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●資料請求番号: 242401

Products New Board

GC20110064 G T

P-11・13

空圧機器

ＳＭＣ／シュマルツ／フクハラ

P-17

ファン

山洋電気

P-13・15

油圧機器

アプライドパワージャパン／コスメック／ＨＡＷＥジャパン

P-17・19

ポンプ

日東工器／荏原製作所／パイロットコーポレーション／ＳＭＣ

P-15

ロボット

三菱電機／マシンエンジニアリング／ＳＭＣ

P-19

除電機

ＴＲＩＮＣ／ベッセル

P-15・17

制御機器

P-21・23

その他

ＳＭＣ／パトライト／岩崎電気／山武商会／フォートレス・インターロックス／シュトイテ

ＳＭＣ／近藤製作所／協栄電機

甲南電機株式会社

本質安全防爆構造電磁弁

Sin Zan mono vol.24

本質安全防爆構造電磁弁

特
集
1

●資料請求番号：240301

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

株式会社TRINC

空間トリンク／バートリンク

Sin Zan mono vol.24

空間トリンク／バートリンク

特
集
2

●資料請求番号：240501

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

伏虎金属工業株式会社

二軸スクリューポンプ

SQ シリーズ

Sin Zan mono vol.24

6

7

SQシリーズ

特
集
3

●資料請求番号：240701

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

日本電産シンポ株式会社
○○○○○

サーボモータ専用
エイブル減速機
○○○○○

VRSシリーズ
○○○○○

自動タップ穴検査装置
画像センサシリーズ

HMT-K1
視覚センサ キュート

光精工株式会社
株式会社近藤製作所

13

8

特
集
4

○R
○S
○シ
○リ
○ーズ
V

視HMT
覚セ
サ キュート
‐ンK1

特
集
10
5

●資料請求番号：240801

●資料請求番号：231301
240901

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

ＳＭＣ
（株）

ＳＭＣ
（株）

http://www.smcworld.com

http://www.smcworld.com

直動形２ポートソレノイドバルブ
VX21/22/23シリーズ

耐粉体シリンダ
CM2/CQS/CQ2/MGP-XC92

大流量、小型、軽量化した直動形２ポートソレノイドバルブです。適用流体は空
気、中真空、水、油です。従来品との比較で、流量は２０％向上、高さ寸法は１０％
低減、質量は３０％低減を実現しました。ボディ材質は空気用がＡ
ｌ、樹脂、水・油・
中真空用がＣ３７ ＳＵＳで樹脂ボディはワンタッチ管継手付です。保護構造はＩ
Ｐ
６５
（リード線取出しファストンタイプ、端子部はＩＰ４０）。
ＤＣタイプの消費電力は
４．
５Ｗ
（サイズ１）
、
７Ｗ
（サイズ２）
、
１０．
５Ｗ
（サイズ３）
と低消費電力です。
また、
ゴ
ムダンパ採用により金属音を低減した静音構造になっています。
●資料請求番号：241101

セラミック粉、
トナー粉、紙粉、金属粉
（溶接スパッタを除く）
等の微小粉体が舞う
環境に対応可能なシリンダです。ロッドカバー部にルブリテーナを２ヶ装着し微小
粉体３０μｍ以下の侵入を防止します。ルブリテーナによりピストンロッドにグリース
膜が形成され耐久性が向上します。
ＣＭ２、
ＭＧＰの全長寸法は強力スクレーパ付
（－ＸＣ４）
と互換性があります
（ＣＭ２は標準品と同寸法）。対標準品で耐久性
が４倍向上します
（標準品、強力スクレーパ付との比較）
。適用シリンダはＣＭ２
（φ
２０～４０）
、薄形シリンダ/コンパクトタイプＣＱＳ
（φ１２～２５）
、薄形シリンダ
（φ３２
～１００）
、
ガイド付薄形シリンダ
（φ１２～１００）
です。
●資料請求番号：241102

ＳＭＣ
（株）

ＳＭＣ
（株）

http://www.smcworld.com

http://www.smcworld.com

ガイド付薄形シリンダ
（基本形）
MGPシリーズ

ハイストッパシリンダ
RS2Hシリーズ
11

10

ガイド付薄形シリンダＭＧＰシリーズが軽量化をはかりリフレッシュしました。ガイド
ロッド短縮、
プレート厚み変更により質量を最大１７％削減しました。ガイドロッドを
最大２２ｍｍ短縮したことで、
シリンダ取付時の逃がし加工量削減と省スペース化
を実現しました
（ＭＧＰＭ４０－２５ＳＴの場合）
。性能・強度
（剛性）
、取付寸法は従
来品ＭＧＰシリーズと同等です。丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがス
ペーサなしで直接取付可能になりました。すべり軸受
（ＭＧＰＭシリーズ）
、
ボール
ブッシュ
（ＭＧＰＬシリーズ）
、高精度ボールブッシュ
（ＭＧＰＡシリーズ）
の３種類の軸
受が選択可能です。
また、
４種類の取付、
２方向からの配管が可能です。
●資料請求番号：241103

