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技術を上げて、コストを下げる
... それが私たちの使命です。
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お客様各位

今年も、展示会の開催が難しい年となっています。今回、私たちは新提案のプレゼン
テーションをフルデジタルでスピード感を持って始めます。このカタログ、そしてバー
チャル展示会ブースで新提案をご覧いただけます。展示会はこのカタログと同様に、
新しくデザインされました。
カーボンニュートラルな企業を目指して、昨年は多くのプロジェクトや施策を実施しま
した。当社製品のサステナビリティへの取り組みについては、別の見開きページ（136
ページ）や製品の詳細をご覧ください。
過去 50年間、皆様のご協力により、私たちはエナジーチェーンを何度も改革してき
ました。今年誕生日を迎え、最新のエナジーチェーンにおいて、デジタルでクリーン
（「Reiner！」 IPAクリーンルーム・アワード）を実現しました。

もし必要なものが見つからない場合は、ぜひ私たちにご連絡ください。私たちは常に
新しいソリューションに興味を持っています。

革新的な一年になりますように。

フランク・ブラーゼ（Frank Blase）

newイグス 新提案 2021 plus study

モーション プラスチック
... それが私たちの使命です。

エナジーチェーン 50周年！
イグスの歴史とこれまでの実績をご覧ください。
P.90～

IMPS ... イグス モーション・プラス
チックショー 2021 ... 
igus.co.jp/imps

全新提案がここでご覧頂けます。

技術向上 コスト削減 高性能 サステナビリティ

製品ラインアップ
追加

新提案 Study
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リンク状の内部仕切りパーツ
により、e-skin内のケーブル
摩耗を最小限に抑え、製品寿
命を延ばします

外側は頑丈、内側はクリーン。
新しいトライボ素材を使ったク
ロスバーで、パーティクル発
生をさらに抑制

クリーンルーム用エナジー
チェーン C6型。摩耗がほと
んどなく、高い安定性

優れた費用対効果、長い製品寿命、
非常に長いストローク長。スライド
シュー、ローラー、スマートオプショ
ン付きの新しいモジュラーシステム

バスバーシステムを置き換
え。素早い設置、優れた費
用対効果、さらに汎用的。

静音性をさらに向上。オート
グライド 5用の緩衝材

オートグライド 5用の固定端
ブリッジ。ケーブル長を短く
してコスト削減

 

新しいチェーンオープナーを
使えば、エナジーチェーン
E2.1型を 16倍速く開くこと
ができます

船舶向け電力供給システム。
コスト削減、環境に優しい。
陸電供給、港湾などで向け

スリップリングなしのモジュ
ラーシステムにより、柔軟な
ドラムへの巻取りおよびケー
ブル保護が可能。クレーン、
劇場、垂直リフト向け

頑丈かつ柔軟にサービスルー
プを置き換え。オフショア、
オンショア、建設機械向け

短いケーブル長および省ス
ペースでの連続したケーブル
ガイド。オフィス、医療、充
電ステーション向け

要件に応じたスコアリング付
きクリーンルーム対応システ
ム一覧

クリーンルーム用エネルギー
供給システム。装置全体の効
果を向上させ、生産効率を高
めます

わずかなマウス操作で用途
に合わせた e-skin flat single 
podシステムを設計

要件に応じて選べる 3タイプ
のクリーンルーム用コルゲー
トチューブ

買い替えの代わりにアップグ
レード。E4.1R拡張セットで
標準型エナジーチェーン E4.1
型をロール eチェーンに変更

摩耗環境でエナジーチェーン
の製品寿命を延長

P4HD.56R ロール eチェー
ン。最長の製品寿命を目標に
開発されました

 

モジュラー式のスライド走行、
優れた費用対効果および耐久
性

エナジーチェーン E4Qの 4
サイズで、1リンクおきにク
ロスバー付きが利用可能

 

エナジーチェーン E4Q汎用
的内部仕切りが柔軟性、安全
性、簡単取付けを補完
 

CFX クランプが、ホースを押
しつぶすことなく確実にクラ
ンプ

エナジーチェーンの最大
36ヶ月無償交換保証。オン
ラインで耐用年数を計算し、
保証書を申請

イグス クリーンルーム技術     ... ... スライド走行 ...
選定表 e-skin flat e-skin flatオンラインコンフィギュレータ コルゲートチューブ e-skin e-skin専用内部仕切りパーツ エナジーチェーン E6.1/E6型 エナジーチェーン C6型 スライド走行 
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スライド走行用エナジーチェーンシステム ... ... アクセサリ ...
E4.1R ロール eチェーン E4Q/E4.1用スライドシュー 高荷重向けロール eチェーン 長尺ストローク用コンプリートシステム オートグライド 5 緩衝材 固定端ブリッジ エナジーチェーン オープナー
 28ページ ...  30ページ ...  32ページ ...  34ページ ...  36ページ ...  38ページ ...  39ページ ...  42ページ ...

エナジーチェーン用アクセサリ ... 特殊なエナジーチェーンシステム ...
E4Q型 汎用型内部仕切り エアホース用クランプ CFX エナジーチェーン 無償交換保障 e-dispenser e-drum 2.0 e-loop e-spool flex 2.0 mini

 44ページ ...  46ページ ...  48ページ ...  50ページ ...  54ページ ...  56ページ ...  58ページ ...  60ページ ...
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半径方向の安定性が 4倍、よ
り高いねじれストップ

次世代のよりスマートな状態
監視。4種のセンサーを 1つ
のモジュールに接続

お使いのネットワーク環境や
既存の IoTアプリケーション
に簡単統合

困難な地形でもインテリジェ
ントなメンテナンス情報。新
しい P4.1 ロール eチェーン
用。

 

イグスによる出荷と保管。
883種類のケーブルがチェー
ンフレックスケースで注文可
能

 

素早く安全に加工。小さい設
置スペース用のシールド付き
制御・動力ケーブル

エナジーチェーンとケーブル
ラックで使えるMTWケーブ
ル。試験済み、無償交換保
証付き

軽量、細径、長寿命。
e-skin flat専用ケーブル

 

Siemens S210ドライブに最
適なハイブリッドケーブル

 

無償交換保証付きの捻回用
IO-Linkケーブル

 

小さな設置スペース・高負荷
対応の CF9.UL および CF10.
UL 制御・動力ケーブル

E4.42型用垂直ガイドロック。
簡単・迅速な大型サイズ。イン
トラロジスティクス、マテリアル
フロー、自動倉庫等で使用可能

 

スリップリング無し、モジュ
ラー式の軸周回転型エネル
ギー供給システム DMP。あ
らゆる回転動作に対応

40%の収縮長で省スペース。
伸縮自在のトライフレックス R 
TRXでロボット上のケーブル
ガイドに革命

スカラロボットに安全にエネ
ルギーを供給するスカラケー
ブルソリューション

信頼性の高い状態監視システ
ム。予備回線確保不要

フリーメンテナンスの状態監
視センサー。太陽光発電を 
搭載したEC.W LoRaセパレー
ター

お客様のローカルネットワー
クに最 大 20 個まで i.Cee: 
Sensorsを統合

ドライリンWモジュラー式リ
ニアガイド対応の状態監視
で、常に最新の状態を確認

 

Fanucのドライブに適した無
償交換保証付き複合ケーブ
ル。正確なフィット、耐油性、
世界各地で使用可能

  

SEW MOVILINK DDIに最 適
な新しいハイブリッドケーブ
ルで、設置スペースとコスト
を削減

 

Profinet FastConnect 素早く、
安全で、簡単な接続

 

迅速納品、優れた費用対効
果、実用的。トップドライブ
システム用 CFSPECIAL.5xx 
シリーズ

スマートプラスチック  ... チェーンフレックスケーブル ...
i.Sense CF.D EC.W LoRa ソーラーセパレーター i.Cee:Box i.Cee:plus II & ドライリンW チェーンフレックス ケース 制御・動力ケーブル CF6.25.03 MTW 制御・動力ケーブル チェーンフレックス CFCLEAN

 82ページ ...  84ページ ...  86ページ ...  88ページ ...  96ページ ...  98ページ ...  100ページ ...  102ページ ...

特殊なエナジーチェーンシステム ロボット用エナジーチェーンシステム ... ... スマートプラスチック  ...
ガイドロックスリムライン 大型バージョン DMP 軸周回転型 トライフレックス R TRX スカラケーブルソリューション トライフレックス R TRE.30.050.0.B i.Sense:modul II i.Cee:plus II スマートなスライド走行
 62ページ ...  64ページ ...  68ページ ...  70ページ ...  72ページ ...  76ページ ...  78ページ ...  80ページ ...

チェーンフレックスケーブル ... ...
複合ケーブル ハイブリッドケーブル Profinet ケーブル CFSPECIAL.5xx ハイブリッドケーブル IO Link ケーブル 制御・動力ケーブル
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Binderのオリジナル M8/M12
プラグインコネクタを在庫か
ら直接購入

プラグイン エナジーチェー
ン。エナジーチェーンをすぐ
に使用可能

簡単・迅速なスナップ式拡張

生産から使用、リサイクルま
でのサステナビリティ。イグ
スの取り組みはこちら。

  

 

Siemens対応 OCC ハイブリッ
ドケーブルで重量と設置ス
ペースを削減

プッシュプル方式により組付
けにかかる労力を 50%削減。
自動化のための AIDA仕様
ハーネス済み延長ケーブル。

ハーネス済みシングルペア
イーサネット。25%細径化、
すぐに接続可能

Bosch Rexrothに最適な EPLAN 
macros。50%素早く設計

イグスの歴史とこれまでの実
績をご覧ください。

 

168もの新提案を実際に展示
したイグスのバーチャル展示
会は、リニューアルして公開
中です

エナジーチェーン 50周年！ イグスのサステナビリティ
1971年以来、可動部への電力供給を容易に 生産から使用、リサイクルまでのサステナビリティ。
 90ページ ...  136ページ ...

レディーケーブル ハーネス済みケーブル ... ...
Siemens対応ハイブリッドケーブル OCC AIDA延長ケーブル シングルペアイーサネット EPLAN macros Binder プラグインコネクタ プラグインエナジーチェーン スナップオンキャリア 

 122ページ ...  124ページ ...  126ページ ...  128ページ ...  130ページ ...  132ページ ...  134ページ ...

igus motion plastics show
バーチャル展示会 2021

 140ページ ... 免責事項

法的情報：このカタログに記載されている情報、特にデザインセクションのデータは、記載されている製品に関する当社の現在［04/2021］の知
識に基づいています。
このカタログの情報は、特定の特性や特定の目的への適合性を法的に保証するものではありません。絶えず技術的な改良が行われているため、
当社はいつでも製品に技術的な変更を加える権利を有しています。また、印刷ミスがある場合があります。

著作権について

このカタログに掲載されている記事や図表は、著作権により保護されています。著作権法で認められていない使用方法は、事前に igus GmbHの
書面による同意が必要です。これは、コンテンツの複製、加工、翻訳、保存、編集、および他のメディア（電子メディアを含む）、データベース
またはシステムへの転送に明示的に適用されます。
"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy 
chain",及び “motion plastics”は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー ", "isense", "smart cable chainflex"、及び "e-skin"は、イ
グス株式会社の登録商標です。
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可動部への電力供給を容易に ...

クリーンルームと
半導体業界
... それが私たちの使命です。

クリーンルーム向けエナジー
チェーン C6型は規格の要求
事項を満たしてます。
- ほぼ摩耗なし、高強度 ...

クリーンルーム用エネルギー
供給システム e-skin flat ... 装
置全体の効果を向上させ、生
産効率を向上

e-skinは、滑らかで丸みをおびた
内部仕切りにより、ケーブルの摩
耗を最小限に抑え、寿命を延長

要件に応じて選べる 3タイ
プのクリーンルーム用コル
ゲートチューブ

内側は頑丈、外側はクリー
ン。E6.1及び E6システム
用の新しいトライボ素材を
使ったクロスバーで、パー
ティクル発生をさらに抑制

「チェーンフレックスケーブ
ルのセクション」
CFCLEAN撚り構造 ... 軽量、
細径、耐久性 ... e-skin flat
向け

...14

e-skin flatオンラインコンフィ
ギュレーター
igus.co.jp/e-skin-flat

電気自動車やスマートウォッチから、キッチンの電動ミキサーまで、電子化は製造
業の力強い成長につながっています。それに伴い、半導体・ディスプレイ・マイク
ロエレクトロニクス産業向けの電子部品を安全に製造できる、パーティクルフリー
のクリーンルームが求められています。なぜなら、どんなに微粒子でも、繊細な
製品を破壊する可能性があるからです。オートメーションシステムやロボット向け
のケーブルガイドも、このパーティクルフリーの要件を満たす必要があります。そ
のため、ISO 14644-1にて規定されている最高度の空気清浄度クラス 1に準拠し
た、システムの出力（YIELD）と設備総合効率（OEE）を向上させることができる、
クリーンルーム用エネルギー供給システムを、幅広い製品群で提供しています。

...新提案
ハイライト ...

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

オンラインツール
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... セレクション : 

設備効率と歩留まりを
向上させる、
クリーンルーム用
新しいエネルギー
供給システム ...

igus.co.jp/cleanroom

イグス クリーンルーム技術

クリーンルーム、半導体産業、そして高い清潔性が
最優先される分野でのほぼすべての要求に適切なソ
リューションを提供します。それは長いフリースパン、
最小の設置スペース、最高のモジュール性、そして
容易なメンテナンス等です。お客様にとって最も重
要なパラメータは何ですか？一覧表では、イグスク
リーンルーム用エネルギー供給システムの最も重要
な仕様の比較をご覧いただけます。

オンラインでは、最適なクリーンルーム用エネルギー
供給システムを素早くリクエストできる選定ガイドを
ご用意しています :
igus.co.jp/cleanroom-finder

plus plus plus study

e-skin flat
（with CFCLEAN） e-skin SK

エナジーチェーン
E6/E6.1

エナジーチェーン
C6型 市販のリボンケーブル

●  それほど適していない
● ● ● ● ● 非常に適している
✓  はい
×  いいえ

DIN EN ISO 14644-1準拠のクラス 1 ✓ ✓ ✓ ISO1を開発目標とし
ています。 ✓

モジュラー構造 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
収納ケーブルは個別に交換可能 ✓ ✓ ✓ ✓ ×
簡単な収納、開閉可能 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● デザインスタディ ×
迅速な出荷 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
メンテナンスが簡単 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● デザインスタディ ● 
在庫から入手可能 ✓ ✓ ✓ ✓ ×
個別に短縮可能 ✓ ✓ ✓ ✓ ×
個別に拡張可能 ✓ × ✓ ✓ ×
高い生産性 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
最小注文数なし ✓ ✓ ✓ ✓ ×
低コスト ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
フリースパン走行への適合性 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● デザインスタディ ● ● 
厳しい動作環境 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
低い取付高さ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
省スペース ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
収納重量 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● デザインスタディ ● ●
36ヶ月無償交換保証 6） ✓ ✓ ✓ ✓ ×
資源の削減 ✓ ✓ ✓ ✓ ×
全てを 1社から提供 （チェーン、ケーブル、コネクター） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
製品の個別購入可能 ✓ ✓ ✓ ✓ ×
ESD 対応 試験中 試験中 × デザインスタディ ✓
静音で低振動 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
オンライン寿命予測計算 × × ✓ × ×
内部仕切りコンフィギュレーター 準備中 ✓ ✓ × ✓

下記の産業に最適

3C産業
自動光学検査
ボンダー
ディスペンサー
電気製造業
FPD製造
半導体業界
医療機器
マイクロエレクトロニクス

3C産業
自動光学検査
ディスペンサー
電気製造業
FPD製造
ガラス製造機械
半導体業界
マイクロエレクトロニクス

プリンタ
電気製造業
FPD製造
半導体業界
カメラ技術
測定装置
マイクロエレクトロニクス
パネルロボット

電気製造業
FPD製造
半導体業界
マイクロエレクトロニクス
パネルロボット
包装機械

3C産業
電気製造業
FPD製造
半導体業界
マイクロエレクトロニクス
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New: IPAフラウンホーファー
研究所からクリーン技術に
関する「REINER!」賞を受賞。
イグス e-skin flatとCFCLEANは 2位

SKF.C - 
完全密閉型

SKF.O - 
特別なロック機構による

開閉可能

SKF.S -  
サポートエナジーチェーンは、 
SKF12Cと組み合わせること

ができます。

製品番号 仕様 内高さ 部屋数 最大ケーブル外径
SKF12C＊ 完全密閉型 12mm 2 - 6/層 10mm
SKF15C 完全密閉型 15mm 2 - 6/層 13mm
SKF12O オープン型 12mm 2 - 6/層 10mm
＊フリースパン長さ用のサポートエナジーチェーン、またオプションで定義された曲げ半径を提供します。

在庫から入手可能

技術向上
	● IPAクリーンルームクラス 1準拠でクリーンルー
ムに最適

	● 2つのバージョン : 密閉型、ただし特殊なフィルム
ヒンジによる開閉可能

	● モジュラー式、コンパクトな設計
	● より長いフリースパン長さ用にサポートチェーン
を付けるオプション : SKS12Cシリーズと組み合
わせ可能

	● マルチレイヤーモデル対応
	● スタッキング可能な可変幅の取り付けブラケット

igus.co.jp/e-skin-flat無料サンプル請求

e-skin flat取付ブラケットは、積み重ねができ、幅
の変更が可能です。SKFは取付ブラケットで固定さ
れているため、ケーブルへの負担がありません。

New: PTFEフラットケーブルガイドに代わる e-skin 
flat：特別なチェーンフレックス撚り構造の
CFCLEAN。CFCLEANのすべての利点はこちら : 
igus.co.jp/CFCLEANまたは 102ページ。

e-skin flat single pods SKF

コスト削減
	● 迅速、柔軟に内容を変更可能
	● 柔軟なモジュラーシステム、特別な生産不要
	● チェーンフレックス CFCLEANケーブルのバラン
スのとれた編組構造による高い信頼性

	● ダメージを受けたときに個々の要素のみを交換す
るため、資源の節約が可能

	● お客様専用のフラットリボンケーブルから交換

	● IPAクリーンルームクラス 1準拠でクリーンルー
ムに最適

	● システム全体を交換することなくケーブルを交換
できるため、大幅な材料節約が可能

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

高性能

... IPA クリーンルーム・クラス 1準拠
歩留まり率の向上、設備効率向上 ...

サステナビリティ

New: 
IPA分類 - 
レポート IG2102-1212：
e-skin flatシステムが
テストされました。

plus

TIP: クリーンルーム用エネルギー供給システム - 生産設備の技術的効果を全体的に変革し、
より高い歩留まりを生み出す
●設備効率を向上●生産ラインの歩留まりを向上
●クリーンルーム用エネルギー供給システムをより持続可能な方法で使用●その他多数 ...
ホワイトペーパーダウンロード : igus.co.jp/cleanroom

New: e-skin flatの 
コンフィギュレーターは

次のページ。

New：e-skinエネルギー供給システムの 
開閉用ツール  

Part No. MT.SK.914.868.

クリーンルーム内でケーブルをコンパクトに、しかもほぼパーティクルフリーでガイド。
ISOクラス 1対応、モジュール構造の薄型ケーブルガイドシステム。



e-skin flat
single podと

CFCLEAN

41 2 3

New: 
IPA分類 - 
レポート IG2102-1212：
e-skin flatシステムが
テストされました。

podのバージョンとサイズを選択 : 開閉式、非開閉
式、Ø12mm、Ø15mmからお選びいただけます。
ご希望の podの数を各欄にドラッグして入力してく
ださい。

お客様の用途を定義するために、必要なデータやそ
の他のパラメータ情報を補足します。

... そして収納ケーブルからCFCLEANケーブルを追
加します。

e-skin flat single podシステムの個別オファーを受
け取ることができます。

e-skin flat用に特別に設計さ
れたイグスチェーンフレックス
CFCLEANケーブル。
CFCLEAN製品シリーズでは、
データ、制御、バス、モーター
信号に適した線心と導体断面
積の組み合わせを提供。

14 15－

e-skin flat single pod
のバージョンと
ケーブルを選択 

用途を入力 その他の
パラメータを
入力

個別のオファー
を受ける

技術向上
	● e-skin flatとCFCLEANの組合せは、すべてのシ
ステム効率に革命をもたらす

	● e-skin flatとCFCLEANの組合せは、より高い生
産歩留まりを実現

	● e-skin flatとCFCLEANの組合せは、モジュラー
式でコンパクト

igus.co.jp/e-skin-flat

e-skin flatオンラインコンフィギュレータ

コスト削減
	● e-skin flatとCFCLEANの組合せは、お客様専用
のフラットリボンケーブルから交換

	● 在庫から入手可能な部品用のモジュラー式システ
ムによって、試作段階でのコスト削減を実現

	● システム全体を入れ替えることなく、容易に部品
の交換や追加が可能

	● e-skin flat は IPA認証されています : DIN 14644-1
準拠の EN ISOクラス 1、レポート IG2102-1212

	● イグスの試験施設にて 50万サイクル以上の稼働
試験を実施済み

	● e-skin flatとCFCLEANの組合せは、損傷した場合に
個別の部品のみを交換するため、無駄がありません。

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

ドラッグ＆ドロップで用途に合わせた e-skin flat single pod 
システムを作成しましょう。e-skin flat用に特別に開発され
た CFCLEANケーブルから選択できます。

e-skin flat
オンラインコンフィギュレータ :
igus.co.jp/e-skin-flat

... 数回クリックするだけで、
お客様仕様のe-skin flatを構成 ...
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製品番号 内高さ 外高さ 内幅 外幅 最小曲げ半径＊ フリースパン走行
SK28 28mm 40mm 68mm 95mm 055mm 1.1m
SK40 38mm 57mm 85mm 118mm 100mm 2.0m
SKS20 20mm 25mm 33mm 50mm 055mm 0.6m
SKS28 28mm 40mm 68mm 95mm 055mm 0.7m
SKS40 38mm 57mm 85mm 118mm 100mm 1.3m
SKY28 28mm 40mm 68mm 95mm 055mm 0.9m
SKY40 38mm 57mm 85mm 118mm 100mm 1.4m
＊注：最小曲げ半径は、内面コルゲートチューブによって決定されます。

在庫から入手可能

技術向上
	● IPAクリーンルームクラス 1準拠でクリーンルームに最適
	● 従来より長いフリースパン走行が可能な e-skin 
SK

	● より弾性のある材質を使用し、より低い取付け高
さに対応の e-skin soft SKS

	● e-skinハイブリッド SKYは e-skin SKと e-skin 
soft SKSの特長を組合わせ

	● イグリデュール材質で構成された内部仕切り

igus.co.jp/e-skin無料サンプル請求

耐摩耗性 e-skinを使用したプリント基板製造用のダ
ストフリー環境。

ケルン（ドイツ）にある 3,800m²の大型イグス試験
施設での寿命試験。

コルゲートチューブ e-skin SK / SKS / SKY

コスト削減
	●「ジッパー」方式で簡単収納
	● ケーブルの保守点検が簡単
	● 最小曲げ半径が決められているため、ケーブルに
優しい構造

	● IPAクリーンルームクラス 1準拠でクリーンルー
ムに最適

	● システム全体を交換することなくケーブルを交換
できるため、大幅な材料節約が可能

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

plus

IPA クラス -
レポート IG 1907-1125:
e-skin 0.SK28.068.02.1（プロトタイ
プ）、SKS28.068.02.1（ケーブル付
き）、SKY28.068.02.1がテストされ
ました。

ほとんど摩耗のない
イグスクリーンルーム用
エネルギー供給システム

e-skin SK- 
従来より長いフリー
スパン走行が可能

開閉可能な 
ジッパー形状

e-skin soft SKS -  
より弾性のある材質
を使用し、より低い
空間高さに対応可能 

e-skin ハイブリッド
SKY- 

SKシリーズと
SKSシリーズの特長を

組み合わせ

拡張：e-skinシリーズ
のアップグレード
e-skinでガイドされたケーブル
の摩耗をさらに最小限に抑え
ることができます。リング状、
トライボポリマー製の耐摩耗性
内部仕切りパーツは次のペー
ジをご覧ください。

New：e-skinエネルギー供給
システムの開閉のツール  
製品番号：MT.SK.914.868

ホースは、上下に分かれたシェルから構成されてお
り、閉じると密閉型チューブになります。
ISOクラス 1に対応しています。

... クリーンルーム用チューブ
歩留まり率の向上、設備総合効率向上 ...
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耐摩耗性を最適化した射
出成形セパレーター

 標準素材イグミッドG
と比較して
摩耗が少ない

シリーズ 製品番号 内高さ 製品番号　貫通型棚板
SKS20 SK20.2.H.5 17mm 110.30.J
SK28/SKS28/SKY28 SK28.3.H.5 28mm 110.66.J
SK40/SKS40/SKY40 SK40.3.H.5 40mm 110.82.J
注：内部仕切りパーツは、e-skinの接続点に取り付けられます。

在庫から入手可能

技術向上
	● e-skinエネルギー供給システム内のケーブルの摩
耗をさらに低減

	● セパレータが組付けられた上下のシェルで構成
	● 棚板との組合わせ可能
	● イグリデュール製品のトライボポリマーを使用し
ているため、耐摩耗性が高い

	● クリーンルーム向け e-skin SK、SKS、SKY

igus.co.jp/e-skin-ring無料サンプル請求

e-skinエネルギー供給 ...数分で設計。入手可能な
すべてのパーツと価格を確認でき、すぐに問い合わ
せや注文をすることができます :
igus.co.jp/eskin-quickfill 

耐摩耗性に優れたイグスイグリデュール J製の内部
仕切りにより、e-skin内でガイドされるケーブルの
摩耗を大幅に低減 :
igus.co.jp/info/iglidur-J-material-data 

滑らかで丸みを帯びた内部仕切り - 
コルゲートチューブ e-skin

コスト削減
	● 外被の摩耗が少ないため、ケーブルの寿命が長
くなる

	● メンテナンス性に優れ、後付けが容易なため、ク
リーンルームへの適合性が高い

	● イグス試験施設での摩耗・ケーブルテスト。イグ
リデュール J素材は、77％の摩耗を低減します＊

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

TIP: わずか 30秒でクリーンルームや半導体用途に適したエネルギー供給システム
を見つけることができます。
● イグスのクリーンルーム用エネルギー供給システムの新しいオンライン選定
ツールをご活用ください
●最適なイグスソリューションをお選びいただき、お気軽にお問合わせください
igus.co.jp/info/e-skin-configurator

TPEケーブル 1）

PURケーブル 2）
PVCケーブル 3）

PEホース 4）
PUホース 5）

イグスイグリデュール J 競合品 1 競合品 2

-77%＊

＊5つの異なるケーブルを使用して測定し、摩耗量を平均化 :
1） CF340.250.01 2） CF270.UL.350.01.D 3） CF886.350.01 4） CAPE.A.10.0 5） CAPU.A10.0
標準素材イグミッドGとの比較

plus

e-skinコルゲートチューブの SK、SKS、SKYシリーズでは、
トライボ素材のイグリデュール Jを使用した低摩耗の内部
仕切りシステムにより、ケーブルの摩耗をさらに低減します。

40
m

m

28
m

m

17
m

m

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
の

数
値

... 微粒子の放出を
最小限に抑える ...
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エナジーチェーンの摩耗が
ほとんど無い 

クリーンルーム用イグス製品

クリーンルーム用に
最適化された
クロスバー

クリーンルーム用に
最適化された
内部仕切り

技術向上
	● 新開発されたイグレン CR1製のクリーンルーム
対応トライボプラスチックがケーブルの摩耗を大
幅に軽減

	● 組み立てや後付けが簡単
	● 組み立てが容易

E6.1および E6型システムのクリーンルーム適合性アップグレード

コスト削減
	● 外被の摩耗が少ないため、ケーブルの寿命が長
くなる

	● 簡単な後付け、より高いクリーンルーム適合性へ
のアップグレードが可能

	● メンテナンス作業の軽減

	● イグスのイグレン CR1素材は、通常のイグス素
材に比べて 89％の摩耗を低減します。

	● 長寿命化による省資源
	● 新規購入の代わりに部品の置換え可能
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません :igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

お問合わせください igus.co.jp/E6-interior無料サンプル請求

New: E6.1/E6へのアップグレード
既存の E6.1/E6のクリーンルーム適合性を高めたり、
最高レベルのクリーンルーム適合性へのアップグレー
ドが可能です。クリーンルーム用に最適化された新し
いクロスバーと内部仕切りにより、E6.1/E6でガイド
されるケーブルの摩耗を 89%低減しました。＊

イグス試験施設でのテスト：様々なスライドの組み合わせを試験し、摩耗性を評価。

 標準的な素材に比べて
低摩耗

TPEケーブル 1）

PURケーブル 2）
PVCケーブル 3）

PEホース 4）
PUホース 5）

イグスのイグレンCR1

クロスバー材質 /内部仕切り

競合品 1 競合品 2

内部仕切り 製品番号 適合 幅 BBB
E6.29.1.CR1 E6.29/E61.29 型に適したセパレーター -
E6.35.1.CR1 E6.29/E61.35 型に適したセパレーター -
E6.40.1.CR1 E6.29/E61.40 型に適したセパレーター -
E6.52.1.CR1 E6.29/E61.52 型に適したセパレーター -
2300.BBB.CR1 E6.29-52/E61.29-52型の全てに適した棚板 030 ～ 300mm

クロスバー 製品番号 適合 幅 BBB
2105.BBB.CR1 E6.29/E61.29/E6.35/E61.35 型に適したクロスバー 030 ～ 140mm
225.BBB.CR1 E6.40/E61.40/E6.52/E61.52 型に適したクロスバー 040 ～ 300mm

-89%＊

＊5つの異なるケーブルを使用して測定し、摩耗量を平均化 :
1） CF340.250.01 2） CF270.UL.350.01.D 3） CF886.350.01 4） CAPE.A.10.0 5） CAPU.A10.0

plus

実績のあるエナジーチェーン E6.1/E6型の新しい内部仕切り
システムとクロスバーにより、ケーブルの摩耗をさらに低減。

パ
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の

数
値

... さらに少ない微粒子 

クリーンルームのアップグレード ...
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ほとんど摩耗のない 
クリーンルーム用
イグス製品 

製品番号 内高さ 外高さ 内幅 外幅 最小曲げ半径 ピッチ
C6.53.Bi.R.0 53mm 67mm 175mm 199mm お問合わせください 30mm
先行試作品 C6.53 - 他のサイズについてはお問合わせください

お問合わせください

技術向上
	● 測定可能な摩耗のない最適化されたデザイン
	● ISOクリーンルームクラス 1対応
	● ケーブルに接触する部分にはすべてトライボロ
ジーが最適化されたイグレン CR1を採用

	● バイオニックデザインによる高強度
	● 新たなクロスバーとサイレンサーの採用により、
非常に静かな動作を実現

igus.co.jp/C6無料サンプル請求

クリーンルーム用エナジーチェーンシステム C6型

コスト削減
	● 長寿命 = ライフサイクルコストが低い
	● 簡単に設置できるので、コスト削減につながる

	● イグスのイグレン CR1素材は、通常のイグス素
材に比べて 89％の摩耗を低減します。

	● 長寿命化による省資源
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

study

クリーンルーム用に
最適化された内部仕切り

New: クリーンルーム用イグスエナジー
チェーンの進化
2001年から成功を収めている E6、2012年
にさらに開発された E6.1、そしてイグス
e-skinの多くの設計原理が、この新しい C6
の開発に取り入れられています。バイオニッ
クデザインによる強度の向上、低騒音・低振
動な動作、多様な収納オプション、そして特に
耐摩耗性の高い構造と素材の選定により、「C6
型」は多くの産業分野で最適なクリーンルーム
用エナジーチェーンとなっています。 クリーンルーム用に

最適化されたクロスバー

TPEケーブル 1）

PURケーブル 2）
PVCケーブル 3）

PEホース 4）
PUホース 5）

イグスのイグレンCR1 競合品 1 競合品 2

-89%＊ -26%

 イグレン CR1素材は、
標準素材に比べて低摩耗

C6.53は E6.52シリーズに比べて
26%の軽量化を実現 

 （内幅 100mmの場合）

＊5つの異なるケーブルを使用して測定し、摩耗量を平均化 :
1） CF340.250.01 2） CF270.UL.350.01.D 3） CF886.350.01 4） CAPE.A.10.0 5） CAPU.A10.0

最高のクリーンルーム適合性を実現する次世代エナジーチェーン。
イグスは、クリーンルーム用の設計原理を取り入れています。

パ
ー
テ
ィ
ク
ル
の

数
値

... 未来のクリーンルーム用 ...

最小限に抑える ...



...32

...28

...34

...36

30

3938

...新提案
ハイライト ...

ページ

ページ

ページ ページ ページ

可動部への電力供給を容易に ...

スライド走行用エナジー
チェーンシステム
... それが私たちの使命です。

P4HD.56R ロール eチェーン
... 開発目標 :
最長の製品寿命 ...

オートグライド 5 - バスバーシ
ステムを置き換え。素早い設
置、優れた費用対効果、さら
に汎用的。

モジュラー式のスライド走行、
優れた費用対効果および耐久性

オートグライド 5用の緩衝材
で静音性をさらに向上

エナジーチェーン E4Q/E4.1 
用スライドシュー : 摩耗環境で
エナジーチェーンの製品寿命
を延長

オートグライド 5用の固定端
ブリッジ
... ケーブル長を短くしてコス
トを削減

買い替えの代わりにアップグ
レード。E4.1R拡張セットで標
準型エナジーチェーン E4を
ロール eチェーンに変更

... オンラインツール

1つの型番で最大ストローク
200mを注文できます :
igus.co.jp/GT200

新しくて大型のコンテナ船の積み下ろしをするためには、新しくて大型の STSク
レーンを新設したり、既存のクレーンを改造したりする必要があります。さらに、
クレーンの可用性と信頼性、ひいてはエネルギー供給システムに対する要求も高
まっています。自動倉庫、屋内クレーン、そして STSクレーンでもエネルギー供
給が簡単で安全になりました。

ページ ページ



ローラー付き
エナジーチェーン

スライドシュー付き
エナジーチェーン

スライド走行エナジーチェーン

NEW：E4.1はオートグライド 5としてセルフガイド型もあります。ページをご覧ください 36

26 27－

最も費用対効果が高く、あらゆるロングストロークに適
したエネルギー供給システム ...世界中で利用可能、最
長 36ヶ月の無償交換保証付き。
イグスは、実績のある E4.1モジュラー式システムの拡
大を続けています : 新しいロール eチェーンリンク、ス
ライドシュー、オートグライド5製品により、技術的にも
経済的にもカスタマイズされたエネルギー供給システム
を、12mから 500mのストロークに対応させることがで
きます。例えば、自動倉庫、クレーンシステム、洗浄シ
ステム、ガントリー、シャトルなど、様々な用途に対応し、
オプションで状態監視や予防保守のためのセンサーを搭
載することで、真にスマートなプラスチックを提供します。

高速度 - イグスは 20年以上前からローラーを組込
んだエナジーチェーンリンクを製品化しています。
これらはロングストロークのプッシュプル力を大幅に
軽減し、使用しているエナジーチェーンの寿命も大
幅に向上しています。最適化された新しいロール e
チェーンリンクは、E4.1モジュラー式システムにも
この利点をもたらします。

高い摩耗性 - 極めて摩耗性の高い環境条件により、
摺動面が過度に摩耗するような用途では、後付け可
能な新しいスライドシューを使用することで、エネル
ギー供給システムの寿命を延ばすことができます。

汎用的ソリューション - ほとんどのロングストローク
用途において最初の選択肢です。イグスは、毎年ロ
ングストローク向けに 25,000以上のエネルギー
チェーンを出荷しています。
ほとんどのスライド走行は、イグスのモジュラーキッ
ト標準品とともに在庫から直接出荷することができま
す。

イグス製品でロングストローク :
	● 安全性を高めるため、すべてをスマートに
	● オンラインで寿命予測計算
	● オンラインでシステムの設計・構成可能
	● 充実したシステム保証
	● ハーネス及び組立て済み
	● 適合性のある部品とケーブル

ロングストローク向けソリューションの比較

ロングストローク - いつ何を使うか :

ロングストローク用のエネルギー供給

E4.1 スライド走行 E4.1 ロール e-チェーン 
ローラーチェーンリンク付き

E4.1 スライド走行 
スライドシュー付き

最大ストローク ● ● ● ● ● ● ●
最大速度 ● ● ● ● ● ● ●
スペース ● ● ● ● 
価格指標 ● ● ● ● ● ●
製品寿命 ● ● ● ● ● ● ●
高摩耗環境 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

オンラインエキスパート ... 最大 100mのストローク
をオンラインで構成 ...ケーブルや部品を追加するだ
けです。ご使用の用途に必要な耐用年数を決めてい
ただき、実際に必要なものだけを購入することができ
ます。「最も経済的で確実な製品が最適」の基盤となっ
ているのは、イグスの試験施設であり、毎年自社の
エナジーチェーンで何百万回ものテストサイクルが行
われています。
echain-expert.igus.tools

約 90%はスライド走行

汎用的ソリューション 高速度 高い耐摩耗性

約 5%はスライド
シューでの用途

約 5%はロール eチェーン
での用途

90% 5%5%

ますます多くのロング
ストローク向け用途が、

“スマート ”
に設計されています。
イグスではすべてのソ
リューション向けに予知
保全と状態監視オプ
ションがあります。

... スライドする、転がる、節約する
あらゆるロングストロークに
最適なソリューション
... それが私たちの使命です。
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製品番号 内高さ 外高さ 内幅 外幅 最小曲げ半径
E4.42R＊ 42mm 64mm 87 ～ 400mm 76 ～ 462mm 115 ～ 300mm
E4.56R＊＊ 56mm 84mm 87 ～ 600mm 84 ～ 634mm 150 ～ 400mm
＊お問合わせください ＊＊2021年夏から入手可能

お問合わせください / 2021年夏より

技術向上
	● 摩耗低減のためにスライド仕様からローラー仕様
へのエナジーチェーンの変更が容易

	● 全てのエナジーチェーン半径（150～ 400mm）
に対応するローラーチェーンリンク

	● アダプターリンクが不要
	● スライド走行に最適
	● チェーンリンクの等ピッチ化により静音化
	● 150mmからの極小曲げ半径が可能

new

igus.co.jp/E4.1R無料サンプル請求

ロール eチェーンは安全、省スペースで、メンテナ
ンスも非常に少なくて済みます。カーテンレール方
式に比べてケーブルの長さは最大 50％短縮です。

スライドではなくローラーを使用することで、最大
37％の駆動力を節約。高速（10m/sまで）、長いス
トローク長（500mまで）に対応。

E4.42R、E4.56R ロール eチェーン

コスト削減
	● 後付け可能、素早い組付け
	● エナジーチェーンの長寿命化
	● 最小曲げ半径を小さくすることが可能で、必要に
応じてケーブル長、設置スペース、スチール構
造を減らすことができる

	● 駆動力を 37％削減
	● 予知保全 – オプションで i.Senseモジュール追加
可能 :igus.co.jp/smartplastics

	● より高い耐久性：プル /プッシュ力 25%以上向上
＊実績のあるロール eチェーン 4040CRとの比較

	● 資源保護：交換ではなく変換
	● 駆動力低減により、エネルギーを節約
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

より高いプッシュ
プル力＊

E4.56R
+25%

駆動力低減

最大
-37%

最高速度

最大
10 m/s

より小さな曲げ半径＊

E4.56R
-25%

プッシュプル力の比較

スライドさせるのではなくローラーを使用 : 
最大 37％の駆動力を節約。

-17%

-17%

-37%

-57%P4/P4.1システム - より頑丈なケーブル、
ロール eーチェーン

E4.1システムロール eチェーン - 
スライドの代わりにローラー

E4.1 - 
頑丈なエナジーチェーン

チェーンフレックス - 
最適化されたケーブル

100%標準 - 
スライド走行

ロングストロークでのさらなる走行、高速対応
- 駆動力の節約

... 買い替えの代わりに
アップグレード ...
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200%

2倍の寿命を
実現可能

1-3 
m/s

1～ 3m/sの 
走行速度に最適

シリーズ 製品番号 スライドシュー 製品番号 KMA GSC アダプタークリップ
E4Q.58 GSC.E4Q.58＊＊ GSC.FP.56/58.SLS＊＊

E4.56 GSC.E4.56＊ GSC.FP.56/58.SLS＊＊

E4Q.44 GSC.E4Q.44＊＊＊ GSC.FP.42/44.SLS＊＊

E4.42 GSC.E4.42＊ GSC.FP.42/44.SLS＊＊

E4Q.34 GSCE4Q.34＊＊＊ GSC.FP.32/34.SLS＊＊

E4.32 GSC28＊ GSC.FP.32/34.SLS＊＊
＊在庫から入手可能 ＊＊2021年 5月から入手可能 ＊＊＊2021年秋から入手可能

在庫から入手可能 / 2021年 5月より / 2021年秋より

技術向上
	● 低摩擦・低摩耗のスライド部により、スライド走
行のエナジーチェーンの寿命を延長

	● 特に摩耗性の高い媒体が存在する環境で
	● 1～ 3m/sの走行速度推奨
	● 改良が容易
	● クロスバーへのアクセスが可能（E4Qの場合）
	● 固定端の連結部付き組立品

new

igus.co.jp/glidepads無料サンプル請求

新しい E4Qスライドシューは、スライドシューを装
着した状態でもエナジーチェーンを開けることがで
きるという利点があります。

取付けブラケットとスライドレールの接続には、トラ
イボロジー的に最適化されたイグリデュール I6材質
の固定端アダプタークリップを使用します。

主な用途 :
 セメント工場での
ロングストローク

E4Q/E4.1用スライドシュー

コスト削減
	● 低コスト
	● リワーク不要
	● 予知保全 – オプションで i.Senseモジュール追加
可能 : igus.co.jp/smartplastics

	● イグス試験施設でのテスト：294,190往復 
（10,003km）、2021年 04月 09日付け

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

E4Qのスライドシュー :  
クロスバーの両側を 
素早く開くことが可能。

スライドシューの
詳細はこちら : 

E4.1

特に摩耗の激しい用途でも、ロングス
トロークで更なる長寿命を実現します。

... 高摩耗環境での
長寿命化 ...
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32 33－

2021年冬から入手可能

技術向上
	● 次世代の STSクレーンのために開発
	● 製品寿命が更に 50％改善（P41.56R比）
	● 回転部品、サイドパーツ、接続部など、すべての
デザインを一新

	● 予知保全用センサーの統合が可能に（i.Sense）

new

igus.co.jp/P4HD無料サンプル請求

P4HD.56R高荷重向けロール eチェーン

コスト削減
	● 低いメンテナンス費用
	● ダウンタイムの最小化 （故障は常に高コストにつ
ながる）＊

	● 後付けが容易 - ガイドチャンネルは変化なし
	● 予知保全 – オプションで i.Senseモジュール追加
可能 igus.co.jp/smartplastics

＊ i.Sense使用時

	● 実績のあるP4.1型と比較して 50％の長寿命化を
実現

	● 57%の駆動力とエネルギーを節約
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 内高さ 外高さ 内幅 外幅 最小曲げ半径
P4HD.56R 56mm 84mm 187 ～ 300mm 269.5mm ～ 382.5mm 250 / 300 / 350mm

TIP: トリプル Eクラスのコンテナ船とSTSクレーンへのエネルギー供給の要件
●トリプル Eクラスのコンテナ船用クレーン●クレーンの稼働率と信頼性の要件
●クレーントロリーへのエネルギーと信号の供給ラインの比較●その他 ...
ホワイトペーパーのダウンロードはこちら : igus.co.jp/cranes

「クレーンにチェーンを」は次のレベルへ :
「すべての STS（港湾）クレーンに搭載されているエナジーチェーンシステムに 15年の製品
寿命を求めています」 というのがお客様の声であり、私たちの開発目標であり、新しい
P4HD製品群の機能仕様にも見られます。コンテナ輸送の新基準により、STSクレーンに使
用されるエナジーチェーンへの要求はますます高まっています。  エネルギー供給のスペシャ
リストであるイグスは、このような新しい課題に対応するために特別に開発された新世代の
超長寿命なロール eチェーン、P4HD.56Rを発表しました。

更なる長寿命 : 
メンテナンスフリーの
トライボポリマー製
すべり軸受

少ないメンテナンス頻度 : 
トライボロジー的に最適
化された樹脂製ローラー

安全なガイド : 
くし歯のついたオート
グライドクロスバー

i.Senseで予知保全 
（オプション）80ページ

港湾施設のクレーンは、非常に高い性能が求められ
ます。そこでイグスのエナジーチェーンと可動ケー
ブルが使われているのです。

超高速走行や騒音に特別な注意を払う設備環境向け
の P4 ロール eチェーン

期待寿命 : 

0 25% 50% 75% 100% 125% 150%

極めて安定したロール eチェーンにより、より長寿命、
高速度、より長い移動距離を実現しました。

... 新世代のクレーンでの
長寿命を実現 ...
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フルセット
を ...

