超低圧作動により、搬送材料への負担を最小限に抑えます。従来か
らの特長である①先止め、吐出流量、吐出圧のコントロールが簡単②完全自吸
式、空運転も可能③防爆対策は不要④軸シール部がない、グランドレス仕様⑤ス
ラリー液、高粘度液も移送可能⑥メンテナンスが簡単。一般工場、化学工場、製
陶工場などの液体の移送、循環、フィルタプレスなどに最適なポンプです。ヤマダ
はアフターも万全な体制でサービスに努めています。
●資料請求番号：222506

http://www.yamadacorp.co.jp

メカニカルダイアフラムポンプ
NDP-H40/H50/H80シリーズ
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TOKU通
切削工具や電動工具、作業工具や手袋・安全靴等をジャンル毎に
ご紹介！3ヶ月に１度、定期発刊しているチラシです。期間限定でお得
な商品も掲載されていますので、ぜひ一度ご覧下さい！

お得なお得な が盛りだくさんが盛りだくさん
“得盛り通販”“得盛り通販”

 ●資料請求番号 ： 222704

工 作 機 械

切 削 工 具

ツ ー リ ン グ

治 具

測 定 機 器

高品質のものづくりを
サポートいたします。
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。
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。

Products New Board
新製品情報案内板
工 作 機 械

切 削 工 具

ツ ー リ ン グ

治 具

測 定 機 器
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（株）ＴＲＩＮＣ

大量イオンで高い除電・除塵性能のエアガン型最高峰モデルです。無漏電トリン
ク採用で高い信頼性。人間工学に基づき、持ちやすく作業が疲れにくいデザイン
設計です。乾電池でも動作する超小電力設計で世界に類を見ないエコ製品で
す。自動車から電機、化学まで、あらゆる分野で使用できるガンタイプの除電・除塵
器で、現行モデルの最上位機種になります。小型軽量でありながら大量かつ強力
なエアブローが可能です。強力イオンと相まって頑固に付着したホコリ等異物もき
れいに除去します。エアと高電圧が隔離されているため、漏電は起こりえません。ワ
ンタッチクリーナ装備で放電針の掃除も簡単に行えます。人間工学を駆使した疲
労しない設計で長時間の作業に最適です。
●資料請求番号：222601

http://www.trinc.org/

ガントリンク
TAS-21シリーズ　

（株）ベッセル

製品に付着した塵や埃を短時間で効率的に取り除くことができ、取り除いた塵埃
が作業環境に飛散しない除電＆除塵＆集塵ボックスです。業界初、ウレタンゲル
の自己粘着性を利用し複数の穴で粘着表面積を大きくした有孔「粘着ゲルシー
ト」を用いた画期的な集塵方式を採用しています。本体はほぼＡ４サイズでセル
生産台に無理なく設置できるコンパクト設計、集塵機が不要で省スペースにつな
がり、消費電力などのランニングコストの低減ならびに大幅な低価格を実現しまし
た。メンテナンス性にも優れ、ウレタンゲルは水拭きだけで汚れが取れ粘着性が復
帰しますので何度でも使用することができます。
●資料請求番号：222602

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

イオンパーツクリーナー
IPC-A4

（株）ベッセル

クリーンルームへ入る前に靴底に付着した汚れを効率的かつ長期間安定して取
り除く新発想のクリーンマットを開発いたしました。従来のクリーンマットは汚れが
取れなくなるとその都度フィルムをはがして新しい粘着面を出していくものでした
が、剥離するたびにフィルム面から塵埃を周囲に撒き散らし、はがしたフィルムの
廃棄物を発生させることでした。また、ランニングコストの面も問題でした。５ｍｍ厚
のゲル状ポリウレタンの自己粘着性と柔軟性を利用し、靴底の段差にしっかり密
着し塵埃を捕集します。ウレタンゲルはメンテナンス性に優れており、水拭きだけで
汚れを取り除くことができ粘着性が復帰しますので、ごみの出ないクリーンな環境
を維持できます。
●資料請求番号：222603