ハイストッパシリンダが軽量・コンパクト化をはかりリフレッシュしました。質量を最大
２２％削減し、
シリンダチューブを最大９ｍｍ短縮しました
（ＲＳ２Ｈ６３－３０ストロー
クの場合）。
ショックアブソーバの交換が容易で、調整式ショックアブソーバでソ
フト停止が可能です。ロック機構部操作性と視認性を向上しています
（オプショ
ン）
。従来シリーズ
（ＲＳ１Ｈ）
との取付互換を確保しています。
３面に小型オートス
イッチの取付が可能です。
●資料請求番号：241104

シュマルツ
（株）

シュマルツ
（株）

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

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

薄鋼板、縁向け真空パッド
SAOKシリーズ

自己診断機能搭載真空エジェクタ
SXMPシリーズ

製品の縁部分や曲面にフィットするために吸着面を
「く」の字型に設計開発した
真空パッドです。
フラットパッドではカバーすることが困難だった縁部分や曲面の
吸着搬送に最適です。吸着面の凹凸が油の逃げ道となり、油膜の張った製品の
吸着時にも滑りにくく、高い吸着力を発揮します。汎用的なニトリルゴム製パッド
の他、
２５０度まで吸着可能な耐熱性の高い材質もラインアップしています
（ＨＴ２
材）
。高温耐性に優れたＨＴ２製パッドは、熱間加工後の搬送に適しています。
ＨＴ
２材はシリコンを含んでいないため、吸着後の塗装時に問題となる吸着跡の浮き
上がりを抑制します。
●資料請求番号：241105

省エネ機能とシステム停止前の不具合検出が可能な自己診断機能を搭載した
真空エジェクタです。一定の圧力に達するとエアの吸込みを停止するエアセービ
ング機能を備えており、
エアの消費を抑えた省エネ運転が可能です。
また搬送シス
テムに不具合が生じエア漏れが増加した場合、バルブの消耗を防ぐために自動
的にエアセービング機能を解除します。
システムの異常はインディケーターランプ
によって示されるため、
エア漏れが拡大する前に対策を講じ、
システム停止を未然
に防ぐ事が可能になります。モニタリング結果は外部に出力でき、設置場所以外
での状況確認も可能です。粉塵・磨耗耐性にも優れており、
メンテナンスのコスト
も抑えることができます
（保護等級Ｉ
Ｐ６５）
。
●資料請求番号：241106

●資料請求番号：241001

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

シリンダ
チューブ

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

（株）
フクハラ

●資料請求番号：241202

（株）
フクハラ

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

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

窒素ガス発生装置
N2B1-HL7（膜分離方式）
N2SC4-5/6Ⅱ
（PSA方式）

コンブロ―小形圧縮空気量増幅器
M-05/10/15
B-55/75

高純度の窒素ガスを発生させる装置です。膜分離方式の場合には窒素純度９０
～９９．
５％程度、
ＰＳＡ方式の場合には９９～９９．
９９％程度の窒素ガスを作り出す
事が出来ます。
また、窒素ガス発生装置は原料空気として圧縮空気が必要となり
ますが、工場に余剰空気がある場合にはコンプレッサ別置形の窒素ガス発生装
置を選定することにより低コスト・省スペースを可能とします。
さらに、機種によって
は窒素ガス使用量に応じて省エネ運転を行いますので、従来機種と比べて省エ
ネ・ＣＯ２削減の効果が期待できます。
●資料請求番号：241301

圧縮空気の増幅器です。圧縮空気を繋ぐだけで風量が２．
４倍～５．
２倍に増幅
出来ます。推進力も３．
４倍～１８倍になるのでハイパワーなエアブローが可能で
す。洗浄機で洗浄した後の水切り用エアブローや粉塵・切り粉の除去用エアブ
ローに最適です。
また、従来の入口の流量を減らすことにより高い省エネ効果を
発揮します。主な特長は、①電源が不要なので接続が簡単②推進力を利用して
外気を吸い込み増幅させるので省エネ効果が高い③３段階での流量調整が可
能、
などです。
●資料請求番号：241302

（株）
フクハラ

●資料請求番号：241201

12

アプライドパワージャパン
（株）

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

http://www.apj.ne.jp

高性能オイルミスト吸着補足装置
オイル・バスター
OB1000-4

アルミ単動ストロングシリンダ
RACシリーズ

新素材の軽量アルミ合金を採用し持ち運びや運搬が容易です。標準品
（スチー
ル製）
と比較し５７％も軽くなっています。剛性を必要とするために軽さを犠牲にして
しまうスチール製シリンダに対して、軽量アルミ合金製は軽さと強さを両立していま
す。大型重量シリンダの移動・微調整を必要とされるお客様に選定していただいて
います。
また、大型シリンダが軽くなることで安全性が向上したとのご評価を頂いて
います。造船業、製鉄業、重工業のお客様の採用実績が多数あります。他社メー
カー様のカプラも用意していますので置き換えも簡単です。
●資料請求番号：241304