わずか
3クリック
で

 ロール eチェーン  
4040RHDBシリーズ

（2m）

取付ブラケット、
ケーブルクランプ

付き

1リンク置きに
設置された
内部仕切り付き 

アルミ製またはスチー
ル製のガイドチャンネル
とHD取付キット

フローティング
ムービングエンド 
（FTA）

在庫から入手可能

技術向上
	● 最大 200mにもなる仕様要求が高いロングスト
ローク向け標準システム

	● ロール eチェーンをオンラインで注文
	● 最大 36ヶ月無償交換保証
	● ケーブルはオンラインで簡単に設定可能＊ 
	● 図面はすぐに入手可能＊
	● 部品リストは既に入手可能

＊開発中の機能

igus.co.jp/GT200無料サンプル請求

全世界で 7,500件以上の事例があり、マテリアルハンドリング、バルクハンドリング、クレーン業界（STS、
RMG、RTG）などで使用されています。

エナジーチェーンシリーズ 4040RHDB/4040RHDB（曲げ半径 250mm）の製品番号例

最大 200mのロングストロークに対応するコンプリートキット

コスト削減
	● 計画にかかる時間を数日から数分に短縮
	● 必要な材質やストローク長さに応じて、数回のク
リックで価格を入手可能

	● プロジェクト計画のコストがかからない
	● 標準化によるコスト削減
	● 一つの型式で簡単に注文
	● ご注文は 24時間受付け

	● 現在、イグスのエナジーチェーンシステムは、世
界中で 1,000台以上の STSクレーンをはじめとす
る無数のクレーンシステムに採用されています。

	● 全世界で 7,500件以上の事例があり、マテリアル
ハンドリング、バルクハンドリング、クレーン業界
（STS、RMG、RTG）などで使用されています。

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

	● 訪問や相談が少なくて済む

高性能 サステナビリティ

new

製品番号 ストローク長さ 内幅 ガイドチャンネ
ル長さ

チェーン長さ 1リンクあたり
のセパレーター

亜鉛めっき鋼部品付きスーパーアルミニウム製ガイドチャンネル 
PACK.4040RHDB.25.250.0.50000.01 50m 250mm 52m 27.2m 7個
PACK.4040RHDB.25.250.0.75000.01 75m 250mm 76m 39.9m 7個
PACK.4040RHDB.30.250.0.100000.01 100m 300mm 102m 52.2m 9個
亜鉛めっき鋼製ガイドチャンネル 
PACK.4040RHDB.25.250.0.50000.02 50m 250mm 52m 27.2m 7個
PACK.4040RHDB.25.250.0.75000.02 75m 250mm 76m 39.9m 7個
PACK.4040RHDB.30.250.0.100000.02 100m 300mm 102m 52.2m 9個
準備中：スマートモニタリングを含む完全なソリューション

要求が高いロングストロークを数クリックで 注文。
処理時間を短縮し、すぐに価格を確認。

... 仕様要求が高いエンジニアリング
を数クリックで ...
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在庫から入手可能／ 2021年秋より

技術向上
	● エネルギー、データ、空気、液体を 1つのシス
テムで

	● セルフガイド式エナジーチェーン - PVC被覆付き
スチールケーブルで安全な走行

	● 大きな摺動面で長寿命を実現
	● 最高速度 4m/s、最大ストローク 80m
	● ガイドチャンネルは不要

igus.co.jp/autoglide5無料サンプル請求

コスト削減
	● 組立時間を最大 88%短縮 1）

	● 組立済みのレディーチェーンシステムあり 
	● バスバーシステムと比較して、メンテナンスや清
掃の手間を軽減

	● 予知保全 – オプションで i.Senseモジュール追加
可能 : igus.co.jp/smartplastics

	● イグスの試験施設でテストされ、お客様である
Beewen社によって組み立てられています

	● 生産時のエネルギー消費量を 64％削減 2）

	● 生産時の材料削減
	● 高い柔軟性：変換後も使用可能、等
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

plus

製品番号 内高さ 内幅 許容曲げ半径＊＊＊

E2/000 エナジーチェーン
2400.05AG5＊ 25mm 57mm 075 / 100 / 125 / 150mm

2400.07AG5＊ 25mm 77mm 075 / 100 / 125 / 150mm

2600.07AG5＊ 35mm 75mm 075 / 100 / 125 / 150mm

2600.10AG5＊ 35mm 100mm 075 / 100 / 125 / 150mm

E4.1 エナジーチェーン
E4.32. ...AG5＊＊ 32mm 112 ～ 262mm 100/125/150/175/200mm

E4.42. ...AG5＊＊ 42mm 112 ～ 262mm 125/150/160/175/200mm

P4 ロール eチェーン
P4.32R. ...AG5＊＊ 32mm 100 ～ 200mm 150mm / 200mm

P4.42R. ...AG5＊＊ 42mm 100 ～ 200mm 100 / 125 / 150 / 200mm
＊入手可能 ＊＊2021年秋から入手可能 ＊＊＊ より大きな曲げ半径をご希望の方はお問合わせください

1） ガイドチャンネル付きの従来のソリューションと比較して、約 40mの移動距離での設置テストを行いました。
2） 移動距離 50mでアルミ製ガイドチャンネルを備えたエナジーチェーンと比較。

オートグライド５とバスバーシステムの比較

 E4.1シリーズ、P4 ロール e
チェーンにも対応しています。

エナジーチェーンが
安全に走行するために
中央に設置された、
ガイドエレメント

クリップ留めグラ
イダーで安全に

配置

オートグライドク
ロスバー付きセル

フガイド

安全な組付け
のための固定
端モジュール

1時間で設置 - アルミ製ガイドチャンネルと比較して
組立時間を最大 88%短縮。1）

オートグライド 5 - バスバーの代替技術。コンパクト
なスペースでの電力およびデータ伝送。

オートグライド 5: ガイドチャンネルなしのスライド走行

バスバーの代替品。
動力、データ、媒体を 1つのシステムで安全にガイド。

... 迅速な組立て、
低コスト ...



-3dB（A） 
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回転時のノイズを 3dB
（A）低減＊

ケーブルの取り出し口としての
固定端ブリッジ。

固定端ブリッジオート
グライド 5の詳細

技術向上
	● 回転時のノイズを 3dB（A）低減（1m/s時）
	● 静かな動作
	●トラックホルダーに差し込むだけ
	● 既存の E2/000オートグライドシステムの後付け
にも対応

new 遮音材 オートグライド 5

コスト削減
	● 時間短縮のための改造
	● 遮音用部品の追加は不要

	●
＊イグス試験施設での騒音測定 

	●
＊1m/sでの測定値で、ダンパーによる騒音低減
効果は約 3db（A）

	●  騒音低減は健康保護（「騒音は不快なもの」）
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません :igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

技術向上
	● 中央位置でのケーブルの取り出し /対向型でエネ
ルギー供給可能

	● 対向型に最適

固定端ブリッジオートグライド 5

コスト削減
	● ケーブル長の削減
	● 対向型に必要なガイドロープは 1本のみ

	● MLOG社に設置された、バスバーシステム代替
品となる最大 60mのスライド走行仕様

	● 固定端ブリッジによって、ケーブル長を短くする
ことができ、対向型では 1つのケーブルガイドの
み必要。

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません :igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

在庫から入手可能 igus.co.jp/autoglide5無料サンプル請求

固定端ブリッジは、ケーブルの取り出し口として、移動及び固定されたエナジーチェーンの間の、ストロー
クの中心に設置されます。新しい固定端ブリッジにより、ユーザーはオートグライド 5のケーブル長を半分
にすることができ、互いに逆方向に動くエナジーチェーンが可能になりました。

外周側に防振ゴムパッドを装着する
ことで、さらにローリングノイズを
低減。

半分のケーブル長さが半分に。 
対向型のエナジーチェーンを
実現。

... より静音 ... ... 対向型 ...
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可動部への電力供給を容易に ...

素早い組付け、
製品寿命保証
... それが私たちの使命です。

新しい標準のエナジーチェー
ン E4Q（4つのサイズ）は、
1リンク置きにクロスバーが
付いたタイプもご用意。

新しいチェーンオープナーを使
えば、エナジーチェーン E2.1を
16倍速く開くことができます 

エナジーチェーン E4Q汎用型内部仕
切りが柔軟性、安全性、簡単取付け
を補完

CFX エアホース用クランプ
... ホースを押しつぶすことな
く確実にクランプ 

エナジーチェーンの最大
36ヶ月無償交換保証。オン
ラインで耐用年数を計算し、
保証書を申請
igus.co.jp/quicklife

機械は故障なく確実に動作しなければなりません。予期せぬダウンタイムが発生
した場合は迅速に解決することが重要です。
新しいソリューションにより、組立てが容易になり、組立時間を大幅に削減するこ
とができます。
エナジーチェーンとケーブルには最長 36ヶ月の無償交換保証サービスがついて
おり、より安心してご利用いただけます。保証されたエネルギー供給が容易にな
りました。

...新提案
ハイライト ...

ページ

ページ

ページ

...50
ページ
オンラインツール
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迅速な組立

エナジーチェーンの型式エナジーチェーンオープナーの製品番号
E2.17 / E2i.17 EO2.17/21 ＊＊

E2.21 / E2i.21 EO2.17/21＊＊

E2.26 / E2i.26 EO2.26＊

E2.38 / E2i.38 EO2.38＊＊

E2.38 / E2i.38 EO2.48＊＊
＊2021年 6月から入手可能＊＊2021年 10月から入手可能

2021年 6月から入手可能 / 2021年 10月より

技術向上
	● より長尺のエナジーチェーンでも迅速な開口
	● クロスバーへのダメージを回避
	● 人間工学に基づいた操作

new

igus.co.jp/opener-E2.1

新しいチェーンオープナーを使えば、エナジーチェーン E2.1型を手で素早く開くことができます。メートル
単位で販売されている E2.1チェーンを購入して使用する場合には必須のツールです。チェーンオープナー
を使えば、チェーンを開くのに必要な時間が 16分の 1に短縮されます。

エナジーチェーン オープナーシステム E2.1

コスト削減
	● 1メートルのエナジーチェーンを開くのにかかる
時間は、33秒から 2秒に短縮

	● 組立時間を 94％短縮 	● 樹脂筐体のため軽量
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

-94%

1mのエナジーチェーンを開くのにかかる時間（秒単位）
E2.1型エナジー
チェーン用オープナー

スクリュードライバー

1メートルのエナジーチェーンを 2秒で開くことが
可能になり、エナジーチェーン E2.1型にも対応

... エナジーチェーンを
瞬時に開口 ...



イグス製品シリーズの中で最も優れたエナジー
チェーンで、迅速な組立てと高い安定性を実現。
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クロスバーの引張強度
をアップ

軽量 設置時間を 
短縮

デザイン賞を受賞 :

静音対応用 
防振ゴムパッド 
（オプション）

製品番号 内高さ 外高さ 内幅 外幅 最小曲げ半径 フリースパン走行
E4Q.34＊ / H4Q.34＊＊ 34mm 54mm 075 ～ 250mm 98 ～ 273mm 063 ～ 300mm 3.60m
E4Q.44＊ / H4Q.44＊＊ 44mm 64mm 075 ～ 250mm 101 ～ 276mm 075 ～ 350mm 4.00m
E4Q.58＊ / H4Q.58＊ 58mm 84mm 100 ～ 362mm 134 ～ 397mm 135 ～ 500mm 5.00m
E4Q.82＊ / H4Q.82＊ 82mm 108mm 100 ～ 362mm 150 ～ 413mm 150 ～ 1,000mm 6.20m
＊在庫から入手可能 ＊＊2021年春から入手可能

在庫から入手可能 / 2021年春より

技術向上
	● 工具を使わずに開閉可能
	● 内側突出部の低減により、エナジーチェーンを開
いた状態でのケーブル収納が簡単 1）

	● クロスバーの引張強度を 15％アップ 1）

	● デザインの改良により10％の軽量化 1）

	● また、ノイズ低減材を使用した消音部品により、
17dB（A）の静粛性を実現 1）

igus.co.jp/E4Q無料サンプル請求

強度向上、軽量化。当社試験施設でのテスト。 工具を使用せずに手でクロスバーの開閉が可能

E4Q型

コスト削減
	● 設置時間を 40%短縮 1）

	● 最大 35％の節約が可能 1）

	● 36ヶ月 エナジーチェーン無償交換保証 :  
igus.co.jp/ECS-service-life

	● 予知保全 – オプションで i.Senseモジュール追加
可能 igus.co.jp/smartplastics

	● 持続可能性の証明：材料を 10％削減＝生産時の
エネルギー消費も 10%削減 1）

	● 騒音低減の証明：17db（A）4040C以下 2）

	● 2021年ドイツデザイン賞受賞の魅力的なデザイ
ン

1） E4.1型との比較
2） 4040Cシリーズとの比較

	● 材料を 10％削減＝生産時のエネルギー消費量も
10％削減

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

H4Q1リンク置きに
クロスバー付き

E4Q全リンクに
クロスバー付きplus

さらなる開発 :
新しい汎用型内部仕切りは 

次のページ

-17 
dB（A）+15% -10% -40%

... 迅速な組立て、
1リンク置きにクロスバー付き ...



組付け簡単なエナジーチェーン E4Q用に、
組立性と安全性に優れた内部仕切り。
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両側にスライドボルトを 
備えた汎用的ディバイダー

汎用的な 
サイドプレート

汎用的な 
セパレーター

固定可能な 
棚板 

 

型式 汎用的ディバイダーの
製品番号 

汎用的サイドプレート
の製品番号

汎用的セパレーターの
製品番号

スナップ式棚板の製品
番号

E4Q.34 / H4Q.34＊＊＊ 34.21 34.22 34.23 S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44＊＊＊ 44.21 44.22 44.23 S428.XXX
E4Q.58 / H4Q.58＊ 58.21 58.22 58.23 S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82＊＊ 82.21 82.22 82.23 S428.XXX
1） XXX = 幅（mm）
左記の内部仕切りは例示であり、スロットの数は型式の内高さに依存します
＊2021年春から入手可能 ＊＊2021年夏から入手可能＊＊＊2021年秋から入手可能

2021年春から入手可能 / 夏から入手可能 / 秋から入手可能

技術向上
	● 安全性と組立ての容易さを追求
	● ケーブルに優しい内部仕切り
	● 一体型スライダーによって棚板をしっかりとロック
	● ポジティブロックにより、無理のない組立て
	● ロックは簡単かつ迅速に行えるのに、棚板はしっ
かりと固定される

new

igus.co.jp/E4Q無料サンプル請求

一体型のスライダーで内部仕切り
ロックを解除。

棚板は複数レイヤーに取付けら
れ、確実にロックされます。

クロスバーを取り付けると、自動
的にロックがかかります。

汎用型 E4Q内部仕切りシステム

コスト削減
	● E4Q型への収納が容易で、組立て時間を大幅に
短縮

	● 挿入されたケーブルとホースのアクセスが非常に
簡単でスムーズ

	● 簡単な組立て：どの面からでも収納が可能

	● イグス試験施設でのテスト 	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

... 高い柔軟性、安全性、
簡単な組込み ...
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「全周グリップ」による 
高い保持力

新しい CFXクランプは、 
ブロックに締め付けるだけで 

簡単に組込み可能

サイドパネルの上昇による 
ホースの圧迫がない

技術向上
	●「全周グリップ」による高い保持力
	● エアホースの断面が完全に保たれる
	● ホースの潰れがないため、ホースの長さが短くな
らない

	● 着色された識別マーク（挿入物は青）

igus.co.jp/CFX

標準クランプのホースのつぶれ。 エアホースインサートを装備した CFXクランプで
は、ホースが潰れることはありません。

エアホース用クランプ CFX

コスト削減
	● 高い費用対効果
	● 締め付けトルクを確認することなく、素早く組み
立てられる

	● エアホースを潰れや損傷から保護

	● お客様である Schwäbische Werkzeugmaschinen
でのテスト

	● 資源保護：交換ではなく変換 

高性能 サステナビリティ

エアホース用の新しい CFXクラン
プは、ホースを押しつぶすことな
く、また断面積を小さくすること
なく、確実に保持します。

お客様である Schwäbische Werkzeugmaschinenでのテスト :

study

無料サンプル請求

エアホースを押しつぶしたり、断面積を小さく
したりすることなく、安全にガイドすることがで
きます。

... ホースを押しつぶすことなく
確実にクランプ ...
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up to 36 months guarantee

エナジーチェーンの
製品番号を入力

パラメータを
入力する

「計算」ボタンを
クリックし、 
結果を表示する

「36ヶ月無償交換
保証書の請求」 
をクリックする

無償交換保証書
をダウンロード

する

技術向上
	● 摩耗により故障したすべてのエナジーチェーンコ
ンポーネントに最大 36ヶ月の無償交換保証を提
供＊

	● お客様の用途に合わせた保証
	● エナジーチェーン寿命予測シミュレーターで保証
書を作成

	● オンラインツールは、エナジーチェーンの寿命を
往復回数で計算

igus.co.jp/quicklife

寿命予測

コスト削減
	● 確実に機能する最も費用対効果の高いエナジー
チェーンを常に選択

	● 摩耗で故障したエナジーチェーンの交換部品を無
償で提供

	● 保証書をメールで受け取り

	● エナジーチェーンオンライン寿命予測シミュレー
ターは、試験施設のデータを使用して、特定の
アプリケーションにおけるイグスの標準的なエナ
ジーチェーンの寿命を決定

	● 年間 100億回以上のエナジーチェーンテストサイ
クルのデータをエナジーチェーンオンライン寿命
予測シミュレーターに投入

	● エナジーチェーンの耐用年数を計算し、証明書を
請求する :  igus.co.jp/ECS-service-life

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

寿命予測計算 - 充填重量、移動
量、速度、加速度を入力すると、
エナジーチェーンの予測寿命が計
算されます。保証寿命は、往復
回数と走行距離（キロメートル）
で指定されています。「36ヶ月無
償交換保証書を請求する」をクリッ
クして、メールで無償交換保証書
を送付してもらいます。

アップグレード : 寿命予測
New: E4Q型の全製品を統合
New: 製品寿命比較と 
イグスの代替型式の表示

plus

＊無償交換保証情報 : イグスエナジーチェーンの最大 36ヶ月の無償交換保証は、オンライン
寿命予測計算に基づいて計算された往復回数に対して有効です : igus.co.jp/quicklife 
保証条件はこちら igus.co.jp/e-chain-guarantee

ユーザーの安全性を常に確保するために。
エナジーチェーンの 36ヶ月無償交換を保証＊。

... 36ヶ月エナジーチェーン
無償交換保証 ...
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可動部への電力供給を容易に ...

あらゆる方向で可動
特別な業界向けソリューション
...それが私たちの使命です。

e-loop 430 ... 頑丈かつ柔軟にサービ
スループを置き換え。オフショア、オ
ンショア、建設機械などで使用可能

e-dispenserを用いた船舶向け電
力供給システム。コスト削減、環
境に優しい。陸電供給、港湾など
で使用可能

... オンラインツール

技術を上げて、
コストを下げる ...
あらゆる業界に対応のソ
リューション
igus.co.jp/industries

短いケーブル長および省スペースで
の連続したケーブルガイド ... 
「e-spool flex 2.0」のミニバージョン
であれば問題ありません ...オフィ
ス、医療、充電ステーションなどで
使用可能

e-drumのスリップリングを有しな
いモジュラーシステムにより、柔
軟な巻取りおよびケーブル保護が
可能。クレーン、劇場、垂直リフ
トなどで使用可能 。

ガイドロックスリムラインの
XXLバージョン : E4.42型用垂
直ガイドロック。簡単・迅速な
大型サイズ。イントラロジス
ティクス、マテリアルフロー、
自動倉庫等で使用可能

スリップリング無し、モジュ
ラー式の軸周回転型エネル
ギー供給システム DMP。あ
らゆる回転動作に対応

業界により必要なソリューションは異なります。機械設計か
ら屋内倉庫、クリーンルーム、自動車、ロボット、3Dプリ
ントまで、当社はお客様のご要望に合わせたサポートを提
供致します。イグスには、多くの産業分野において長年の
経験があります。可動部のエネルギー供給を容易に - お客
様の産業にも。

...新提案
ハイライト ...
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コスト削減
	● 多心ケーブルよりも単心ケーブルの方がコストパ
フォーマンスが高い

	● 単心ケーブルによる省スペース化（最小曲げ半
径が小さくなるため＊）

	● ケーブル 1本が破損しても、ケーブルパッケージ
全体の交換は不要＊。

	● プロジェクトに特化した特別なソリューションでは
なく、標準部品を使用

技術向上
	● すぐに設置可能なエネルギーガイドユニット（ケー
ブル、コネクターを含む）、オプション：ドライブ、
オプション：その他のスチール構造

	● 延長長さや設置方法における高い柔軟性
	●トライフレックス R :TRC.125型によるケーブル保
護でフェイルセーフを実現＊

	● 明確化された最小曲げ半径＊

igus.co.jp/e-dispenser

e-dispenser

	● イグスでの試験の
セットアップ :

	● 陸上からの電力供給により、船のディーゼルエン
ジンによる発電が不要となる

	● 局所的に排気ガスや騒音が発生しない
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

study

12メートルに延長可能

12m

＊最小曲げ半径が
700mmから 300mmに

減少（57%）

原理 : 
e-dispenser 陸上電力
供給システム用

-57%＊

＊市販のオープンガイド式多心ケーブ
ルを用いたシステムとの比較

-57%＊

3 x 95²の
多心ケーブル

最小曲げ半径
最小曲げ半径 Ø 70mm x 10

 = 700mm

最小曲げ半径
最小曲げ半径 Ø 30mm x 10 

= 300mm

チェーンフレックス CFCRANE.PUR 
（95²） 3本 + トライフレックスR 

TRC.125.182.0

一部自動化された陸上電力供給システム向けの
システム一式。一部自動化された陸上電力供給
システム向けの環境に優しいソリューション。

完全な「エナジーチェーン ディスペンサー」
ソリューションが標準的な「e-dispenser」
電源供給ユニットに

2017年、当社は一部自動化された陸上電力供給シ
ステム向けのシステム一式を発表しました。これ
は特別なプロジェクトに特化したソリューション
で、新しい港湾アプリケーションごとに少なく
とも部分的に再設計する必要がありました。
今回、数々のプロジェクトで培ってきた陸電
供給の経験を活かし、このディスペンサーの
再設計を行いました。その目的は、中・低電
圧接続の各アプリケーション向けに、モジュラー

式の電力供給ソリューションを提供することです。
e-dispenserモジュールは、様々なシステム（クレーン、
構造物、移動式搬送システムなど）と組み合わせて
柔軟に使用することができます。e-dispenserモ
ジュールは、トライフレックス Rエナジーチェーン付
きコンベアユニット /チェーンフレックスケーブル /コ
ネクタ /ジャンクションボックスをハーネス組立済み
で、すぐに設置できるプラグアンドプレイソリューショ
ンとして提供されます。すべて試験済み、最長 36ヶ
月の無償交換保証付きです。
このように当社では、現場の状況やお客様のニーズ
に合わせて開発・設計された標準的な電力供給ユニッ
トを、システム一式として提供しています。
e-dispenserモジュールは、機械、ロボット、溶接など、
他の分野でも興味深い電力供給ソリューションとなり
ます。いずれの場合も、ユーザーは標準化された（つ
まり実績があり費用対効果の高い）電力供給部品の
恩恵を受けることができます。

... コスト削減
＆環境に優しい ...



データ、エネルギー、空気を 21mまで
中断することなく安全にガイドします。

56 57－

技術向上
	● スリップリングを使わずに、エネルギーを途切れ
なく供給

	● データ、流体、空気もガイド可能
	● ケーブルにかかる張力は一定
	● 省スペース
	● 最大伸長 21m
	● 最大収納ケーブル径 24mm

igus.co.jp/e-drum

イグス e-drum 2.0で考えられる用途 : 21mまでの垂直移動用クレーン。

e-drum 2.0モジュラーシステム

コスト削減
	● 非開閉型エナジーチェーンによるケーブルの保護
	● 長寿命
	● 修理時の費用対効果に優れる
	● 簡単なケーブル交換
	● お客様のご要望に合わせた 2つのタイプ

	●  イグスでの試験のセットアップ : 	● システムに追加の銅部品はありません（ケーブル
の銅は別として）

	● 完全な交換ではなく、部分的な修理が可能なた
め、必要な部品が少なくてすみます。

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

study

多くの産業や用途に適しています :

	● 劇場、舞台装置
	● 屋内クレーン
	● 携帯電話や衛星放送の電波塔
	● 高所作業車
	● 作業プラットフォーム

21m
ま
で

... 柔軟な

可能 - 

ドラムへの巻取りが

ケーブル保護付き ...
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製品番号 仕様 内幅 外幅 最小曲げ半径 最大ケーブル外径 総質量＊

ELP.220.01.D＊ 全リンクにクロスバー、動的な環境 150mm 220mm 380mm 38mm ≤ 4t
ELP.300.01.D＊ 全リンクにクロスバー、動的な環境 230mm 300mm 500mm 75mm ≤ 7t
ELP.430.01.D＊＊ 全リンクにクロスバー、動的な環境 360mm 430mm 625mm 108mm ≤ 11t
ELP.220.01.S＊ 2リンク置きにクロスバー、静的な環境 150mm 220mm 175mm 38mm ≤ 4t
ELP.300.01.S＊ 2リンク置きにクロスバー、静的な環境 230mm 300mm 210mm 75mm ≤ 7t
＊注記：標準の取付けブラケットを使用した場合、特別なソリューションでより高い負荷をかけることが可能。
＊在庫から入手可能 ＊＊2021年 6月から入手可能

在庫から入手可能 / 2021年 6月より

技術向上
	● モジュラーシステム、容易に開閉
	● オプションのネジロックで緩みのない部品
	● 最大ケーブル /ホース外径 108mmまたは曲げ半
径 625mmまで

	● 堅牢な PU製の外装により衝撃から保護
	● 耐汚性

igus.co.jp/e-loop無料サンプル請求

e-loopは、掘削装置のトップドライブ上でのケーブ
ルガイドとして使用されています。すべてのケーブ
ルと油圧ホースを束ねたコンパクトなシステムであ
りながら、個々のケーブルを簡単に交換することが
できます。

Holcim社（ドイツ）のバケットホイール掘削機に
e-loopが使用されています。高性能ポリマー製のモ
ジュラーシステムは、常に一定の曲げ半径を実現し、
振動や衝撃にも容易に対応します。

e-loop - 過酷な環境下でもケーブルを故障から守る

コスト削減
	● 容易なメンテナンス、長寿命
	● 取付ブラケットが容易に素早く取付られる
	● 全てのパーツは個別に交換可能
	● ケーブルにやさしく、多室構造
	● 最大 36ヶ月無償交換保証のチェーンフレックス
ケーブル

	● 耐振動性と耐候性を実験室でテスト済み
	● 耐衝撃・飛散防止
	● e-loopの構造は、部品の二重ネジロックにより「落
下防止」を実現

	● 堅牢な PU製の外装により衝撃から保護

	● 長寿命
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

plus

吊下げ仕様のための
安全なケーブル

ガイド

高強度樹脂繊維製
ロープが 
張力を吸収

頑丈な取付ブラケット、
オプションで
フランジ付き

堅牢な PU製の
外装により 
衝撃から保護

吊下げ仕様のための安全なケーブルガイド  
イグスの e-loopは従来のService Loop方式に代わるものです。

... 耐久性を備えたサービス
ループ方式の代替 ...



... 電動自転車の充電ステーションで ... 歯医者にて ... 産業用ロボットに ... 自動車修理工場にて

... 舞台上 ... クリーンルームにて ... 工作機械に ... 倉庫内で

オフィス家具用 e-spool 
flex mini

e-spool flexで考えられるその他用途 ...
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e-spool flex miniは、
競合製品に比べて
引き出し長さが長い

最小寸法
160mm x 160mm x 70mm

＊2021年秋から入手可能

技術向上
	● e-spool flexはあらゆるタイプのケーブルを取付
け可能

	● ケーブルにかかる張力は一定
	● ケーブルのロック機構
	● 軽量で省スペース
	● ガイドが途切れないため、水しぶきに強い

new

igus.co.jp/e-spool-flex無料サンプル請求

e-spool flex 2.0 mini SFP.120シリーズ

コスト削減
	● スリップリングなし
	● 修理時の費用対効果に優れる（個別部品の交換
が可能）

	● 使用済みケーブルの交換が簡単なため、技術開
発にも対応可能 

	● お客様のご要望に合わせた 2つのタイプ
	● 簡単に開ける

	● e-spool flex miniと他社製品との引き出し力比較 : 
100%でより長い引き出し長さ

	● システムに追加の銅部品はありません（ケーブル
の銅は別として） 

	● 部品は再利用可能
	● 樹脂筐体のため軽量
	● 完全な交換ではなく、部分的な修理が可能なた
め、必要な部品が少なくてすみます。

高性能 サステナビリティ

製品番号 オプション 最大ケーブル外径 引出し長さ
SFP.120.07.01.H 手動 5 ～ 7mm ≤ 3m
SFP.120.07.01.SP ばね式 5 ～ 7mm ≤ 3m
バージョン : H = 手動 / バージョン : SP = ポジションホールド付きスプリング

引き出し [m]

e-spool flex mini

他社製品

0 1 2 3 4

16
0m

m

16
0m

m

手動 e-spool flex miniばね付き e-spool flex mini 

+100%

スリップリングなしでコンパクトなイグスバージョン
のケーブルドラムです。

... 途切れることのない
ミニケーブルガイド ...



電力、データ、メディアを安全に上方に
導き、コストと重量を削減します。

62 63－

ストローク高さ

技術向上
	● 最小限の複雑さで垂直方向のエネルギー供給
	● 軽量、静音、低振動の動作
	● エナジーチェーンの揺れを確実に回避
	● 38mmまでのケーブル径に対応
	● 最長 100mの大きな垂直ストローク高さに最適 
従来のイグスガイドロック GLSL.P.2700と比較し
て 100%の向上＊

＊2700型と E4.42型の最大垂直ストロークとの比較

igus.co.jp/guidelok-vertical

ガイドロックスリムラインGLSL.P.E4.42

コスト削減
	● 筐体に収められたエナジーチェーンに比べて、コ
ストパフォーマンスが非常に高い

	● 現場での迅速な設置
	● 輸送コストの最小化

	● イグスの試験施設で広く検証された E4.42型エナ
ジーチェーンを使用

	● 資源保護：交換ではなく変換
	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません : igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :  
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

study

100m

多くの産業や用途に適しています :
	● エレベーター
	● 斜行エレベーター
	● 自動倉庫
	● マテリアルハンドリング装置
	● リフト
	● 巻上げ機 
	● 自動ミニロードシステム

GLSL.P.2700と比較して
ストローク高さ向上

+100%... 軽量、

ストローク高さ ...

高速、ロング
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納期はお問合わせください

技術向上
	● スリップリング無し。すべての媒体を単一システ
ムでガイド。

	● 85% の軽量化
	● 少ない部品で簡単な組立て
	● エナジーチェーン、取付ブラケット、内部仕切り、
ケーブルクランプ一体型の移動端を含むシステム
一式

	● 耐食性

igus.co.jp/DMP無料サンプル請求

DMP軸周回転型

コスト削減
	● 完全なシステム - 一つの型式でエナジーチェーンガ
イドチャンネルとアタッチメント

	● プロジェクト計画のコストがかからない
	● 同等のスチール製ガイドチャンネルに比べて 70%
高い費用対効果

	● スチール製ガイドチャンネルと比較して 85%軽量化
	● 最低購入数なし - 最小発注量がない費用対効果の
高いシステム価格

	● 組立納品可能

	● イグスの試験施設で 200万回以上の回転テスト
を実施

	● 製造工程を簡略化したガイドチャンネル。1拠点
で製造（3Dプリンター）

	● 板金の切断、圧延、溶接、亜鉛めっき /コーティ
ングは不要 

	● 現地生産
	● 耐摩耗性部品の削減 - 摺動接点なし
	● リサイクル素材からの製造が可能

高性能 サステナビリティ

納入品には、適切なエナ
ジーチェーン、取付ブラ
ケット、セパレータ、ケー
ブルクランプおよびガイド
チャンネルが含まれます。

-85%

スチール製ガイドチャン
ネルに比べて軽量化

-70%

同等のスチール製ガイド
チャンネルよりも高い費

用対効果

納期は
お問合わせ
ください

回転式モジュール、短
納期

＝＋
製品番号 1リンクあたりの

セパレーター 最大回転角度 外径 内径 チェーン長さ 全体高さ 

PACK.DMP200.10.0001 0個 360° 65mm 200mm 280mm 22mm
PACK.DMP200.20.0001 1個 360° 65mm 200mm 280mm 32mm
PACK.DMP200.40.0001 3個 360° 65mm 200mm 280mm 52mm
PACK.DMP300.10.0001 0個 360° 115mm 300mm 400mm 22mm
PACK.DMP300.20.0001 1個 360° 115mm 300mm 400mm 32mm
PACK.DMP300.40.0001 3個 360° 115mm 300mm 400mm 52mm
PACK.DMP300.50.0001 4個 360° 115mm 300mm 400mm 62mm
PACK.DMP400.13.0001 0個 360° 125mm 400mm 500mm 29mm
PACK.DMP400.20.0001 1個 360° 125mm 400mm 500mm 37mm
PACK.DMP400.40.0001 3個 360° 125mm 400mm 500mm 57mm
PACK.DMP400.50.0001 4個 360° 125mm 400mm 500mm 67mm
PACK.DMP500.60.0001 1個 360° 200mm 500mm 702mm 60mm
PACK.DMP500.80.0001 2個 360° 200mm 500mm 702mm 80mm

plus

最大回転角度 360°を可能にする完全なモジュ
ラーキット。納期はお問合わせください

... 回転式モジュール、
組立して納品 ...
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可動部への電力供給を容易に ...