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

クリーンウォーカー
CW-900B

（株）ナンシン

高荷重で低床化が要求される機器類に最適な低床・重量用キャスタで低コストを
実現しました。サーバーラック、各種検査機器、半導体製造装置など、幅広い分野
で活躍します。車輪径はφ５０・６０・７５ｍｍ、耐荷重は２００～４００ｋｇ、車輪材質は
強化ナイロン、取付高は６０～１０６ｍｍＲｏＨＳ指令適合品です。
●資料請求番号：222604

http://www.nansin.co.jp/

低床重荷重キャスター
THHシリーズ

（株）ナンシン

低床式超重荷重キャスタが驚異の低価格で新登場しました。半導体製造装置、
各種設備機器など、より高荷重な機器に最適です。耐荷重６００ｋｇｆクラスでは取
付高さが業界最低床レベルです（取付高９２～１０６ｍｍ）。取り付ける本体の低
床化に貢献致します。車輪径はφ６５・７５ｍｍ、車輪材質は強化ナイロン、ＲｏＨＳ
指令適合品です。
●資料請求番号：222605

低床超重荷重キャスター
STHシリーズ

（株）ナベヤ

エア源不要/メンテナンス不要の防振マウントです。水平８Hz/鉛直９Hzからの周波
数域の防振・除振が可能ですので、振動の影響を受けたくない測定器や検査装置
などのご利用に最適です。扱いやすい高さ調整ダイヤル付です（調整高さ５ｍｍ）。
マウントの種類は積載荷重別に５種類（軽領域２.６～３６kgf：1マウント当り）用意し
ていますので、お客様の測定器や検査装置にあわせてお選び下さい。
●資料請求番号：222606

中量マウント
BMM‐Lシリーズ

（株）ナベヤ

レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキで、振動の影響を受けたくない
測定器や検査装置での使用に最適です。使用する防振パッドは主に産業機械、
工作機械に使用されるエーテル系の発泡ポリウレタン防振パッドで、オイルやグ
リースへの耐久性のほか、耐オゾン性、耐紫外線にも優れています。対象とする
振動周波数・機械の種類・重量にあわせて３種類の防振パッドを使用し、サイズも
Ｍ８～Ｍ１６までラインアップしています。
●資料請求番号：222701

防振フットジャッキ
BFJ型

（株）パトライト

様々な生産現場や公共・商業施設などで蛍光灯では実現できなかった省エネ性
能・耐環境性能を持ち、また一般的な照射性能を損なうことなく高い防水性能（ＩＰ
６９Ｋ）を達成しました。その性能は８０℃の高温高圧洗浄が行われる食肉・食品
加工業のような過酷な環境下においても遺憾なく発揮され、様々なシーンで安心
してご使用いただけます。製品発熱温度を４０度以下に押さえ（２０Ｗ相当蛍光灯
比較３４％低減）設置環境への負担を軽減しました。７サイズ（１００～１５００ｍｍ）、
３色（昼光、昼白、黄）、マグネット取付けを始めとする取付け４タイプをラインアップ
しました。欧州ＲｏＨＳ指令、ＥＣ指令（ＥＭＣ指令）に適合しており、ＣＥマーキング
に準拠しております。
●資料請求番号：222702

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

http://www.nabeya.co.jp

（株）パトライト

パトライト製信号灯に乗せるだけで、機器情報が無線で転送されるシステムです。
取得データをもとに生産工程のボトルネック改善など目的にあった様々な情報活
用が可能になります。国際標準通信規格を採用した安心で確実な無線通信は、
複数台の同時運用でも安心の通信制度を誇ります。複雑な無線やネットワーク
の設定をしなくても、電源投入するだけで通信状態の良い接続先を自動的に選択
し、最適な経路で無線通信を行うようなネットワークを構築します。また、運用中に
無線障害等で通信ができなくなった場合、送信機は自動的に別の接続先を検索
し再接続をおこないます。フロアのレイアウト変更等でも、電源投入時に接続状
態の良い送信機同士がデータ通信を自動的に開始し、新たにネットワーク構築を
行います。現場の状況に応じたフレシキブルな無線通信が可能です。
●資料請求番号：222703

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

防水型スリムタイプタイプ
ＬＥＤ照明ワークライト
PATLED‘S CLA型

AirGRID（エアグリッド）
ワイヤレスデータ通信システム

http://www.nabeya.co.jphttp://www.nansin.co.jp/
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