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）

http://www.apj.ne.jp

http://www.apj.ne.jp

ウェッジスプレッダ
FSH/FSM型

リフティングバック
LB型

新斬monoホームページはこちら

エアもしくは水で重量物を引き上げるリフティングバックです。緊急災害、
レス
キュー工具としても最適です。使用時の安全性を高めるアラミド繊維Ｋｅｖ
ｌ
ａ
ｒで強
化、
また油や化学薬品に耐えることのできる非伝導性ラバーの強力な摩擦面でス
リップを防ぎます。必要な揚程に合わせて９種類の多彩なサイズモデルと揃えまし
た。
２４６ｋＮ以上リフティング能力の製品にはナイロンストラップと丈夫な移動用
の取っ手がついています。安全カプラ付専用ホースを経由してエアを供給し偶発
的なエアの切断や放出を防ぐことが可能です。
●資料請求番号：241306

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

圧縮空気用高性能オイルミスト吸着捕捉装置です。油分を嫌うような現場では、
オ
イルフリーコンプレッサを使用するのが一般的ですが、
オイルフリーコンプレッサは
給油式コンプレッサに比べ価格が高くメンテナンス費用も割高です。
フクハラ製オ
イルバスターを給油式コンプレッサの後（ドライヤ通過後）
に取り付けることにより、
オイルフリーコンプレッサ同等の品質にする事が出来ます。主な特長は、①電源が
不要なので接続が簡単②オイルレス確認器によりオイルの排出の有無を確認出来
る③出口側オイルミスト濃度が０．
０００５ｗｔ
ｐｐｍ以下④フィルター槽は槽ごと
（カート
リッジごと）
交換で、
さらにリユース方式のため、二次産廃が不要、
などです。
●資料請求番号：241303

フランジ配管ガスケットやフランジ面の清掃バルブ交換のためにフランジの隙間
を広げるツールです。
レスキュー工具としても最適です。
ウェッジを一体化にするこ
とで摩擦を減少させ円滑なウェッジの平衡にした動きがフランジの損傷やスプレッ
ドアームの動作不良を削減しました。
ウェッジが重なりあった独特な設計のためス
テップが屈曲や、
ジョイント部からスリップが起こることを防ぐ安全設計です。階段
形状に設計されたスプレッドアームの各ステップに全負荷を受けて隙間を広げる
ことが可能です。
ＦＳＭ－８
（手動式スプレッダ）
にＳＢ－１
（安全ブロック）
とＳＷ－２２
（ラチェツトスパナ）、
ＦＳＨ－１４
（油圧式スプレッダ）
にはＳＢ－１とＲＣ－１０２
（単
動シリンダ）
が標準装備されています。
●資料請求番号：241305

●資料請求番号：241203
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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

（株）
コスメック

ＨＡＷＥジャパン
（株）

http://www.kosmek.co.jp

http://www.hawe.co.jp

ロータリージョイント
JRB/JRC

マルチ比例制御方向切換スプールバルブ
タイプPSL サイズ7

油圧、
エアだけでなく、
センタースルーポート
（ＪＲＢのみ）
は、大容量のクーラントに
も対応しています。各部品は高い剛性を備えており、
シールは低トルク・高耐久性・
高シール性能を兼ね備えたコスメックオリジナルのロータリージョイントです。特長と
しては、①低回転トルク②確実なシール性③優れた耐久性④様々な流体に対応
という点です。
●資料請求番号：241501

多連の比例制御方向切換スプールバルブで、
スプールのストロークに比例した圧
力補償付の流量制御を行います。各々の比例制御方向切換スプールバルブは
互いに影響することなく、独立した圧力と流量が得られるので、多数のアクチェー
タを異なる荷重とスピードで同時に作動することができます。用途は、重量物搬送
車、掘削機、船舶、鉄道クレーン等です。最大制御流量は４００Ｌ/ｍｉ
ｎ、最大ポン
プ流量は１０００Ｌ/ｍｉ
ｎ、最高使用圧力は４２ＭＰａです。
●資料請求番号：241502

三菱電機（株）

●資料請求番号：241401

●資料請求番号：241402

（株）マシンエンジニアリング

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

http://www.meg.co.jp

産業用ロボット 天吊タイプ
MELFA RH-3SQHR/SDHR

ピック＆プレースユニット
コンパクトタイプ
X6311A-AS

14

ワークの供給など
「ワークを運ぶ」作業に最適な、高速・安定搬送を実現するパル
ス制御モータ式のピック＆プレースユニットです。微小部品や小型部品の高速搬
送ユニットとして多くの生産現場で好評のコンパクトタイプに、今回「ロング搬送」
モデルを追加しました。
「ロング搬送」
１１０ｍｍを
「高速」
０．
６ｓｅｃ～で、
さらに
「コン
パクト」
ボディの小型化も実現しています。特長は①「小電力」
１モータでＸ＆Ｚ軸を
駆動するため、
２モータ駆動と比較し大幅節電②「簡単制御」
１モータのため制御
機器コスト・作業負荷など大幅に削減③「長期安定搬送」
シンプルで剛性の高い
メカニズムで長期に亘り安定搬送を実現します。
●資料請求番号：241504