ロボット用エナジーチェーン
... それが私たちの使命です。

40%の収縮長で省スペース。
伸縮自在のトライフレックス R TRXで
“ドレスパック”に革命

スカラロボットへ安全にエネル
ギーを供給するスカラケーブル
ソリューション

...オンラインツール

ロボット用モジュラーシステ
ム。ロボットに最適なエネル
ギー供給システムをオンラ
イン構成

半径方向の安定性が 4倍、
より高いねじれストップ。ト
ライフレックス R 
TRE.30.050.0.B

3D用途では、回転や揺動運動があるのは普通のことです。ここでは、ロボットケー
ブルを安全に保護し案内するエナジーチェーンが必要とされます。高い引張強度、
高い柔軟性、省スペースおよび軽量化がキーワードです。しかし、設置スペース
も大きな役割を果たします。これまでの巻取りシステムはかなりのスペースを必
要としていましたが、トライフレックス R TRXは大幅なスペース削減が可能です。
ロボットの軸に沿って軽量化、省スペース化を実現するエネルギー供給システム
です。

...新提案

ハイライト ...
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長さ補正

技術向上
	● 最大で 40％の長さ補正が可能
	● RSP巻取りシステムと比較して、83%の軽量化
を実現

	● ループ形成を防止
	● 省スペースな設計
	●トライフレックス Rの TRE型と互換性あり
	● 改良が容易

igus.co.jp/TRX

ケーブルは、エナジーチェーンの伸縮部の中でスパイラル状に配置されます。エナジーチェーンにテンショ
ンがかかると、ゴムバンドで保持されたチェーンリンクの回転により、最大 40%長さが伸びます。

当社試験施設でのテスト

 ロボット用エナジーチェーン : 伸縮自在のトライフレックス R TRX

コスト削減
	● 購入部品を最小限に抑える
	● ケーブル長の削減
	● 全てのパーツは個別に交換可能
	●「イージー」デザインによる設置時間の短縮化

	● 伸縮自在の TRXは、イグスの試験施設において、
現在様々な特性が試験されています。

	● 従来の巻取りシステムに比べて、材料や部品が大
幅に少なくて済むため、省資源につながります。

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません。
igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

study

トライフレックス R
TRE型との互換性

あり

伸縮式と 3D動作の組み合わせにより、最大 40%の巻取り長
さを確保しながら、省スペースでの設置が可能になります。

RSP巻取りシステムより
軽量

... TRXが
3D動作に革命を
起こします ...
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3 100%

3種類の EPSONスカラロボットに対応

技術向上
	● モジュラー式システム、簡単な後付け
	● ハーネス済みで提供可能
	● 各スカラロボット種類向けに簡単に調整できる設
計

	● 全ケーブルとホースを安全にガイド

igus.co.jp/ScaraCableSolution

完全なスカラケーブルソリューション
スカラケーブルソリューション （SCS） は、スカラロ
ボット用の新しいカスタムケーブルガイドシステムで
す。このエネルギー供給ソリューションは、ハーネス
済みまたは空のチューブとして提供可能で、各種ス
カラモデルに合わせて特別に作られています。無潤
滑のクシロス ボールベアリングにより、スムーズか
つ環境に優しい動作を実現します。また、公称幅が
23mm、29mm、36mmの e-ribシリーズは、コルゲー
トチューブのリブの隙間を埋めて SCSを安定させる
ため、他の物体との衝突やもつれを防ぎます。

ボールねじ取付け

エプソン G6-553S向
けに試験済み

e-ribが安定性を補強

 ロボット用エナジーチェーン : スカラケーブルソリューション

コスト削減
	● メンテナンスが容易
	● 高い走行性能
	● 全てのパーツは個別に交換可能
	● ダウンタイムを削減

	● 2016年以降、ドイツの自動車メーカーで EPSON
のスカラロボット 50機が連続運転中

	● 2020年 8月 20日～ 2021年 3月 1日の期間に、
当社試験施設で 250万サイクル以上試験済み

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、e-ribを製品寿命の最後にリサイクルいたし
ます（日本未対応）。ケーブル保護管のメーカー
は問いません。お客様には次回購入時に使える
クーポン券をお渡しします。（日本未対応）

	● 無潤滑のクシロス ポリマー製ベアリングを搭載

高性能 サステナビリティ

製品番号 スカラロボット
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 エプソンT3シリーズ
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 エプソン LS3シリーズ
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 エプソン G6シリーズ

製品番号 取付タイプ

TR.SCS.29.02.40.01.0 M40ねじで旋回取付け

TR.SCS.29.04.40.01.0 M40ねじで固定

製品番号 長さ [mm]
TR.SCS.29.500.0 495
TR.SCS.29.1000.0 995
TR.SCS.29.1100.0 1095
TR.SCS.29.1200.0 1195
TR.SCS.29.1300.0 1295
TR.SCS.29.1400.0 1395
TR.SCS.29.1500.0 1495
TR.SCS.29.2000.0 1995

移動端にボールねじ取付け :
TR.SCS.29.01.D.LL.01.0
D = ボールねじ直径
LL = スリーブ長さ

固定端に取付け :
TR.SCS.29.02.40.01.0 = 第 1軸接続用旋回型
TR.SCS.29.04.40.01.0 = 第 2軸接続用固定型

コルゲートチューブ＋e-rib : TR.SCS.29.LLLL.0
LLLL = e-rib付きコルゲートチューブ

タイプの異なる
接続オプション

100%フレキシブ
ルな設計が可能

plus

高速スカラアプリケーション用に既存コル
ゲートチューブの補強

... 確実な
スカラロボットへの
エネルギー供給
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半径方向の強度

製品番号 Bi 1 Bi 2 Ba 半径 d1 d2 ピッチ リンク 重量
TRE.30.050.0.B 12mm 10mm 34.5mm 050mm 10mm 8mm 11.3mm 89/m ~0.26kg/m

納期はお問合わせください

技術向上
	● ラジアル方向の安定性が 4倍に
	● ねじり力の良好な吸収性
	● 工具を使わず組立・分解ができる
	●トライフレックス R TRE30型との互換性あり
	● 後付けが容易／拡張可能

new

igus.co.jp/TRE.30.B無料サンプル請求

トライフレックス R TREを使用したユニバーサル
ロボット

ケーブルを押し込むだけの簡単
収納。ハーネス済みケーブルに
も対応。

トライフレックス R TREを使用したデルタロボット

ロボット用ロボット用エエナジーチェーン : トライフレックススR TRE.30.050.0.BR TRE.30.050.0.B

コスト削減
	● より長寿命
	● 全てのパーツは個別に交換可能
	● ケーブルに優しい 2室構造の内部仕切り

	●トライフレックス Rの標準仕様は、2007年以来、
複数のお客様のアプリケーションで順調に使用さ
れています。

	● 標準仕様では既に 4,931kmを販売済み 

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません。
igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

半径方向の強度を高めた小型サイズの 3D動
作用ケーブル保護管

... 外径 35mm、半径方
向の安定性は4倍 ...
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エナジーチェーンシステムをスマート化 ...

設備故障を回避し、
安全性を高めます 
... それが私たちの使命です。

スマートな状態監視のための
新世代 i.Senseモジュール。
1つのモジュールで最大 4つの
センサーを接続可能に。

i.Cee:plus IIによる予知保全 : 
お客様の既存の社内ネット
ワークやとその他 IoTアプリ
ケーションへの簡単統合。

...オンラインツール

お客様ご要望に合うスマート
ソリューションを選ぶために、
スマートプラスチックのオン
ラインセレクションガイドをご
利用ください。
igus.co.jp/smart-selection-
guide

バスケーブル用 i.SenseCF.D: 
従来の i.SenseCF.Qと異なり
追加のコアを使用せずに、信
頼性の高いケーブルの状態監
視を実現します。

ドライリンWモジュラー式リ
ニアガイドの状態監視により、
常に最新の情報を得ることが
できます。

i.Cee:plus IIと新しいP4.1ロー
ル eチェーン用 EC.Iは、難し
いアプリケーションにおいても
インテリジェントなメンテナン
ス情報を提供します。

長寿命の状態監視用セン
サー。太陽光発電を搭載した
EC.W LoRaセパレーター

システム障害や設備のダウンタイムの突発的発生は、産業界で最も大きなコスト
負担要因となっています。世界最大級の商工業財産保険会社である FM Global
社の調査によると、2018年、同保険会社は 232件の大規模な損害を数え、それ
ぞれの損害額は 300万ドルを超えています。
うち 28%のケースがシステム障害によるものです。そのため、メンテナンス時
期を事前予測可能にし、想定外の設備停止を未然に防ぐことができる状態監視シ
ステムや予知保全ソリューションがますます求められています。エナジーチェーン
システムの安全性を向上させます。

i.Cee:Box: 最大 20基の i.Cee: 
Sensorをお客様のローカルエ
リアネットワークに統合
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4

複数の状態
監視センサーを

1台のモジュールに搭載

コスト削減

納期はお問合わせください igus.co.jp/isense2

技術向上
	● 多数のチャンネル（USB、LAN、WLAN、Bluetooth
など）と様々な端末機器で設定やセンサーデータ
のダウンロードが可能。

	● リモートセンサーボックスを使って、最大 4つの
センサーを追加することができます。

	● SMS/e-mailによるアラーム通知
	● GPSによる位置依存型フォースリミット判定（オ
プション）

	● LAN/WiFi/SMS経由によるリモートリセット （i.Cee
デバイスとの接続を必要とする）

new

お問合わせください

スライド走行用状態監視

インダストリー 4.0: i.Sense:modul II

コスト削減
	● 1つのモジュールに最大 4つの状態監視用セン
サーを搭載（従来はセンサーとモジュールが各 1
対 1）。

	● エナジーチェーン内に通すセンサー～モジュール
の中継ケーブルは１本のみ

	● データ記録用 SDカードは撤廃

	● 業界最大規模のエナジーチェーン社内試験施設
での継続的な耐久試験

	● 保守点検の出張対応頻度を削減することで、
100kmの車移動で排出される 3.6kgの CO²の排
出を削減可能

高性能 サステナビリティ 製品番号
IS.EC.U04.01.01.0.BETA

50%

従来構成から 3台のデバイスを削減、設置スペースを合理化 
１台のスイッチキャビネットモジュールに 4台のセンサーを搭載

3点削減 ... 4 in 1 ...

... 従来の構成よりもモジュール数を



igus.co.jp/icee2
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接続性の向上 スイッチキャビネット
設置スペースの合理化 

技術向上
	● 最適なセンサーデータ管理のための数多くの最
新の接続（IoT統合、サードパーティのクラウドソ
リューションなど）

	●「いつでも、どこでも、どんなときでも」という絶
対的な透明性を実現するための接続性の向上
（ネットワーク接続：ローカルイントラネット上の
ダッシュボード、PLCおよびプラントモニターへ
の接続、JSON/MQTT/REST/.CSV/.TXTを介した
ローカルのサードパーティソフトウェアとの通信、
クラウドソリューションへの任意の接続）

new

自動車工場での i.Cee使用事例

インダストリー 4.0: i.Cee:plus II

コスト削減
	● 効率的なレトロフィット管理による製品寿命の最
大化

	● 予知保全管理によって予期しない故障停止時間の
発生とコスト損失を回避

	● 業界最大規模のエナジーチェーン社内試験施設
での継続的な耐久試験

	● ポーランドにおける 2021年 1月からの 440mス
ライド走行アプリケーションでの使用事例

	● 遠隔地とのリモート接続による物理的な移動コス
トの削減

	● 保守点検の出張対応頻度を削減することで、
100kmの車移動で排出される 3.6kgの CO²の排
出を削減可能

高性能 サステナビリティ 製品番号
IS.PLUS.01.01.0.BETA

納期はお問合わせください お問合わせください

4x 28%

インテリジェントなエナジーチェーン監視により予期
せぬダウンタイム発生を回避

...  シーメンス S7

...  OPC-UAサーバー

...  IoT-クラウドダッシュボード

...  プライベート IPアドレス経由 HTTPダッシュボード

...  MES/SCADA

...  MQTTブローカー経由 JSON-File

...  HTTP経由 REST

...  Text or .CSV file

...  SMS経由テキストメッセージ

...  SMBプロトコル経由 Sensor rawデータ管理

...  FTP経由 Sensor rawデータ管理

...  FANUC Field Systemとの統合

i.Cee:ハードウェア

i.Cee:アウトプット

i.C
ee:ソフトウェア

顧客のネットワーク環境やその他多くの
IoTユースケースへの深い統合を可能にします。

1つのデバイスに集約 ...

... インダストリー 4.0を
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技術向上
	● 電源機能を備えた状態監視センサーのローラー
チェーンリンクへの搭載

	● 軸 /軸穴接続部の摩耗の監視
	● エナジーチェーン内幅寸法によるセンサー取付の
制約はありません。

	● i.Cee:plusによる寿命予測計算システムのオプショ
ン使用可能

new

igus.co.jp/smart-p4hd

ローラーチェーンリンク内
のセンサーは、LoRa無線
規格でデータを i.Cee:plus
モジュールに直接送信しま
す。

インダストリー 4.0: 高荷重用ロール eチェーンと i.Cee: 

コスト削減
	●「エナジーハーベスティング」による外部電源接
続の省略化

	● LoRa無線規格で接続されているため、チェーン
にケーブルを追加する必要がありません。

	● 業界最大規模のエナジーチェーンシステム社内試
験施設での継続的な耐久試験

	● エナジーハーベスティングは不要なリソース消費
を回避します。

	● イグスチェーンジリサイクルプログラムの一環と
して、エナジーチェーンを製品寿命の最後にリサ
イクルいたします（日本未対応）。ケーブル保護
管のメーカーは問いません。  
igus.co.jp/chainge

高性能 サステナビリティ

納期はお問合わせください お問合わせください

ホワイトペーパーのダウンロード（PDF）
「機械の稼働率総合評価におけるエナジーチェーンシステム：
スマートプラスチックによるプラントの稼働率向上とプロセス適合性の確保」

スライド走行用 P4HD.56Rのローラーチェーンリンクに直接セ
ンサーを組み込むことで、長距離走行時のスマートな状態監視
が可能になりました。

を最大化 ...

... ローラーの製品寿命

plus II及び EC.Iの組み合わせ



82 83－

技術向上
	● プロトコルに依存しない測定方法により、エナジー
チェーン動作中の伝送特性を測定します。

	● 小型アダプタをケーブルループ回路に挿入して、
両端でモニター実施

	● USB経由での i.Cee plus IIモジュールとの接続に
よるメンテナンス寿命予測情報

	● プラグインコネクタを含む可動ケーブル全体をス
マートにモニタリング

new

www.igus.co.jp/cf-d-bus

CF.Dはお客様向け実演デモ機への搭載によるご紹
介を予定しております。

インダストリー 4.0: バスケーブル断線検知 i.Sense CF.D

コスト削減
	● 従来の i.Sense CF.Qと異なり測定用コアの追加
が不要です。

	● 小型設計により、ケーブルの交換に合わせて素早
く後付けが可能です。

	● バスケーブル交換の適切な時期をお知らせ - 予
期しない設備故障停止を防止

	● 業界最大規模のエナジーチェーンシステム社内試
験施設での継続的な耐久試験

	● お客様のアプリケーションで実際にお試しいただ
けます。無償サンプル貸出しによるベータテスト
をご希望の際はお問合わせください。

	● 従来の i.Sense CF.Qと異なり測定用コアの追加
が不要

	● 寿命予測によってリソースを必要とする緊急時の
オペレーションを軽減します。

高性能

より詳細情報はスマートプラスチックカタログを無料ダウンロードして
ご覧ください。

サステナビリティ

納期はお問合わせください お問合わせください

製品番号
IS.CF.D.SU.ETHER01.T.01.0.BETA イーサネットケーブル状態監視トランスミッター
IS.CF.D.SU.ETHER01.R.01.0.BETA イーサネットケーブル状態監視レシーバー

プロトコルに依存しない方法で、エナジーチェーン動
作中のデータ伝送特性を直接測定

... 信頼性の高いケーブル用
状態監視システム。予備回線
確保不要 ...
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ソーラーパネル
バッテリー電源

www.igus.co.jp/smartplastics

	● 自動車生産工場でのガントリーローダー
	● コンテナ用クレーン
	● 製造ラインの屋内クレーン
	● 工作機械
	● 木材加工機
	● プラスチック加工機械
	● バルクハンドリング

技術向上
	● 4段階のセンサ層によってエナジーチェーンの連
続使用における耐用年数計算を、25%単位で判
定します。

	● イグスの積層造形法で特別に製造された摩耗セ
ンサ

	● ソーラーパネルバッテリー電源
	● スライド走行時のサイドリンクパーツ接触部の摩
耗進行状況を LoRa無線通信規格によって i.Cee.
Boxか i.Cee.Plusモジュールへ定期的に通信しま
す。

インダストリー 4.0: セパレータ型 EC.W LoRaセンサー ソーラー電源付

コスト削減 使用可能なアプリケーション 機能の原理

摩耗検知センサーはエナジーチェーンの対向するク
ロスバー間の距離を測定します。この距離はエナ
ジーチェーンのサイドリンクパーツの接触部の摩耗
進行に比例して狭くなり、これにより耐用年数を予
測することができます。

	● 製品自体の到達寿命までバッテリー交換は不要で
す。

	● 無線伝送式ですので、エナジーチェーン内部への
中継ケーブルの配線は不要です。

	● イグス試験施設の試験装置 	● ソーラーセル方式によりバッテリー切れはありません。
	● センサ部分は交換可能なためエナジーチェーンを
交換しても継続使用可能です。

	● イグスチェーンジプログラムによるエナジー
チェーン無償リサイクル（日本未実施） 
igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学
物質のリサイクルに投資しています。このトピックにつ
いて詳しくはこちら : www.igus.co.jp/sustainability

アプリケーション事例 サステナビリティ

電池を交換することなく、LoRa無線通信規格を用
いてスライド走行時接触するサイドリンクパーツの
摩耗状態を連絡することができます。

... フリーメンテナンスの
状態監視センサー ...



86 87－

i.Cee:センサーはお客様
独自のローカルエリア
ネットワークに統合可能

費用対効果に優れる 半径

www.igus.co.jp/smartplastics

	● 自動車生産工場でのガントリーローダー
	● コンテナ用クレーン
	● 製造ラインの屋内クレーン
	● 工作機械
	● 木材加工機
	● プラスチック加工機械
	● バルクハンドリング

技術向上
	● LoRa無線通信規格を採用した最大 20個の i.Cee:セン
サーをお客様のローカルネットワークに統合し、予知保
全情報をエナジーチェーンシステムおよび /またはベア
リング製品の耐用年数情報と連携させます。

	● ネットワークへの有線接続不要
	● 通信レンジ最大 80m 
	● ローカルエリアネットワークを介してお客様の既
存保全システムへリンク 

	● HTTPダッシュボード、PLCレジスタ、JSON、
TXT、OPC-UAを介して予知保全情報やセンサー
データを出力

インダストリー 4.00: i.Cee:Box

コスト削減 適用可能なアプリケーション事例
	● 複数のアセットを管理：i.Cee:Box
	● 標準的な IT技術の利用 - i.Cee:Plusやアンテナ
（定価）と比較して 11％のコスト削減を実現

	● イグス試験施設の試験装置 	● 多くの用途で製品寿命を延長します。
	● イグスチェーンジプログラムによるエナジー
チェーン無償リサイクル（日本未実施）
igus.co.jp/chainge

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、化学
物質のリサイクルに投資しています。このトピックにつ
いて詳しくはこちら : www.igus.co.jp/sustainability

アプリケーション事例 サステナビリティ

2011 % 80ｍ

ソフトウェアを制御盤の外に設置することで、デー
タの転送性が向上しました。

... 設置スペース合理化と
無線接続 ...
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igus.co.jp/smart-drylin-w

~50m

LoRa通信レンジ

技術向上
	●ドライリンキャリッジのキャリアプレートに組み込
まれた計測・LoRaデータ送信ユニット

	● LoRa通信レンジ：約 50m
	● リポバッテリー付き DC24V電源内蔵
	● 現在のセンサーの状態、次の予測されるメンテナ
ンスまでの時間、バッテリーの状態などの情報を
出力

	● お客様のネットワークとインダストリー 4.0アプリ
ケーションへの接続

new

当社の測定機は、i.Cee:plusモジュール IIとドライ
リンWモジュラー式リニアガイドで構成されるイン
テリジェントチームを実証しています。

インダストリー 4.0: i.Cee:plus II & ドライリンWモジュラー式リニアガイド

コスト削減
	● 標準的な USBソケットでの充電により、特別なア
クセサリーなしで使用可能

	● 外付け・省スペース型の受信機・演算ユニット

	● 測定システムの機能テストに合格
	● お客様のアプリケーションで実際にお試しいただ
けます。無償サンプル貸出しによるベータテスト
をご希望の際はお問合わせください。

	● 寿命予測によってリソースを必要とする緊急時の
オペレーションを軽減します。

高性能 サステナビリティ

納期はお問合わせください お問合わせください

リニアガイドの状態監視と
お客様ネットワークへの統合

... リニアガイド用の
予知保全システム ...



35 50 50

可動部への電力供給を容易に ...

イグスのエナジーチェーンは 1971年から ...

自動化のための生命線です ...

5mm 350mm

世界最大の樹脂製エナジーチェーン

エナジーチェーンだけで
35億回の

テストサイクルを実施

年間 100億往復を行う
エナジーチェーンと
チェーンフレックスの

試験施設

̶
当社の試験施設に設置され
ているエナジーチェーン

試験装置

50

世界最小のエナジーチェーン

250
ラボでのエナジーチェーン
とケーブルの同時試験 

以上
50

シリーズ

̶
2020年に研究開発と
デジタル化に 5,000万
ユーロを投資

以上
50

615ｍ
 最長ストローク長さ

毎年 15,000以上の
試験が行われています。

およそ
1,500
の特許と
250

の登録された
意匠

世界各国の
子会社

販売
パートナー

展開している
国数

全世界で 50業種、約 250,000のお客様
にご利用いただいています

750
イグスの営業として勤務している従業員 

4,150
世界中のイグスで働く従業員数

が在庫されています。: エナジーチェーン、ケーブル、すべり軸受、
リニアガイド、丸棒、3Dプリント、ローコストオートメーション

235,000 以上の製品

“チェーンもケーブル
も保証します”という
スローガンのもと、
レディーチェーンケー
ブルユニットを販売。

1995
xigus 1.0

カタログデータ
CD登場

1991
E4.350:

最大の樹脂製
エナジーチェーン 

2008
ロボット用

エナジーチェーン

2003 クリーンルーム向け
e-skin

2017 エナジーチェーン
E4Q型

2018

最初のイグス
エナジーチェーン 

1971
スマート
エナジー
チェーン

2016

エナジーチェーン
カタログ配布開始

1979
開閉型

エナジーチューブ

1986
チェーンフレックス

ケーブル

1989
エナジーチェーン

E4型

1985 e-spool

2012
プラグ＆プレイ
エナジーチェーン

2013 軸周
回転型

2015 エナジーチェーン
36ヶ月間
無償交換保証

2019

エネジーチェーンは、動くケーブルを故障や摩耗から守り、エネルギー、データ、液体、空気、気体、
光など、機械に必要なあらゆるものを供給します。工作機械、木工機械、板金機械、クリーンルーム、
自動倉庫など、幅広い応用範囲で常に動き続けています。
イグスが 1964年にケルンのガレージで設立されたとき、機械工学の分野ではプラスチック製のエナジー
チェーンを想像する人はいませんでした。スチール製のケーブル保護管は、1950年代から存在していま
した。1971年に、我々はプラスチック製のエナジーチェーンを初めて納入しました。
それ以来、より多くのお客様がポリマー製チェーンの利点を認識しています。ポリマー製チェーンは、よ
り軽く、よりコスト効率が良く、滑るように動き、耐腐食性があり、「スマート」であり、多くの場合、持
続可能であるということです。設置コストの低減に加え、潤滑油を必要としないメンテナンスフリーを実
現しています。
「可動部の電力供給を容易に」のスローガンのもと、イグスはお客様のご要望に応じたエナジーチェーン
システムの構成、製造、組立を世界中で行っています。

過去 50年間、皆様のご協力により、私たちはエナジーチェーンを何度も改革してきました。今年誕生日を迎え、
最新のエナジーチェーンにおいて、デジタルでクリーン（「Reiner！」IPAクリーンルーム・アワード）を実現しました。

オートグライド 5

2020



1971年以来、可動部への電力供給を容易に

アーカイブを見てみると ...。
チェーンは永遠に ...

1993

「品質向上とコスト削減を
両立させることが 
我々の課題です。」
技術を上げて、
コストを下げる。
それが私たちの使命です。
昔も今も。

1991

「[...] エナジーチェーンは 
高価な機械の基幹部分で
あり、その機能や故障の 
原因となる。」
それが「技術を上げて、
コストを下げる」です。

1990

「[...] エナジーチェーンの選定では、“シンプルなもの”が“よい
エナジーチェーン”であることが多い。エネジーチェーンの機械
要素が堅牢で、個々の部品や複雑な機構が少ないほど、長持ち
する。」
エナジーチェーンメーカーの中で唯一、最長 36ヶ月の無償
交換保証を提供しているのは、製品に対する自信があるか
らです。

私たちのアーカイブを見ると、今の私たちを動かしているものが、過去の私たちを動かしていたことがわかり
ます。私たちは何十年もの間、「技術を上げて、コストを下げる」という目標を忠実に守ってきました。マー
ケティング手法や広告チャネルは進化し、変化しても、私たちのメッセージ、つまり、様々な業界のお客様へ
の約束は決して変わりません。私たちは、お客様とお客様の用途に合わせて、信頼できる最も費用対効果の
高いエナジーチェーンを求めています。
これが 1971年以来変わることのない我々の課題です。

1991

「“コークスクリュー”を 
防ぐ特殊なケーブル」
チェーンフレックスケーブル
36ヶ月無償交換保証は
2014年に始まりました。

1991

「チェーンは永遠に」
最も過酷な条件下で、24時間 365日使用されるクレーンの
15年にもなる耐用年数は、決してフィクションではありません。

1991

「三原色だけを使って他のすべての色を作り出すことができ
るように、イグス E4システムを使って、工作機械やオート
メーションのためのすべてのエネルギー供給ソリューション
を実現することができます。」
イグス E4エナジーチェーンは、機械工学におけるエナジー
チェーンの標準となっています。

1991

「静粛性への革新」
静音性は当時も今と変わらず重要な課題でした。イグスの
E6.1エナジーチェーンは、イグスの試験施設での稼働中に
わずか 32 dB(A)しか発生しません。
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...新提案
ハイライト ...
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エナジーチェーン内で可動試験済みです。
CFCLEANは、e-skin flatとの組み合わせでクリーンルームでの使用に革命をも
たらします。新たなハイブリッド複合ケーブルと複合ケーブルで、ドライブ技術向
けの当社ラインアップが広がります。制御・動力ケーブルCF150.UL/CF160.ULは、
「ULリステッド」として認証を受けているため、エナジーチェーンから連続するケー
ブルラックへ直接設置することができます。またチェーンフレックスケースを使え
ば、出荷、保管、再注文が簡単で効率も上がります。

可動部への電力供給を容易に ...

チェーンフレックスケーブル ... 
最大 36ヶ月無償交換保証
それが私たちの使命です。

チェーンフレックス 
CFCLEAN ... 軽量、細径、
耐久性 ... e-skin flat向け

イグスによる出荷と保管。
883 種類のケーブルがチェーン
フレックスケースで注文可能

素早く安全に加工。小さい設
置スペース用のシールド付き
PVC外被制御・動力ケーブル 
CF6.25.03

エナジーチェーンとケーブル
ラックで使えるMTW ケーブル。
試験済み、無償交換保証付き

Fanuc のドライブに最適化した
無償交換保証付き複合ケーブル。
耐油性もあり世界各地で使用可能

SEW MOVILINK DDIに最適な
新ハイブリッド複合ケーブルで
設置スペースとコスト削減 

迅速納品、優れた費用対効果、
実用的。トップドライブ用
CFSPECIAL.5xx シリーズ

PROFINET FastConnect
素早く、安全で、簡単な接続

無償交換保証付き IO-Linkケーブル 
捻回・直動に対応

小さな設置スペース、高負
荷対応の制御・動力ケーブ
ル CF9.ULとCF10.UL

使用条件（ストローク、曲げ半径、
加速度、温度の数値）を入力するだ
けで、オンラインでチェーンフレックス
ケーブルの予測寿命が計算されます。



84% 8 x 2

43

1

96 97－

標準品
低コスト

簡単 x4

ケーブルの選択肢が 
広がる

簡単な 
出荷

簡単な 
保管

簡単な 
収納

簡単な 
再注文

技術向上
	● 従来の 8倍の選択肢を実現
	● 三段まで積み上げ可能
	● QRコードから注文可能（日本非対応）

出荷ソリューション チェーンフレックスケース - イグスによる出荷と保管

コスト削減
	● 高価な保管システムの廃止
	● 高価な巻き出し装置の廃止

	● フォワーダーなどの貨物輸送との比較など 
お問合わせください

	● 再利用可能な材料から製造
	● パレットからカートンへの切り替えで出荷時の  
重量削減

高性能 サステナビリティ

在庫から入手可能 igus.co.jp/CFCASE無料サンプル請求納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

ケーブルの出荷・保管が容易に:  
チェーンフレックスケースでケーブルの輸送・保管を 
低コストかつ安全に行うことができます

883種類のケーブルがチェーン
フレックスケースで注文可能 ...



6.8xd 90% 50%

chainf lex® CF6

98 99－

より小さな曲げ半径 
最小設置スペースに

対応

最大編組 
遮蔽率

CFRIP仕様で
さらに加工が速い

オンライン 
寿命予測

製品番号
最小曲げ半径
エナジー
チェーン

線心数、導体断面積 [mm²]
外径 Ø 
約

[mm]

銅質量
[kg/km]

質量
[kg/km]

...
CF6.07.03 6.8xd （3Gx0.75）S 8.0 46 98
CF6.07.04 6.8xd （4Gx0.75）S 8.5 56 113
CF6.10.03 6.8xd （3Gx1.0）S 8.0 54 107
CF6.10.04 6.8xd （4Gx1.0）S 9.0 65 116
CF6.15.03 6.8xd （3Gx1.5）S 9.0 72 122
CF6.15.04 6.8xd （4Gx1.5）S 9.5 88 155
CF6.25.03 6.8xd （3Gx2.5）S 10.5 107 180
CF6.25.04 6.8xd （4Gx2.5）S 11.5 131 222
...

在庫から入手可能納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

技術向上
	● PVCケーブルで 6.8xdまでの最小設置スペース
に対応

	● 最大編組遮蔽率 90%
	● UL 600V対応のため、世界中で利用可能

new

igus.co.jp/CF6無料サンプル請求

制御・動力ケーブル CF6.25.03

コスト削減
	● 高価な PUR材料を使わずともロングストローク
可能

	● CFRIP仕様で素早くケーブル剥離

	● テストNo.5426: CF6.03.05は 5.1xdです。すで
に現時点で 2,060万回のストロークを検証済み 
（テスト継続中）
	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 : 
igus.co.jp/chainflexlife

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

CFRIP仕様のチェーンフレックスケーブル 542種類のうちの 1つ 

CFRIP仕様のチェーンフレックスケーブルではケーブル剥離が最大 50%早く
なります。小さな切り込みを入れた後、CFRIPの引き裂き紐を使ってワンス
テップで外被を「裂いて開く」ことができます。ファスナーのように簡単です。

34種類の制御・動力ケーブル CF6を含む現在の製品ラインアップは、最新のチェーンフレックスカタログお
よびウェブサイトでご覧いただけます。シールドなし型の CF5も対応可能で、43通りの線心と断面積の組み
合わせがあります。

新たな線心と断面積の組み合わせで、チェーンフレ
ックス 制御・動力ケーブルCF6のラインアップ拡充

... シールド付き PVC外被制御・動力ケーブル 

小さな設置スペース用 ...



100% 1,000 
万回 0%

100 101－

全種類を在庫から 往復回数の 
保証

重複在庫

在庫から入手可能

技術向上
	● 1つのケーブルでエナジーチェンとケーブルラック
に対応

	● 異なるシステムでの容易な操作性
	● 1,000万往復を耐久実証

new

igus.co.jp/CF150UL /CF160UL無料サンプル請求

制御・動力ケーブル CF150.UL/CF160.UL

コスト削減
CF150.UL （シールドなし） CF160.UL （シールド付き）

	● コストのかかる接続部の排除
	● チェーンエリア用と固定設備用のケーブルの二重
保管を避けることができる

	● 認 証 : UL MTW、UL TC-ER 90 °C 600V、UL 
WTTC 90°C 1,000V、UL DP-1、UL AWM 90°C 
600V、C（UL） CIC/TC

	● 難燃試験 : FT4、FT1、VW1
	● テストNo.5419 - 5422: 2,600万回まで試験済
	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 
igus.co.jp/chainflexlife

	● チェーンで使えないケーブルタイプを避けること
で、ダウンタイムを削減

高性能 サステナビリティ

製品番号
線心数、導
体断面積 

[mm²]

外径Ø 
約

[mm]

銅質量
[kg/km]

質量
[kg/km]

CF150.UL.10.03 3Gx1.0 8.0 32 78
CF150.UL.10.04 4Gx1.0 8.5 42 94
CF150.UL.10.05 5Gx1.0 9.0 52 112
CF150.UL.10.07 7Gx1.0 10.5 73 155
CF150.UL.10.12 12Gx1.0 15.0 124 281
CF150.UL.10.18 18Gx1.0 19.0 186 426

CF150.UL.15.03 3Gx1.5 8.5 47 98
CF150.UL.15.04 4Gx1.5 9.0 63 122
CF150.UL.15.05 5Gx1.5 10.0 78 148
CF150.UL.15.07 7Gx1.5 12.0 109 206
CF150.UL.15.12 12Gx1.5 16.5 186 366
CF150.UL.15.18 18Gx1.5 21.0 278 529

CF150.UL.25.03 3Gx2.5 9.5 78 133
CF150.UL.25.04 4Gx2.5 10.0 103 163
CF150.UL.25.05 5Gx2.5 11.0 129 200
CF150.UL.25.07 7Gx2.5 12.0 181 269
CF150.UL.25.12 12Gx2.5 18.5 309 502
CF150.UL.25.18 18Gx2.5 24.5 464 809

製品番号
線心数、導
体断面積 

[mm²]

外径Ø 
約

[mm]

銅質量
[kg/km]

質量
[kg/km]

CF160.UL.10.03 （3Gx1.0）S 9.5 55 120
CF160.UL.10.04 （4Gx1.0）S 10.0 68 142
CF160.UL.10.05 （5Gx1.0）S 11.0 80 164
CF160.UL.10.07 （7Gx1.0）S 12.5 112 220
CF160.UL.10.12 （12Gx1.0）S 18.5 184 389
CF160.UL.10.18 （18Gx1.0）S 23.5 291 648

CF160.UL.15.03 （3Gx1.5）S 10.0 75 148.5
CF160.UL.15.04 （4Gx1.5）S 11.0 92 175
CF160.UL.15.05 （5Gx1.5）S 12.0 110 204
CF160.UL.15.07 （7Gx1.5）S 13.5 146 271
CF160.UL.15.12 （12Gx1.5）S 20.0 252 478
CF160.UL.15.18 （18Gx1.5）S 25.5 388 763

CF160.UL.25.03 （3Gx2.5）S 11.0 106 184
CF160.UL.25.04 （4Gx2.5）S 12.0 135 219
CF160.UL.25.05 （5Gx2.5）S 13.0 166 264
CF160.UL.25.07 （7Gx2.5）S 14.5 227 361
CF160.UL.25.12 （12Gx2.5）S 23.5 404 688
CF160.UL.25.18 （18Gx2.5）S 29.5 595 1092

新チェーンフレックスの PVC制御・動力ケーブル CF150.ULとCF160.ULは、「ULリステッド」として認
証を受けているため、エナジーチェーンから連続するケーブルラックへ直接設置することができます。こ
れにより、エナジーチェーンの直後の接続箇所や、エナジーチェーン用と固定用の異なるケーブルタイ
プの準備が不要になります。非常に優れたMTW（Machine Tool Wiring）ケーブルです。チェーンフレッ
クスの試験施設でテスト済みで、最大 36ヶ月間の無償保証が付いています。

オンライン 
寿命予測

｢ULリステッド｣の認証を受けているため、これらのケーブルは 
エナジーチェーンに加えてケーブルラックでも使用できます。

... エナジーチェンとケーブルラックで
使える唯一のMTWケーブル ...



102 103－

在庫から入手可能

new

無料サンプル請求

チェーンフレックス CFCLEAN ... 半導体産業のための        革命 ... 詳細は次ページに ...

igus.co.jp/CFCLEAN

モジュール式
革新的
フレキシブル

超軽量
非常に 
ソフト

スペース削減

70mm
最小曲げ半径

2,000万
往復回数を
保証した

e-skin flat

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

... クリーンルームでの最強
の組み合わせ ...



39% 43% 2,000 
万回 70mm

104 105－

外被付きケーブルに
比べて細径化

軽量化＊ 往復回数の 
保証

e-skin flatの 
最小曲げ半径

在庫から入手可能

技術改良
	● 39%の細径化
	● 43%の軽量化
	● 曲げ半径 70mmで、2,000万往復回までの耐久性

new

igus.co.jp/CFCLEAN無料サンプル請求

チェーンフレックス CFCLEAN

コスト削減
	● 初期段階で計画しなければならない試作品コスト
の削減

	● 在庫から、必要な量だけ
	● 現場での迅速な交換

	● テストNo.5497（中間報告）: 5,000万回 （耐久
性確認済、テスト継続中）

	● オンライン寿命予測計算準備中

	● 加速時の重量とエネルギー消費量の節約
	● 少ない材料による資源の削減
	● メンテナンス時、故障した部品だけを交換するこ
とで、廃棄物を削減

高性能 サステナビリティ

CFCLEAN タイプ 

CFCLEAN1 - 制御・動力ケーブル
CFCLEAN2 - 同軸ケーブル
CFCLEAN3 - データケーブル
CFCLEAN4 - エンコーダケーブル

CFCLEAN タイプ 

CFCLEAN6 - 動力ケーブル
CFCLEAN7 - 複合ケーブル
CFCLEAN8 - バスケーブル

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

半導体業界の革命、そしてその先へ。超軽量、超高耐久性、非常に小さな曲げ半径。こうした目標を
達成するため、CFCLEANは外被なしの形で開発されました。そのため、外被の機能を持つ e-skin flat
と組み合わせて使用することになります。CFCLEANと e-skin flatは最強の組み合わせです。モジュラー
方式のため、破損した場合には個々のチャンバーやケーブルを交換することができるからです。曲げ半
径 70mmで、5,000万ストロークまでの耐久性が実証されています。在庫から入手可能です。

カタログ : イグス  クリーンルーム技術
ロボットやマウンター、半導体製造やマイクロエレクトロニクスな
ど、イグスはあらゆるクリーンルームに技術向上とコストダウン
を実現するコンポーネントを提供しています。
igus.co.jp/cleanroom

＊ 一般的な外被付きケーブルと比較

CFCLEANの全ラインアップは、ウェブサイトでご覧いただけます :  igus.co.jp/cfclean

クリーンルームなどで使用のe-skin flat向け 
外被なしの革新的なソリューション

... より軽量 ... 細径化 ...

無償交換保証付き ... 低摩耗 



100%
1,800 
万回 10xd

106 107－

耐油性チェーンフレックス 
試験施設で 
往復試験済み

小さな曲げ半径 
エナジーチェーン内

在庫から入手可能

技術向上
	● 耐用年数保証
	● 長期的に EMCに有効です
	● 世界で使える認証をもっています

new

www.igus.co.jp/CF270ULD無料サンプル請求

複合ケーブル CF270.UL.10.06.D

コスト削減
	● 寿命予測が明確なため、ダウンタイムを削減でき
ます  

	● テストNo.4831: CF270.UL.25.04.D 1,800万回
	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 
igus.co.jp/chainflexlife

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 最小曲げ半径 
エナジーチェーン 線心数、導体断面積 

外径Ø 
約 銅質量 質量

[mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]

CF270.UL.10.06.D 10xd （6Gx1.0）S 9.5 87 133

チェーンフレックスケーブル CF270.UL.D 31本のうちの 1つ
エナジーチェーンでの厳しい動きに対応するPUR外被付き複合ケーブルシリーズです。Fanuc社のモー
ター発電機に合わせた構造になっています。このケーブルは、工作機械向けに設計され、最長 36ヶ月
の無償交換保証が付いています。また UL認証、DESINAの外被色、EAC認定を受けており、かつその
他の世界的な市場で要求される規格に従っています。

オンライン 
寿命予測

ドライブ技術のウェブページ 
「ドライブ技術向けイグスのソリューション」:
igus.co.jp/info/drive-tech-cables-and-harnessed-cables

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

複合ケーブル CF270.UL.Dの製品ラインアップは、最新のチェーンフレックスカタログおよびウェブサイトで
ご覧いただけます : igus.co.jp/CF270ULD

Fanucのモータ向けチェーンフレックス 
複合ケーブルCF270.UL.Dの拡充

... 無償交換保証付きケーブル
Fanucのドライブに最適 ...