ＳＭＣ
（株）

ＳＭＣ
（株）

http://www.smcworld.com

http://www.smcworld.com

電動スライドテーブル/モータストレート形
LESH□Dシリーズ

電動ロータリテーブル
LERシリーズ

電動スライドテーブルにモータストレート形を追加しました。従来のモータ折返し形と
比較して、幅方向を最大４５％短縮しました。最大加減速度：
５０００ｍｍ/ｓ２、最大速
度：
４００ｍｍ/ｓとタクトタイムの短縮が可能です。繰返し位置決め精度は±０．
０５ｍｍ、
最大押し当て推力は１８０Ｎ、速度制御・位置決め点数は最大６４点です。動作の
ための基本設定が入力済の専用コントローラ付です。
また、
オプションのティーチン
グボックス使用時は、位置と速度の２項目で設定が完了する簡単設定です。
●資料請求番号：241505

薄型、省スペースを特長とする電動ロータリテーブルです。
ワーク、本体取付が容
易で、揺動角度９０°
、
１８０°
仕様の外部ストッパ付を用意しています。位置と速度
の２項目で設定可能（ティーチングボックス使用時）
で初期パラメータ設定済の
専用コントローラ付と、簡単設定を特長としています。最大速度４２０°
/ｓｅｃ、最大
加減速度３０００°
/ｓｅｃ２とショックレス・高速駆動が可能で、繰返し位置決め精度
は±０．
０５°
です。揺動角度は３２０°
（３１０°
）、
１８０°
、
９０°
です。速度・加/減速度・
位置決めは最大６４点です。テーブル停止後、電力を４０％自動低減する省エネ
設計です。
●資料請求番号：241506

新斬monoホームページはこちら

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

●資料請求番号：241403

三菱電機産業用ロボットＭＥＬＦＡシリーズに天吊り設置、高速、
３ｋｇ可搬多関節
型が登場しました。省スペース、高速・高精度動作で、組立、検査、高速搬送など、
幅広い用途への適用が可能になります。アーム部の高剛性化と自社製低慣性
モータにより、高加減速度での動作、高精度を実現しました。
Ｎｏ．
２アームがＮｏ．
１
アームの下を通過できる水平多関節構造により、最適経路によるポイント間高速
動作が可能です。
また、天吊り設置にすることで、従来使えていなかったロボット設
置域を有効に活用できます。
さらに動作範囲の円柱形状化により、
パレット、
コンベ
アなどの設置方向による制約が無くなります。
さらにＲＨ－３ＳＤＨＲはｉＱ Ｐ
ｌ
ａ
ｔ
ｆ
ｏ
ｒｍ
対応シーケンサのベース上にロボットＣＰＵを搭載することにより、
データ通信が大
幅に高速化・大容量化しました。
シーケンサによりロボットを含めた周辺ＦＡ機器を
連携運用できるので、
システム全体の統合化とトータル性能の向上が図れます。
●資料請求番号：241503

15

フェノール樹脂車輪

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

硬質ゴム車輪

ＳＭＣ
（株）

●資料請求番号：241601

●資料請求番号：241602
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（株）近藤製作所

http://www.smcworld.com

http://konsei.co.jp

プログラムレスコントローラ
LECP1シリーズ

視覚センサ キュート
ALI-36W-□

プログラム不要で、
パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータ
の動作設定が可能です。位置決め点数１４点に対応し、速度・加速度は１６段階
調整が可能です。
また、
ロック付の電動アクチュエータにも対応し、
３段階の押当
推力の設定が可能です。電動グリッパ
（ＬＥＨシリーズ）
、電動スライドテーブル
（ＬＥ
Ｓシリーズ）
、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―
タ/スライダタイプ
（ＬＥＦシリーズ）
、電動ロータリテーブル
（ＬＥＲシリーズ）
に対応し
ます。
●資料請求番号：241701

異品、欠品、品違いを厳しくチェックする画像処理ユニット視覚センサシリーズに、
この度『視覚センサ キュート』
が新たに加わりました。カメラ＋ＬＥＤ照明＋コント
ローラ＋Ｉ/Ｏを一体にし、僅か８０ｍｍ×８０ｍｍ×５７ｍｍ
（レンズ後退時）
の中に治
めたコンパクト設計です。
しかもムダを省いた専用回路設計の為、超低価格を実
現しました。
また、専用プロセッサの開発により高速処理を実現しています。
Ｉ
Ｐ６７
に対応しており耐環境性が大幅に向上したことにより、
あらゆる業種に対応出来
ます。
まさに工場の見える化が簡単に実現出来ます。
●資料請求番号：241702

協栄電機（株）

山洋電気（株）

http://www.kyoeidenki.jp

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

高速データ通信対応
スリップリングシステム
SRC120シリーズ

低消費電力ファン
San Ace 40
GAタイプ

山洋電気（株）

日東工器（株）

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

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

防水冷却ファン
San Ace 92W

小型液体ダイアフラムポンプ
DPE-400BL

ＩＰ５５の防水・防塵性能を持ったファンです。屋外などの厳しい環境でも安定し
ｎの高風量ありながら、消費電力
た冷却性能を保ちます。最大風量５．
０５ｍ３/ｍｉ
３９．
４Ｗ、音圧レベル６４ｄＢ
（Ａ）
の省エネルギー・低騒音を実現しました。外部から
ファンの回転速度をコントロールできるＰＷＭコントロール機能付きです。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：241705

●資料請求番号：241603

高風量・高静圧・省エネルギー・低騒音を実現した４０ｍｍ角×２０ｍｍ厚の冷却
ファンです。山洋電気従来品に比べ、最大風量は約２０％、最大静圧は約１０７％
向上
（9GA0412P6G001)、同風量時の消費電力は約５０％、騒音は４ｄＢ
（Ａ）
低減
（9GA0412P6H001)しました。定格電圧はＤＣ１２Ｖで、
２種類の回転速度
をラインアップしています。通信装置、
サーバ、
ストレージ、電源装置などの装置の
冷却に最適です。外部からファンの回転速度をコントロールできるＰＷＭコントロー
ル機能付きです。
●資料請求番号：241704

新斬monoホームページはこちら

コンパクトな形状の長寿命な液体ポンプです。
ＤＣモータ駆動の液体ダイアフラム
ポンプに、
ブラシレスモータ仕様が加わりました。最大流量は４００ｍl/ｍｉ
ｎで、従来
製品と比較して約１０倍の耐用時間になりました。
また、脈動吸収機構内蔵により
接続配管の振動を低減しました。自吸式で呼び水不要、気体混入もＯＫです。直
流駆動のため機器への組込みが容易で、化学、医療、食品、水処理などの分析
機器組込み用として最適です。
その他にも洗浄機や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など、幅広い用途に使用できます。
●資料請求番号：241706

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

工作機械、包装機、
フィルム製造装置、
ワインダー等の回転機構部に対して
電力・信号・通信を伝達することのできる商品です。微弱電流（ｍＡ）
から大電流
（２０００Ａ以上）
又は大電流と信号・通信のパッケージ化。スリップリング業界トッ
プクラスのバリエーションで貢献させて頂きます。
また、業界先駆けとなる各種ネッ
トワークデータ通信
（ＣＣ－Ｌ
ｉ
ｎｋ Ｅｔ
ｈｅ
ｒnｅ
ｔ ＭＥＣＨＡＴＲＯＬ
ＩＮＫ等）
対応スリッ
プリングをいち早く開発し、
お客様より高い評価を頂いております。
●資料請求番号：241703
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コンパクトで使いやすい温度調節ユニット

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

デジタル温度調節器 ( タイマー付 )

（株）荏原製作所

■コンパクトで持ち運びも簡単、研究室での実験や工場のメンテナ
ンス用としても手軽に使えます。
■電源スイッチ（ＯＮ-ＯＦＦ）・表示灯・温度調節・温度指示が一体
になっているので電源、
ヒーター、
センサーの結線だけです。
■ＰＩＤ制御により高い精度の温度制御ができます。
■タイマー機能により自動で ON または OFF ができます。

（株）パイロットコーポレーション

http://www.et.ebara.com/

http://www.pilot.co.jp/founflow/

プレミアム効率モータ搭載
ラインポンプ LPD-B
片吸込渦巻ポンプ FSD-B

中粘度用ディスペンサー
MV5000mp

業界初のプレミアム効率モータを搭載した直動形ポンプです。プレミアム効率
モータは、国際規格であるＩ
ＥＣ規格における
「Ｉ
Ｅ３」に相当するモータ効率を有し
ており、国内の高効率モータの規格「Ｊ
Ｉ
Ｓ Ｃ ４２１２」の効率基準値を上回るモー
タ効率を実現しております。
（Ｊ
Ｉ
Ｓ Ｃ ４２１２ はＩ
ＥＣ規格の「Ｉ
Ｅ２」
に相当）
取り合い
寸法は、標準モータ搭載のＬＰＤ・ＦＳＤ型と合わせておりますので、既設のＬＰＤ・Ｆ
ＳＤ型との交換も容易に行うことができます。
●資料請求番号：241901

ＳＭＣ
（株）
ht t p: / / w w w . ni ppon- heat er. co. j p
●資料請求番号：241801

●資料請求番号：241802
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（株）
ＴＲＩＮＣ
http://www.trinc.org/