40% 50% 100%

CF280.UL.H.207.D

108 109－

スペース削減 必要なケーブルの 
削減

確実な 
データ伝送

在庫から入手可能

技術向上
	● 必要とするケーブルを 50％削減
	● モーターとエンコーダシステム間の安全なデータ
交換

	● SEW MOVILINK DDI ドライブに最適なハイブリッ
ド複合ケーブルの耐用年数の保証

new

www.igus.co.jp/CF280ULH無料サンプル請求

ハイブリッド複合ケーブル＊ CF280.UL.H.207.D

コスト削減
	● チェーン内の設置スペースを約 40%節約 
	● コネクター技術による設置スペースの縮小

	● テスト : バス線心内蔵の CF280.UL.H.Dを最小の
曲げ半径で使用した場合で、4年以上の使用実
績があります

	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 
igus.co.jp/chainflexlife

	● 同軸ケーブルと比較して、材料重量（プラスチッ
ク＋銅）を 43％削減

高性能 サステナビリティ

製品番号
最小曲げ
半径
エナジー
チェーン

線心数、導体断面積 
外径Ø 
約 銅質量 質量

[mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]

CF280.UL.H207.15.04.D 15xd （4Gx1.5+2x（2Cx1.0）S+HF50-0.9/2.95）S 15.5 191 303

CF280.UL.H207.25.04.D 15xd （4Gx2.5+2x（2Cx1.0）S+HF50-0.9/2.95）S 16.5 232 351

オンラインで 
予測寿命を計算

チェーンフレックス ハイブリッド複合ケーブル CF280.UL. 25本のうちの 1つ
電源とデータ伝送が可能なハイブリッド複合ケーブルのラインアップを拡充し、SEWの MOVILINK DDI
に対応するケーブルを新たに加えました。このケーブルには、システムデータが高耐久の同軸線で伝送
されるという特徴があります。最小曲げ半径係数が 15xd（ケーブル外径）のため、工作機械やマテリ
アルハンドリングから自動車産業まで、幅広い産業での使用に適しています。最大 36ヶ月間の無償交換
保証、最低発注量の制限なし、カット料金なし、さらに多くの承認規格があります。

ドライブ技術を紹介するウェブページ 
「ドライブ技術向けイグスのソリューション」:
igus.co.jp/info/drive-tech-cables-and-harnessed-cables

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

ハイブリッド複合ケーブル CF280.UL.Hの製品ラインアップは、最新のチェーンフレックスカタログおよびウェ
ブサイトでご覧いただけます : igus.co.jp/CF280ULH

＊  電源とデータ供給を 1本のケーブルで対応。SEW MOVILINK DDI 向けを
追加してハイブリッド複合ケーブルのラインアップを拡充しました。

... SEW MOVILINK DDIに最適な
ハイブリッド複合ケーブル ...



46% 10% 780
万回

110 111－

素早いハーネス処理 無駄を省きケーブル
材料削減

テスト継続中 
（中間報告）

在庫から入手可能

技術向上
	● FastConnect技術による耐用年数が保証された
ケーブルの使用

	● 誤ったツールによるコア切断やシールドの損傷が
ありません

new

無料サンプル請求

Profinet ケーブル CF898.061.FC

コスト削減
	● 46%の処理速度向上
	● あらかじめ長さを指定する計画が不要
	● 現場での素早い修理が可能

	● テストNo. 5526（中間報告）: 780万回 （耐久性
確認済、テスト継続中）

	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 : 
igus.co.jp/chainflexlife

	● 無駄を省いたことによりケーブル材料を 10％削減
高性能 サステナビリティ

外被 製品番号
最小曲げ半径
エナジー
チェーン

線心数、導体断面積 
[mm²]

外径 Ø 
約

[mm]

銅質量
[kg/km]

質量
[kg/km]

PVC CF888.060 15xd （4Cx0.34）S 7.0 25 59
耐油 PVC CFBUS.PVC.060 12.5xd （4Cx0.38）S 7.0 33 67
iguPUR CF898.060 15xd （4Cx0.34）S 7.0 25 58
iguPUR CF898.061.FC 15xd （4Cx0.34）S 7.0 25 72
PUR CFBUS.PUR.060 12.5xd （4Cx0.38）S 7.0 33 64
TPE CFBUS.060 10xd （4Cx0.38）S 7.5 39 74
TPE CFBUS.LB.060 7.5xd （4Cx0.38）S 7.5 39 67
PUR CFSPECIAL.182.060 10xd （4Cx0.38）S 8.5 37 125

オンライン 
寿命予測

新技術によりハーネス処理が最大 46％早くなります。Profinetケーブル CF898.061.FCは、お客様の施設で迅
速かつ低コストで組み付けることができます。適切なストリッピングツールを使用すれば、作業の手間を大幅に
減らすことができます。同時に、コアの切断やシールドの損傷によって生じるケーブルの無駄も軽減されます。
最小曲げ半径係数が 15xd（ケーブル外径）で短いストロークで使用できます。最大 36ヶ月無償交換保証、
UL認証を取得しています。

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売 igus.co.jp/CF898

Profinetの 
紹介ウェブページ 
igus.co.jp/profinet-cable

イーサネットケーブル 
オンラインカタログ

ハーネス処理を大幅削減、FastConnectに最適な 
新世代のProfinetケーブル

Profinet FastConnect ...

素早く、安全で、簡単な接続 ...



35% 24 時間 100%

CFSPECIAL.5xx

112 113－

コスト削減 在庫から入手可能 トップドライブの
コネクタシステムと

互換性

技術向上
	●トップドライブ用の全ての部品をひとつにおまとめ
	● 標準品のため、素早い修理や後付けが可能

トップドライブケーブル CFSPECIAL.5xx

コスト削減
	● 標準品のため、カスタムメイドの製品に比べて
約 35%コスト削減

	● 最大 36ヶ月無償交換保証

	● 引張強度が高い材料を使用することで、DIN 
VDE 0298を 15,000%以上も上回ることが試験
で証明されており、非常に高い負荷容量を実現

	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 : 
igus.co.jp/chainflexlife

	● ご要望に合わせた配送のため、ケーブルの無駄
を回避

	● システム全体の修理が可能なため、エネルギー
供給システム全体の長期使用につながります

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら : 
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

在庫から入手可能 無料サンプル請求

オンライン 
寿命予測

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売 igus.co.jp/CFSPECIAL5

製品番号 線心数、導体断面積 
外径Ø 
約 銅質量 質量

[mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]

データケーブル
CFSPECIAL.532.15.08.02 （8x（2Cx1.5）S）S 30.0 513 1014

CFSPECIAL.532.15.16.02 （16x（2Cx1.5）S）S 36.5 979 1659

ハイブリッド複合ケーブル
CFSPECIAL.592,001 （30Gx4.0+4x（2Cx2.5）S）S 44.0 1750 2735

単心ケーブル
CFSPECIAL.572.700.01 （1Cx70）S お問合わせください
CFSPECIAL.572.2400.01 （1Cx240）S 31.5 2581 2871

CFSPECIAL.572.3000.01 （1Cx300）S 34.0 3189 3553

CFSPECIAL.572.4000.01 （1Cx400）S 37.5 4269 4704

ホワイトペーパー: 垂直掘削リグでのケーブルガイド 
新たに開発された垂直掘削リグのサービスループへの代替案は、非常に過酷な
環境下での耐用年数を大幅に延長します。

 ● e-loopの使用用途
 ●サービスループの最新情報
 ●エナジーチェーンの衝突試験

https://content.communication.igus.net/en/cable-guiding-in-vertical-
drilling-rigs-whitepaper

トップドライブシステムに最適な新ケーブル 
高い互換性とコスト削減を実現

... トップドライブシステム用
CFSPECIAL.5xx シリーズ ...



50% 40% 1,000 
万回

CF280.UL.H304.D

114 115－

必要なケーブル数を 
削減 （2本から 1本へ）

必要最小限の 
設置スペース

往復回数の 
保証

技術向上
	● エナジーチェーン内で 1,000万往復回を実証済み
	● お客様に個々の状況に合わせて選択できる在庫
化が可能

ハイブリッド複合ケーブル＊ CF280.UL.H.304.D

コスト削減
	● ハイブリッド技術により、必要なケーブル量を
50%削減

	● エナジーチェーン内で必要な設置スペースを最大
40%削減

	● 最大 36ヶ月無償交換保証

	● 可動用ケーブルとしては最大規模の試験場
（3,800m²）でテスト済み
	● IMA社の顧客条件下における穴あけ加工機上で
のテスト :
igus.co.jp/info/unharnessed-cables-drilling- 
equipment

	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 
igus.co.jp/chainflexlife

	● 軽量のため、動きに必要なエネルギー量を軽減で
きます

	● 明確な予測寿命で長く使えます
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

在庫から入手可能 無料サンプル請求

製品番号 最小曲げ
半径 線心数、導体断面積 

外径Ø 
約 銅質量 質量

エナジーチェーン [mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]

CF280.UL.H304.15.04.D 10xd （4Gx1.5+（2Cx1.5）S+（4CxAWG26）S）S 13.0 170 240

CF280.UL.H304.25.04.D 10xd （4Gx2.5+（2Cx1.5）S+（4CxAWG26）S）S 14.5 215 289

Siemens用にハーネス済みの 

レディーケーブルもございます 

－ 122ページを参照

オンライン 
寿命予測

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売 www.igus.co.jp/CF280ULH

ドライブ技術のウェブページ 
「ドライブ技術向けイグスのソリューション」:

igus.co.jp/info/drive-tech-cables-and-harnessed-cables

＊  電源とデータ供給を1本のケーブルで対応。Siemens S210ドライブに最適
なハイブリッド複合ケーブルを追加してラインアップを拡充しました。

... Siemensドライブ S210用
ハイブリッド複合ケーブル ...



32 % 6.8xd
± 

180°/m

CF77.UL.INI.D

CF77.UL.INI

116 117－

より低コスト より小さな曲げ半径と 
小さな設置スペースに

対応

捻回

技術向上
	● ロボットでの捻回使用（±180°/m）に最適
	● 6.8xdまでの最小設置スペースに対応

IO-Link ケーブル CF77.UL.INI & CF77.UL.INI.D

コスト削減
	● 現在のソリューションよりも最大 32％低コスト
	● 最大 36ヶ月無償交換保証

	● 可動用ケーブルとしては最大規模の試験場
（3,800m²）でテスト済み
	● テスト No.4869: 制御・動力ケーブル CF77.
UL.03.04.INI は、曲げ半径 6.5xdで約 2,200万ス
トロークの耐久性が実証済みです
igus.co.jp/test4869

	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 
igus.co.jp/chainflexlife

	● ロボットに接続されたインテリジェントな部品を使
用することで、装置の高い稼働率とリミットスイッ
チの長寿命化を実現

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら : 
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

在庫から入手可能 igus.co.jp/CF77UL無料サンプル請求

オンライン 
寿命予測

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

ホワイトペーパー :
ライフサイクルコストを大幅に削減するケーブルの選び方
正しいケーブル選択でライフサイクルコストを大幅に削減できま
す。チェックリストは、複雑な購買決定を行う際に役立ちます。
ケーブルコストを削減するためのホワイトペーパーの詳細をご覧
ください :
https://content.communication.igus.net/en/cf-life-cycle-cost

製品番号 最小曲げ
半径 線心数、導体断面積 

外径Ø 
約 銅質量 質量

エナジーチェーン [mm2] [mm] [kg/km] [kg/km]

CF77.UL.03.05.INI 6.8xd 5C x 0.34 6.0 17 35

CF77.UL.03.05.INI.D 6.8xd 5C x 0.34 6.0 17 35

初の捻回対応IO-Link用ケーブル。センサーやアクチュエーターと 
通信するため世界的に標準化されたIO技術（IEC 61131-9）です。

... 捻回・直動に対応、耐用年数が
保証された IO-Link ...



16%18% 33%

CF9.UL CF10.UL

-18 % -18 %

CF10.UL

118 119－

細径化＊ 設置スペースの 
縮小

材料使用量の 
削減＊

技術向上
	● 18%の細径化＊
	● エナジーチェーンシステム内で必要な設置スペー
スを 16%削減

制御・動力ケーブル CF9.UL & CF10.UL

コスト削減
	● 18%細径化でより小さいエナジーチェーンの使
用が可能

	● システム全体を軽量化することにより、機械部品
も軽量になります

	● 部品の小型化

	● ULスタイル 11884, 11886, 22021, 22022
	● 可動用ケーブルとしては最大規模の試験場
（3,800m²）でテスト済み 
	● テストでは、新しい絶縁体を使用した CF9.10.12
を 2,400万ストローク試験しました。
igus.co.jp/test5240

	● オンラインでケーブルの寿命予測計算 
igus.co.jp/chainflexlife

	● ケーブル製造時の材料使用量の削減（最大 33％
削減）

	● 移動に必要なエネルギーを 13%削減
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら : 
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

在庫から入手可能 igus.co.jp/CF9UL  /CF10UL無料サンプル請求

オンライン 
寿命予測

CF10.UL
新世代

CF9.UL
新世代

制御・動力ケーブルの価格チェックは今すぐチェーンフレックスで :

7つの品質の中から、お客様のアプリケーションでの動作が保証され
ている最もコスト効率の高いケーブルをお探しします。
チェーンフレックス価格チェックについて詳しくはこちら :

igus.co.jp/cf-price-check

納期はお問合わせ ... 切断加工賃なし、1m～切断販売

外被 シリーズ 最小曲げ半径 シールド 導体断面積 
エナジーチェーン [mm2]

TPE CF9.UL 5xd – 0.25 – 6.0

TPE CF10.UL 5xd  0.25 – 4.0

こちらのケーブルの予測寿命についての詳細は、チェーンフレックスケーブルカタログに記載されています。

＊ 旧型の制御・動力ケーブル CF9.UL/CF10.UL と比較

新世代の制御・動力ケーブルは外径を
大幅に削減しました。

... 限られたスペースに設置 ...

高負荷対応 ... UL規格 
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可動部への電力供給を容易に ...

ハーネス済みシングルペアイーサネット
... 25% 細径化、すぐに接続可能

お客様の要求に合わせて製造する、ハーネス済みのすぐに取付け可能なケーブ
ルです。短納期で、100% 連続通電試験・ロジック試験済みです。25% 細径化
したシングルペアイーサネットケーブルや、ハイブリッドケーブルは、大幅な設置
スペース削減と軽量化を実現します。EPLAN macros が Bosch Rexroth モー
タケーブルにも対応し、CAEでの電気設計の時間が半分に短縮可能となりました。
また、プラグイン エナジーチェーン向け当社のソリューションで、組立済みのエ
ナジーチェーンを非常に迅速かつ容易に拡張することができます ( スナップ式 )。

オンラインで検索 4,600 種
類のモータケーブルについ
て、製品の検索と寿命の計
算を素早く確認できます。

Siemens 対応 OCC ハイブリッド
ケーブルで重量と設置スペース
を削減

自動化のための AIDA 仕様
ハーネス済み延長ケーブル

Bosch Rexroth に対応した EPLAN 
macros。50% 素早く設計

プラグイン エナジーチェーン。
エナジーチェーンをすぐに使
用可能

簡単で迅速 スナップ式拡張

Binder のオリジナル M8/M12
コネクタを在庫から直接購入

レディーケーブル 
ハーネス済みケーブル ... 
それが私たちの使命です

... 新提案
ハイライト ...

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

ページ

...123
ページ

オンラインツール
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 使用するケーブル削減  ケーブルの種類 オンラインで構成、
予測寿命を計算

在庫から入手可能

技術向上
	● 設置スペースと重量を削減 : 電源とデータを 1 本
のケーブルで実現

	● CAE システムでケーブルプラン、部品表、設計
書を自動生成

	● オンラインで簡単に注文でき、最大 36ヶ月の無
償交換保証付き

new

igus.co.jp/rca-hybrid-occ無料サンプル請求

Siemens 対応ハイブリッドケーブル＊ OCC

コスト削減
	● メーカー番号からオンラインで注文可能
	● 短納期で都度発注ができるため、お客様の在庫
コストを削減

	● すぐに使える EPLAN macros で設計時間を 50%
短縮

	● 100% テスト （承認のテストシール及びプロコトル
を含む）

	● 可動用ケーブルとしては最大規模の試験場 
（3,800m²）でテスト済み
	● 12,000 本以上 / 週 ハーネス済みケーブルを製造
可能（ドイツ）

	● 長寿命のケーブル素材＋高品質なプラグインコネ
クタ＋機械加工＝部品の信頼性と価値保持を保証

	● 個別の寿命予測計算により、過剰なサイズ設定無
し

高性能

... 新レディーケーブル Siemens 対応
ハイブリッドケーブル ...

サステナビリティ

4,600 種類のモータケーブルについて、製品の検索と寿命の計算を素早く確認 ... 寿命予測計算
	● 24 のメーカーに対応したモータケーブルをオ
ンラインで素早く簡単に検索

	● 様々なケーブル長さや注文数について、素早
く価格検索が可能

	● メーカーまたはイグスの型式で検索
	● 外被材質、耐油性や曲げ半径など、重要項目
を一目で

	● お問合わせやお見積り依頼も可能 
 
igus.co.jp/readycable-finder

メーカー
製品番号

イグス　製品番号 外被 線心数、 外径 Ø 最小曲げ半径
  導体断面積 [mm2] 約 [mm] エナジーチェーン

Siemens対応ハイブリッド複合ケーブル （ベーシックケーブル）
6FX_002-8QN04 MAT98515147 PUR （4Gx0.34+（2Cx0.34）S+（4CxAWG26）S）S 10.0 10 x d
6FX_002-8QN08 MAT98515148 PUR （4Gx0.75+（2Cx0.5）S+（4CxAWG26）S）S 11.0 10 x d
6FX_002-8QN11 MAT98515153 PUR （4Gx1.5+（2Cx1.5）S+（4CxAWG26）S）S 13.0 10 x d
6FX_002-8QN21 MAT98515154 PUR （4Gx2.5+（2Cx1.5）S+（4CxAWG26）S）S 14.5 10 x d
Siemens対応ハイブリッド複合ケーブル （延長ケーブル）
6FX_002-8QE04 MAT98515149 PUR （4Gx0.34+（2Cx0.34）S+（4CxAWG26）S）S 10.0 10 x d
6FX_002-8QE08 MAT98515150 PUR （4Gx0.75+（2Cx0.5）S+（4CxAWG26）S）S 11.0 10 x d
6FX_002-8QE11 MAT98515155 PUR （4Gx1.5+（2Cx1.5）S+（4CxAWG26）S）S 13.0 10 x d
6FX_002-8QE21 MAT98515156 PUR （4Gx2.5+（2Cx1.5）S+（4CxAWG26）S）S 14.5 10 x d

連続通電試験・ 
ロジック試験済み

＊ 電源とデータ供給を 1 本のケーブルで対応。



50% 100% IP67 36

124 125－

組立時間を短縮 保護等級 最大 36ヶ月
無償交換保証

レディーケーブル AIDA 仕様 動力ケーブル パワー

レディーケーブル AIDA 仕様 データケーブル シグナル

レディーケーブル AIDA 仕様 バスケーブル Profinet 光ファイバー

レディーケーブル AIDA 仕様 バスケーブル Profinet RJ-45

在庫から入手可能

技術向上
	● プッシュプル方式で素早く、簡単、安全に接続 
	● 試験済みの延長ケーブルを使用し、既存のロボッ
トシステムとインターフェースを柔軟に延長

	● すぐに接続できるハーネス済み

new

igus.co.jp/rca-aida無料サンプル請求

自動化のための AIDA＊仕様ハーネス済み延長ケーブル

コスト削減
	● 通常のターミナルボックス（メス / メスカプラ）
を省略できるため、さらなる節約が可能

	● 様々なケーブル品質と価格カテゴリで、用途に最
適な価格 / 性能比のケーブルを選択可能

	● すべてのコンポーネントが保護クラス IP67 対応
	● 100% テスト済み
	● 可動用ケーブルとしては最大規模の試験場 
（3,800m²）でテスト済み

	● 全エナジーチェーン内で長い耐用年数  
– 最大 36ヶ月無償交換保証（チェーンフレックス
ケーブル）

	● ロボットアプリケーションに長寿命の延長ケーブ
ルを装備し、メンテナンス時期を延長します

高性能 サステナビリティ

連続通電試験・ 
ロジック試験済み

＊AIDA = ドイツ自動車メーカー各社のオートメーション構想

... AIDA 仕様ケーブルですぐに延長 ... 

追加のインターフェースは不要 ...



25%25% 20% 100%

126 127－

CAT5e より小さな曲げ
半径

コスト削減

在庫から入手可能

技術向上
	● エナジーチェーンに対応した工場全体のイーサ
ネット通信

	● CAT5e よりも 25％細いケーブルで、同じデータ
伝送速度を実現

new

無料サンプル請求

ハーネス済みシングルペアイーサネットケーブル

コスト削減
	● CFBUS.PUR.045 と比較して、25% 小さい曲げ
半径

	● CAT5e ケーブル（CFBUS.PUR.045）と比較して、
20% のコスト削減可能

	● 最大 36ヶ月無償交換保証（チェーンフレックス
ケーブル）

	● 100% 連続試験・ロジック試験済み、伝送速度含
む（テストシール及びプロトコル）

	● 可動用ケーブルとしては最大規模の試験場
（3,800m²）でテスト済み
	● SPE ネットワークのメンバー

	● 次世代のデータ通信
	● オンラインでケーブルの寿命予測計算可能

高性能 サステナビリティ

製品番号 最小曲げ半径 線心数、導体断面積 外径Ø　約
エナジーチェーン [mm2] [mm]

CAT9471001 12.5xd （2Cx0.15）S 5.5

igus.co.jp/rca-spe

オンラインで構成、
予測寿命を計算

連続通電試験・ 
ロジック試験済み

データ送信用の線心が 1 対の機械やシステムでも、産業用イーサネット
通信を継続して行うことができます

... 25% 細径化 ハーネス済み
無償交換保証付き ...

イーサネットカタログ ｢CAT7 までのケーブル ｣ 
イーサネットと Profinet による最新データ通信のためのケーブルソリューション
です。メートル単位で販売のチェーンフレックス、ハーネス済みですぐに接続可
能なレディーケーブルがございます。最大 36ヶ月無償交換保証付きです。
詳しい情報とカタログはオンラインで :
igus.co.jp/ethernet
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設計の迅速化 ケーブル品質を EPLAN
で直接利用可能

在庫から入手可能

技術向上
	● CAE システムでケーブルプラン、部品表などを
自動生成

	● 7 つのケーブル品質を EPLAN で直接利用可能

new

無料サンプル請求

Bosch Rexroth で使用可能な EPLAN macros

コスト削減
	● すぐに使える EPLAN macros で設計時間を 50%
短縮

	● デジタルで設計 & オンラインで迅速に注文

	● プレハブモジュールやマクロは EPLAN で直接使
用可能

	● 可動用ケーブルとしては最大規模の試験場
（3,800m²）でテスト済み

	● 供給される全てのハーネス済みケーブルは完全
に適合

	● 長寿命のケーブル素材＋高品質なコネクタ＋機械
加工＝確かな品質

高性能 サステナビリティ

igus.co.jp/eplan-bosch-rexroth

Bosch Rexroth 対応のハーネス済みモータケーブルの全データが、
電気設計用 CAE で直接利用可能

... 設計時間を
半減 ...



1 24
時間 100% IP67

#
#

#

#
#

#

M8 A-coded

M12 A-coded

M12 A-coded

7/8"

M12 D-coded

M12 X-coded

シールド無し : 5 種類

シールド無し : 8 種類

アングルソケット

4 種類
シールド付き : 8 種類

シールド付き : 10 種類

シールド付き : 4 種類

2 種類

2 種類

130 131－

最小注文数なし 在庫から入手可能 保護等級

在庫から入手可能

技術向上
	● 信頼できる接続技術
	● 非常に優れたケーブルクランプ
	● 広いエリアのシールド接続
	● シンプルな組付け、でも産業品質

new

無料サンプル請求

Binder サービスパック

コスト削減
	● 最低注文数なし、1 個から発注可能
	● サプライヤー数を削減

	● すべてのコンポーネントが保護クラス IP67 対応
	● イグスによるハーネス = 100% 試験済み

	● 環境保護、品質、安全性に関する厳しいコンプラ
イアンス仕様に基づいた開発、生産

高性能 サステナビリティ

igus.co.jp/rca-binder

Harting、TE Intercontec、Molex FCT などのメーカーに加えて、Franz Binder 社の幅広いカタログ品の
提供を開始しました。これにより、重要な産業分野における M8 および M12 コネクタの製品ラインナッ
プが補完され、お客様にさらなるサービスを提供できるようになりました。すべての個別部品が含まれ
たオーダーメイドのサービスパックにより、お客様の現場で直接、迅速かつ容易に作業を行うことができ
ます。また、イグスではお客様のご要望に応じて、可動アプリケーション向けの完全なハーネス済みケ
ーブルのご提供も致します。

連続通電試験・
ロジック試験済み

... Binder のオリジナル M8/M12 コネクタ
を在庫から直接購入 ...
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組立時間を短縮 使用条件に合わせて 
カスタマイズ

「プラグインの安全性」 
のおかげでトラブルゼロ

全てに対応する 
コネクタ

在庫から入手可能

技術向上
	● お客様のアプリケーションに簡単設置
	● ケーブルクランプとシールを一体化

new

無料サンプル請求

レディーチェーン マイクロスピード

コスト削減
	● 組立て時間を 80％削減
	● 組付けを最適化
	● サービス : 差し込みも引き抜きも一回で完了

	● 費用対効果に優れたインターフェースソリューショ
ン。多くの個別コネクタの代わりに、1 個のコネ
クタを使用

	● ほぼ無限の組み合わせ
	● 確実なプラグインの安全性

	● 個別の構成で既存のイグスのエナジーチェーンシ
ステムを補完

高性能 サステナビリティ
必要なコネクタ、ハウジング、接続は個別に計画す
ることができるため、各プラグイン エナジーチェー
ンはカスタム製品となります。お客様は、用途に合
わせて 100％カスタマイズされたインターフェースソ
リューションを受け取り、異なる個別製品で構成され
た従来の構成を置き換えることができます。複雑な
チャレンジによって、レディーチェーン マイクロスピ
ードのようなイノベーションが生まれます。お困り事
をぜひイグスにご相談ください。

レディーチェーンのプラグイン エナジーチェーンを
使えば、エナジーチェーンシステムの設置は非常に
簡単です。エナジーチェーンの取付ブラケットに固定
されたコネクタによって、機械に簡単かつ迅速に取
付けることができます。このすぐに取付可能な組付
けを使用すれば、最大 80％の組立時間を短縮するこ
とができます。また、確実な「プラグインの安全性」
により、エラーの可能性を排除することができます。

プラグイン エナジーチェーン : エナジーチェーンをすぐに使用可能

igus.co.jp/micro-speed

エネルギー供給を簡単かつ確実に行うための、構成が容
易なインターフェースソリューション

... 小型ですぐに接続可能な
エネルギー供給システム ...



134 135－

... 簡単・迅速 -

スナップ式拡張 ...

igus® UK igus® igus® UK

在庫から入手可能

技術向上
	● インターフェース上にコネクタを取り付けるだけ
	● 全ての伝送製品を一か所に集約

new

無料サンプル請求

スナップオンキャリア

コスト削減
	● クリックで取付
	● 工具なしで組付け

	● 必要に応じて自在に固定スロットへはめ込み
	● 結束バンドで追加のプラグインポイントを固定

	● 既存のイグスのモジュールコネクト製品に簡単
追加

	● 接続ポイントを一箇所にまとめることが可能

高性能 サステナビリティ

igus.co.jp/plug-in

動画 : モジュールコネクト ... 自由に作成 ... 簡単で柔軟 ...

新スナップオンキャリアで、モジュールコネクトシステムがより柔軟になり
ます。カタログでその仕組みや可能性を紹介しています。
こちらからご覧ください : igus.co.jp/moduleconnect 

データと電源用の接続を追加して、モジュールコネクト
のインターフェースを簡単に拡張します



モーション・プラスチックの

2025

持続可能性は？

使用前 ...
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未だ解決していない問題点 :
	● 原材料の生産に伴うガスや化学物質の排出
	● 使用時の摩耗
	● 化石原料である石油への依存度

標準的なプラスチック
100℃

エンジニアリング
プラスチック

150℃

高温対応のプ
ラスチック

300℃

スチール アルミニウム プラスチック

プラスチックは話題性のある素材です。私たちは、高機能プラスチックが資源保護や環境保護に貢献でき
ることを知っており、それを企業活動の中心に据えています。私たちは、プラスチックを「使用前」「使
用中」「使用後」の 3つの段階で捉えています。
このページでは、製品や日常生活におけるイグスの持続可能性についての回答をご紹介します。
まだすべてに答えが出ているわけではありませんし、特に持続可能な生産に関しては、まだ答えや解決策
を模索している段階です。

使用前
プラスチックや
部品の生産

使用中
使用中の
プラスチック

使用後
使用後のプラスチック

生産から使用、リサイクルまでのサステナビリティ。

価
格
と
性
能

生
産
量

オイルの消費量
高機能プラスチックの生産は、

世界の石油消費量のわずか 0.5％に過ぎません。

99% リサイクル
射出成形の生産で発生するリジェクト品

（スプルー、不良品）の 99％はリサイクルされ、
製造工程に戻されます。

クリーン・イグス・プログラム
磁気フォイル、固定コンベアベルト、

ガイドプレートなどの機械的な対策により、
生産工程での部品の脱落や廃棄物になることを
防ぎます。2021年の目標は、この廃棄物を

80％削減することです。

消費電力
機械やシステムの電力を削減しています。
エネルギー効率が 40％向上した射出成形機を
導入します。2021年には生産量を増やしながら、

エネルギー需要を 15％削減することを目標としています。
エネルギーバランス

1m³のプラスチックを製造するために必要なエ
ネルギーは、1m³の鉄やアルミニウムを製造す
るために必要なエネルギーの約 50%です。

目標 : 
2025年までに、私たちの建物と生産活動を
カーボンニュートラルにしたいと考えています。



使用後 ...

リサイクル

4つの対策

軽量

製品寿命

省エネルギー

無潤滑

チェーンジリサイクルプログラム
2019年より、エナジーチェーンを対象とした、チェーンジ
リサイクルプログラムを開始しました（日本未対応）。使用
済みのエナジーチェーンは、イグスや他のメーカーのもの
でも、当社に送っていただけます。お客様は価値あるクー
ポンを受け取り、私たちは種類ごとに分別し、自分たちで
部品を使用するか、リサイクルパートナーに提供します。

HydroPRS リサイクリング
分類されていないプラスチック廃棄物を、20分以内に粗製
油に変える、新技術 HydroPRS（Hydro Plastic Recycling 
Solution）を採用している、Mura Technology社に 500万
ユーロを出資しました。圧力、温度、水で資源を守ります。
2021年 4月に最初の大型プラントの建設が開始しました。

私たちのプラスチックは、
摩耗に対して最適化されています。

腐食せず、グリスや汚れの影響も受けません。
長持ちします。寿命予測計算も可能です。

プラスチック製のすべり軸受の重さは
平均 1g、同等のスチール製ベアリングは 5gです。
自動車業界に 2億個のすべり軸受を納入した場合、

800tの軽量化になります。
軽量化は、車を動かすための

エネルギー／燃料の削減を意味します。

年間 2700万トンの油脂が世界の環境を汚染していま
す。私たちのプラスチックは潤滑油を必要としません。

世界で販売されているすべての潤滑油の
うち、環境中に排出されている割合＊。

世界の潤滑油需要は年率 2％で増加すると予測 
= 2019年は 4540万トン。＊＊＊＊

乗用車の総燃料消費量の1/3は、エンジン、
トランスミッション、タイヤ、ブレーキの
摩擦に使われている。＊＊＊

私たちのプラスチックは、
トライボロジーの観点から最適化されてお

り、低摩擦を実現しています。
また、軽量化により、

機械部品を動かすための駆動エネルギーが
少なくて済むようになりました。

＊  M. P. Schneider, 2006;
＊＊   Saskatchewan Association for Resource Recovery 

Corp., 2008;
＊＊＊   K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir, 2012;
＊＊＊＊ The Freedonia Group, 2015

1l     の油が  

使用中 ...

 1 0 0 0 0 0 0 l の飲料水を汚染するの飲料水を汚染する＊＊＊＊の飲料水を汚染する＊＊

3. 最初はお客様へのクリスマスプレゼントとして
始まりましたが、今ではドイツだけでなく、

トルコやインドなどでも
いくつかのキャンペーンが行われています。
例えば、毎年何万本もの木を植えています。

2. オフィスや製造現場では、
すでに廃棄物が分別されています。

1. reduce. reguse. recycle
私たちの研修生が力を合わせて、

「reguse」というプロジェクトを立ち上げました。
使われなくなったノートパソコンやプリンターなどの

電気機器を再生し、イグス社内で安価で販売しています。
その収益は、サステナブルなプロジェクトに寄付されます。

4. ISO 14001の認証を 2019に取得
環境方針を透明性のある分かりやすいものにするとともに、
自らをコミットするために、環境マネジメントシステムの国
際的な基準である ISO14001の認証を取得しています。

これにより、
カーボンニュートラルな工場を目指すことができます。



... 58,000人の来場者＊ ... 

2021年 iFデザイン賞受賞 ... 

168種類の新製品をバーチャル空間で発見 ...

新機能を搭載 ...

3

1

4

2

ウォッチリスト :

... igus.co.jp/imps

ビデオやライブ感覚で新製品、例
えば最大 40％の収縮することで限
られたスペースへの設置が可能な、
伸縮式トライフレックス R TRXや

3Dプリント製耐摩耗性部品がご覧
いただけます。

展示会場 
設置場所

工場

バーチャル展示会 2021

バーチャル展示会へ

igus motion plastics show ..

お客様のメリット：
1 ウェブサイトにいながらにして、展示会のブースを見て、情報を得ることができます。
2 メニューに新製品をわかりやすく掲載。
3 この展示会でイグスの専門家の案内による新提案プレゼンテーションをいつでもご予約いただけます。
4 話題の商品を登録し、メールで情報を受け取ることができるウォッチリスト機能をご利用いただけます。

＊2020年 4月から 2021年 4月まで
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	●ドイツ
	● フランス
	● オーストリア
	● イギリス
	● 他の国についてはお問合わせください。（日本非対応）

rbtx.com

19パートナー 4ロボットメーカー 農業、実験室、製薬、家電、スマート農業などの分野で 
50以上のアプリケーションを提供しています。

100を超えるお客様の
プロジェクトを実施

1週間に 1,000以上の
アクセス

19 4 >50

>100

>1,000

RBTXのソリューション

	● RBTXpertのライブビデオコンサルテーションを定価で
提供

	● ロボットコンフィギュレータ
	● 簡単に選択
	● 各国のネットワーク統合
	● ロボットをご希望のデザインにカラーリングが可能

オンラインサービス テストと証明：

対応国：

rbtx.com

接着

マテリアルハンドリング

3Dカメラを用いたピック＆プレース

外観検査

医療

自動倉庫

... RBTXの 2年 ...

RBTXは、ローコストロボット部品のユーザーとサプライヤーを素早く簡単に結びつけるプラットフォームで
す。
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技術向上
	● AGVによる自動化の選択肢の拡大
	● AGVとロボリンク DPのプラグアンドプレイ
キットの統合

	● ワーキングスペースでの自律的なサポート

ロボットにはスペースが必要
コストパフォーマンスに優れた移動式ロボットが新登
場しました。研究・教育用に様々なサイズの AGVを
提供しています。ロボットアーム付きで 3種類のサ
イズ、イグスロボットコントロールで制御。

最適な自動化を簡単に見つける
昇降＆旋回式の吸着ユニットにより、デルタロボット
などのシステムに、TCPを中心とした回転軸（吸着パッ
ド及び Z軸昇降を含む）を追加します。

新製品 rbtx.com

コスト削減
	● ソフトウェアとハードウェアの統合により、時
間とコストを削減

	● 2年以内に初期投資の回収も可能に
	● 低コストな自動化コンポーネントの使用

	● プラグアンドプレイシステムを採用しているた
め、わずか数分で統合可能

	●  完全にメンテナンスフリーのロボリンク DP

高性能 サステナビリティ

new

rbtx.com

... ロボットアーム搭載の
AGV ...

お問合わせください



260 261－RBTXpert、低コストの自動化を実現するリモート・インテグレーションを定価で提供
マスクディスペンサーの事例

new

2

3

4

オンラインビデオ相談
オートメーションエキスパートとのオンラインビデオ
相談

実現可能性の確認
複数のキネマティックで実現性を確認。ワークピース
を送付ください。例えばマスクなどです。

定額でのお見積り
インテグレーション作業が長時間に及ぶ場合につい
ては、別途見積書を発行致します。実績としてはマ
スクディスペンサーの自動化の案件がございます。

「ローコストオートメーションや RBTXpertではまだ
実現できないような複雑なプロジェクトも、開発計
画に盛り込んでいきます。」 イェンス・クラーナー、
RBTXpert

部品リスト
お客様の用途に合わせた
パーツリストをお渡しします。

主な用途：

7

6

5

ディスペンサー

検査ピック &プレース

パレタイジング

rbtx.com

お客様部品の出荷
ご相談いただいた内容をもとに、お客様に合ったソ
リューションとハードウェアをお届けします。

リモートでのサービス
専任の担当者がお客様のアプリケーションの試運転
をサポートします。これは定額オファーの一部です。
をもとに、お客様に合ったソリューションとハードウェ
アをお届けします。

お問合わせください
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マスクディスペンサーを例にしたカスタマージャーニー

RBTXpert、低コストの自動化を実現するリモート・インテグレーションを定額で提供

「ハードウェアコストを低コストに、インテグレーション時間を迅速に行います。」 
RBTXpert イェンス・クラーナー

new

 実現性の確認

 部品表

 定額

  リモートでのサポート

RBTXpert：ハードウェアコストを低く抑えて短期での ROI

1

1 2

3

45

6 7

アプリケーションの自動化がテーマです。
RBTX ローコストオートメーションのためのマーケッ
トプレイス - RBTXpertサービスとリモートでのイン
テグレーションにより、シンプルなオートメーション
ソリューションを定額で提供します。

ビデオ通話で、お客様のプロジェクトについて説明
していただきます。RBTXpertはお客様と共にその
実現性を確認し、必要なコンポーネントのリストを
作成します。また様々なキネマティクスの利点をオ
ンラインでお見せします。無料相談セッション終了
時には、プロジェクトの実現可能性に確信を持ち、
価格の見積もりを得ることができます。プロジェクト
スコープの一部として、RBTXpertはリモートコンサ
ルテーションによってコンポーネントの試運転を支援
します。

オートメーションエキスパートのアポイントメントを
取る
空いている時間帯を選んでください。日程とビデオ
会議へのリンクをメールでお知らせします。

ご希望の相談日を
お選びください。

お問合わせ・ご相談

実現性の確認

固定価格を含む見積書

ソリューションの提供

インテグレーションサービス、 
パーツリスト

リモート試運転サービス

rbtx.com

... 定額での
リモートインテグレーション ...

お問合わせください
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技術向上
	● 自社開発の樹脂素材を使用することにより軽量
化

	● ロボットの外部回転軸や第 7軸としての組み込
みに適した超小型サイズ

	● モータと D1 dryveモータコントロールシステム
を含めて、すぐに設置可能

	● 耐用年数：100万サイクル以上

低コストロボット｜外付けのロボリンク回転軸

コスト削減
	● 自社開発樹脂素材イグリデュールポリマーを使
用して、低コストを実現

	● 後付けの回転軸としてロボットに素早く簡単に
導入可能

	● ユニバーサルロボットを含む他のロボットメー
カー のロボットシステムに対応

	● 短時間で素早い組付け
	● 自己潤滑性のあるイグスポリマーを使用してい
るため、メンテナンスフリー

	● 無潤滑で使用可能
高性能 サステナビリティ UR3e、UR5e、UR10e、UR16e用のアダプターキッ

トは、非組立品での納入となります。エナジーチェー
ンは付属していません。詳しい情報やご注文は 
igus.co.jp/7th-axis
協働ロボット接続パーツ：
igus.co.jp/ur-brackets

ここに掲載されているすべての製品の詳細について
は igus.co.jp/external-rotary-axis

リニアアクチュエータ 
ZLW-20200

協働ロボット用クランプ
igus.co.jp/ur-brackets

外付けのロボリンク
D回転軸
RL-D-50-A0210

ドライリン第 7軸および外付け回転軸用 UR CAP + 
スイッチキャビネットの統合
DLE-UR-0001 （7軸目）
DLE-UR-0002 （回転軸）

外付けのロボリンクD回転軸 
RL-D-A0210 
サイズ 50、減速比 48：1、モーター NEMA23XL（コ
ネクタ、エンコーダ付き）

ZLW-20200S-7TH-DCUR-01-XXXX 
ストロークの長さは 3,000mmまでを標準としていま
す。ストロークが 6,000mmを超える場合はお問合
わせください。

igus.co.jp/external-rotary-axis

plus

お問合わせください

外付けのロボリンクD回転軸により、円形にワークを動かす
ことができます。ロボットの作業半径が格段に広がります。

... ロボットにさらなる
フレキシビリティを ...
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技術向上
	● EPSONスカラロボット T3/T6/VT6シリーズ用
アダプターキット

	● 限られたワークスペースでのロボットの柔軟な
活用のために

	● プラグ &プレイ：ロボットにすぐに取り付け可
能なリニア 7軸

igus.co.jp/7-axis-epson無料サンプル請求

EPSON社スカラロボットの 7軸目 ドライリン ZLW

コスト削減
	● 標準品の歯付きベルト駆動リニアアクチュエー
タ ZLW-20を使用

	● ZLW-20の接続プレート
	● 非組立品と組立品のどちらも対応可能です

	● リニアアクチュエータの寿命はオンラインで計
算可能

	● 第 7軸の追加により、ロボットの作業領域が最
大 4倍に拡大

	● 低コストのロボットマーケティングプラット
フォーム「RBTX」で構成可能

	● 100%無潤滑のリニアアクチュエータ ZLW-20
	● リサイクル可能な材料
	● 既存の ZLW-20に組付け可能
	● 接続プレート単体でも購入可能

高性能 サステナビリティ

new

イグスの低コストロボット向けマーケティングプラッ
トフォームである RBTXで、選択可能な EPSONの
他のロボット用アダプターキット
rbtx.com

ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
標準ストロークは 3,000mmまで。 

6,000mmを超える場合は 
お問合わせください。

4x

ワーキングスペースを 
4倍近く拡大

ドライリン第 7軸用スイッチキャビネットの統合 
DLE-EPSON-0001

コルゲートホースに適した安定性。スカラケーブル
ソリューション 

... EPSONロボットに
プラグ＆プレイで接続 ...