３色表示 水用
デジタルフロースイッチ
PF3Wシリーズ

バキュームトリンク
バッテリ式
TAS-491 VC-BAT

３色表示水用デジタルフロースイッチのバリエーションを追加しました。①流量調整弁、
温度センサを一体化②センサ部とデジタルフローモニタ部分離型をラインナップ③塩
化ビニル製配管タイプをラインナップしました。適応流体は脱イオン水（純水）、薬液等
です。流量範囲は１０～１００Ｌ/ｍｉ
ｎです。一体型、分離型をシリーズ化。従来製品比
４０％の小型化を実現し、配管スペース削減に貢献します。使用流体温度は０～９０℃
です。温度センサの表示可能範囲は－１０～１１０℃、設定最小単位は１℃です。
また、
測定流量１００Ｌ/ｍｉ
ｎを追加しました。
３色表示のデジタルフローモニタは、最大１０台
まで同時コピーが可能で、設定工数削減や設定値の入力ミスを低減します。
●資料請求番号：241903

バキュームで吸い取るだけでは付着しているホコリは取れません。除電器とバ
キュームクリーナを合体した新機軸の製品バキュームクリーナトリンクシリーズに
バッテリ式が新たにラインアップしました。
ＣＦＲＰの航空機部品、
ＦＲＰの船体・バ
スタブ等ＡＣ電源コードを引きずりたくない広範囲の除電、除塵作業に最適です。
わずらわしいＡＣ電源コードから開放されたコードレスバキュームクリーナ型除電・
除塵器です。ホコリを吹き飛ばすことなく集塵し除電しますのでホコリが再付着し
ません。
●資料請求番号：241904

（株）
ＴＲＩＮＣ

http://www.trinc.org/

http://www.trinc.org/

防爆認定 スポットトリンク
TAS-20 GL-EPA2

粘着トリンク
TAS-610 NR

可燃性ガスが浮遊する環境では、静電気による火花が爆発事故や火災に直結し
ます。
そのため危険な静電気は常時除去しなければなりません。防爆認定スポット
トリンクは、環境を爆発・火災の危険から開放し、安全な操業を実現します。可燃
性ガスの浮遊する危険な雰囲気中においても製品の品質を維持するために静電
気・ホコリ対策は重要です。静電気によるホコリ付着を防止し、
また付着するホコリ
を除去して異物不良の発生を防止します。
●資料請求番号：241905

新斬monoホームページはこちら

従来の粘着ローラーでは、一旦は異物を除去することはできても、
クリーン状態で
はありませんでした。
それは静電気を付けて
（帯電させて）
しまうからです。静電気は
すぐにホコリを呼び、汚れてしまうからです。本来のクリーニングは、異物と共に静
電気を除去しなければなりません。粘着トリンクがこれを実現しました。強力イオンを
広範囲
（６００ｍｍ巾）
に放射し、
ホコリ
（異物）
と共に静電気も完璧に除去します。
「粘着トリンク」使用後はゴミ・異物はもちろん静電気も無い完璧なクリーン状態
に仕上がります。静電気を除去してあるためホコリが再付着しません。
●資料請求番号：241906

http://www.szmono.com
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http://www.smcworld.com

（株）
ＴＲＩＮＣ

●資料請求番号：241803

接着剤、
シール剤をはじめとする中粘度液体を、液体の温度、粘度、比重の影響
を受けにくく、定量に吐出できるトロコイドポンプ方式ディスペンサーです。ポンプ
の動作は、
ポンプに取り付けられたカートリッジ
（材料）
から、密封されたポンプ内の
ローター間にできる空間容積の増加により材料を吸引して、
ローターの回転によ
り吐出方向に加圧して押し出します。
このため、空気に反応して硬化する材料で
も塗布が可能です。吐出後は、
ポンプを逆回転させて液タレを防ぎます。塗布作
業に優れたハンドホルダーとＡＣ電源により使用できます。主な用途は、①シリコン
剤での止水シール及び接着②一液性ＲＴＶゴムでのコーティング③アクリル変性
シリコンでの部品固定、防水シール等です。
●資料請求番号：241902

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

（株）
ＴＲＩＮＣ

（株）ベッセル

http://www.trinc.org/

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

バキュームクリーナトリンクペン
TAS-492/493VC-PEN

静電気除去ミニファン
F-6CL/6ST

バキュームで吸い取るだけでは付着しているホコリは取れません。
ＴＲ
ＩＮＣから除電
器とバキュームクリーナを合体した新機軸の製品バキュームクリーナトリンクシリー
ズにペン型モデルが発売されました。従来では除電・除塵器が大きすぎて、除電・
除塵を行うことができなかった、食品製造工場でのビン・カップ等や自動車のドア
の内部、
メーター内部など、細く狭い対象物内部の異物対策にも使用できる細身
のバキュームクリーナタイプの除電・除塵器です。ホコリを吹き飛ばすことなく集塵
し、除電しますのでホコリが再付着しません。わずか２５０ｇの小型軽量なため手作
業も楽で、快適になりました。エアーブローしませんのでホコリの飛散も無くクリーン
ルームなどのクリーンな環境下でも使用可能です。
●資料請求番号：242101