お問合わせください

EPSONロボットの可動範囲の
拡大
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技術向上
	● ロボリンク DPを搭載した AGVの自律的な使用
	● AGVとロボリンク DPのプラグアンドプレイ
キットの統合

	● ワーキングスペースでの自律的なサポート

igus.co.jp/AGV

AGVと組み合わせたロボリンクは、各種搬送やオフィ
ス管理、医療機関での患者のケアなどに有効です。
また、用途に合わせて個別に設定することも可能で
す。

AGV（MiR）を含む全てのソリューションは、RBTX
で入手可能です。（日本非対応）
rbtx.com

ソフトウェアとタッチディスプレイを含むロボリンク
DPは、2つのバリエーションでご提供：
MiR接続フレームなし（製品番号：DLE-MIR-0001）
MiR接続フレーム付き（製品番号：DLE-MIR-0002）

ロボリンク DP AGVと接続可能 ... モバイルサービスロボット向けト向け

コスト削減
	● ソフトウェアやハードウェアとの統合がすぐに
可能

	● 2年以内に初期投資の回収も可能に
	● ローコストオートメーション製品の使用

	● プラグアンドプレイシステムを採用しているた
め、わずか数分で統合可能

	● 完全にメンテナンスフリーのロボリンク DP
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

高さ 1,780mm

アンロード高さ 最小 600mm
最大 1,500mm

総重量 22.4kg + 62.5kg

コンテナサイズ 300 x 400mm
400 x 600mm

テクニカルデータ

MiR社 AGVへの接続フ
レームを含むキット
DLE-MIR-0002

... AGVと
接続 ...

お問合わせください

AGVと組み合わせたロボリンクは、各種搬送やオフィス
管理、医療機関での患者のケアなどに有効です。
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技術向上
	● グリッパーやカメラなどのアクセサリ付き 
	● 迅速にテスト可能 
	● 用途に合ったロボットを見つける

カスタマーテストエリア
お客様のアプリケーションの実現可能性の確認をご
希望ですか？当社では、無料でハンドリングテストを
実施しています。ワークピース /オブジェクトをお送
りいただければ、テストの動画をお送りしたり、実現
性をオンラインでリアルタイムでお見せします。 すでに実行されているテストは、オンラインのアプ

リケーションライブラリーで確認できます。
igus.co.jp/lca-applications

低コストロボット｜カスタマーテストエリア 購入前確認可能

コスト削減
	● 購入前のテスト - ワークピースをお送りいただ
ければ、無料でテストを行います。

	● 自前のセットアップがなくても、実現に向けて
のスピードが格段に速い

	● 1,000件以上のテスト実績
	● 400m²のカスタマーテストエリア
	● 主な用途は、ピック＆プレース、または接着や
接合のアプリケーションです。

	● 軽量のため優れたエネルギー効率
	● 動作実現のための負担費用なし

高性能 サステナビリティ

new

igus.co.jp/customer-testing-area

... 自動化の実現性を無料で
お試しいただけます ...

お問合わせください
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技術向上
	● New：パフォーマンスの向上とレスポンスタイ
ムの改善により、動きが最大 90%速くなる

	● New：「スムーズ」機能によるドライビングプロ
ファイルの最適化

	● New：ROS パッケージ利用可能
	● New：安全度水準（SIL）3
	● ガントリー、デルタロボット、多軸ロボット、スカラ
ロボット、単軸アクチュエータ、AGVなど、50種類
以上のイグスのキネマティックエレメントに対応

	● リモートコミッショニングを含む、デジタルツ
インと単軸キネマティックエレメントのオー
ダーメイド作成サービス

igus.co.jp/igus-robot-control

低コストロボット｜イグスロボットコントロールシステム    ... イグス製ロボットを簡単にティーチング

コスト削減
	● New：イグスの様々なロボットの動作に対応し
たティーチングソフトの準備がございます。

	● New：ガントリーやデルタロボットへのマニュ
アルガイダンス機能により、プログラミング時
間を最大 50%削減

	● 100以上のプログラム例がプログラミングをサ
ポート

	● 無料のイグスロボットコントロール・ソフト
ウェアとカスタマーテストエリアで、購入前に
テストすることができます。

	● イグスのキネマティック・エレメントは 48V電
源で高速化を実現

	● ソフトウェアはダウンロード互換性あり
	● 1つの制御システムでイグス製ロボットの制御
に対応可能

	● 既存の iRCソフトウェアアップデート可能
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
www.igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

CAN接続

 230V電源

非常停止スイッチ

DINレール品も購入可能

iRCアプリは、Appstoreまたは Google 
Play Storeから無料でダウンロード予定で
す。

ケーブル出口

2021夏に発売予定

冷却ファン

plus

... シンプルで直感的な
操作性 ...
簡単な操作、ライセンスフリー、購入前のテスト機能 ガン
トリー、ロボリンク、パラレルリンクロボット、スカラロボッ
ト、アクチュエータ、無人搬送車（AGV）向け
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防水規格 サイクルタイム 2秒

2021年夏より

技術向上
	● モジュラー式によるフレキシブルな使用
	● 水しぶきの掛かる環境に対応
	● 短いタクトタイムに対応
	● 保護ハウジングの有無の選択可能

igus.co.jp/drylin-scara

iRCでプログラムし、制御することができます。

低コストロボット｜ドライリン スカラロボット

コスト削減
	● ステッピングモータによる効率的な動作
	● すべてのロボットを iRC （イグス ロボットコン
トロール） で制御可能

	● ご購入前に自動化の可否の確認が出来ます。

	● 最低製品寿命：1,000万サイクル、ローコスト・
オートメーション・ラボでテスト済み

	● 完全メンテナンスフリーの自動化ソリューショ
ン

	● 軽量部品

高性能 サステナビリティ

可搬重量 30N
可動範囲 600mm
Z軸方向のリーチ 150mm

TCP最大荷重 X：150mm
Z：100mm

速度 30 ピック /分＊
最低製品寿命 10,000,000 サイクル

保護等級 IP44

テクニカルデータ

new

DLE-SCARA-0001

IP44 2秒

... フレキシブル
＆迅速な組み立て ...
高速でフレキシブル：ドライリン スカラロボット 代表的な用途と
しては、エレクトロニクス業界での組立作業が挙げられます 多
くの場合、3kgまでの負荷に使用されます
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防滴仕様

技術向上
	● トライポロジー最適化で設計されたロボット
ジョイント、保護等級 IP44で防滴仕様

	● ステンレス製の接続リンク
	● 保護等級 IP65エンコーダ付きモータ

igus.co.jp/rl-dp

防滴仕様 5軸ロボット ロボリンク RL-DP-SW

コスト削減
	● 過酷な環境下での使用に適した、軽量でコンパ
クトなロボットバリエーション

	● 防滴仕様ロボットは標準バージョンとしてご用
意、最低発注数量なし

	● ローコストオートメーション試験施設でのテスト 	● 軽量のため優れたエネルギー効率
	● メンテナンスフリー

高性能 サステナビリティ

アーム長さ 790mmまで

ステッピングモータ 保護等級 IP65

可搬重量は 20Nまで

サイクルタイム > 7秒

ティーチングソフトは無料

... 防滴
仕様 ...

お問合わせください
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技術向上
	● ドライギア Apiroギアボックスのラインナップ
拡大

	● クリーンかつ簡単

igus.co.jp/apiro-hygienic-design

衛生的なデザインのための準備

低コストロボット｜ドライギア Apiro 衛生的なデザイン

コスト削減
	● 自社開発の樹脂素材をベースとしたギアなので
経済的

	● 手動およびモータ駆動での簡単な位置決めなど
に最適

	● 組付けは簡単
	● 組付け時に専用工具は不要

	● 製品の互換性あり
	● トライボロジー的に最適化されたイグス製高性
能ポリマーを使用したウォームギア

	● 無潤滑で使用可能
	● 軽量部品

高性能 サステナビリティ

製品番号 H1 H2 B1 ØS ØT L1 L2 L3 D1 G1
RL-A10.0105.HD 82 31 50 8 20 90 126 - - -
RL-A14.0107.6.HD 82 31 50 - 20 80 60-1,050 150-1,140 25 M3

B1

ØS

ØT

H
1

H
2

L2

L1
L3

D1

G1

B1

H
1

H
2

ØT

L1 L2

study

無料サンプル請求

衛生・食品分野に特化

... ドライギア Apiro

衛生的なデザイン ...
このデザインは、食品や医薬品などの業界で重要となる、生産時
の汚染を防ぎ、簡単で安全な洗浄を可能にすることを目的として
います。
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技術向上
	● ドライギア Apiroギアボックスのラインナップ
拡大

	● ドライリン スライドテーブルとの組み合わせ
	● 組立て方法

igus.co.jp/connection-linear-axes無料サンプル請求

ドライリン SLWおよび SHTスライドテーブルへの
直接接続は、送りねじの出力ピンに取り付けられま
す。これにより、複数の Apiroギアボックスを直列
に接続し、スライドテーブルを同期させることがで
きます。
構成可能なオプション
SHT-12 / SLW-10xx
SLW-1660
SHT-20
SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
SHT-30 
SHT-BB-30 / SLW-BB-25120

ドライスピン送りねじに直接接続。直径 10、12、
16mmのねじは、出力軸を介して Apiroに直接接続
できます。ねじピッチに応じて、送りねじを動かすこ
とができます。イグス送りねじは webでご覧いただ
けます。 igus.co.jp/leadscrewshop
構成可能なオプション
DS10x25
DS12x5
TR16x2

低コストロボット｜ドライギア Apiro リニアユニットとの接続

コスト削減
	● 自社開発の樹脂素材をベースとしたギアなので
経済的

	● 手動およびモータ駆動での簡単な 位置決めなど
に最適

	● 組付けは簡単
	● 組付け時に専用工具は不要

	● 短時間で素早い組付け
	● 自己潤滑性のあるイグスポリマーを使用してい
るため、メンテナンスフリー 

	● 無潤滑で使用可能
	● 軽量部品

高性能 サステナビリティ

new

直列に接続された Apiroギアボックス
により、簡単に同期することができま
す。

飲料機械の事例
さらに詳しく
igus.co.jp/connection-linear-axes

... 直動ユニットや
送りねじに接続 ...

お問合わせください

ドライギア Apiroとのモジュラー接続と同期化 レーン調整、プッ
シャー、異なるギヤ比のギヤボックス、旋回ベアリング、ロボット
関節として利用可能です。
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技術向上
	● Apiroモジュラー式システムと組合せ可能
	● トライボロジーを最適化した高機能ポリマー
	● ドライリン E製品群のモータをフレキシブルに
使用可能

	● 耐久性、効率性、低クリアランス、スムーズな
走行、コンパクト

igus.co.jp/drygear-apiro

低コストロボット｜ドライギア Apiro 遊星歯車 ...

コスト削減
	● コストパフォーマンスに優れたモータ付きギア
ボックス

	● 射出成形と 3Dプリントを使用
	● 高機能ポリマー製のためメンテナンスフリー
	● 組付けは簡単

	● 総合テストで決定したギアボックスの性能デー
タ

	● 高効率でスムーズな動き

	● 無潤滑
	● 交換可能なコンポーネント
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
www.igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

B1

H1

L1

L3

ØT

L2

G1

  D1

H
2

製品番号 L1 L2 L3 H1 H2 B1 D1 G1 T
RL-A16.0102.XX 80 60-1,050 150-1,140 87 31 50 25 M3 Ø20

寸法 ［mm］

テクニカルデータ

同等の設置スペースでより大きな力が可能

直交ロボット

高速回転が可能

plus

プロファイル径 20mm

軸間距離 31mm

バックラッシ < 0.5°
重量 280gより
最大負荷 25N

1回転あたりの送り量 125.66mm

最大速度 500mm/秒
セルフロック機能 No

潤滑の不要な遊星歯車

... 高速かつ
非常にコンパクト ...

お問合わせください

モジュラー式ギヤボックス ドライギア Apiro を使え
ば、低コストで各アプリケーションを実現できます。
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技術向上
	● トライボロジーを最適化した高機能ポリマー
	● ドライリン E製品群のモータをフレキシブルに
使用可能

	● 潤滑不要
	● 軽量構造 （149.1g ギア比 4：1）

igus.co.jp/planetary-gearbox

低コストロボット｜ドライギア RL-P

コスト削減
	● コストパフォーマンスに優れたモータ付きギア
ボックス

	● 射出成形と 3Dプリントを使用
	● 高機能ポリマー製のためメンテナンスフリー
	● 軽量化によるエネルギー効率の向上

	● 総合テストで決定したギアボックスの性能デー
タ

	● 高効率でかつ小さ動作音

	● 無潤滑
	● 交換可能なコンポーネント
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
www.igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 B B1 B2 D1 D2 D3 C T T1 T2
RL-P-17-4-AA 42 7.8 31 Ø5x24 Ø22x2 Ø3.2 2 43 23.7 31.7
RL-P-17-16-AA 42 7.8 31 Ø5x24 Ø22x2 Ø3.2 2 62.2 42.9 50.9

B

D2

D1

C

T

T2

T1

B
B1

D3

B
2

B2

B

D1

C

D2

T

T2

T1

B

D3

B
1

B
2

B2

テクニカルデータ

plus

B

D2

D1

C

T

T2

T1

B
B1

D3

B
2

B2

B

D1

C

D2

T

T2

T1

B

D3

B
1

B
2

B2

製品番号 RL-P-17-4-AA RL-P-17-16-AA
重量 149.1g 191.3g
ギア構成段数 1 2
最大回転速度 >700rpm >700rpm
効率 >90% >80%
バックラッシ >7 ° >7°
機械的寿命 1,000,000 サイクル

1Nm,25rpm時
1,000,000 サイクル

3Nm,25rpm時

潤滑の不要な遊星歯車

... 軽量かつコンパクトな
デザイン ...

お問合わせください

この遊星ギアボックスは、非常にコンパクトで軽量な設計が
印象的です。複数のギアに負荷を分散させることで、高い
トルクを伝達することができます。
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高効率 低いトルクの 
リップル

低い起動トルク

技術向上
	● 自社開発の樹脂素材を使用することにより軽量
化

	● ロボットへの組み込みに適した超小型サイズ
	● 現行品よりすべての性能を改善
	● 樹脂製波動歯車は、エラストマーカップリング
や金属カップリングなどの様々なカップリング
で接続することができます

igus.co.jp/rl-s

低コストロボット｜ドライギア 波動歯車

コスト削減
	● 自社開発の樹脂素材をベースとしたギアなので
経済的

	● ロボリンク DPの 5軸に使用
	● 他メーカー製のグリッパシステムとの互換性あ
り

	● エンドエフェクター接続用のアダプタープレー
トは、グリッパーやカメラなどが接続可能

	● 旧世代品より効率を大幅に改善（50%）
	● 耐荷重を改善
	● 出力トルク変動を改善
	● 起動トルクを改善

	● 無潤滑で使用可能
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
www.igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

モータキット
	● NEMA11及び 
NEMA17ステッピン
グモータ

波動歯車
	● オプションで原点判
別用のリミットス
イッチキット有り

接続プレート
	● ロボリンク DP
	● 近接スイッチ

新ツール：
	● オプションのカップリング：Ø8軸
	● 標準オプション：ステッピングモータ、DCモー
タ、BLDCモータ

plus

0
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駆動トルク ［Nm］

推定寿命（100万回）

効率

0
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40 %

60 %

80 %

効
率

駆動トルク ［Nm］

製品番号 B B1 B2 B3 D1 D2 G1 G2 L1 T T1 T2
RL-S-17-28-AA-02 42 15 18 31 Ø 8h7 Ø 26h7 M3x4 M4x4 20 38.5 8.6 33.6

50% 2x3x

... カップリングの
接続 ...

お問合わせください

樹脂製波動歯車は、エラストマーカップリングや金属カップ
リングなどの様々なカップリングで接続することができます
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2021年秋より販売開始予定

技術向上
	● 最も軽量な協働ロボット
	● 筐体、減速機に高機能ポリマーを使用
	● 費用対効果が高い
	● 可搬重量 2kg（エンドエフェクター含む）

igus.co.jp/rebel-build-or-buy

低コストロボット｜ ReBeL

サービスロボットを購入
2021年秋以降、ローコストオートメーションの製品ラ
インナップに最初の協働ロボットが登場します。完全
に統合された波動歯車の電子部品により、人とロボッ
トの共同作業が可能になりました。ReBeLが最適な
用途：

	● 協働ロボットやサービスロボットとして
	● モバイルアプリケーション
	● 倉庫内でのピッキング作業
	● ピック &プレース
	● 交換補助ツール

コスト削減
	● 単体 （コントローラ非付属品）、もしくはコント
ローラ付き

	● すべてのロボットを iRC （イグス ロボットコン
トロール） で制御可能

	● 費用対効果が高い
	● 非常に低コスト

	● 筐体と機械部品のほとんどにポリマーを使用し
ているため、コスト効率に優れ軽量

	● ローコストオートメーション試験施設でのテス
ト

	● ローコスト オートメーション製品は完全にメン
テナンスフリー

	● 軽量部品
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら  
www.igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

ロボットタイプ 多関節ロボット
軸数 6
アーム全長 600mm
公称リーチ 350mm
用途 サービスロボット
回転速度 90 °/s
TCP速度 250mm/s
500gの荷重時 10ピック /分
可搬重量（エンドエフェクター含む） 2kg
繰り返し精度 ±1mm

ReBeL テクニカルデータ

iRC （イグス ロボットコントロール）で制御可能

制御盤がなく、 
制御システムが 

ベースに組み込まれている

HRC対応他社協働ロボットより 
大幅に軽量

コントロール 
ユニット HRC2x

... サービス
ロボット ...
ReBeLロボットはイグスロボットコントロールシステム（iRC）でティーチン
グが可能です。ご購入前に、ご自身でサービスロボットのプログラムを作
成し、テストすることができます。



230 231－

技術向上
	● 高機能ポリマーにより、従来の多軸ロボットよ
り 25～ 50％軽量化

	● ご希望に合ったロボットを素早く見つけること
ができます。

	● 軽量化により協働ロボットとしての使用が容易
になりました。

igus.co.jp/rebel-build-or-buy

高機能ポリマー製のロボット ReBeL - 低コストのロボットを自作するアイデア

完全に統合された個々のジョイントにより、独自の
ロボットキネマティクスを素早く構築することができ
ます。想像力に制限はありません。

ギアボックスをベースに、接合リンクを使って電子
部品を追加することで、個々のロボットをコボットと
して設計することもできます。ReBeLギアボックス
は、垂直多関節ロボット、ガントリーロボット、水平
多関節ロボット、パラレルリンクロボットの最終軸な
どに使用可能です。減速機、モータ、センサが統合
したギアボックスは、様々な協働ロボット機構の一部
として迅速に組込むことが可能です。プラグ＆プレ
イのソリューションにより、電気的な接続を気にする
必要がありません。

コスト削減
	● iRC （イグス ロボットコントロール）で制御可
能

	● ロボットの軽量化によるエネルギー効率の向上

	● ローコストオートメーション試験施設でのテスト 	● 完全にメンテナンスフリーのドライリンおよび
ロボリンクのソリューション

	● 軽量部品

高性能 サステナビリティ

new

ReBeLアクチュエータによる自動化の構築、
イグス iRCロボットコントロールによる費用対効果の高い高速制御

ReBeLは iRCで制御可能です。

波動歯車もイグスロボットコントローラー iRCで制
御可能です。

... 組立? or 購入? 

どちらも可能です ...

お問合わせください
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金属製波動歯車と 
比較して非常に軽量

エンコーダと
取付フランジ付き出力

高機能
ポリマー製
波動歯車

ブラシレス DCモータCAN-BUSモータドライバ
ボード

RL-S-17と比較し 
8倍近くのトルク

取付サイズ制御システムを持たない
ギアボックスと比較して、
迅速な統合が可能

お問合わせください

技術向上
	● 高機能ポリマーの採用により、従来の波動歯車
に比べて 25％の軽量化を実現

	● パワーエレクトロニクス、ドライバー、エンコー
ダーを含む波動歯車

	● 100万回以上の動作サイクル

低コストのコボットアプリケーションのための完全一体型波動歯車

コスト削減
	● 波動歯車を搭載したロボット機構を作成可能
	● グリッパーのフランジプレートに接続可能

	● ローコストオートメーション試験施設でのテスト 	● ローコスト オートメーション製品は完全にメン
テナンスフリー

	● 軽量部品
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
www.igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

RL-SE-80 RL-SE-105
外径 ［mm］ 80 105
高さ ［mm］ 60 62
重量［g］ 330 1000
最大出力トルク ［Nm］ 3 12.5
定格トルク ［Nm］ 2 10
出力速度 ［1/min］ 10
伝送 50：1
機械的寿命 最小 1,000,000サイクル

テクニカルデータ

コントロールデータ
定格電圧（論理回路） 5V
定格電圧（モータ） 24V
公称電流 3A
ピーク電流 9A

通信 CPR-CANV2プロトコルに
よるCAN500k

製品番号 Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 Ø D5 Ø D6 H1 H2 H3 G1 G2 G3
RL-SE-80 80 57.5 43 71 - - 58.8 - - M3 M3 -
RL-SE-105 105 43 62 78 17 13 49 52 13 M3 M4 M3

D1

D3

D2

G2

G1

D4

G3

H
2

H
1

H
3

D5

D7

D6

17

Ø13

Ø 87

H
1

D1

D3

D4

G1

G2

D2

new

igus.co.jp/rebel-modular-gearbox-system

25%8x 25x

外径 105mm

外径 80mm

... 軽量でかつ
低コスト ...
ReBeL波動歯車は、これまでのロボリンクウォームギアとは根本
的に異なり、ステッピングモータの代わりに軽量なブラシレスモー
タを使用しています。
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ReBeL 協働ロボット用モジュラー式
ギアボックス ... 組立 or 購入ページ

ページ

Build or buy robots ...

ローコストオートメーション ...
組立 or 購入 ...
それが私たちの使命です。

防滴仕様 ロボリンクRL-DP 簡単なロボット操作や組立作
業に最適なドライリン スカラ
ロボット

URロボットの柔軟性向上：外
付けロボリンクD回転軸

統合キット：EPSON社ロボッ
ト用第 7 軸、MiR 社 AGV 用
多関節ロボット

次世代の波動歯車、軽量で
高効率

あなたの RBTXpert：固定価
格のリモート・インテグレー
ション、第 1ステップとして
の無料ビデオ・コンサルテー
ション

新しいロボリンクデザイナー
は、早く簡単にご希望のロ
ボリンクDを直感的な操作
で構成可能です。

新しいモジュール式ギアボックスシステムにより、個別の自動化プロジェクトを実
施することができます。様々な動作に対応する軽量なドライギアポリマージョイン
トの製品群は、高性能なギアボックスによって構成されています。制御システム
を含む設計のためのモジュラーシステムに加えて、すぐに接続できるロボットアー
ムや、追加の軸や回転モジュールを組み込むためのキットがあります。

ドライギア Apiro：衛生設計
のデザインスタディ、ドライ
リン送りねじとリニアアクチュ
エータへの接続

メンテナンスフリーのドライ
ギア RL-P遊星ギアボックス
（取付サイズ 17）、小型・軽
量設計

... オンラインツール

...新提案
ハイライト ...

個別試験エリアサービス：お
客様のアプリケーションで試
験、無料
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... 低速回転のステッピングモータを使用時に最大
44Nmの出力トルクが可能に ...
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技術向上
	● モータの出力トルクを増幅
	● ステッピングモータ、BLDCモータとの組合わせが
可能

	● 送りねじ、歯付きベルト軸、ガントリー、デルタ
ロボットに適しています。

igus.co.jp/motorshop

選択可能はギア比：
3, 5, 10, 15, 20, 40

ドライリン E モータ用遊星ギヤボックス

コスト削減
	● ステッピングモータと合わせて 
	● サーボモータと比較し経済的

	● 3、5、10のトランスと比べ、15、20、40の 
トランスは、75%以上のトルク

	● イグス製 D1コントロールシステムが使用可能

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 長寿命（最大 30,000時間の運転が可能）
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 モータサイズ B1 B2 Ø D1 Ø D2 Ø D3 L1 L2 L3
h7 h7 ±1.0

GEA-60-10-60-ST-063 NEMA23 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-10-60-ST-080 NEMA23XL 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-10-90-ST-140 NEMA34 90.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 86.0 3.0
GEA-60-15-60-ST-063 NEMA23 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 84.0 3.0
GEA-60-15-60-ST-080 NEMA23XL 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 84.0 3.0
GEA-60-15-90-ST-140 NEMA34 90.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 99.0 3.0
GEA-60-20-60-ST-063 NEMA23 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-20-60-ST-080 NEMA23XL 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-20-90-ST-140 NEMA34 90.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 99.0 3.0
GEA-60-40-60-ST-063 NEMA23 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-40-60-ST-080 NEMA23XL 60.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 71.0 3.0
GEA-60-40-90-ST-140 NEMA34 90.0 36.7 14.0 40.0 M5 35.0 99.0 3.0

... 大きなステップダウン
より大きなトルク ...

お問合わせください



D2モータコントロールは、ハウジングのないコントロー
ルボードです。イグスD1モータ制御システムのすべて
の機能は、D2モータ制御システムにも組込まれています
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技術向上
	● 省スペース
	● インテグレーションが、さらに自由に

igus.co.jp/n21-motor-control-system

ドライリン D2 モータコントローラ

コスト削減
	● D1モータコントロールシステムと比較して、安価に
	● 取付け穴

	● イグス D1モータコントロールシステムと比較
して、40%軽量化

	● イグス D1モータコントロールシステムと比較
して、取付高さが 50%削減

	● メンテナンスフリー 
	● RoHS準拠 /CE
	● EMC準拠 /CE

高性能 サステナビリティ

new
1234

5
6

7

8

9

1  供給電圧
2  デジタル入力
3  デジタル出力
4  アナログ入力
5  モータ /ブレーキ接続
6  エンコーダ入力
7  CANopen

8  Ethernet/Modbus TCP

9  LEDステータス表示

モータの種類 ステッピングモータ、DCモータ、ECモータ
Webサーバ 

負荷電圧 24-48 V

制御電圧  5-24V

公称電流 7.0A

ピークモータ電流 21.0A

モータショップで迅速・簡単な発注
igus.co.jp/motorshop

ステッピングモータ、
DCモータ、ECモータ用

ドライブ モータコントローラのためのサンプルプログラム
igus.co.jp/sample-programm

ドライリン D2
20mm 幅

ドライリン D1
31mm 幅

ドライリンD2は、D1のハウジングを取
り外したもので、デスクトップ端末など狭
い取付けスペース向きです。

... 省スペースで
軽量 ...

お問合わせください



EC/BLDC モータ、ホール式 角度
エンコーダ &ブレーキ付き（故障
時、垂直荷重の保持可能）
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技術向上
	● EC/BLDC モータ、ホール式 エンコーダ &ブレーキ付き
	● 垂直使用でのモータブレーキ
	● ブレーキの保持トルク：0.5-1.5Nm
	● 送りねじ、歯付きベルト軸、ガントリー、デルタ
ロボットに適しています。

ドライリン E ホール式 エンコーダ＆ブレーキ付きモータ

コスト削減
	● ケーブル接続によるコスト効果
	● サーボモータと比較し経済的
	● シングル接続ケーブルでのモータとブレーキ

	● 最大ブレーキ保持力 （垂直、静電） 	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 長寿命（最大 30,000時間の運転が可能）

高性能 サステナビリティ

10.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0ブ
レ
ー
キ
保
持
力

 ［
kg
］

NEMA24
ドライリン 

ZLW-0630-S

NEMA34
ドライリン 

ZLW-1040-S

NEMA23
ドライリン

GRR

NEMA17
ドライリン

GRW 

1.0

5.0

8.0

9.0

製品番号 モータ
サイズ

長さ 幅 ブレーキ 角度
エンコーダ
インパルス

角度
エンコーダ
（インクリメンタル）

保護等級

±1.0 ±0.5 ［Nm］
MOT-EC-42-C-K-A NEMA17 149 42.0 0.5 1,000 5V/LineDriver IP40

MOT-EC-56-C-K-A NEMA23 149 56.4 1.5 1,000 5V/LineDriver IP40

MOT-EC-60-C-K-A NEMA24 130 60.5 1.5 1,000 5V/LineDriver IP40

MOT-EC-86-C-K-A NEMA34 151 86.0 1.5 1,000 5V/LineDriver IP40

モータショップで迅速・簡単な発注
igus.co.jp/motorshop

igus.co.jp/motorshop

... 力強い ...

高速 ... 安全 ...

お問合わせください
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技術向上
	● 省スペース型 エンコーダ付きステッピングモータ
	● 高精度 3チャンネルエンコーダ、5V、500パルス
	● 送りねじ、歯付きベルト軸、ガントリー、デルタ
ロボットに適しています。

igus.co.jp/motorshop

ドライリン E エンコーダ付きモータ

コストダウン
	● 樹脂製ハウジング付き角度エンコーダにより 
費用対効果が高い

	● サーボモータと比較し経済的
	● メトリックコネクタ付モータと比較し経済的

	● メトリックコネクタ付モータと比較し 10%軽量
	● メトリックコネクタ付モータと比較し、取付け
スペース 20%縮小

	● イグス製 D1コントロールシステムが使用可能

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 長寿命（最大 30,000時間の運転が可能）

高性能 サステナビリティ

メトリックプラグの
代わりに 

ロータリーエンコーダで 
軽量化

メトリックコネクタの
代わりに

ロータリーエンコーダで
取付けスペース縮小

製品番号 モータ
サイズ

長さ 幅 保持トルク 角度
エンコーダ
インパルス

角度
エンコーダ 保護等級

±1.0 ±0.5 ［Nm］ （インクリメンタル）
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAC NEMA17 63 42.3 0.5 500 5V/LineDriver IP40
MOT-AN-S-060-020-056-L-C-AAAC NEMA23 91 56.4 0.2 500 5V/LineDriver IP40
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAC NEMA24 105 60.0 3.5 500 5V/LineDriver IP40
MOT-AN-S-060-059-086-L-C-AAAC NEMA34 113 85.8 5.9 500 5V/LineDriver IP40

モータショップで迅速・簡単な発注
igus.co.jp/motorshop

10% 20%

... 省スペース化 ... 軽量化 ... 

低コスト化 ...

お問合わせください



出力段は、シンプルなマイクロスイッチでユニット
上で直接調整されます。ソフトウェア、プログラ
ミング、専門知識は必要ありません。
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技術向上
	● ステップ /方向およびジョグ操作モード
	● 滑らかな走行
	● セルフチューニング制御モータ

igus.co.jp/n21-step-direction-controller

ドライリン E ステップモータコントローラ

コスト削減
	● ステップ /方向　標準インターフェース
	● 多くの産業制御システムと互換性あり
	● 素早く簡単な設定

	● PLCあるいは開発の制御基盤へ、5～ 24Vでダ
イレクトに接続しコントロールが可能

	● 一般メーカの既製品ソフトウェアモジュールで
使用可能

	● メンテナンスフリー
	● RoHS準拠 /CE

高性能 サステナビリティ

new

製品番号 モータ 取付サイズ 負荷電圧 制御電圧 ピークモータ電流
［V］ ［V］ ［A］

D7 ステッピングモーター NEMA11 - NEMA17 24-48 5-24 3.0
D8 ステッピングモーター NEMA23 - NEMA24 24-48 5-24 5.5
D9 ステッピングモーター NEMA34 24-48 5-24 9.8

モータショップで迅速・簡単な発注
igus.co.jp/motorshop

ドライブ モータ制御システムのためのサンプルプロ
グラム igus.co.jp/sample-programm

dryve ステップモータコントローラからモータ
への動力供給は、押しボタンまたはお客様の
コントローラで制御できます

... 簡単で 

経済的 ...

お問合わせください



追加のカップリングを使用せずに、ポジティブロックのドライブピンでモータの
取付けが簡単。小さな設置スペースに最適です。
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技術向上
	● より力強い DCモータ
	● ホールエンコーダによる位置決め
	● 鋸歯状 7 x 8 （DIN 5481規格）による動力伝達

igus.co.jp/n21-with-hall

ドライリン E ホールモータ

コスト削減
	● 迅速な組立
	● カップリング不要

	● 既存製品と比較して、48%以上のトルク
	● 既存製品と比較して、25%以上のスピード

	● メンテナンスフリー 
	● RoHS準拠 /CE
	● EMC準拠 /CE

高性能 サステナビリティ 製品番号 取付サイズ 定格電圧 定格トルク 定格速度 アイドリング速度
［V］ ［Nm］ ［rpm］ ［rpm］

MOT-DC-42-J-H-J 42 24 3.00 80 100
MOT-DC-42-J-H-L 42 24 2.50 110 135
MOT-DC-42-J-H-B 42 24 2.00 50 60
MOT-DC-42-J-H-D 42 24 1.75 100 125
MOT-DC-42-J-H-N 42 24 1.60 280 350
MOT-DC-42-J-H-F 42 24 1.50 180 230
MOT-DC-42-J-H-P 42 24 1.40 400 500
MOT-DC-42-J-H-H 42 24 1.00 380 400

カップリングなし、駆動ピンと直接接続するドライリン スライドテーブルに最適

plus

... 省スペースで
静音 ...

お問合わせください



垂直荷重の安全保持ブレーキ仕様の新しいステッピング
モータ。24Vをシンプルに一体化したブレーキ制御。
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2021年 7月から入手可能

技術向上
	● 垂直負荷対応のブレーキ付きモータ
	● 標準ワイヤと JSTコネクタのモータ接続
	● ブレーキ電力 24V

igus.co.jp/n21-with-brake

ドライリン Eステッピングモータ ブレーキ付き

コスト削減
	● メトリック付モータと比較して 5倍以上経済的
	● D1あるいは、D2モータコントロールユニット
で、簡易で素早いセットアップ

	● 既存のメトリックコネクター付きブレーキモータ
と比べて最大 10%軽量化

	● メンテナンスフリー 
	● RoHS準拠 /CE
	● EMC準拠 /CE

高性能 サステナビリティ

new

製品番号 モータサイズ ハブ間の距離 保持トルク ブレーキ
［Nm］ ［Nm］

MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA NEMA17 42 0.5 0.5
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA NEMA23 56 2.0 1.0
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA NEMA24 60 3.5 1.0
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA NEMA34 86 5.9 2.0

ブレーキ電力

24V

モータショップで迅速・簡単な発注
igus.co.jp/motorshop

... 信頼性と
コンパクトサイズ ...



IP規格：IP65 水しぶき保護仕様ステッピングモータ。
水の侵入を防ぐシャフトシーリング仕様。

210 211－

技術向上
	● IP規格：IP65 水しぶき保護
	● 標準モータ （M12コネクタ接続）
	● エンコーダで正確な位置決め

igus.co.jp/n21-shaft-seal

シャフトシール仕様 ドライリン Eステッピングモータータ

コスト削減

モータショップで迅速・簡単な発注
igus.co.jp/motorshop

	● シャフトのシールは標準
	● 高圧サーボモータの代替えとして

	● ロボリンク RL-DP （防滴仕様）で検証テスト 	● メンテナンスフリー 
	● RoHS準拠 /CE
	● EMC準拠 /CE

高性能 サステナビリティ

new

製品番号 モータサイズ ハブ間の距離 保持トルク 角度エンコーダ 
インパルス

エンコーダ

［Nm］
MOT-AN-S-060-005-042-M-C-AAAS NEMA17 42 0.5 500 

MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAS NEMA23 56 2.0 500 

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAS NEMA24 60 3.5 500 

シャフトシールにより保
護等級 IP65

... シール
保護 ...

お問合わせください



ノートパソコンでもパッドでもスマートフォンでも、最適なリニアユニット
を選定でき、とても便利で簡単です。いくつかの技術的パラメータと
希望ストローク長を入力して、適切なシステムを選定するだけです。

208 209－

技術向上
	● 最適なリニアユニットの素早い選定
	● オンラインツールですぐに接続可能なユニット
を構成

	● 往復の走行性能やモーター使用率表示で安心
	● 手動または電動モーター付き

igus.co.jp/linear-module-product-finder

ドライリン リニアユニット向け製品検索 - 「最も経済的で確実に   機能するソリューション」

コスト削減
	● すぐに設置可能な状態でお届け
	● 3D CADモデルおよび寸法図面を直接ダウン
ロードでき、設計時間を削減

	● ステンレスあるいは FDA準拠などの産業用 
ソリューションもクリック一つで選択可能

	● 文書やシステム詳細を含む
	● 独自のパーツ番号、図面番号を表示 

	● 適合性確認を含む すべての選定アイテム （スラ
イドテーブル、アクセサリなど） は適合します。

	● リニアレール、DIN EN 9227/ASTM B-117 に 
準拠した塩水噴霧試験 NSSでテスト済み

	● 試験済み：ZLW-1040 スタンダードシリーズ、
1500mm ストローク、モータ NEMA24、荷重
25N、加速度 0.8m/s²、速度 1.5m/分、使用頻
度 25%：5,900,000往復以上、モーター使用率
は 58%。

	● 構成可能なすべてのリニアユニットは、すべて
の軸受箇所で自己潤滑性のポリマーを使用して
いるため 100%メンテナンスフリー

	● 100％クリーンで衛生的
	● 洗浄工程で流れ出る油脂やオイル無し

高性能 サステナビリティ

2. システムを選定

1. 構成 3. 詳細を確認、選定、ショッピングカートに追加

... 短時間で 

確実な構成 ...



206 207－

技術向上
	● オンラインショップから簡単に注文：組立済み
スライドテーブル及びリニアアクチュエータ

	● 各システム、2つの定尺ストローク 
	● 手動及び電動駆動向けのフレキシブルな駆動ピン 
	● 再現性の高い調節を可能にするための、送りね
じクランプ、位置表示器、ハンドホイール、または
NEMAステッピングモータ付きの組立品

igus.co.jp/linear-module-shop

すぐに接続可能なドライリン SLW/SAW/ZLWシリーズ。送りねじ端部、手動クランプ、位置表示器、 ハンド
ホイール、または NEMAステッピングモータ付き。

ドライリン リニアユニットのオンラインショップ

コスト削減
	● ワンクリックで注文
	● 時間のかかる検索や組立てが不要
	● オンラインショップで PDFや CADファイルを
入手でき設計の手間を削減

	● ドライリンW/Rのリニアガイドを使用

	● ストローク長 250mmと 500mmで試験済み：
台形ねじ Tr10x2 （SLW-1040/SHT-12）、動アキ
シアル荷重 300N、ストローク長 500mm、送り
速度 0.15m/分、速度 75rpm、最低寿命 8,369往復

	● 無潤滑での稼働
	● 自己潤滑性の高性能ポリマーを使用しているた
めメンテナンスフリー

	● 樹脂とアルミ製で軽量

高性能 サステナビリティ

送りねじ端部付き

電動モータ付き

手動制御付き

... クリック 1つでリニアユニット
を注文できます
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イグスは、ご要望の作業面にすぐに取付可能な
XYテーブルを開発しました。新サイズ 16-120
がご利用いただけます。

204 205－

技術向上
	● 多方向の調整に 1つのユニットで対応
	● 最大 500x500mm の移動範囲での位置決めに
	● 8つのシステム幅、サイズは 4種類
	● 新しい取付けサイズ SLW-XY-16120　幅広サポート
と効率的なドライスピン送りねじ付き

igus.co.jp/drylin-slw-xy-news

XY双方向の XYテーブル ドライリン SLW-XY

コスト削減
	● 組立済みで工数削減を実現
	● 1つのリニアユニットに両方の調節を統合
	● 送りねじクランプ、位置表示器、ハンドホイール
を加えた構成を簡単に作成

	● ドライリンWリニアガイドを使用
	● ドライスピン 送りねじ駆動

	● 面積比（設置高さ /移動範囲）は常に 2以下
	● 最大 500x500mm の移動範囲に適したストロー
ク長

	● 試験済み：台形ねじ Tr14x4 （SLW-XY-1660）、
動アキシアル荷重 500、ストローク長 200mm、
送り速度 0.4m/分、速度 100 rpm、最低寿命 
62,863往復

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● パーツ 2つの代わりに 1つ
	● イグスの自己潤滑性のポリマーベアリングで 
クリーンで衛生的な運転

高性能 サステナビリティ

製品番号 最大スト
ローク長さ

A H E1 E2 基本長さ f lt tk ts tg kt
-0.3 ±0.15 ±0.15 lx ly ±0.1 H7

SLW-XY-0630 150 54 37.4 40 45 94 94 1.2 20 11 6.6 - 8
SLW-XY-0660 150 85 37.4 71 76 125 125 1.5 20 11 6.6 - 8
SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 118 118 1.5 22 11 6.6 M8 6.4
SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 152 152 1.5 22 11 6.6 M8 6.4
SLW-XY-1660 400 104 72.5 84 86 154 154 1.5 25 15 9.0 M10 8.6
SLW-XY-16120 500 166 72.5 146 148 216 216 1.5 25 15 9.0 M10 8.6
SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1.5 28 15 8.6 M10 8.6

製品番号 sg d T l1 d1 d1＊ ha1 l2 d2 d2 ＊ ha2 W
標準 代替 標準 代替 ha2–ha1

SLW-XY-0630 M4 5 TR08x1.5 15 TR08x1.5 - 9.5 15 TR08x1.5 - 28 18.5
SLW-XY-0660 M4 5 TR08x1.5 15 TR08x1.5 - 9.5 15 TR08x1.5 - 28 18.5
SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14.5 17 TR10x2 6h9 33.5 19
SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 6h9 14.5 17 TR10x2 6h9 33.5 19
SLW-XY-1660 M8 16 TR14x4 20 TR14x4 8h9 18.5 20 TR14x4 8h9 54 35.5
SLW-XY-16120 M8 16 TR14x3 20 TR14x3 8h9 18.5 20 TR14x3 8h9 54 36
SLW-XY-2080 M8 20 TR18x4 26 12h9 - 23 26 12h9 - 59 36

Y軸はカンチレバー 軸。軸端サポートは可動型。Y軸接続プレートもございます。お問合わせください。Y軸駆動ピンは、左右どちら
も可能です。

plus

500 x 500mm

400 x 400mm

300 x 300mm 

150 x 150mm 

... 作業面にすぐに
取付可能 ...

お問合わせください
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短いSLWCは、ドライスピン送りねじと台形ねじ （セ
ルフロック機能付きまたは無し） で構成可能です。

202 203－

技術向上
	● 狭い取付スペース向けのスライドテーブル 
新シリーズ

	● ロングキャリッジタイプと比べて、ショート
キャリッジで取付スペースを最大 70%削減

	● 複数キャリッジや左右逆方向にも最適
	● ショートキャリッジタイプは 5種類の SLW（C）
取付サイズをご用意

	● 送りねじはすべり軸受またはボールベアリング
でサポート

igus.co.jp/drylin-slwc-news

ショートキャリッジ付きスライドテーブル ドライリン SLWC 

コスト削減
	● スライドテーブルをイグス 1社から - すぐに 
設置可能 

	● 手動またはモータを直接取付可能 
	● ドライリン リニアガイドのレールおよびベアリング
を使用

	● 無潤滑でメンテナンスフリー 
	● 耐久性のあるシステムコンポーネントでシンプル
な洗浄工程

	● SLWシリーズと比べてシステム長を最大 50%
削減

	● 例：SLW-2080 システム長 l （ストローク無し） 
206mm、SLWC-2080 システム長 l （ストローク
無し） 101mm

	● SLWCのすべてのレールは耐食性の硬質アルマ
イト処理アルミニウム製。DIN EN 9227 / ASTM 
B-117に準拠した塩水噴霧試験 NSSでテスト済
み

	● 自己潤滑性があり無潤滑のため、クリーンで 
衛生的な運転

	● グリースやオイルの洗い流しは不要
	● ベアリングとねじ部に自己潤滑性のイグスの 
ポリマーを使用しているためメンテナンスフリー

高性能 サステナビリティ

製品番号 A Al H E1 E2 l hw f lt tk ts ts
-0.3 -0.3 ±0.15 ±0.15 ±0.1 ±0.1

SLWC-0630 54 20 20 40 45 60 18 1.2 20 11 6.2
SLWC-1040 74 29 29 60 60 73 24 1.5 22 11 6.8
SLWC-1660 104 36 37 84 86 86 35 1.5 25 15 9.0
SLWC-2080 134 45 46 116 116 101 44 1.5 28 15 8.6
SLWC-25120 200 58 60 173 173 128 55 2.5 35 20 13.5

製品番号 tg kt sk sg kq d T l2 d2 d2＊ ha
±0.1 標準 オプション

SLWC-0630 M8 8 7 M4 2 6 TR08x1.5 15 TR08x1.5 - 9.5
SLWC-1040 M8 6.4 9.5 M6 4.4 10 TR10x2 17 TR10x2 6 h9 14.5
SLWC-1660 M10 8.6 11 M8 5.5 16 TR14x4 20 TR14x4 8 h9 18.5
SLWC-2080 M10 8.6 14 M8 5.5 20 TR18x4 26 12 h9 - 23.0
SLWC-25120 M14 12.6 15 M8 5 25 TR24x5 38 14 h9 14 h9 30.0

製品番号 最大ストロー
ク長さ

重量 最大許容静荷重 最大回転速度 最大送り速度
追加  

（100mm当たり） アキシアル ラジアル＊

［mm］ ［kg］ ［kg］ ［N］ ［N］ rpm m/min.

SLWC-0630 300 0.2 0.08 50 100 100 0.15
SLWC-1040 750 / 500 0.6 0.1 700 1,400 100 0.20
SLWC-1660 750 1.2 0.3 1,200 2,300 100 0.40
SLWC-2080 1000 / 900 2.6 0.4 1,600 3,200 100 0.40
SLWC-25120 1250 4.8 0.9 2,500 5,000 100 0.50

＊ 軸のたわみを考慮しないベアリング荷重のみの値
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ドライスピン SLWC-1040
すべり軸受送りねじ
サポート付き

SLWC-BB-1040 ボールベアリング送りねじサポート付き

... 取付スペースを
最大70%削減 ...

お問合わせください
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このスライドテーブルは、幅広のサポート面に加え、駆動方法の
選択でも大きな自由度を提供します。２つのアンギュラードライブ
を並べて取付ければ、手動での操作が楽に行えます。

200 201－

技術向上
	● 1つのスライドテーブル上で 2つのキャリッジ
の調整

	● 電動モータを 2つ接続できるワイドタイプ
	● 平行のアングルドライブで操作しやすい
	● 同一の送りねじまたは個別のピッチ選択が可能
	● 3種類のキャリッジ長さで最適なサポートトルク

1つのスライドテーブルで 2つの駆動 - ドライリン SLWT

コスト削減
	● すぐに設置可能なスライドテーブル、2つの 
調整キャリッジ付き

	● アクセサリまたは電動モータとすぐに接続可能
	● ストローク長さはミリ単位でご希望の長さに、
最大 750mmまで

	● ドライリンW簡易交換式ベアリングで迅速な 
ベアリング交換

	● セルフロック機能付きのドライスピン送りねじ 
DS14x3、DS14x4

	● 前面に NEMAステッピングモータ、アンギュラー
ドライブ WTシリーズ 3および 4用の穴パター
ン 20/40 

	● サイズ 1660と比べて 3倍高い耐トルク性
	● 最大 5.75高い断面二次モーメント
	● レールは硬質アルマイト処理アルミニウム製、
DIN EN 9227 / ASTM B-117に準拠した塩水噴霧
試験 NSSでテスト済み

	● 1つのスライドテーブル上で 2つの調整オプション
	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 全ての軸受箇所は高性能ポリマー製でクリーン
で衛生的な運転、オプションで FDA準拠

高性能 サステナビリティ

製品番号 A Al H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
-0.3 -0.3 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.1

SLWT-16120 166 150 37 146 148 132 200 35 1.5 25 15 9.0
SLWT-BB-16120 166 150 37 146 148 132 220 35 1.5 35 15 9.0

製品番号 tg kt sk sg kq d T l2 d2 d2＊ ha sd2
±0.1 標準 オプション

SLWT-16120 M10 8.6 11 M8 5.5 16 TR14x3 20 TR14x3 8 h9 18.50 65
SLWT-BB-16120 M10 8.6 11 M8 5.5 16 TR14x3 20 TR14x3 8 h9 18.50 65

製品番号 最大ストローク
長さ

重量 最大許容静荷重 軸端サポートの
材質追加  

（100mm当たり） アキシアル ラジアル＊＊

［mm］ ［kg］ ［kg］ ［N］ ［N］
SLWT-16120 750 1.8 0.5 1,200 4,600 アルミニウム
SLWT-BB-16120 750 2.1 0.5 700 2,800 アルミニウム

＊＊ 軸のたわみを考慮しないベアリング荷重のみの値
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ドライスピン

さらに詳しく：igus.co.jp/drylin-slwt-news

方向を 
個別に制御

2

... 個別に 

制御可能 ...

お問合わせください
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ドライリンWの新しいレールWS-16-120に基づき、ドライリン 
スライドテーブルも開発しました。イグスのスライドテーブルと
して初めて、ドライスピン送りねじを採用しています。

198 199－

サイズ 1660より 
大きなサポート

60mm幅より高い断面
一次モーメント

高い断面二次モーメント

技術向上
	● 幅広でねじれ剛性の高いレールサポート付き 
スライドテーブル

	● サイズ 1660より最大 60%大きなサポートの
キャリッジ

	● 送りねじ：送り速度を高めるドライスピン多条
ねじと、セルフロック機能もある台形ねじ

	● すべり軸受またはボールベアリングのサポート
付き無潤滑送りねじ

	● 手動もしくは自動調整

ワイドなスライドテーブル、高さ 37mm｜ドライリン SLW

コスト削減
	● すぐに取付可能なスライドテーブル、最大
750mmのご希望ストローク長

	● 3種類のキャリッジ長さで最適なサポートトルク
	● 複数キャリッジや左右逆方向の構成も可能
	● 適合するモータとコントローラの組合せとすぐ
に接続可能

	● 3倍以上高い耐トルク性 （60mm幅との比較）
	● 最大 5.75高い断面二次モーメント
	● レールは硬質アルマイト処理アルミニウム製、
DIN EN 9227 / ASTM B-117に準拠した塩水噴霧
試験 NSSでテスト済み

	● ベアリングとねじ部に自己潤滑性のイグスのポ
リマーを使用しているためメンテナンスフリー

	● 100％クリーンで衛生的
	● 洗浄工程で流れ出る油脂やオイル無し

高性能 サステナビリティ

製品番号 A Al＊ H E1 E2 E3 l hw f lt tk ts
-0.3 -0.3 ±0.15 ±0.15 ±0.15 ±0.1

SLW-16120 166 150 37 146 148 132 200 35 1.5 25 15 9.0
SLW-BB-16120 166 150 37 146 148 132 220 35 1.5 35 15 9.0

製品番号 tg kt sk sg kq d T l2 d2 d2＊ ha
±0.1 標準 オプション

SLW-16120 M10 8.6 11 M8 5.5 16 TR14x3 20 TR14x3 8 h9 18.50
SLW-BB-16120 M10 8.6 11 M8 5.5 16 TR14x3 20 TR14x3 8 h9 18.50

製品番号 最大ストロー
ク長さ

重量 最大許容静荷重 軸端サポート
の材質

最大送り速度
追加  

（100mm当たり） アキシアル ラジアル＊＊

［mm］ ［kg］ ［kg］ ［N］ ［N］ m/min.

SLW-16120 750 1.7 0.4 1,200 4,600 アルミニウム 0.3
SLW-BB-16120 750 1.9 0.4 700 2,800 アルミニウム 4.5

＊ キャリッジ長さは 200mmと 250mmもあり ＊＊ 軸のたわみを考慮しないベアリング荷重のみの値

new

37mm 

120mm 

60% 3x5.75x

igus.co.jp/drylin-slw-16120-news

ドライスピン

... 薄型で
頑丈 ...

お問合わせください



省スペースで軽量なドライリン
D2 モータ制御システム

無潤滑でメンテナンスが簡単

ドライリン ドライブユニット ...
すぐに接続可能なスライド
テーブル、モータ、ギアボックス
... それが私たちの使命です。

薄型で頑丈 ...
ドライリン SLWスライドテーブルに
新しい幅を追加

ドライリン SLW ダブル送りねじ
および幅広設計のキャリッジ
付きスライドテーブル

ドライリン SLWC ショートキャ
リッジ付きスライドテーブル
送りねじはすべり軸受または
ボールベアリングでサポート

インクリメンタルエンコーダ、シャ
フトシール、ブレーキ付きのドライ
リン Eステッピングモータ

力強い駆動のためのドライリン
E ホール式 DCモータ

すぐに取付可能なドライリン
SLW XYテーブルの新しい
取付サイズ

ドライリン E モータアンプは
多くの産業制御システムと
互換性あり

大きな減速比、75%トルク
アップのドライリン 遊星歯車

組立済みリニアユニットを
オンラインショップで注文

寿命はオンラインで予測
計算可能

ドライリン リニアガイドのラインアップ追加により、ドライブユニットの選択肢も
増えました。取付サイズ 16の新しい幅が、異なるキャリッジサイズのスライド 
テーブル、タンデムバージョン、XYテーブルでも利用できます。無潤滑でメン
テナンスフリー、軽量、静音、オンライン寿命予測計算が特長です。

...新提案
ハイライト ...
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射出成形に最適な軽量設計、取付寸法が
既存のボールねじネットと互換あり

194 195－

技術向上
	● 新サイズの送りねじナットで簡易で確実な取付
	● 取付サイズは従来のボールねじと互換あり
	● 堅牢な新設計で、フランジがなく正面からの取付
	● 高い静荷重用に金属板付き高荷重対応仕様がご
ざいます

ドライスピン JGRM 高荷重向け送りねじナット

コスト削減
	● 射出成形に最適なコストパフォーマンスに優れ
た設計

	● 金属製ボールねじナットを代替
	● ネジサイズの Ø14,16,18,20に対応

	● 中央がねじ形状の差し込み口と 4本のM6キャップ
ヘッドねじで簡単に取付け可能

	● 寿命はオンラインで予測計算可能
	● ステンレス板が付いているヘビーデューティー
型は、同じねじ山のフランジナットより 30%
高いアキシアル静荷重に対応できます

	● 金属の代わりに樹脂を使用しているため、低重
量・低慣性

	● 丸みを帯びたねじ面による騒音低減
	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 特許取得済みの山谷非対称形状による長寿命
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

ドライスピン

igus.co.jp/dryspin-5x10-news

製品番号 ねじ径 d1 d2 d3 d4 d5 b1 b1 b2 A＊ 最大静 許容荷重
デザイン アキシアル［N］

d1 x P ±0.15 -0.2  C-01  HD-02  C-01  HD-02

DST-JGRM--DS14X25 Ds14x25 14 48 38 20 5.3 45 42 2 40 2,936 4,110
DST-JGRM--DS14X30 Ds14x30 14 48 38 20 5.3 45 42 2 40 2,936 4,110
DST-JGRM--DS14X70 Ds14x70 14 48 38 20 5.3 45 42 2 40 1,567 2,194
DST-JGRM--DS16X5 Ds16x5 16 48 38 20 5.3 45 42 2 40 3,466 4,853
DST-JGRM--DS16X10 Ds16x10 16 48 38 20 5.3 45 42 2 40 3,466 4,853
DST-JGRM--DS16X35 Ds16x35 16 48 38 20 5.3 45 42 2 40 3,434 4,807
DST-JGRM--DS18X24 Ds18x24 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,716 6,508
DST-JGRM--DS18X40 Ds18x40 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,368 6,028
DST-JGRM--DS18X80 Ds18x80 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,016 4,162
DST-JGRM--DS18X100 Ds18x100 18 58 47 26 6.3 50 46 2 50 2,646 3,652
DST-JGRM--DS20X5 Ds20x5 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 5,019 6,924
DST-JGRM--DS20X10 Ds20x10 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 5,019 6,926
DST-JGRM--DS20X20 Ds20x20 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,921 6,791
DST-JGRM--DS20X50 Ds20x50 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 4,031 5,562
DST-JGRM--DS20X60 Ds20x60 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,313 4,572
DST-JGRM--DS20X80 Ds20x80 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,408 4,703
DST-JGRM--DS20X90 Ds20x90 20 58 47 26 6.3 50 46 2 50 3,313 4,572

＝C-01/HD-02｜型式例：DST-JGRM-C-01-DS14x25：C-01 = イグリデュール J製 DS14x25右ねじの送りねじナット

A

A

b1b2

d1

d2

d3

d5

d4A

A

A
d2

d3

d5

A d4 d1

b1b2

47

C-01仕様 HD-02仕様

30%

最大 30%高い
アキシアル静荷重に

対応

plus

座ぐり穴

スパナー溝にて緩み止め可能

M6キャップヘッドねじで取付け

ブラケットへの直取付け

オプションとしてステンレス板を追加した
HDバージョン

中央がねじ計上の差し込み口

材質：高機能樹脂イグリデュール J

... ボールねじナットと
寸法互換性あり ...

お問合わせください
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技術向上
	● 射出成形により長寿命
	● 最大 82% 優れたねじ効率
	● 静音、優れた減振性
	● スリーブ型とフランジ型送りねじナット

ドライスピン 射出成形送りねじナット フランジ型 ねじ部機械加工

コストダウン
	● 射出成形による費用対効果の高い生産
	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 金属製のすべりナットと比べて、最大 50.9% 
費用対効果に優れる

	● 寿命予測計算と価格確認ができる無料オンライン
ツール

	● 630,000サイクル後摩耗、140mmストローク、
100rpm、200N 負荷、無潤滑

	● 送りねじ駆動にグリースも潤滑油も不要
	● 特許取得済みの山谷非対称形状による長寿命
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能

サステナビリティ
2.5

0.5

1.0

1.5

2.0

0摩
耗
量

 ［
µm

/k
m
］

ドライスピン DS10x25
イグリデュール J 射出

成形品

形状 2 競合製品
POM + PTFE

形状 1 競合製品
POM + PTFE

＝他の材質とサイズについてはオンライン情報をご覧ください - igus.co.jp/leadscrew

製品番号 ねじ径 d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 A B C SW
d1 x P

送りねじナット 射出成形 スリーブ型
DST-SRM-C-01-DS5X10 Ds5x10 5 12 - - - 12 - 11.0 - - -
DST-SLM-C-01-DS10X3 Ds10x3 10 22 - - - 20 18.0 - - -
DST-JSLM-C-01-DS12X25 Ds12x25 12 24 - - - 25 - 22.6 - - -
DST-SRM-C-01-DS14X4 Ds14x4 14 24 - - - 25 - 22.6 - - -
DST-JSRM-C-01-DS16X5 Ds16x5 16 28 - - - 25 - 25.5 - - -
DST-JSRM-C-01-DS18X4 Ds18x4 18 28 - - - 25 - 25.5 - - -
DST-JSRM-C-01-DS20X10 Ds20x10 20 32 - - - 25 - 29.0 - - -
送りねじナット フランジ型 射出成形
DST-FRM-C-01-DS5X10 Ds5x10 5 12 - - 3.2 12 4.0 11.0 12 18 -
DST-FLM-C-01-DS10X3 Ds10x3 10 20 - - 4.2 20 5.5 19.0 20 30 -
DST-JFLM-C-01-DS12X25 Ds12x25 12 24 - - 5.0 25 6.0 22.6 24 34 -
DST-JFRM-C-01-DS14X4 Ds14x4 14 24 - - 5.0 25 5.0 22.6 24 34 -
DST-JFRM-C-01-DS16X5 Ds16x5 16 28 - - 6.0 25 6.5 25.5 27 38 -
DST-JFRM-C-01-DS18X4 Ds18x4 18 28 - - 6.0 25 6.5 25.5 27 38 -
DST-JFRM-C-01-DS20X10 Ds20x10 20 32 - - 6.0 25 8.0 29.0 30 42 -

ドライスピン

plus

igus.co.jp/dryspin-lead-screw-nuts-news

... 射出成形
ねじ部機械加工 ...

お問合わせください
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最大 82% 優れた
ねじ効率

技術向上
	● 樹脂製送りねじナットに 7種のピッチが追加 
されました

	● 最大 82% 優れたねじ効率
	● 静音、優れた減振性
	● スリーブ型とフランジ型送りねじナット

ドライスピン送りねじナット

コスト削減
	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 金属製のすべりナットと比べて、最大 50.9% 
費用対効果に優れる

	● 寿命予測計算と価格確認ができる無料オンライン
ツール

	● 試験済み：PET+PTEEと比べて最大 25% より
少ない摩耗 （サイズ：10x3）
igus.co.jp/linear-guides-test-wear-dryspin

	● 送りねじナットの寿命はオンラインで予測計算
可能 

	● FDA準拠材質
	● 送りねじナット・送りねじはオンラインショップ
で注文可能

	● 送りねじ駆動にグリースも潤滑油も不要
	● 特許取得済みの山谷非対称形状による長寿命
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 ねじ径 d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 A B C SW
d1 x P

スリーブ型送りねじナット
DST-SRM-1413DS5X10 Ds5x10 5 14 - - - 13 - - - - -
DST-SLM-2220DS10X3 Ds10x3 10 22 - - - 20 - - - - -
DST-SLM-2624DS12X25 Ds12x25 12 26 - - - 24 - - - - -
DST-SRM-3027DS14X4 Ds14x4 14 30 - - - 27 - - - - -
DST-SRM-253027DS14X4 Ds14x4 14 30 - - - 27 - - - - 25
DST-SRM-3632DS16X5 Ds16x5 16 36 - - - 32 - - - - -
DST-SRM-273632DS16X5 Ds16x5 16 36 - - - 32 - - - - 27
DST-SRM-4036DS18X4 Ds18x4 18 40 - - - 36 - - - - -
DST-SRM-274036DS18X4 Ds18x4 18 40 - - - 36 - - - - 27
DST-SRM-4540DS20X10 Ds20x10 20 45 - - - 40 - - - - -
DST-SRM-304540DS20X10 Ds20x10 20 45 - - - 40 - - - - 30
フランジ型送りねじナット
DST-FRM-1315DS5X10 Ds5x10 5 13 25 19 3.2 15 5 - - - -
DST-FRM-131315DS5X10 Ds5x10 5 13 25 19 3.2 15 5 - - - 13
DST-FLM-2525DS10X3 Ds10x3 10 25 42 34 5 25 10 - - - -
DST-FLM-2835DS12X25 Ds12x25 12 28 48 38 6 35 18 - - - -
DST-FRM-2835DS14X4 Ds14x4 14 28 48 38 6 35 12 - - - -
DST-FRM-282835DS14X4 Ds14x4 14 28 48 38 6 35 12 - - - 28
DST-FRM-2835DS16X5 Ds16x5 16 28 48 38 6 35 12 - - - -
DST-FRM-282835DS16X5 Ds16x5 16 28 48 38 6 35 12 - - - 28
DST-FRM-2835DS18X4 Ds18x4 18 28 48 38 6 35 12 - - - -
DST-FRM-282835DS18X4 Ds18x4 18 28 48 38 6 35 12 - - - 28
DST-FRM-3244DS20X10 Ds20x10 20 32 55 45 7 44 12 - - - -
DST-FRM-323244DS20X10 Ds20x10 20 32 55 45 7 44 12 - - - 32

＝他の材質とサイズについてはオンライン情報をご覧ください - igus.co.jp/leadscrew

igus.co.jp/dryspin-lead-screw-nuts-news

plus

82% 25% 30%

標準的な
送りねじ駆動と比べて
最大 30%長寿命

標準的な
送りねじ駆動と比べて
最大 25%低摩耗

... 高効率 ... 

自己潤滑性 ...

お問合わせください



射出成形に最適な軽量設計、取付寸法が
既存のボールねじナットと互換性あり。

188 189－

錆びない 標準的な
送りねじ駆動と比べて
最大 30%長寿命

標準的な
送りねじ駆動と比べて
最大 25%低摩耗

技術向上
	● ドライスピン送りねじの新サイズ：DS5x10、
DS10x3 LH、DS12x25 LH、DS14x4、DS16x5、
DS18x4、DS20x10

	● ねじ形状が特殊なため静音性に優れています
	● ねじ山の非対称性により、寿命が最大 30%長
くなります

igus.co.jp/dryspin-lead-screw-news

送りねじと軸端加工をオンラインで構成＆発注
igus.co.jp/lead-screw-configurator

ドライスピン送りねじ

コスト削減
	● オンラインツールにて送りねじを構成できます
	● オンラインですぐに価格表示 
	● CADの知識がなくてもオンラインで送りねじ加
工が可能

	● 寿命はオンラインで予測計算可能
	● 試験済み：PET+PTFEと比べて最大 25% より少
ない摩耗 （サイズ：10x3）
igus.co.jp/linear-guides-test-wear-dryspin

	● 送りねじ材料は SUS304のため、耐食性に優れ
ています

	● 妥当性チェック付きでオンライン構成が可能です
	● 2DCADの PDF出力と 3Dステップモデルが出力
されます

	● 無潤滑での稼働
	● 手入れが簡単 
	● 無駄のない長さの指定が可能
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ 製品番号 ねじ径 d1 d3 P L 重量 ねじ山数 リード角
-0.1 最大 ［kg］ ［°］

DST-LS-5X10-R--ES Ds5x10 5.0 3.8 10 1,000 0.25 4 32.5
DST-LS-10X3-L--ES Ds10x3 10 7.85 3 3,000 0.62 2 5.45
DST-LS-12X25-L--ES Ds12x25 12 8.95 12 3,000 0.90 8 33.55
DST-LS-14X4-R--ES Ds14x4 14 9.95 4 3,000 1.22 1 5.2
DST-LS-16X5-R--ES Ds16x5 16 11.15 5 3,000 1.59 1 6.7
DST-LS-18X4-R--ES Ds18x4 18 13.95 4 3,000 2.01 1 4.04
DST-LS-20X10-R--ES Ds20x10 20 15.55 10 3,000 2.48 2 9.04

plus

＝長さは自由に指定できます。他の材質とサイズについてはオンライン情報をご覧ください - igus.co.jp/leadscrew

30% 25%

... 低コストで 

高効率 ...

お問合わせください
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無潤滑でメンテナンスが簡単

ドライスピン 送りねじナット ...
ボールねじを交換 ...
それが私たちの使命です。

ドライスピン ... 新しい送りねじ
サイズでラインアップ拡大

ドライスピン多条ねじとナット
に新サイズを追加

ドライスピン多条ねじ用の射出成形送りね
じナット、非対称形状のねじ山により長寿
命

ドライスピン JGRM 送りねじ
ナット。頑丈、一般的なボール
ねじと寸法互換性あり

ドライスピン送りねじエキス
パートを使用して、簡単・迅速
な製品選定および寿命予測 
計算

金属製の送りねじナットは、使用中に錆びたり変形したりするので、潤滑剤が不
可欠です。当社のドライリン ポリマー製送りねじナットは一切の潤滑剤を必要とし
ません。ドライリン送りねじナットは、金属使用時のノイズがないため動作が静か
であることも特長です。

... オンラインツール

...新提案
ハイライト ...



max. +60℃
min. -20℃

FOOD

FDA準拠材質であるイグリデュール A180製
ベアリングは、費用対効果の高い射出成形で
生産し、極めて頑丈で優れた耐性があります。

184 185－

FDA準拠 ステンレス製より 
軽量

金属製より 
さらに静か

サイズ 12は 2021年 7月から入手可能。他のサイズに関してはお問合わせください

技術向上
	● FDA準拠のイグリデュール製で、食品との接触
がある環境で使用可能

	● 圧入で取付け
	● 同寸法のステンレス製ベアリングと比べて 80％
重量削減

	● すべり面の一体型スリットで、高い防塵性
	● シャフト径 Ø12、16、20mmのすべての丸軸に

igus.co.jp/ra180m

例：リニアハウジング RGAと一体型ポリマー製ベア
リング＊

イグリデュール A180製ベアリング

ドライリン RA180M 一体型ポリマー製ベアリング

コスト削減
	● 標準的なボールベアリングと寸法互換性あり
	● 軽量で取扱いが簡単
	● 素早く簡単な洗浄が可能
	● 既存のアダプタとハウジングを再利用
	● 射出成形で製造

	● 試験済み：使用温度条件 -20℃～ 60℃
	● 試験済み：最大吸湿率 （+23℃ / 相対湿度
50%）、結果 0.3重量％

	● 試験済み：金属製ベアリングと比較して最大
75％静かなスライド部

	● オンライン寿命予測計算ツール準備中
igus.co.jp/drylin-expert

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 使用環境の汚染なし

高性能 サステナビリティ

new

製品番号 Ø d1 d1 公差＊＊ 重量 d2 B s dn
［mm］ ［mm］ ［g］ ［mm］ ［mm］

RA180M-01-10＊＊＊ 10 +0.025 +0.07 7 19 29 1.3 17.5
RA180M-01-12 12 +0.03 +0.08 9 22 32 1.3 20.5
RA180M-01-16＊＊＊ 16 +0.03 +0.07 13 26 36 1.3 24.2
RA180M-01-20＊＊＊ 20 +0.04 +0.09 24 32 45 1.6 29.6
RA180M-01-25＊＊＊ 25 +0.04 +0.09 47 40 58 1.85 36.5
RA180M-01-30＊＊＊ 30 +0.04 +0.09 72 47 68 1.85 43.5
＊ スナップリング （DIN 471および DIN 472） で固定 （製品に含まれません）。内径公差は圧入後の値です ＊＊ イグスの試験方法による
＊＊＊ お問合わせください
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... FDA準拠 ...

低慣性 ...
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射出成形による費用対効果の高い生産、軽量構造のために
非常に軽量化、ステンレス製を使用する用途では腐食の 
心配がありません。
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RJUM-05より 
軽量

製品番号 重量 Ø d1 d1 公差＊ H H1 A E S N L 取付ねじ＊ 許容荷重 
1MPa

［g］ ［mm］ ［mm］ ［mm］［mm］ - 0.1 ［N］
RJUMP-05-25 90 25 +0.1 / +0.2 27 54 65 48 8.5 54 45 M8 400N
RJUMP-05-30 121 30 +0.1 / +0.2 30 60 70 53 8.5 60 58 M8 500N

2021年 7月から入手可能

技術向上
	● 堅牢で軽量なイグスポリマー製リニアハウジング
	● タイプ 02 （短尺、クローズ型） の全スライド部
を使用可能

	● アルミニウム、スチール、ステンレス製丸軸用
リニアハウジング

ポリマー製 分割型リニアハウジング ドライリン RJUMP

コスト削減
	● 射出成形による費用対効果の高い生産
	● プラグインによる素早い組付け
	● 分割可能なハウジングで迅速なスライド部交換
が可能

	● RJUM-05シリーズのリニアハウジングと比較し
て 75％の軽量化を実現

	● 寿命はオンラインで予測計算可能
	● イグリデュール E7スライド部により、スチー
ルおよびステンレス上で耐久性が 8倍に

	● スライド部の回り止め機能と組込まれた位置決
めスピゴットを備えたハウジング

	● 軽量なポリマー構造で動きや効率を最適化
	● 自己潤滑性の高性能ポリマーを使用しているた
めメンテナンスフリー

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

＊ ねじ締め固定時

new

その他スライド部材もございます 
（例：イグリデュール E7） 

75%

igus.co.jp/rjump

... 経済的で 

軽量 ...
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高性能ポリマー イグリデュールW360製で堅牢かつ耐久性のある
クリップ式スライド部は、弾性を低減したことで動作点でのベアリ
ングのすきまを小さくします。
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標準スライド部より
ベアリングのすきま低減

標準的な
ボールベアリングと
寸法の互換性あり

製品番号 d1 d2 B B1 s dn 許容 .  動荷重 許容静荷重
+0.01 +0.05 h6 -0.1 +0.1 H10 h10 ［N］ ［N］

RW360CM-01-12＊ 12 22 32 22.6 1.3 20.5 960 1,920
RW360CM-01-16＊ 16 26 36 24.6 1.3 24.2 1,140 2,280
RW360CM-01-20 20 32 45 31.2 1.6 29.6 2,250 4,500

技術向上
	● 動作点でのベアリングのすきまを最大 50%低減
	● 弾性を低減した無潤滑のクリップオンスライド
部でスムーズな走行

	● スナップフィット方式と圧入による確実な取付
け

	● 白色アルマイト処理のアダプタハウジングによ
り耐食性

	● 3種類のサイズ：ø12mm、16mm、20mm
	● リニアハウジング RGA/RGAS/RQA に適応

簡単に交換できるイグリデュールW360製のスナッ
プフィット式スライド部

当社試験施設の試験装置

丸軸リニアガイド ドライリン RW360CM

コスト削減
	● 金属製ボールベアリングと寸法互換性あり
	● RGA/RGASリニアハウジング、および RQAめ
がね形角ブロックに素早く取付け（後付けも 
可能）

	● 1つのベアリングで直動及び回転使用に対応
	● アルミニウム、スチール、ステンレス製丸軸用

	● 試験済み：動作点でのベアリングのすきま 
（mm）、試験荷重 40N、計測ジブ 200mm、荷重
点 ベアリング中心から 150mm、結果：RJUM-
01シリーズより 50%小さいベアリングのすき
ま

	● ドライリン R オンライン寿命予測計算ツール

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● グリースもオイルも不要
	● 使用環境の汚染なし
	● 高度な清浄度、衛生性および素早いクリーニン
グに対応する自己潤滑性ポリマー

高性能 サステナビリティ

new

＊ サイズ 12および 16：2021年 7月以降の予定

50% 1：1

igus.co.jp/rw360

... 精密
剛性 ...

お問合わせください
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ダークグレー、ライトグレー、ホワイトの標準色で、NTPの
外観は常に環境に適応します。
オレンジとブルーも追加しました。

178 179－

金属不使用 種類のカラー
バリエーション

技術向上
	● 堅牢な樹脂一体型伸縮ガイド
	● イグスの高機能ポリマーを使用した 3ピース構造
	● ボール不使用のため静音走行
	● ばね予圧付きで低クリアランス
	● 5色から選択可能

5色の樹脂一体型伸縮ガイド ドライリン NTP-27-150

コスト削減
	● 短時間で素早い組付け
	● 射出成形による費用対効果の高い生産
	● 安全なスナップフック方式
	● 5色のレールから選択できます  
igus.co.jp/NTP-sample

	● 短時間で素早い組付け
	● 自己潤滑性のあるイグスポリマーを使用してい
るため、メンテナンスフリー

	● NT-35と比較して 64%の軽量化、23%の設置
スペース削減を実現

	● 試験済み：金属製の競合品よりも 70％軽量で 2.5
㎏までの保持

	● 初めての無潤滑でメタルフリーの伸縮ガイド
	● 低慣性により、特に航空業界での排出量を削減
	● 持ち運びが非常に簡単
	● 100%クリーンで静か
	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

スチール製より 
軽量

＝色を選択：01：ダークグレー｜ 02：ホワイト｜ 03：ライトグレー｜ 04：ブルー｜ 05：オレンジ
例：NTP-27-18-01-150 はダークグレー

製品番号 d S5C S4C S6C B H d2 L
NTP-27-18--150 4.5 37.5 75 37.5 27 18 10 150

Fmax ［N］ F ［N］
Fsx 40 -
Fsy 8 -
Fsz 12.5 -
F - 25

取付時の荷重

70% 100% 5

igus.co.jp/ntp-color

...カラーを選べるNTP ...

お問合わせください
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金属不使用で軽量のため、運搬や持ち運びが簡単です。
プラグインシステムで組立ても非常にシンプルです。

176 177－

金属不使用

技術向上
	● 最も軽量なドライリン NT 伸縮型レール （45g）
	● イグリデュール高性能ポリマー製で 100%自己
潤滑性あり

	● 予圧付きで静音
	● 最大 125mmまでの無段階調節が可能

ポリマー製伸縮ガイド ドライリン NTP-27-125

コスト削減
	● 一体成形のポリマー材質設計により低イナーシャ
	● 軽く、持ち運び用途に最適
	● フェールセーフな機能、ボールの損傷リスクなし
	● 費用対効果の高い射出成形
	● 1個からオンライン注文可能

	● 試験済み：自己潤滑性のあるイグリデュール
J3Bおよび GLWにより 100%メンテナンスフ
リーの機能性

	● 試験済み：回転する金属体不使用のため、金属
ガイドより最大 1/4倍静か

	● 試験済み：スナップ方式を採用することで 5秒
以内に組付け

	● 自己潤滑性があり完全にメンテナンスフリー
	● 100%クリーン、隣接材質へのダメージ無し
	● 軽量、排出量を削減しなければならない用途に
最適

高性能 サステナビリティ

製品番号 重量 d S5C S4C S6C B H d2 L
［g］

NTP-27-18-01-125 45 4.5 37.5 50 37.5 27 18 10 125

70%

スチール製より 
軽量

new

当社試験施設の試験装置

100%

igus.co.jp/ntp-color

Fmax ［N］ F ［N］
Fsx 40 -
Fsy 8 -
Fsz 12.5 -
F - 25

取付時の荷重

... 金属不使用
軽量 ...

お問合わせください
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Total extension NT-60-"L"
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反射防止の黒色伸縮型レール 
NT-35および NT-60

174 175－

製品番号 b H S4C S5C S6C L
±0.35 最小 最大 最小 最大 最小 最大

NT-35-AR 35 19 60 20 49.5 20 49.5 100 600
NT-60-AR 60 24 150 25 99.5 25 99.5 200 1,000

技術向上
	● 伸縮型レールを 2つのサイズでご用意、黒色を
追加

	● 機械の周囲環境やインテリアに違和感なくなじ
む

	● 低反射
	● 耐食性のため、屋内・屋外使用に対応
	● 拡張時の最大長さはサイズ 35で 600mm、  
サイズ 60で 2,000mm

igus.co.jp/nt-ar

黒色伸縮型レール ドライリン NT-35/60-AR

コスト削減
	● 必要に応じて個別の拡張長さで正確に生産
	● 全拡張、部分拡張および過拡張が可能
	● アルマイト処理アルミニウム製で耐食性に優れる
	● 屋内・屋外で使用できるフェールセーフな 
スライド機構

	● ラッチ機構が利用可能 （端部または個別箇所）
	● 1個からオンライン注文可能

	● 試験済み：NT-60 負荷容量 180N、垂直に 2本
設置した伸縮型レール（基本長さ 500mm）付
きの引出しでテスト済み

	● 試験済み：NT-35 負荷容量 90N、垂直に 2本設
置した伸縮型レール（基本長さ 250mm）付き
の引出しでテスト済み

	● 試験済み：耐食性、DIN EN 9227/ASTM B-117
に準拠した塩水噴霧試験 NSSでテスト済み

	● 無潤滑でメンテナンスフリー 
	● 金属ボールの代わりにすべりの動きにより静音
	● 使用環境の汚染なし

高性能 サステナビリティ

new

... 目立ちにくい
黒色レール ...