セル生産ラインでの必需機種、小型・軽量ファンタイプの静電気除去装置ファンで
す。
Ｆ－６ＣＬはセル台のパイプや机の端に簡易に取り付けできるクリップ付き、
Ｆ－６
ＳＴは作業台の上において使える卓上スタンド付きです。小型の圧電トランスを内蔵
したコンパクト設計で運転状況と放電針の汚れ確認が行えるＬＥＤ内部照明付きで
す。本体の３面に取り付けネジ穴を設置しており、
スタンドやクリップをはずして装置や
治具へのコンパクト取り付けができます。信頼性の高い交流圧電方式で、
イオンバラ
ンスの崩れが微小（±１０V以内）
です。
トレーに入った電子部品のＥＳＤ対策、樹脂
部品の帯電防止、
フィルムやシールの剥離帯電防止など、半導体工場、電子機器製
造、精密機械製造、食品製造、包装資材製造、印刷工場など幅広く使用できます。
●資料請求番号：242102

ＳＭＣ
（株）

●資料請求番号：242001

●資料請求番号：242002
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（株）パトライト

http://www.smcworld.com

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

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

薄型ＭＰ３報知器
BSV-24
21

製造ラインや装置の小型化にあわせた業界最薄の奥行き１９．
９ｍｍの薄型コン
パクトデザインです。薄型ながら８７ｄＢの大音量を実現。前面パネルで簡単にボ
リューム調整も行えます。
また、
わずか３．
５Ｗ
（最大）
の低消費電力で電源への負
荷も低減させました。前面からの作業だけで、取付・取り外しとボリューム調整がで
きる為設置及びメンテナンス工数を大幅に削減できます。
ＳＤカードスロットが標
準装備しＳＤカードを使用することでＭＰ３データの書き換えが可能です。
●資料請求番号：242104

（株）パトライト

岩崎電気（株）

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

http://www.iwasaki.co.jp/

新型ネットワーク監視表示灯
NHL/NHP/NHSシリーズ

●資料請求番号：242003

ネットワークの障害や報知の情報を、光、音、
メールで可視化するネットワーク監視
表示灯です。オフホワイトを基調としたシンプルなカラーと、優しい曲線を意識した
デザインでインテリアや他の機器との調和を図りました。消灯時には空間に溶け
込みやすいクリアレンズを使用しながら、報知動作時には、
３色の超高輝度ＬＥＤ
と内蔵ブザーで存在感をアピールします。用途に合せ表示灯段数
（１～５段）
をご
注文いただける豊富なバリエーションを用意しました。本体部正面に配列された
様々なスイッチやステータスランプで、動作状況を瞬時に把握できるほか、設定変
更を容易に行うことができます。
●資料請求番号：242105

新斬monoホームページはこちら

ＬＥＤｉ
ｏｃ ＬＥＤ アイランプ

光源メーカーである岩崎電気が製造した世界初の屋内外兼用のオール樹脂製
ＬＥＤ電球です。
ＬＥＤならではの特長である長寿命
（定格寿命４０,０００時間）
、省
エネ
（消費電力１８Ｗ/セルフバラスト水銀ランプ１６０Ｗ比９０％削減）
に加え、光
の「質」にとことんこだわり従来のリフレクタ形ランプと同等の配光を再現すること
が出来ましたので、
これまでと同じ
「感覚」の光を体験して頂くことが出来ます。
また
を混合させたポリカーボネイト樹脂を使用し１８Ｗクラス世界
新素材「ラヒーマ 」
最軽量で、
従来ランプ
（Ｅ２６）
と同形状代替形であるため、
これまで使用しているラ
ンプホルダにもランプ交換だけで使用できます。希望小売価格２９,８００円
（税抜）
は株式会社帝人の登録商標です。
「ラヒーマ 」
●資料請求番号：242106

http://www.szmono.com

NEW PRODUCTS

小型・省スペース、軽量なサーモチラーです。
コンパクトタイプに新たに冷却能力
４７００Ｗ/５１００Ｗ
（５０/６０Ｈｚ）
のＨＲＳ０５０を追加しました。従来機種であるＨＲＧ
（Ｃ）
００５との比較で、製品面積３２％、製品容積４２％、質量４３％削減しました。
温度安定性は±０．
１℃、設定温度範囲は５～４０℃で、高揚程ポンプ仕様を標準
化しています。単位切換え、
タイマー運転、液面低下検知など便利な機能を搭載
しています。
また、
自己診断機能と点検画面でメンテナンスが容易です。他に漏電
ブレーカ付、脱イオン水
（純水）
配管対応、
自動給水付のオプションを用意してい
ます。
●資料請求番号：242103