お問合わせください
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既定された予圧は、ドライリン N プリズムガイドの心臓部です。こ
の予圧機構を、新しい伸縮型プリズムレールの駆動力の設定にも
使用できるようになりました。

172 173－

予圧式金属製より 
さらに静か

製品番号 L S4C S5C S6C B H K1 d2
最小 最大 最小 最大 最小 最大

NTV-27 150 500 60 25 49.5 25 49.5 27 23.7 Ø4.5 9

納期はお問合わせください。外見や寸法が変更する場合があります。

技術向上
	● ばねの予圧機構により、がたつきの無い伸縮  
レール

	● 一定の駆動力、予圧オプションが選べる
	● 27mm幅のコンパクトタイプ
	● 静音、ばね予圧型

igus.co.jp/ntv

ばねの予圧機構により、がたつきの無い伸縮レール

伸縮型レール、予圧型 ドライリン NTV

コスト削減
	● すぐに取付可能なソリューション、拡張時の長
さは 150～ 500mm

	● 全拡張、部分拡張および過拡張が可能。レール
はミリメートル単位で注文可能。

	● 無潤滑のため 100％メンテナンスフリー
	●  1個からオンライン注文可能

	● 試験済み：許容静荷重 100N、水平調整可能な
引き出し、引き出し側面に 2本のシステムを垂
直取付け、引き出しの一番外側での荷重。

	● 試験済み：金属製ベアリングと比較して最大
1/4倍静かなスライド部

	● 試験済み：耐食性、DIN EN 9227/ASTM B-117
に準拠した塩水噴霧試験 NSSでテスト済み

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 金属ボールの代わりにすべりの動きにより静音
	● 使用環境の汚染なし

高性能 サステナビリティ

new

4x

... コンパクトな
予圧型 ...
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一体型の 2つのエラストマーパーツで
ノイズや、がたつきを低減し、ベアリ
ングのすきまを最小に抑えます。
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最大与圧力 金属製より 
さらに静か

予圧式

製品番号 重量 H A C S1C S2C A2 K4
［g］ ±0.35

NW-02-80-P 100 12.0 57.0 80 68 56 45 M4

技術向上
	● 予圧機能付きでがたつきの無い動作
	● ベアリングのすきま低減
	● 良好な調整感覚
	● 薄型、システム高さ 12mm
	● キャリッジ本体にねじ穴あり

igus.co.jp/preload

予圧機能付きでがたつきの無い動作 対応レールはシルバー色と黒色があり

予圧型キャリッジ、システム高さ 12mm｜ドライリン NW

コスト削減
	● 取付用の組立済み専用キャリッジ
	● 薄型レール NS-01-80（シルバー）および  
NS-01-80-AR （黒） に最適

	● フェールセーフな与圧一体型
	● 個別の予圧が可能
	● フィックス /フローティングベアリング付き  
キャリッジと同寸法

	● 試験済み：直動用途、水平取付位置、NS-01-80
レール 2本、間隔 400mm、それぞれに 2つの
NW-02-80キャリッジ付き、間隔 200mm、加速
度 1.25m/s²、 中 心 荷 重 50N、 予 測 寿 命：
30,000km

	● 試験済み：金属製ベアリングと比較して最大
1/4倍静かなスライド部

	● 試験済み：リニアレールの耐食性、DIN EN 
9227/ASTM B-117に準拠した塩水噴霧試験
NSSでテスト済み

	● 100%無潤滑運転
	● スライド部は個別交換可能
	● キャリッジ本体は再利用可能
	● 非常に静かな運転により低排出レベル
	● 自己潤滑性の高性能ポリマーを使用している 
ためメンテナンスフリー

高性能 サステナビリティ

new

3N 4x

12mm 

... 予圧型で 

がたつき無し ...

お問合わせください



Econ

白色アルマイト処理を施したエコノミー
タイプのドライリン ガイドレール

168 169－

アルミニウム使用で
軽量

硬質アルマイト処理された
バージョンよりも低コスト

納期はお問合わせください

技術向上
	● 白色アルマイト処理ドライリン Tガイドレール
	● 耐食性
	● シリーズ 01レール（取付サイズ 15、20、25、
30）を、TW-12 耐粉塵キャリッジや TW-01 標準
キャリッジに組合せて使用し、個別にすきま調
整が可能です。

	● 外から見える部分に最適なシルバー色

igus.co.jp/elox-rail

シルバー色のエコノミーレール ドライリン TS-CA

コストダウン
	● レールの全取付サイズで、硬質アルマイト処理
されたバージョンよりも約 15%低コスト

	● 多くのボール式リニアガイドと寸法互換性あり
	● 納期はお問合わせください

	● ドライリン Tの耐用年数は、オンラインで計算
可能

	● 白アルマイトは DIN EN 9227 / ASTM B-117に
準拠した塩水噴霧試験 NSSでテスト済み

	● 摩擦係数と摩耗はイグスの試験施設でテスト済み
	● フラウンホーファー IPA試験済み：ドライリン 
TK-01-25-01、空気清浄度 ISOクラス 6（速度
v=1m/秒）、空気清浄度 ISOクラス 6（速度
v=2m/秒）、ESD分類レベル 1

	● スチール製と比べて 66％軽量
	● 慣性力の低減
	● 無潤滑で 100%機能
	● 排出量が制限される環境でも無潤滑で使用可能

高性能 サステナビリティ

製品番号 重量 L a S4C S5C S5C S6C S6C h h1 K1 b
［kg/m］ 最大 -0.2 最小 最大 最小 最大 ボルト  

DIN 912

TS-01-15-CA 0.6 4 15 60 20 49.5 20 49.5 15.5 10.0 M4 22
TS-01-20-CA 1.0 4 20 60 20 49.5 20 49.5 19.0 12.3 M5 31
TS-01-25-CA 1.3 4 23 60 20 49.5 20 49.5 21.5 13.8 M6 34
TS-01-30-CA 1.9 4 28 80 20 59.5 20 59.5 26.0 15.8 M8 40

製品番号 ly lz Wby Wbz
［mm4］ ［mm4］ ［mm3］ ［mm3］

TS-01-15-CA 6,440 4,290 585 488
TS-01-20-CA 22,570 11,520 1,456 1,067
TS-01-25-CA 34,700 19,300 2,041 1,608
TS-01-30-CA 70,040 40,780 3,502 2,832

取付穴のないレールをご注文の際は、製品番号の末尾に「取付穴なし」とご記入下さい。
対応するキャリッジはこちら：igus.co.jp/drylinT-carriages

66% 15%

... 同寸法で
低価格 ...
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ドライリンWシングルレール用エンドキャップ、取扱い
が容易な 3種類の取付サイズ、端面を保護カバー

166 167－

耐粉塵

技術向上
	● 頑丈なエンドキャップで安全性向上
	● レール端面をスタイリッシュに保護
	● 軸部の貫通穴をカバー
	● 取扱いが簡単 
	● 圧入で取付け

igus.co.jp/end-cap

ドライリンWシングルレール WS-16、WS-20および
WS-25用が利用可能

射出成形エンドキャップ 2個セット。切り離して
取付けるだけ。

ドライリンWシングルレール用エンドキャップ | ドライリン WSZ 

コストダウン
	● ドライバー不要で簡単に組付け
	● 1セットでレールの両端用 
	● 射出成形による費用対効果の高い生産

	● 安全にハンドリングできる丸みを帯びたエッジ
保護形状

	● 中心構造とフランジでねじれに強いホールド

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 2つの左右対称のカバーを 1つの工程で製造 
することで、材料を最適化した射出成形を実現 

	● 接続バーは輸送用の固定機能
	● ポリマー製で軽量構造
	● 再利用可能（取り外し可能）

高性能 サステナビリティ

製品番号 B H D R S T レールサイズ
WSZ-16-KIT 39.3 23 （8） 0.3 2.5 1.5 WS-16/WS-16-CA
WSZ-20-KIT 44 31.3 （10.3） 0.5 3 1.7 WS-20/WS-20-CA
WSZ-25-KIT 53.3 39 （14.1） 0.5 3.5 2 WS-25/WS-25-CA

plus

... レール端を安全かつ
スタイリッシュにカバー ...

お問合わせください



ハウジングの片側を開き、ベアリングを交換し
て閉めれば完了です。スライド部は新しくなり、
すぐに使用を再開できます。

164 165－

高い耐薬品性

お問合わせください

技術向上
	● レールから外さずに直接ベアリングを交換できる
分割型ステンレス製ハウジング

	● 直動ユニットの取外し不要 
	● 高い耐薬品性が必要な場合はイグリデュール X
製スライド部を使用

	● 食品機械向けにはイグリデュール A160/A180製
スライド部（FDAおよび EU10/2011準拠）を
使用

igus.co.jp/exchange-bearing

ステンレス製ベアリングで素早いベアリング交換｜ドライリン WXUMA

コストダウン
	● すべてのドライリン W リニアガイド、SLW 
スライドテーブル、ZLW歯付きベルトアクチュ
エータにすぐに取付可能。取付サイズは 10、
16、20および 25。

	● ドライリン イグリデュール X/A180/A160/E7製
スライド部を使用

	● 数秒でベアリングを交換

	● 試験済み：イグリデュールXは、アセトン（10％）、
安息香酸（20％、水性）、漂白液、掘削油、酪酸、
海水などに耐性あり。
igus.co.jp/iglidurX 

	● 試験済み：ドライリンW、イグリデュール X製
スライド部を使用した 4つのベアリング、取付
サ イ ズ 20、 ス テ ン レ ス 製 レ ー ル 2 本 
（SUS316Ti）、間隔 400mm、動アキシアル荷重 
250N、同時駆動、加速度 1.5m/s²、最低耐用 
期間 2000km または 1500mmで 650,000往復
ストローク

	● 過酷な環境でも無潤滑で使用可能
	● ハウジングは交換せずにそのまま継続して使用
可能

	● 排出を削減した交換部品、スライド部の重量 5g
未満

	● 使用環境の汚染なし
	● 自己潤滑性の高性能ポリマーを使用している 
ためメンテナンスフリー

高性能 サステナビリティ

分割型ハウジングで
スライド部を簡単交換

C3
C1

A
3B

H

K2 !  Coz-

K3

製品番号 重量 B S1C S3C A3 K2 H K3 静的負荷容量
+0.25

平頭ボルト
Coy Coz+ Coz-

［g］ ［N］ ［N］ ［Nm］
WUMA-01-10-ES 57 26 29 16 6.5 M6 18 M5 1,200 1,200 250
WUMA-01-16-ES 138 34.5 36 18 9 M8 27 M6 2,100 2,100 400
WUMA-01-20-ES 283 42.5 45 27 9 M8 36 M6 3,200 3,200 500
WUMA-01-25-ES 575 52.5 58 36 11 M10 45 M8 4,800 4,800 950

＝最適なスライド部を選択；X＝イグリデュール X、A180＝イグリデュール A180、A160＝イグリデュール A160、E7＝イグリデュー
ル E7
取付けガイドはこちら：igus.co.jp/WXUMA

plus

スライド部のイグリデュール材質：
イグリデュール X、イグリデュール A180、イグリデュール
A160、イグリデュール E7

数秒でベアリングを交換

... 過酷な環境条件下で 

ベアリング交換 ...
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ドライリンW 一体型キャリッジの新しいサイズが、取付
サイズ 06-60に加わり、ラインアップ強化。取扱い、
取付け、保管が簡単。

162 163－

技術向上
	● ドライリンWリニアキャリッジをダブルレール
に迅速組付け

	● 堅牢なハンドリングを実現するアルミニウム製
の一体型

	● ドライリンWレール WSQ-06-60に適合
	● 長寿命を実現するイグリデュール J製スライド部
	● 3種類の長さで、すぐに取付可能： 
60/80/100mm

igus.co.jp/mono-slide

適切なドライリンWダブルレール製品がオンライン
上にあります

16mmのコンパクトキャリッジ｜ドライリン WWC

コスト削減
	● すぐに取付可能な設計で設置時間を削減
	● 組立てやアライメント調整は不要 
	● 9パーツ（標準リニアキャリッジの場合）に 
代わり 1パーツのみで、保管スペースを削減

	● オンラインショップで PDFや CADファイルを
入手でき設計の手間を削減

	● 標準型よりも 12%低い取付高さ
	● 白アルマイト処理による耐食性
	● 試験済み：WWCキャリッジ、取付サイズ 06、
荷重 80N、加速度 3m/s²、レール長さ 2,000mm、
走行距離 5,000km または 1,000mmで 250万往
復ストローク

	● 無潤滑での稼働
	● 自己潤滑性の高性能ポリマーを使用している 
ためメンテナンスフリー

	● 樹脂とアルミ製で軽量

高性能 サステナビリティ 製品番号 重量 A C A2 S2C K2 H2 静的負荷容量
Coy Coz Mox Moy Moz

［kg］ ±0.25 -0.1 最大 ±0.6 ±0.2 ［N］ ［N］ ［Nm］ ［Nm］ ［Nm］
WWC-06-60-06 0.09 85 60 76 51 M4 16 1,680 840 50 34 34
WWC-06-60-08 0.12 85 80 76 71 M4 16 1,680 840 50 51 51
WWC-06-60-10 0.15 85 100 76 91 M4 16 1,680 840 50 68 68
＊ 高さ寸法 - ベアリングすきま公差を引いた寸法

16mm 

低い 
取付け高さ

12%

... さらに薄型
プロファイル ...

お問合わせください



K
z

Bk

Kx

K
z

Bk

Kx

エラストマー樹脂材がキャリッジ位置をしっかり強く
保持し、レール表面を保護します。堅牢設計で安全
なハンドリングを実現します。

クランプを開いた状態 クランプを閉じた状態

160 161－

技術向上
	● 一体型手動クランプ付きリニアキャリッジ
	● 最大 30Nの保持力で素早いクランプ
	● 安全なハンドリング、静かなクランプ
	● 頑丈でグリップしやすい手動クランプ

igus.co.jp/manual-clamp

頑丈なクランプ ドライリン WW-HKx

コスト削減
	● キャリッジにすぐに取付可能
	● リニアガイドにすぐに統合できるコンセプト
	● 無意識の調整時にガイドキャリッジの位置を 
安全に確保

	● 試験済み：WS-10-40レール上で 1段式ブレー
キクランプ、垂直型の設置、負荷 30N、14日間
位置ずれ無しで、お客様の要件をクリア

	● 100%無潤滑運転
	● すべての金属部品は完全に再利用可能
	● 使用環境の汚染なし

高性能 サステナビリティ 製品番号 重量 A C A2 S2C K2 H2
［g］ ±0.25

WW-10-40-10-HKX 290 73 100 60 87 M6 24

製品番号 Kx Kz Bk 最小保持力＊ 静的負荷容量
Coy Coz Mox Moy Moz

［N］ ［N］ ［N］ ［Nm］ ［Nm］ ［Nm］
WW-10-40-10-HKX 45.5 104.5 25 30 8,400 4,200 96 170 170
＊ 条件：レール表面が乾燥
手動クランプ付きシリーズは、シンプルな課題を克服するために開発されました。クランプした樹脂パーツはクリープを起こす傾向が
あり、それが長期的にはクランプ力を低下させます。そのため、安全用途の部品でのクランプができなかった。

studynew

... 強力
グリップ ...

お問合わせください
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ボタンを押すだけで状態と摩耗のテストを行うことができます。IT環境と
の接続やインターフェースは必要ありません。緑色 LED点灯時は全てが
正常であり、リニアキャリッジをさらに使用することができます。

158 159－

技術向上
	● キャリッジ部のボタンを押すだけで状態チェック
	● ライナーに直接内蔵された摩耗センサー
	● 摩耗限界に達したときの信号による予測可能な
メンテナンス

	● ドライリン Wリニアシステム、ドライリン
ZLW歯付きベルト軸、第 7軸用

igus.co.jp/led

樹脂スライド部は交換が簡単
オンライン状態監視も可能 詳細情報はスマートプラ
スチックの章でご覧ください。

摩耗測定付キャリッジ ドライリン WW-XX-IS.LED

コスト削減
	● ITシステムに統合せずに直接使用可能
	● 軸受交換用スライド部はセットでのご注文も 
可能です。

	● ドライリンWベアリングの交換を数十秒で迅速
に行うことができます。

	● リニアユニットを分解せずにベアリングを交換
できるため、ダウンタイムが短くて済みます

	● 社内試験施設の摩耗試験において、新しい取付
サイズで機能試験済み：i.Sense サイズ 10、
ZLW-1040上にて、ストローク 3,000mm、負荷
100N、速度 3.5m/s、加速度 8m/s²
igus.co.jp/drylin-expert

	● 明確なステータス表示：緑→ OK、赤→ベアリ
ング交換を推奨

	● スライド部にイグリデュール J200を使用し、
長寿命

	● ベアリングを交換する際には、すべての金属 
部品を再利用することができます。

	● 100%無潤滑運転

高性能 サステナビリティ

ボタンを押すだけで LEDの表示で状態チェック

状況判明のための押しボタン

緑色の LEDは OKを示す

赤色の LEDは交換が必要であることを示す

製品番号 A C A2 S2C K2 H2  重量
オフラインでボタンを押すだけで LEDの表示で状態チェック
WW-10-40-10-IS.LED 73 100 60 87 M6 30 0.3
WW-16-60-15-IS.LED 104 150 86 87 M8 39.5 0.7
WW-20-80-15-IS.LED 134 150 116 132 M8 48.5 1.0

製品番号 静的負荷容量
Coy Coz Mox Moy Moz

［N］ ［N］ ［Nm］ ［Nm］ ［Nm］
WW-10-40-10-IS.LED 4,800 2,400 96 170 170
WW-16-60-15-IS.LED 8,400 4,200 240 480 480
WW-20-80-15-IS.LED 12,800 6,400 525 670 670

plus

... メンテナンス予測

... 摩耗チェック ...

お問合わせください



ローラー 1つ付きの標準ハイブリッドベアリングと比べて、新しい直列
組合せ型ローラーベアリングは 2倍の荷重を許容します。自動調心型
ベアリング内蔵で、ローラーが荷重を均等に吸収します。

156 157－

ローラー 1つ付き 
標準ハイブリッド

ベアリング 2個より軽量

金属製より 
さらに静か

技術向上
	● 2倍の荷重を許容（シングルローラーベアリン
グとの比較）

	● 振り子式ベアリング付きガイドローラーシステム
により、均一に荷重を分散

	● ローラー 1つ付きの標準ハイブリッドベアリング
を 2個使用する場合と比べて最大 50％軽量

	● ドライリンWのWS-10およびWS-20レールに
すぐに取付可能な直列組合せ型ベアリング

igus.co.jp/tandem-hybrid

ローラー 2つ付きハイブリッドベアリング｜ドライリン WJRM-51

コスト削減
	● 迅速組付け：パーツ 2つの代わりに 1つ
	● 調整不要：ローラー 1つ付き標準ハイブリッド
ベアリング× 2個の代わりに直列組合せ型設計

	● フレキシブル：2種類の取付位置が可能

	● 試験済み：ローラー 1つ付き標準ハイブリッド
ベアリング× 2個 464g、直列組合せ型ベアリ
ング 215g、54%軽量

	● 走行時、金属製ベアリングと比較して最大 1/4
の静かさ

	● 100%無潤滑運転
	● 使用環境の汚染なし
	● 自己潤滑性の高性能ポリマーを使用しているため
メンテナンスフリー

高性能 サステナビリティ

製品番号 重量 A3 B S1C G1 S H H2 Q1 Q2 T K2 K3 
［g］ Ø Ø

WJRM-51-10-AL 70 8.5 29.8 70 30.1 1 20.5 19 28.5 22.1 4.3 5.2 10
WJRM-51-16-AL＊ 123 9.5 39.5 85 37.5 1 27.5 25 31.5 32.5 7 6.2 12
WJRM-51-20-AL 215 11 48.5 100 42 1 36 34.5 37 41 14 8.2 17
製品番号 摩擦係数 

y方向
静的負荷容量 総走行距離時の動的負荷容量 Cz+ F ＊ v

10km 100km 200km 最大
［µ］ ［N］ ［N］ ［N］ ［N］ ［N ＊ m/s］

WJRM-51-10-AL <0.1 500 500 180 100 50
WJRM-51-16-AL＊ <0.1 800 800 280 140 80
WJRM-51-20-AL <0.1 1,100 1,100 400 200 80

new

＊ データは暫定値です。2021年 7月以降の予定

Installation position 01 Installation position 02
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50% 4x

... よりスムーズな
動作を実現 ...

お問合わせください



ドライリンW 初めての全ポリマー製リニア
ベアリング。重量が減ることで最終製品が
軽くなります。

154 155－

亜鉛ダイキャスト製より
軽量

スチール製より軽量 アルミニウム製より軽量 最高 +60℃
最低 0℃

製品番号 重量 B S1C S3C A3 K2 H h t K3 静的負荷容量
M6六角ナット用
の六角デザイン
（ISO 4035）

Coy ± Coz ±
［g］ ［N］ ［N］

WJBMP-01-10 10 26 29 16 6.5 Ø6.2 18 16.5 3.5 10 25 15

技術向上
	● 高い生産性およびエネルギー効率の良い用途の
ための軽量設計

	● 亜鉛ダイキャスト製の標準タイプと比べて 1/4
の重さ

	● アルミニウム製と比べて 1/2の重さ
	● ステンレス製と比べて 1/6の重さ

igus.co.jp/wjbmp

スライド部とハウジングを 1パーツに

全ポリマー製リニアベアリング ドライリン WJBMP-01-10

コスト削減
	● 射出成形で製造
	● レール上に簡単・迅速に取付け
	● スライド部とハウジングを 1パーツに
	● 一体型設計で簡単サポート
	● 緊急時のフェイルセーフ対応性あり

	● 寿命予測可能
igus.co.jp/drylin-expert

	● 試験済み：イグリデュール JB、長期使用温度 
最低 0℃ ～ 最高 +60℃ の用途

	● 試験済み：亜鉛ダイキャスト製ベアリング付き
キャリッジ 290g、ポリマー製リニアベアリング
付きキャリッジ 166g、42.8% 削減

	● 100%無潤滑運転
	● 金属フリーのリニアベアリング
	● 軽量、排出量を最適化した設計
	● 使用環境の汚染なし

高性能 サステナビリティ

一般的性質 イグリデュール JB
密度 ［g/cm3］ 1.49
色 黒
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%）
［重量%］

0.3

最大吸水率 ［重量 %］ 1.3
電気的性質
体積抵抗率 ［Ωcm］ > 1013

表面抵抗率 ［Ω］ > 1012

機械的性質
弾性率 ［MPa］ 2,400
圧縮強度 ［MPa］ 73
ショア D 硬さ 74
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... 軽量で 

低コスト ...

お問合わせください
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新しいレール WS-16-120 で、他の取付サイズと同様に 3種類
の長さのキャリッジが利用可能になりました。必要に応じて、
すきま調整タイプ、予圧型、手動クランプが利用可能です。

60%大きいコンタクト面積（キャリッジ長さ 150mm
との比較）
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ドライリン 
WW-16-120-15

ドライリン 
WW-16-60-15

152 153－

より大きな取付面
（幅 60mmとの比較）

製品番号 重量 A C A2 S2C K2 H2 静的負荷容量
幅 長さ +0.25 Coy Coz Mox Moy Moz

［kg］ ［N］ ［N］ ［Nm］ ［Nm］ ［Nm］
WW-16-120-15 1.0 166 150 148 132 M8 35 8,400 4,200 504 480 480
WW-16-120-20 1.17 166 200 148 182 M8 35 8,400 4,200 504 690 690
WW-16-120-25 1.35 166 250 148 232 M8 35 8,400 4,200 504 900 900

技術向上
	● 60%大きい取付面（幅 60mmとの比較）
	● 3種類のキャリッジ長さ：150mm、200mm、
250mm

	● 全てのベアリングオプションが可能（すきま  
調整タイプ、予圧型など）

	● キャリッジ上の保持力を調整できる 2種類の  
手動クランプが可能

igus.co.jp/linear-carriage

ワイドキャリッジ、システム高さ 35mm｜ ドライリン WW-16-120

コスト削減
	● 組立済みキャリッジとしてすぐに使用可能
	● WS-16-120 ダブルレール上に迅速組付け
	● オプション：ドライリンW簡易交換式ベアリング
で迅速なベアリング交換、解体は不要

	● 寿命予測可能 
igus.co.jp/drylin-expert

	● 試験済み：中心荷重 75N、加速度 1.5m/s²、  
ベアリング交換までの走行距離 12,500km

	● リニアキャリッジのスライド部は、およそ  
30秒で交換可

	● 100%無潤滑運転
	● すべての金属部品は完全に再利用可能
	● 使用環境の汚染なし

高性能 サステナビリティ

以下バージョンが利用可能
すきま調整タイプ：WWE-16-120、簡易交換式ベアリング：WWA-16-120、手動クランプ付き：WW-16-120-HK

水平

側
面

上下逆

側
面

あらゆる
向きの 

設置が可能

60%

35mm 

new

... ワイド＆薄型 ...

取付サイズ 16 ...

お問合わせください
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120mmのレールにより、従来の幅サイズ 60より
サポート面が 60％大きくなりました。

80mmの穴間隔は、標準アルミフレームの接続
サイズ 80に

取付穴の間隔

150 151－

高い断面二次モーメント スチールの代わりに
アルミを使用したことで

軽量化

高い耐トルク性 
（60mm幅との比較）

製品番号 重量 H da di 最大値 L a A1 b h h1 h2 G1 G2 a1 Q1 Q2
［kg］ ±0.25 -0.1 -0.4

WS-16-120 3.14 27 16 8 4,000 116 25 120 7.5 3.5 14 34 20 80 33 28

製品番号 S4C S5C S6C K1 断面二次モーメント 断面一次モーメント

最小 最大 最小 最大 ボルト ly lz Wby Wbz

DIN912 ［mm4］ ［mm4］ ［mm3］ ［mm3］
WS-16-120 120 20 79.5 20 79.5 M8 2,114,000 33,200 31,100 2,150

技術向上
	● 3倍以上高い耐トルク性（60mm幅との比較）
	● 最大 5.75高い断面二次モーメント
	● 耐食性、硬質アルマイト表面処理
	● 穴なしレールあり（個別調整用）

igus.co.jp/linear-guide

幅 120mmのレールル｜ドライリン WS-16-120

コスト削減
	● ダブルレールと標準穴パターンで素早い取付け
	● 平行なダブルレールで各軸調整不要
	● ミリメートル単位で切断、最長 4,000mmまで
	● 標準アルミフレームの接続サイズ 80との設計
に最適

	● 硬質アルマイト処理、DIN EN 9227 / ASTM 
B-117に準拠した塩水噴霧試験 NSSでテスト 
済み

	● 断面二次モーメント ly 2,114,000mm4、  
lz 33,200mm4

	● 断面一次モーメント Wby 31,100mm³、  
Wbz 2,150mm³

	● ミリメートル単位の切断で無駄を削減
	● スチール製と比べて 66％軽量
	● 排出量が制限される環境でも無潤滑で使用可能 
（例：クリーンルーム）

高性能 サステナビリティ

new

3x 5.75x

... さらにワイド幅に ...

取付サイズ 16 ...

お問合わせください



無潤滑でメンテナンスが簡単

ドライリン リニアガイド ...
軽量、コンパクト、汎用的
... それが私たちの使命です。

ドライリンW モジュラー式リニア 
ガイドに、サイズ 16-120のレール
とキャリッジを追加

ドライリンW   i.Sense キャリッジ
LEDディスプレイ付き。
ボタンを押すだけで摩耗を
確認

伸縮型レールに、予圧型プリ
ズムレールと黒色レールを
追加

ドライリンW JBMP-01-10
全ポリマー製リニアベアリング
軽量で長寿命

ドライリンWモジュラー式リニ
アガイドのラインアップ強化。
クランプ、コンパクトキャリッジ
簡易交換式ベアリング

FDA準拠、イグリデュール
A180製ベアリング

直列組合せ型ハイブリッド
ローラーベアリング

ドライリン Tのカタログ製品
に白アルマイト処理のレール
を追加。ドライリン N80に
予圧型キャリッジを追加

ドライリン RJUMP ポリマー
製リニアハウジング

「ドライリン リニアガイド エ
キスパート」を使用すると、
用途に適したリニアガイドを
わずか数ステップで構成し、
寿命はオンラインで予測 
計算可能

ドライリン リニアガイドは、モジュラー式により、あらゆるアプリケーションに 
適合します。豊富なサイズ・材質があるため、新しいソリューションに最適です。
また、ほとんどの環境に対応できるよう、交換可能で摩耗が最適化されたスライ
ド部もあります。既存システムの置き換えも簡単です。ドライリン リニアガイドは、
多くのボールベアリングガイドと寸法互換性があり、軽量、静音、メンテナンス
フリーです。

... オンラインツール

...新提案
ハイライト ...

丸軸リニアガイド RW360CM
... 精密＆剛性

...150
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igus.co.jp/xiros-cage

クシロス 試験施設

イグリデュールケージ材を使用した試験で優れた結果
高速で回転するとベアリング内のボールにかかる遠心力が大きくなります。その時にボールは外側への加速
度が増します。ケージ材質に安定性が求められる理由は、ケージのポケット部が膨張すると、すきまが拡がり
ボールに自由な動作を与えてしまうからです。ボールが正しい位置を維持できないと、摩耗しやすく、ベアリ
ングの故障が早まります。当社はケージ材質の安定性を高めるための繊維および充填材を使用しています。
またボールとケージの間には摺動摩擦が発生します。固体潤滑剤は摺動性を高めてくれます。そのため当社
ではケージにイグリデュールの材質を使用します。そこには安定性や摺動性を向上させる添加剤が配合され
ています（｢高性能 ｣をご参照ください）。

new
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イグリデュール
J3

PA6.6-GF25代替材料 1 代替材料 2 代替材料 3 代替材料 4 代替材料 5 代替材料 6 POM

イグリデュール J3製のケージは
低摩耗を実現します

製品番号 d1 d2 b1 最大許容ラジアル荷重 最大速度
静 動
［N］ ［N］ rpm

BB-608-B180-35-ES 8 22 7 80 94 2,400
BB-6000-B180-35-ES 10 26 8 110 130 2,200
BB-6001-B180-35-ES 12 28 8 138 147 2,000

35 = イグリデュール J3製のケージ、高速・低荷重時の摩耗が少ない

... 21倍の
長寿命化 ...

お問合わせください



イグリデュールのケージ材には、安定性と摺動特性を
高める強化剤が入っています。その結果、より長寿命
でダウンタイムが削減されます。

144 145－

技術向上
	● 従来の標準タイプよりも長寿命
	● 摩耗量低減
	● 用途の拡大

igus.co.jp/xiros-cage

クシロス 試験施設

コスト削減
	● 長寿命のため低いメンテナンス費用
	● ダウンタイムを削減
	● 交換頻度の低減で運用コストを削減

	● ボールベアリングの摩耗に対するケージ材質の
影響をテスト（25N、2,000rpm、7日間）

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

左の写真 : 非強化剤 試験前
右の写真 : 非強化剤 試験後

ボールベアリングの摩耗に対するケージ材質の影響をテスト
条件 : 25N、2,000rpm、運転時間 7日間
試験にはステンレス製ボールを使用

左の写真 : 強化剤を含むイグリデュール材 試験前
右の写真 : 強化剤を含むイグリデュール材 試験後

... クシロスの試験施設 ...

21倍の長寿命化 ...



新しいクシロデュール K180の材質は、とりわけオートク
レーブ減菌や表面処理の機器に適しており、他のクシロ
デュールの材質よりも長寿命です。

142 143－

技術向上
	● 最大吸水率 : 0.4重量%
	● 真空環境でガス放出なし
	● 他のクシロデュールの材質に比べて長寿命

igus.co.jp/K180無料サンプル請求

クシロス クシロデュール K180製ボールベアリング

コスト削減
	● 真空環境向けの他の材質に比べて 60%低コス
ト

	● 各種クシロデュール材質製ボールベアリング  
7日間の摩耗量

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ
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クシロデュール K180製
ボールベアリング

クシロデュール C160製
ボールベアリング

クシロデュール B180製
ボールベアリング

25N、2,000rpm
50N、1,000rpm

オートクレーブ内のクシロデュール K180製ボール
ベアリング

他の材質よりも 
低コスト

60%

製品番号 d1 d2 b1  許容荷重 速度 重量
ES ガラス

［N］ rpm ［g］ ［g］
BB-6000-K180-90-ES/GL 10 26 8 100 2,200 5.6 3.5

... 真空環境で
ガス放出なし ...

お問合わせください
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h2

当社のボールトランスファのラインアップに新
バージョンが加わりました。前世代品に比べて非
常に滑らかに動作します。

140 141－

技術向上
	● 前世代品と比べて摩擦低減
	● 前世代品と比べて長寿命
	● 前世代品と比べてダウンタイム削減

igus.co.jp/VersionC無料サンプル請求

クシロス ボールトランスファ バージョン C

コスト削減
	● 前世代品と同じ価格

	● 耐用年数はテスト検証済み 	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 ベアリングの最大アキシアル
静荷重

内径 Ø 高さ 重量
d1 d2 h1 h2

［N］ ［g］
BB-515C-B180-ES 300 24 31 21 9.8 22
BB-522C-B180-ES 500 36 45 30 9.8 65

new

クシロス ボールトランスファの新たなバージョンが
登場しました。コンベアベルト内などに使用できま
す。

... 無潤滑で
運搬可能 ...

お問合わせください



クシロス F180製ボールベアリングは、カーボンチューブ製
ガイドローラーから静電気を散逸させ、特に薄いフィルム
に対して帯電を低く抑えることができます。

138 139－

表面抵抗率 アルミニウムより 
軽量

技術向上
	● 表面抵抗率が 1012Ω cm以下の静電気散逸性
	● アルミ製ローラーに比べて最大 41%軽量
	● 運搬時のフィルムの帯電を低減

igus.co.jp/BBT-CF

クシロス カーボンチューブ製ガイドローラー Ø30mm

コスト削減
	● 高コストのイオナイザが不要

	● イグスのアルミチューブ製ガイドローラー＝
254g // イグスのカーボンチューブ製ガイドロー
ラー＝ 153g（同じ寸法でローラーの長さは
1,000mm）

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 内径 Ø 外径 Ø フランジ径 Ø 長さ
d1 d2 h1 始点 最大

BBT-CF30-6000-F180-10-ES 10 30 30 100 1,000
BBT-CF30-6001-F180-10-ES 12 30 30 100 1,000

d2

b1

d1 d3

new

<1012 41%

ステンレス製ボール付き F180ボールベアリング

無料サンプル請求

... 軽量そして
ESD対策 ...

お問合わせください



このステンレス製ガイドローラーは、150℃の高温に常時
さらされる環境でも、問題なく使用できます。

136 137－

金属製ベアリングに
比べてコスト削減

最高 +150℃

技術向上
	● 最高使用温度 +150℃
	● FDA準拠パーツ付き
	● さまざまな薬品への耐性

igus.co.jp/BBT-ES-A500無料サンプル請求

クシロス ステンレス製ガイドローラー クシロデュール A500 ボールベアリング付き

コスト削減
	● 長寿命化により、潤滑剤を要する金属製に比べ
て最大 40%コスト削減

	● ガイドローラーは何年にもわたって稼働してい
ます（KRONES社のラベラー）

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ 製品番号 内径 Ø 外径 Ø フランジ径 Ø 長さ
d1 d2 h1 始点 最大

BBT-ES30-608-A500-70-ES 8 30 30 100 1,500
BBT-ES30-6000-A500-70-ES 10 30 30 100 1,500
BBT-ES30-6001-A500-70-ES 12 30 30 100 1,500

クシロデュール A500の耐薬品性
薬品 +
アルコール +
グリース、潤滑油（添加剤なし） +
炭化水素 +
燃料 +
強アルカリ +
強酸 +
耐紫外線性 +
希アルカリ +
希酸 +

d2

b1

d1 d3

new

40%

高温環境で使用されるクシロス（熱成形機） + 耐性あり　0 制限付きで耐性あり　- 耐性なし

... 耐薬品性、
耐熱 ...

お問合わせください



このローラータイプの重要な利点はサンドブラスト加工された表面
で、フィルムとの間に空気が入らず、また滑らかなアルミ表面に比
べて強いグリップ力が得られます。

134 135－

滑らかなアルミ表面に
比べて、 

フィルムとの間にたまる
空気を低減

滑らかなアルミ表面に
比べて強いグリップ力

技術向上
	● 滑らかなアルミ表面に比べて、フィルムとの間
にたまる空気を最大 50%低減

	● 滑らかなアルミ表面に比べてグリップ力が最大
30%増強

igus.co.jp/BBT-SAC無料サンプル請求

サンドブラスト加工 クシロス アルミチューブ製ガイドローラー

コスト削減
	● 購入後にすぐ使用可能、コストのかかる自社内
製は不要

	● ガイドローラーは何年にもわたって稼働してい
ます（KHS社のラベラー）

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 内径 Ø 外径 Ø フランジ径 Ø 長さ
d1 d2 h1 始点 最大

BBT-SAC20-606-B180-30-ES 6 20 20 100 1,000
BBT-SAC20-608-B180-30-ES 8 20 20 100 1,000
BBT-SAC30-608-B180-10-ES 8 30 30 100 1,000
BBT-SAC30-6000-B180-10-ES 10 30 30 100 1,000
BBT-SAC30-6001-B180-10-ES 12 30 30 100 1,000
BBT-SAC38-6000-B180-10-ES 10 38 38 100 1,000
BBT-SAC38-6001-B180-10-ES 12 38 38 100 1,000
BBT-SAC38-6002-B180-10-ES 15 38 38 100 1,000
BBT-SAC38-6003-B180-10-ES 17 38 38 100 1,000
BBT-SAC50-6004-B180-30-ES 20 50 50 100 1,000
BBT-SAC60-6004-B180-30-ES 20 60 60 100 1,000

ご注文例 : 
BBT-SAC20-606-B180-30-ES、長さ =200mm ... サンドブラスト加工アルミチューブ製ガイドローラー、取付サイズ 606、クシロデュー
ル B180製フランジ型ベアリング、クシロデュール B180製ケージ、ステンレス製ボール、長さ 200mm
BBT-SAC20-608-B180-10-ES、長さ =100mm ... サンドブラスト加工アルミチューブ製ガイドローラー、取付サイズ 608、クシロデュー
ル B180製フランジ型ベアリング、PA製ケージ、ステンレス製ボール、長さ 100mm

d2

b1

d1 d3

new

50% 30%

... グリップ力を
増強 ...

お問合わせください



医療、半導体産業向けの
非磁性の製品です。

132 133－

非磁性 ガラスボール

技術向上
	● 100% 金属不使用
	● 化学、医療、半導体産業用途

igus.co.jp/BBT-PVC

食品産業における減菌包装機械内のクシロス

クシロス ガイドローラー BBT-PVC

コスト削減
	● 購入後にすぐ使用可能、コストのかかる自社内
製は不要

	● 世界初

	● PVCローラーとガラスボールを使用 	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ 製品番号 内径 Ø 外径 Ø フランジ径 Ø 長さ
d1 d2 h1 始点 最大

BBT-PVC30-608-B180-30-GL 8 30 30 100 1,000
BBT-PVC30-6000-B180-30-GL 8 30 30 100 1,000
BBT-PVC40-6000-B180-30-GL 10 40 40 100 1,000
BBT-PVC40-6001-B180-30-GL 12 40 40 100 1,000
BBT-PVC40-6002-B180-30-GL 15 40 40 100 1,000
BBT-PVC40-6003-B180-30-GL 17 40 40 100 1,000
BBT-PVC50-6004-B180-30-GL 20 50 50 100 1,000
BBT-PVC63-6004-B180-30-GL 20 63 63 100 1,000

d2

b1

d1 d3

... 金属フリーのポリマー製
ガイドローラー ...

お問合わせください



FOOD
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d1 d3

当社のステンレス製ガイドローラーは、FDAに準拠し
たパーツから成り、特に食品機械や医療機器への 
用途に最適です。
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お問合わせください

技術向上
	● 無潤滑・メンテナンスフリーのポリマー製ボー
ルベアリングで長寿命

	● 食品・医療産業の用途

igus.co.jp/BBT-ES

クシロスエキスパートシステムで、あらゆる用途に
適したガイドローラーを素早く簡単に見つけることが
できます。寿命予測も計算可能です。
igus.co.jp/guide-roller-expert

クシロス ステンレス製ガイドローラー BBT-ES

コスト削減
	● ご希望長さに合わせた低コストなステンレス
チューブローラー

	● ガイドローラーは何年にもわたって稼働してい
ます

	● オンライン寿命予測計算
igus.co.jp/guide-roller-expert

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ 製品番号 内径 Ø 外径 Ø フランジ径 Ø 長さ
d1 d2 d3 始点 最大

BBT-ES30-608-B180-30-ES 8 30 30 50 1,500
BBT-ES30-6000-B180-30-ES 10 30 30 50 1,500
BBT-ES30-6001-B180-30-ES 12 30 30 50 1,500

... 食品との接触に対応 ...