グリーン物流をサポートする新規格プラスチックコンテナ
OCモジュール

GL5シリーズ

（株）山武商会
http://ys.azbil.com/
GL-531

外
寸…530×366×H125
有効内寸…474.5×310.5×H110

GL-531.5

外
寸…530×366×H160
有効内寸…474.5×310.5×H145

OCハーフモジュール

GL-321

外
寸…366×265×H125
有効内寸…310.5×209.5×H110

フタGL53

外寸…526.5×362.5×H23

GL3シリーズ

GL-321.5

感圧スイッチシリーズ
マットスイッチ

フタGL32

外
寸…366×265×H160 外寸…362.5×261.5×H23
有効内寸…310.5×209.5×H110

グリーンレーベルは「家庭の資源ごみ」と「事業系廃プラ」の
100％再生材料でつくられています。
バージン材 100％品と比べ、約 20％のコストダウンが図れます。
容リ材が露出していないので、におい等の問題はありません。
バージン材 100％品とほぼ同等の強度を確保しております。

JIS パレット
モジュールに対応

容リ材を再生材で
はさみ込んだ
グリーンレーベル製法
（サンドイッチ成形）

スタックできる
2 つのサイズ
オリコンとの
スタック例

積水テクノ成型株式会社 http://sekisui-techno-molding.jp/
積水テクノ商事西日本株式会社
〒530-8565 大阪市北区西天満 2 丁目 4 番 4 号（堂島関電ビル 5 階）
Tel. 06（6365）4627
●資料請求番号：242202

●資料請求番号：242201
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フォートレス・インターロックス
メカニカルキー・インターロック
トラップキー式
インターロックスイッチ
mGardシリーズ

お得な

が盛りだくさん

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！

「Web版TOKU通」新規開設しました！
TOKU通

ウェブ検索

クリック！

http://www.toku-tsu.com

TOKU通発刊のお知らせをメール致します。
ご希望の方はアドレスを販売店にご連絡願います。

●資料請求番号：242304

Vol.25 機械加工システム編

次号予告

2011年10月10日発刊予定

予め定義された操作シーケンスが必要な安全アプリケーションで電力遮断、
キー
交換、
およびインターロック用に設計されたメカニカル式のインターロックです。危
険な機械を点検する際に作業者の安全を確保し、万が一の事故を未然に防止す
るための安全スイッチです。堅牢なステンレス製で、豊富な各種キー交換やアイソ
レータでアプリケーションに対応します。
ドアを開ける前に電源遮断を確実に実行
させるため、複雑な安全回路が不要です。
ドアのインターロックは、
メカ式なので電
気配線は不要です。鉄鋼、
プラント、重工業などの電気配線の設置が困難な環境
下に適します。
●資料請求番号：242302

シュトイテ

高品質のものづくりを
サポートいたします。

ロープスイッチ
ZSシリーズ

表面処理は
溶融亜鉛メッキ仕上げ（クロムフリー）

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

ップ

ラインナ
高品質・豊富な

記事もご期待下さい。

！

長爪も在庫完備

車輪付タイプ

本 社・工 場
東京営業所

折りたたみ時

建築資材の積み降ろし

保管時

大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL（06）-6961-5171 FAX（06）-6961-5170
東京都北区赤羽南1丁目19番8号KMビル3F
TEL（03）-3903-2171 FAX（03）-3903-2172

http://www.teimo.co.jp

●資料請求番号：242203

高爪・幅広爪・

生爪、円形生爪、
アルミ生爪、樹脂
アップ
成型治具もライン
爪
生
、
ト
ッ
ナ
T
硬爪、

Products New Board

新製品情報案内板
非常時にロープを引くこと、
もしくは非常停止押しボタンスイッチを押すことにより安
全接点を強制的に引き離し機械を停止させる非常停止スイッチです。ロープが広
範囲をカバーするためコンベア周りなどの設置に最適です。
コンベア側面に多く設
置されている制御用ロープスイッチは、
ロープが切れると動作しませんが、
ＺＳシリー
ズは、
テンション制御により、
ロープが緩んだり切れても安全側に動作するので安
心です。
また、種類が豊富にあり、使用条件に応じた機種をお選びいただけます。
広範囲に非常停止帯を確保し非常停止スイッチを沢山使うより経済的です。
●資料請求番号：242303

●資料請求番号：242204

新斬monoホームページはこちら
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NEW PRODUCTS

吊り上げ作業効率の向上を図り、資材の
積み下ろしを安全に行うことが出来ます。

ＦＡの普及にともない、産業用ロボットやＮＣ工作機械等が多数配置されている工
場構内では、同時に人間にとって危険なエリアも増大しています。
したがって、
これ
らの危険なエリアに踏み込んだ場合、即時にロボットを停止させたり、起動スイッ
チが入らないようにする安全対策が必要になっています。安全用マットスイッチは、
信頼性および耐久性にすぐれています。
また、産業安全へ対応するため、万一断
線事故等が生じた場合も、断線を検知する回路も標準化しています。
●資料請求番号：242301