ステンレス製ガイドローラー ...



無潤滑でメンテナンスが簡単 ...

クシロス ポリマー製ボールベアリング ... 
長寿命化
... それが私たちの使命です。

非磁性のポリマー製ガイド
ローラー ガラスボール付き : 
医療機器・半導体機械向け

FDA準拠パーツ付き クシロス 
ステンレス製ガイドローラー

クシロス ステンレス製ガイド
ローラー クシロデュール
A500製ボールベアリング付
き : 150℃まで対応

クシロデュール K180製ボー
ルベアリング : 真空環境でガ
ス放出なし

新たな内部設計のポリマー製
ボールトランスファ : 許容荷重
が高くスムーズな動作を実現

アルミチューブ製ガイドロー
ラー : サンドブラスト加工によ
り、グリップ力が 30%増強

クシロス オンラインエキス
パート : 最適なガイドロー
ラーを素早く簡単に検索、
寿命予測計算も可能

高速回転時、ベアリング内のケージには非常に大きな機械的ストレスがかかります。
破損すればベアリングの摩耗は増大してしまいます。
そこで、当社の材料開発のノウハウが活かされることになります。
イグスでは試験を行い、耐用年数を延ばすのにイグリデュールが最適な材質であること
を確かめました。

... オンラインツール

クシロデュール F180を使用し
たカーボンチューブ製ガイド
ローラー Ø30mm: ESD対応、
軽量

...新提案
ハイライト ...

...144

...130

...134

...140

136 138

132

142

ページ

クシロス試験施設 ...
ケージ材質がボールベアリング摩耗に
与える影響の広範なテスト

ページ

ページ

ページ ページ

ページ ページ

ページ



新しいイグリデュール P UV素材は、追尾式太陽光発電システムのベアリング要件
に合わせて特別に開発されました。耐紫外線性と耐久性に優れているのが特徴で
す。費用対効果が高く、そのため大量生産製品に適しています。

126 127－

耐紫外線性

技術向上
	● 社内での実験により、より優れた UV安定性を
確認

	● ハウジングとベアリングの材質が調和
	● オーダーメイドのパーツを製作可能

igus.co.jp/igubal-solar

イグボール特殊プロジェクト向け太陽光素材

コスト削減
	● 素材の安定性により、さらに長寿命
	● メンテナンスフリー

	● 2,000時間の間、試験条件を交互に変更
	● 条件 1：UVA-340 照射、放射照度 1.55W/m²、
70℃で 8時間

	● 条件 2：50℃で 4時間風化させる

	● 無潤滑で使用可能
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

UV試験後の曲げ特性の相対的変化

再生可能エネルギーに関する豊富な情報をオンライ
ンで提供 igus.co.jp/renewable-energy

太陽光発電所での特殊作業
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ソーラーミッド G

球面ボール
イグリデュール P UV

... 低コスト、
耐紫外線性 ...
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より長いエッジに対応可能になりました。
また、ESQMピローブロックベアリング
のサイズが追加されました。

124 125－

技術向上
	● 最大 50kNもの耐荷重（風も含む）
	● 球面ベアリングによる角度補正（最大 9°）

igus.co.jp/igubal-esqm

カラーで軸端を固定も可能

イグボール ESQMピローブロックベアリング

コスト削減
	● 無潤滑のため、メンテナンス不要 
	● 簡単・迅速な組立て

	● 25年の長寿命（社内試験施設でのシミュレー
ションでは 1.5トンの荷重で 72年間ほぼ摩耗
無し） 

	● 静的ラジアル荷重：   
角度補正 0°時＝ 50kN  
角度補正 9°時＝ 25kN

	● 潤滑剤による環境汚染がない 
	● すべて樹脂の射出成形品でできた構造のため、
エネルギー効率の高い生産が可能

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ 製品番号 q SW d2 h h1 h2 a m B S1C 重量
［g］

ESQM-100 100.5 24 17.5 228 108 13.6 260 225 60 50 1,295
ESQM-110 110.5 24 17.5 228 108 13.6 260 225 60 50 1,255
ESQM-120 120 24 17.5 228 108 13.6 260 225 60 50 1,210
ESQM-140 140.5 24 17.5 266 130 15.0 307 269 60 50 1,670
ESQM-150 150.5 24 17.5 266 - 15.0 307 268 60 50 1,640

... 角型プロファイル
に強い ...

お問合わせください



... 調整可能
ハウジング ...
球面ボールの動きは、ボールスタッド
の固定まで、ネジとナットで簡単に調
整できます。

122 123－

技術向上
	● 調整可能な球面ボールの可動性（所定の位置に
固定することを含む）

	● 個別に調整可能

igus.co.jp/igubal-adjustable

イグボール調整可能ベアリング

コスト削減
	● 迅速、簡単に調整可能
	● フィックスベアリングとして最適化された規格
	● どのような直径でも使用可能

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

study

球面ボールの可動性を調整可能
	● 球面ボールをロック可能

	● ねじ・ナットは完全な皿頭

	● 調整可能な球面ボールの可動性（所定の位置へ
のボールスタッドの固定を含む）

	● 締め付けトルクに応じた調整トルク
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... 食品機械対応、
検知可能 ...
好評の ESTMピローブロックベアリングが食品機械対応、
検知可能モデルで登場。
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食品機械対応検知可能

技術向上
	● 樹脂製品：耐食性に優れ、軽量、検知可能
	● 無潤滑：潤滑油を洗い流す必要なし
	● 食品機械対応：FDA及び EU10/2011規則に準
拠した材質

igus.co.jp/igubal-estm-fc無料サンプル請求

イグボール ESTM-xx-FC ピローブロックベアリング

コスト削減
	● 従来のステンレス製品と比較して最大 60%調
達コスト削減

	● 保守 /潤滑の費用がかからない

	● 視覚的、磁気的に検出可能な素材
	● 0.0139 g（イグリデュール FC180）あるいは
0.0157 g（イグミッド FC）の極めて小さい異物
であっても、金属検出器（INTUITY）を通過時
にベルトコンベア上で特定されます。
igus.co.jp/fc180-proof

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 d1 d2 d3 h h1 h2 a m S1C B R1 最大ピボット角度
ESTM-10-FC 10 5.5 - 22 11 - 36 26 10 9 5 22°
ESTM-20-FC 20 9 14 40 20 8.6 62 46 16 16 8 22°

製品番号 最大アキシアル 
引張荷重

最大ラジアル
圧縮荷重

最大アキシアル 
荷重

固定穴の最大
締め付けトルク

重量

短期 長期 短期 長期 短期 長期
［N］ ［N］ ［N］  ［Nm］ ［g］

ESTM-10-FC 2,600 1,300 3,400 1,700 460 230 1.5 7.5
ESTM-20-FC 6,800 3,400 8,000 4000 1,800 900 3.5 31.0

new

当社試験施設でのテスト

お問合わせください
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... イグボール2.0

食品機械対応 ...
FDA規格に準拠素材で製造した自己潤滑性のある軸受を備え
た金属製ハウジングと、ステンレス製の球面ボールを採用し、
食品産業での用途が広がりました。
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FDA準拠の 
内輪

お問合わせください

技術向上
	● 金属製のハウジング。イグミッド Gの 5倍の破
断強度

	● ポリアミドと比較し金属球に対して 10倍の耐
摩耗性を実現

	● FDA準拠材質で製造された内輪

igus.co.jp/igubal-2-0

イグリデュール A160製内輪付きイグボール 2.0

コスト削減
	● 標準品、最小注文数量なし、ツール費用不要
	● 短納期対応可能

	● 樹脂製ロッドエンド及び金属ロッドエンドより
も大きな破壊強度及び高剛性

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ
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樹脂製ロッドエンド 樹脂補強版付き金属製
ロッドエンドベアリング
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製品番号 d1 d2 d3 h1 l1 l2 B S1C W＊

K□□M-S-06-A160-EK 6 22.0 M06 36.0 21 47.00 9 7.0 10
K□□M-S-08-A160-EK 8 26.5 M08 42.0 24 55.25 12 9.0 13
K□□M-S-10-A160-EK 10 31.0 M10 48.0 27 63.50 14 10.5 15
K□□M-S-12-A160-EK 12 35.0 M12 54.5 30 72.00 16 12.0 17
K□□M-S-16-A160-EK 16 45.0 M16 66.0 34 88.50 21 15.0 20
K□□M-S-20-A160-EK 20 53.0 M20 78.0 40 104.50 25 18.0 24

new

＝オプションの右ねじ（K..RM）または左ねじ（K..LM）
＝オプションの雌ねじ（KC..M）または雄ねじ（KA..M）
＊雌ねじのみ側面フラット（W）

破断強度
剛性
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5 x 10 x

金属製ハウジングとメンテナ
ンスフリーの樹脂製内輪。
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金属製のハウジングに
より高い破断強度

POM製よりも
高い耐摩耗性

技術向上
	● 金属製のハウジング。イグミッド Gの 5倍の破
断強度

	● ポリアミドと比較し金属球に対して 10倍の耐
摩耗性を実現。

igus.co.jp/igubal-karm-metal

イグリデュール Jをはじめとするイグリデュール素材
を使用した内輪

イグボール KARM、KCRMロッドエンドベアリング 

コスト削減
	● カタログ品のため最小発注数量なし、金型費用
不要

	● 短納期対応可能

	● 樹脂製ロッドエンドと金属ロッドエンドの破断
強度と剛性の比較

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

ステンレス、アルミニウム、スチール、イグリデュー
ル素材の球面ボール
アルミニウム、スチール、ステンレスのハウジング
が利用可能
雌ねじ、雄ねじをご用意
右ねじ、左ねじの両タイプあり
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樹脂製ロッドエンド 樹脂補強版付き金属製
ロッドエンドベアリング

荷
重

 ［
N
］

製品番号 d1 d2 d3 h1 l1 l2 B S1C W＊

K□□M-S-06-J-EK 6 22.0 M06 36.0 21 47.00 9 7.0 10
K□□M-S-08-J-EK 8 26.5 M08 42.0 24 55.25 12 9.0 13
K□□M-S-10-J-EK 10 31.0 M10 48.0 27 63.50 14 10.5 15
K□□M-S-12-J-EK 12 35.0 M12 54.5 30 72.00 16 12.0 17
K□□M-S-16-J-EK 16 45.0 M16 66.0 34 88.50 21 15.0 20
K□□M-S-20-J-EK 20 53.0 M20 78.0 40 104.50 25 18.0 24

＝オプションの右ねじ（K..RM）または左ねじ（K..LM）
＝オプションの雌ねじ（KC..M）または雄ねじ（KA..M）
＊雌ねじのみ側面フラット（W）

1,400 破断強度
剛性

... クリップ
留め ... 

お問合わせください
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圧着して調整可能なダブルジョイントを作るためのネジ付きユ
ニット。クレビスジョイント、ロッドエンドベアリング、アングル
及びインラインボール、ソケットジョイントの組合せが可能。

114 115－

技術向上
	● 中心間の寸法と長さは個別指定
	● 左ねじと右ねじにより調整が可能
	● 豊富な組合せ：クレビスジョイント、ロッドエ
ンドベアリング、アングル /インラインボール、
ソケットジョイントなど

	● 選べるねじサイズ及び直径サイズ
	● ねじ込み式ロッドのソリューションに比べて軽
量

igus.co.jp/igubal-tdgm

選べるねじサイズ及び直径サイズ

イグボール TDGMねじ式インサート

コスト削減
	● 迅速かつコスト効率よい試作品の実装
	● 最低発注数量、ツールコストなし

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

製品番号 d1 d2 d3 X B l1
TDGM-06-RG/LG-□ M6 10 8 最小 45 1.5 18
TDGM-08-RG/LG-□ M8 12 10 最小 50 2 21

new

□＝中心間の距離をmm単位で指定してください

	● 中心距離 200mmのロッドエンド付きダブルジョ
イント
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イグスのソリューションねじ込み式ロッド＋金属製
ロッドエンド

50%の 
重量減

... 圧着
ねじ式インサート ...

お問合わせください
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長さを変えられるステンレス製の
中心部を使って密閉し、端部の汚
れを防ぐ。
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イグミッドGに比べて
弾性がある

POM製よりも
高い耐摩耗性

技術向上
	● ショア D硬度 58：イグミッド Gに比べて 25％
の弾性がある

	● 金属製ボールスタッドに対して、ポリアミドの
20倍の耐摩耗性あり

	● 組込みが簡単

igus.co.jp/igubal-wdgm-fx

組込みが簡単 - プラグおよび圧着

イグボールWDGMダブルジョイント

コスト削減
	● 1個から注文可能
	● 長さのカスタマイズ可能

	● 試験内容：150N（短期）、75N（長期）の引張
力

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● 材料の最適化

高性能 サステナビリティ 製品番号 d1 d2 d3 X B h1 h2 S1 R 最大ピボット角度
WDGM-05-A-ER-SZ-FX-□ M5 13 10 最小 70 11.5 4 19.2 7 6.5 13°
WDGM-06-A-ER-SZ-FX-□ M6 15 10 最小 70 12.5 6 23.5 8 7.5 13°
WDGM-08-A-ER-SZ-FX-□ M8 18 12 最小 82 15 7 29.5 11 9 13°
WDGM-10-A-ER-SZ-FX-□ M10 18 12 最小 82 15 7 29.5 11 9 13°

new

□＝中心間の距離をmm単位で指定してください

お問合わせください

25 % 20x

... 汚れに
強い ...



イグリデュール Jおよび J4製の球面ベアリングは、
費用対効果が高く、迅速な取り付けが可能です。

110 111－

イグリデュール J4製
球面ベアリング

ピローブロックベアリング フランジ型ベアリング

イグリデュール J製
球面ベアリング

技術向上
	● 優れた耐汚性、耐薬品性
	● 潤滑剤が流されてしまう心配なし
	● 金属製ベアリングと比較し最大 50%軽量

igus.co.jp/igubal-j4em

イグボール金属ハウジング、球面ベアリング

コスト削減
	● 保守 /潤滑の費用がかからない
	● J4製の球面ボールを使用した場合、イグリ
デュール J製球面ボールと比較し安価

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● 樹脂製球面ボールの製造時、エネルギー消費量
が低い

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

ピローブロックベアリング PP206 フランジ型ベアリング PFL204

重
量
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］
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イグリデュール J4製
球面ボール
金属製ボールベアリング

ハウジング寸法 ［mm］
製品番号 d1 h L m a1 Ag x2
フランジ型ベアリング E10 +0.1

PFL204-J（4）EM-20-14-SP 20 90 67 71.5 4 16 9.0
PFL205-J（4）EM-25-15-SP 25 95 71 76 4 18 9.0
PFL206-J（4）EM-30-16-SP 30 113 82 90.5 5 19 11.0
PFL207-JEM-35-17-SP 35 122 94 100 5.2 20 11.0
PFL208-JEM-40-18-SP 40 148 100 119 6.8 21 13.5

ピローブロックベアリング d1 h1 h2 h3 a m S1C B x2
製品番号 E10

PP204-J（4）EM-20-14-SP 20 25.4 50.5 3.0 98 76 22.0 32 9.5
PP205-J（4）EM-25-15-SP 25 28.6 56.6 4.0 108 86 24.0 32 11.5
PP206-J（4）EM-30-16-SP 30 33.3 66.3 4.0 117 95 26.5 38 11.5
PP207-JEM-35-17-SP 35 39.7 78 4.6 129 106 27.5 42 11.5
PP208-JEM-40-18-SP 40 43.6 86 5.0 148 120 29.0 44 12.5

球面ベアリング［mm］
製品番号 ハウジング寸法 d1 Dk B 圧縮荷重 ［kN］ 

E10 ラジアル
J4EM-20-14-SP P204 20 47 14 7.0
J4EM-25-15-SP P205 25 52 15 8.0
J4EM-30-16-SP P206 30 62 16 13.0
JEM-35-17-SP P207 35 72 17 14.5
JEM-40-18-SP P208 40 80 18 21.0

注文例：PFL207-JEM-20-14-SP 
2穴付きフランジ型ベアリング、PFL204金属ハウジング、イグリデュール J製球面ベアリング、内径
20mm

... さらに
低コスト ...

お問合わせください



イグボール球面ベアリングには、ダウンタイムを回避
するためのセンサーが内蔵されています。センサーで
メンテナンス間隔を計算し、計画することができます。
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技術向上
	● 予測可能なメンテナンス間隔でダウンタイムと
故障を削減

	● ベアリングポイントは、ターゲットを絞った試
験可能

	● ピローブロックベアリングやイグボール球面ベ
アリング付きフランジ型ベアリングなどのシ
リーズ製品に適応可能 

igus.co.jp/igubal-sensor

イグボール 4.0：センサー搭載のの球面ベアリンググ

コスト削減
	● ベアリング全体ではなくブッシュのみの交換
	● すべてのベアリングタイプと直径サイズに適応
可能

	● お客様のご要望にお応えして開発。包括的な試
験を実施中。お問合わせください

	● 充電式バッテリー用充電ソケット付き
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

study

ピローブロックベアリングやイグボール球面ベアリ
ング付きフランジ型ベアリングなどのシリーズ製品
に適応可能

... イグボール4.0 

センサー ...



メンテナンスフリーの球面ベアリング用ポリマー製ベアリング
ハウジング 取付穴 2個および 4個のフランジ型ベアリング用
ハウジング、ピローブロックベアリング用ハウジング
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お問合わせください

技術向上
	● 鋳物ハウジングと同じ寸法
	● 優れた耐食性
	● 構造が最適化されたデザイン
	● 堅牢、高荷重用

igus.co.jp/igubal-ks-jem

高負荷用途向けイグボール樹脂製ハウジング

コスト削減
	● メンテナンスとダウンタイムを削減
	● 球面ベアリングの迅速な組付けと分解

	● 径 20mmでの引張試験  
FL204 = 6,000N  
F204 = 7,000N  
P204 = 6,500N

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● 樹脂製ハウジングにより、大幅な軽量化を実現

高性能 サステナビリティ

製品番号 d1 d2 L h h1 h2 R a b4 m1 m2
2穴付きフランジ型ベアリング
FL204-KS-JEM-20-17-SP 20 12 60 126 14.1 25.5 15 - 17 84 96
FL206-KS-JEM-30-19-SP 30 16 75 159 17.1 29.5 19 - 19 113 121
FL208-KS-JEM-40-21-SP 40 16 93 186 17.1 33.5 19 - 21 140 148

4穴付きフランジ型ベアリング d1 a h m A1 Ag N b4 h1 R -
F204-KS-JEM-20-17-SP 20 5 88 64 16.2 25 12 17 15 12 -
F206-KS-JEM-30-19-SP 30 - 107 83 16.2 29 12 19 18 12
F208-KS-JEM-40-21-SP 40 - 130 102 21.2 33 16 21 21 14

ピローブロックベアリング d1 b1 b2 b3 h1 a h2 h3 m1 m2 -
P204-KS-JEM-20-17-SP 20 22 12 17 33.3 123 62.8 14.1 89 101 -
P205-KS-JEM-25-17-SP 25 22 12 17 36.5 133 68.5 14.1 99 111 -
P206-KS-JEM-30-19-SP 30 26 16 19 42.9 151 79.9 17.1 117 125 -
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... 樹脂製ハウジング ... 

耐食性 ...
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メンテナンスフリーのイグリデュール
J樹脂製球面ボールを備えた鋳物製
ハウジング。
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金属製のボールベアリング
よりも長寿命

ベアリングの交換が
容易なため、

より費用対効果が高い

技術向上
	● 汚れた環境下での寿命は、ボールベアリングと
比較し最大 8倍

	● より高い静荷重に対応

igus.co.jp/igubal-uc

イグボール ピローブロック鋳物製ハウジング

コスト削減
	● メンテナンスや故障時のコストがかからない
（潤滑油不足によるものなど）
	● 簡単なベアリングの交換により、入替工数を大
きく削減

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● 球面ボールのリサイクル可能
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

荷
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イグボール球面ボール
付き UCP205ピロー
ブロックベアリング
ボールベアリング付き
UCP205ピローブロッ
クベアリング

製品番号 d1 b1 b2 b3 b4 b5 h1 a h2 h3 m1 m2
ピローブロックベアリング
P204-JEM-20-17-SP 20 38 13 30.9 17 22.7 33.3 127 65 14 89 101
P205-JEM-25-17-SP 25 38 13 30.9 17 23.3 36.5 140 71 15 99 111
P206-JEM-30-19-SP 30 48 17 39.0 19 25.3 42.9 165 83 17 117 125
P208-JEM-40-21-SP 40 54 17 43.875 21 29.236 49.2 184 98 18 133 141
P210-JEM-50-24-SP 50 60 20 48.75 24 31.243 57.2 206 114 21 154 164

2穴付きフランジ型ベアリング d1 m d2 L h h1 h2 h3 R a b4 -
FL204-JEM-20-17-SP 20 90 12 60 112 6 12 25.5 11.5 3.6 17 -
FL205-JEM-25-17-SP 25 99 16 68 130 7.5 15 25.5 15.5 4.5 17 -
FL206-JEM-30-19-SP 30 117 16 80 147 7 14 31 15.5 4.2 19 -
FL208-JEM-40-21-SP 40 144 16 100 175 8 16 36 15.5 4.8 21 -
FL210-JEM-50-24-SP 50 157 19 115 197 9 18 40 20 5.4 24 -

4穴付きフランジ型ボールベアリング d1 a h m A1 Ag N b4 h1 R - -
F204-JEM-20-17-SP 20 3.6 86 64 12 25.5 12 17 9.6 11 - -
F205-JEM-25-17-SP 25 4.2 95 70 14 27 12 17 11.2 12.5 - -
F206-JEM-30-19-SP 30 4.2 108 83 14 31 12 19 11.2 12.5 - -
F208-JEM-40-21-SP 40 4.8 130 102 16 36 16 21 12.8 14 - -
F210-JEM-50-24-SP 50 5.4 143 111 18 40 16 24 14.4 16 - -

金属球面ボールをイグボール球面ボールに置換える
ことで、稼働時間が向上し費用対効果が高くなりま
す。- レンガ 25% 8x 製造工場にて

8x25%

... 粉塵
耐性 ...

お問合わせください



Sie kennen das?Gewartet ... geschmiert ... klebrig ... verdreckt ... Stillstand ...

... dann werden Sie den 
Inhalt dieser Box lieben.

イグボール球面ベアリング

イグボール球面ベアリングは、無潤滑運転、低コスト、
そして容易な取り付けが可能です。金属ピローブロッ
クやフランジ型ベアリング用イグボール球面ベアリン
グは、その耐食性と汚れやほこりへの耐性により、ご
使用用途での稼動時間を向上させることができます。
特に汚れた環境では、ボールベアリングに比べて最
大 8倍の寿命を実現します。

一目で分かる特徴：
	● メンテナンスフリー、無潤滑 自己潤滑性のある
球面ベアリングにより、メンテナンスフリーの
無潤滑運転を実現

	● 汚れに強い ... ベアリングを摩耗から守る
	● 耐食性 ... ポリマー製球面ベアリングは、金属製
と異なり腐食しないため、水や薬品中での使用
に適する

	● 軽量 ... ポリマー製球面ベアリングは、金属球面
ベアリングに比べて最大 80%の軽量化を実現

	● 低コスト ... 年間の購買コストを最大で 13倍節
約できるほか、潤滑油やそれに伴うメンテナン
スコストを 100％削減

	● 簡単な組み立て ... 既存の金属ハウジングを取り
外すことなく、数秒で球面ベアリングの置換え
が可能

igus.co.jp/spherical-insert-bearing

サンプルを請求する

食品用ベルトコンベアで使用される射出成型のイグ
ボール球面ベアリング付き樹脂製ハウジング

堆肥化プラントで使用される射出成型のイグボール
球面ベアリング

射出成型による球面ベアリング
UC/P金属ハウジング（寸法 203-210）にご使用可能。
また、低コスト素材のため、さらに費用対効果の高
い価格でご提供。

機械加工による球面ベアリング
さらに優れた耐汚性で、より高い負荷に対応。FDA
準拠タイプも可能。

鋳物製ハウジングタイプ
メンテナンスフリーの鋳物製ハウジング（サイズ：
UC204-206、UC208、UC210.）。2穴および 4穴付
きフランジ型ベアリングもご用意。

金属製ハウジングタイプ
低コスト金属製ハウジングベアリング（サイズ：
P204-208）。2穴付きフランジ型ベアリングもご用意。

樹脂製ハウジングタイプ
ピローブロックベアリング、2穴および 4穴付きフラ
ンジ型ベアリングもご用意。

球面ベアリング（単体） ... 球面ベアリング（ハウジング付き） ...

お問合わせください

大幅な節約を実現 ...
... 低コスト実現のため、
潤滑不要の選択が最適です。
... それが私たちの使命です。



球面ベアリング、ピローブロックベアリング、
2穴および 4穴付きフランジ型ベアリング用
の堅牢なポリマー製ハウジング 

金属製ハウジングへ各種内輪
を組込み

低コスト、迅速な組立て ...
イグリデュール Jおよびイグリ
デュール J4製球面ベアリング

イグボール 4.0：センサー搭載
の球面ベアリング

調整可能なベアリング

食品接触用イグボール
ESTM-xx-FCピローブロッ
クベアリング

イグボール ESQM ... 追尾式
太陽光発電向け角型軸用ピ
ローブロック

低コスト、耐紫外線性 ... 
太陽光発電産業向けイグリ
デュール P UV

圧着ねじ式インサートと大きな
アンダーカットによる耐汚性端部

イグボール JEM-SP - ポリマー
製球面ボールを備えた鋳物製ハ
ウジング ... ボールベアリングの
8倍の耐久性

イグボールオンラインツール ... 
出力される予想耐用年数によっ
て、お客様の用途に最適なソ
リューションを見つけることが
できます。

無潤滑でメンテナンスが簡単

イグボール球面ベアリング 
... 容易な交換 ... 潤滑剤不要
... それが私たちの使命です。
金属製ボールベアリングをイグボール球面ベアリングに迅速かつ簡単に置き換
えることができます。イグボールのピローブロックおよびフランジ型ベアリン
グは、経済的な金属製ハウジング、頑丈な鋳物製ハウジング、または軽量ポリ
マー製ハウジングにおいて、潤滑剤を使用せず、クリーンな動作を実現します。

...オンラインツール

...新提案
ハイライト ...

...104

...112

...122

108

124

116

110

126

...106
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120
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フィラメント：在庫から入手可能、3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/I8-ESD

イグリデュール I8 ESD

一般的性質 イグリデュール I8-ESD

密度 1.03g/cm3

色 黒

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.8重量%

最大吸湿率 1.9重量%

電気的性質
体積抵抗率 2.8 x 107 Ωcm

表面抵抗率 3.6 x 107 Ω

機械的性質 イグリデュール I8-ESD

曲げ弾性率 2,200MPa

曲げ強度＊ 63MPa

ショア D 硬さ 35MPa

熱特性
長期使用最高温度 +80°C
短期使用最低温度 +140°C
最低使用温度 -40°C

オンライン寿命予測：
igus.co.jp/gear-expert

直動時の摩耗量：p = 1MPa; v = 0.01m/s
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イグリデュール I8-ESD
SLS

イグリデュール I3
SLS

Cf53
SUS304

導電性

技術向上
	● New：寿命はオンラインで予測計算可能 
igus.co.jp/gear-expert

	● 静電気放電対策用（ESD）、ブラック
	● 優れた耐用年数 - 例 PA12より揺動時の摩耗量
が低い、オンラインで計算可能

	● 通常のレーザー焼結装置で低価格での加工が可能
	● より迅速な納品

コスト削減
	● 最低発注数量、ツールコストなし
	● 納期についてはお問合せください
igus.co.jp/3d-printing-request

	● 電子部品の損傷を避けるためには、特に  
エレクトロニクス産業では ESD対策が不可欠。

	● 静電気を避けることが重要である他の産業用
	● ESD特性の試験施設レポート：
igus.co.jp/I8-ESD-test

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● リサイクル可能
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

オンラインツールで寿命予測可能 ...

... ESD特性 ...

NEW：ギアの寿命予測計算にイグリデュール I8-ESD
が追加されました。アプリケーションのパラメータを
入力するだけで、予想耐用年数がわかります。
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POM製よりも 
長寿命

秒
オンラインで価格計算

3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/gear

CADコンフィギュレータ
igus.co.jp/gear-configurator

オンライン寿命予測計算：
igus.co.jp/gear-expert

オンラインで価格計算：igus.co.jp/idd

ギアが壊れるまでのサイクル数 - Pivoting 1440°： 
n=64rpm, M=2.25Nm, z=30, m=1, b=6.5mm

少ない歯数のギア用 CADコンフィギュレータ

5x 60
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イグリデュール I3 
（レーザー焼結法）

POM 
（機械加工）

技術向上
	● New：歯数が 8以上のギアの CADコンフィギュレータ
	● カスタマイズされたギア CADデータを設計し、
無料でダウンロード 

	● 歯根形状の最適化によるギアの長寿命化 
	● シングルギア及びダブルギア向け
	● 長寿命 - 機械加工の POM製ギアと比べて  
最大 5倍の耐摩耗性

コスト削減
	● 手間のかかる設計作業が不要 
	● CADソフトも CADの知識も不要 
	● 最小発注単位なし 
	● web上で自由に使用可能 
igus.co.jp/gear-configurator

	● オンラインで価格表示
igus.co.jp/idd

	● 放水銃で使用される 3Dプリントギア 
igus.co.jp/fire-brigade

	● 試験結果：POM製ギアと比べて 5倍の長寿命
igus.co.jp/gear

	● オンライン寿命予測計算 
igus.co.jp/gear-expert

	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● どのような形状も短納期で対応可能 
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い

高性能 サステナビリティ

new

コンフィギュレータ ...

... ギアのCAD

歯数が 8以上のギアの CADコンフィギュレータです。
60秒でギアを構成し、すぐに 3Dプリントが可能です。
3Dプリント用に最適化された歯根形状のため、長寿命です。
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イグリデュール I6： 
食品機械対応

3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/cad-configurators

CADコンフィギュレータ 
igus.co.jp/toothed-belt-disc

オンラインで価格計算：igus.co.jp/idd

イグリデュールポリマー製リニアガイドの
タイミングベルトホイール

リニアガイド用途

タイミングプーリCADコンフィギュレータ

60

秒
オンラインで価格計算

技術向上
	● 個々の寸法を素早く構成可能 
	● タイミングプーリ用 
	● フランジ付またはフランジなしのディスク 
	● 無潤滑でメンテナンスフリー 
	● 長寿命 - 従来の 3Dプリント素材と比べて  
約 50倍の耐摩耗性 

コスト削減
	● 手間のかかる設計作業が不要 
	● CADソフトも CADの知識も不要 
	● 最小発注単位なし 
	● web上で自由に使用可能 
igus.co.jp/belt-pulley 

	● オンラインで価格表示
igus.co.jp/idd 

	● その他ギア、ラック、すべり軸受、スライディング
プレート、送りねじナット、ローラーなどの 
CADモデルを構成
igus.co.jp/cad-configurators

	● 3Dプリントの試験：
igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test 

	● 潤滑剤やグリスは不要 
	● どのような形状も短納期で対応可能 
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い 

高性能 サステナビリティ

new

構成が完了 ...

... わずかな時間で

タイミングプーリをオンラインで個別に構成し、
素早く納品します
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フィラメント：在庫から入手可能、3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/igumid-P150

3Dプリント｜イグミッドP150、イグリデュール I150 - 複数材質組合わせ
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（通常充填方向）

イグミッドP150
（最適充填方向）

＊ 造形時の形状に対して水平／垂直

一般的性質 イグミッドP150 イグリデュール I150

密度 1.4g/cm3 1.03g/cm3

色 黒 白
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度
50%） n.s. 0.3重量%

最大吸湿率 0.3重量% 0.7重量%
電気的性質
体積抵抗率 n.s. 1013Ωcm
表面抵抗率 n.s. 1011Ω

機械的性質 イグミッドP150 イグリデュール I150

曲げ弾性率 4,700MPa 1,700MPa
曲げ強度＊ 87MPa 57/37MPa
ショア D 硬さ n.s. 62
熱特性

長期使用最高温度 +100°C +65°C

短期使用最低温度 +125°C +75°C

最低使用温度 -30°C -30°C

強さ：複数材質組合わせ

強
さ
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％
）
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技術向上
	● イグミッドP150は、マルチマテリアル 3Dプリント用
に特別に開発された初のイグスフィラメントで、 
イグリデュール I150の相手材として使用。

	● イグリデュール I150：優れた耐摩耗性、低摩耗
	● イグミッドP150：繊維強化により極めて高い堅牢性
と剛性を実現

	● 構造部品にも最適：曲げ強度 95MPa、  
曲げ弾性率 5GPa（充填方向の最適化）

コスト削減
	● 最小発注単位なし
	● 2K 3Dプリンター用で使用可能
igus.co.jp/3d-printing-request

	● ご自身で部品をプリントするフィラメントとしても
ご利用可能。

	● イグミッドP150製 3Dプリント品の曲げ強度試験：
フラット、充填率 100%

	● 軽量構造
	● 高強度・高剛性による材料要求量の低減
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

高強度 ...

... 極めて堅牢、

新しい繊維強化 3Dプリント用フィラメント「イグミッドP150」は、複数材質を使用した
3Dプリントでの製造において、特に強度が高いと同時に低摩擦の部品を製造するために、
「イグリデュール I150」の相手材として特別に開発されました。
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食品との接触可能 PLA、PET、ABSに比べ、
より高い耐摩耗性 ...

素早く入手可能な
スペアパーツで
ダウンタイムを削減

フィラメント：在庫から入手可能、3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/3D-print-food-grade

3Dプリント｜トライボフィラメント イグリデュール I151

一般的性質
密度 1.42g/cm3
色 ライトブルー

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） n.s.

最大吸湿率 0.3重量%
機械的性質
曲げ弾性率 1,400MPa 3）

曲げ強度 43MPa 3） 4）

曲げ弾性率 950MPa 3）

保持力 28MPa 3） 4）

推奨最大許容面圧 n.s.
ショア D 硬さ 69

熱特性

長期使用最高温度 +65°C 1）

短期使用最高温度 +75°C 1） 2）

最低使用温度 -30°C
電気的性質
体積抵抗率 n.s.
表面抵抗率 n.s.

食品機械用に特殊パーツをプリント 飲料機械用に特殊パーツをプリント

1） 応力緩和は考慮せず 
2） 無負荷、摺動なし  
3） プリントパラメータによる 
4） 造形物に対して水平 
5） 造形物に対して垂直

50x 0 時間

技術向上
	● FDAおよび EU10/2011準拠の 3Dプリント部品 
	● 青色によって高い視認性を実現 
	● 市販の 3Dプリンターで簡単にプリント可能 
	● 長い耐用年数 - ABS、PETG、PLAに比べて最大
50倍の耐摩耗性 

	● 無潤滑でメンテナンスフリー 

コスト削減
	● 特殊部品に最低発注数量、ツールコストなし 
	● 素早く入手可能なスペアパーツでダウンタイムを
削減 

	● 無駄を削減、容易な加工 
	● 3Dプリンター用で使用可能 
igus.co.jp/3d-printing-request

	● FDAおよび EU 10/2011プラスチック施行規則に
準拠
igus.co.jp/iglidur-I151

	● 特性はイグリデュール I150と同じ 
igus.co.jp/iglidur-I151

	● 3Dプリントの試験：
igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test

	● 3Dプリント - 廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い 

	● 長寿命 
	● 潤滑剤やグリスは不要 
	● リサイクル可能 

高性能 サステナビリティ

new

フィラメント ...

... 食品機械向け

イグリデュール I151フィラメントは、EU 10/2011と FDAの食品規格
に準拠しており、食品や包装業界でのアプリケーションに最適です。



FOOD

88 89－

FDAおよび 
EU10/2011に準拠

POM製よりも高い
耐摩耗性

秒
オンラインで価格計算

3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/3D-print-food-grade

3Dプリント｜イグリデュール I6

一般的性質 イグリデュール I6
密度 1.06g/cm3

色 白

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.8重量%

最大吸湿率 1.9重量%
電気的性質
体積抵抗率 1012Ωcm
表面抵抗率 1011Ω

機械的性質 イグリデュール I6
曲げ弾性率 1,100MPa
曲げ強度＊ 49/38MPa
ショア D 硬さ 67
熱特性
長期使用最高温度 +80°C
短期使用最低温度 +140°C
最低使用温度 -40°C

寿命 ［サイクル］

寿命テストのパラメータ： 
n=12rpm, M=5Nm
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（SLS）
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S50C

SUS 304

POM製

POM製
321,000 サイクル

イグリデュール I6
100万回 9倍長寿命

POM製
621,000 サイクル

破損ポイント

イグリデュールI6

X

＊ 造形時の形状に対して水平／垂直

9x 60

技術向上
	● New：EU10/2011準拠で食品接触対応
	● FDA準拠、無潤滑でメンテナンスフリー
	● 極めて高い耐摩耗性：回転試験において、PA12
（SLSで作成）パーツと比べて耐摩耗性 9倍以上
	● 極めて高い耐摩耗性：ウォームギア試験において、
POM製よりも長寿命

	● 最高使用温度：+80℃
	● 通常のレーザー焼結装置での加工が可能

コスト削減
	● 最低発注数量、ツールコストなし
	● オンラインで価格計算
igus.co.jp/idd

	● イグリデュール I6 食品接触向け品質適合マーク
igus.co.jp/I6

	● ウォームホイール試験
igus.co.jp/worm-gear-test

	● 3Dプリントの試験：
igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test

	● 潤滑剤やグリスは不要
	● リサイクル率 75%、新素材
	● リサイクル可能
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

FDA準拠パーツ ...

... ... レーザー焼結の

レーザー焼結材料イグリデュール I6は、FDAと EU 10/2011 
に準拠しているため、食品・飲料業界の多くのアプリケーション
で使用することができます。
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耐薬品性

3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/3D-print-chemicals

食品機械向け 3Dプリント めっき設備向け 3Dプリント

3Dプリント｜イグリデュール I10 SLS材質

一般的性質
密度 約 0.85g/cm3
色 白

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 1.0重量%

最大吸湿率 1.0重量%
機械的性質
曲げ弾性率 800/750MPa 4）

曲げ強度 20MPa 4）

保持力 21/20MPa 4）

推奨最大許容面圧 20MPa
ショア D 硬さ n.s.

熱特性

長期使用最高温度 +80°C 1）

短期使用最高温度 +100°C 1） 2）

最低使用温度 -20°C
電気的性質
体積抵抗率 >1012Ωcm
表面抵抗率 >1011Ω
1） 応力緩和は考慮せず 
2） 無負荷、摺動なし  
3） プリントパラメータ及び造形方向による 
4） 造形時の形状に対して水平／垂直 

食品との接触可能 金型費用が不要

€ 0

技術向上
	● 高い耐薬品性 
	● 食品との接触可能 
	● 無潤滑でメンテナンスフリー
	● 優れた耐久性

コスト削減
	● 金型費用なし、最低注文数量なしで費用対効果
が良い

	● 3Dプリントサービスで迅速な注文 
igus.co.jp/3d-printing-request

	● 優れた耐薬品性で、食品や電気めっき機械に最適
	● 洗剤に耐性、食品接触対応で、食品機械に最適
	● ベータテストが可能：3Dプリントされた耐薬品性
のある部品の個別テストをご希望の方はご連絡く
ださい。
igus.co.jp/3d-printing-request

	● 潤滑剤やグリスは不要 
	● リサイクル可能 
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い 

	●  イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

SLS用材質 ...

... 耐薬品性の

耐薬品性、食品対応の特殊部品を短納期で
プリント
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3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/3d-isense

3Dプリント｜ 3D i.Sense

複数材質の 3Dプリント
によってセンサー付き
耐摩耗性部品を実現

＊ 造形時の形状に対して水平／垂直

一般的性質 イグリデュール I150 イグリデュール I180
密度 1.03g/cm3 1.21g/cm3

色 白 白
最大吸湿率 
（+23℃ /相対湿度 50%） 0.3重量% 0.3重量%

最大吸湿率 0.7重量% 0.9重量%
電気的性質
体積抵抗率 1013Ωcm 1012Ωcm
表面抵抗率 1011Ω 1011Ω

機械的性質 イグリデュール I150 イグリデュール I180
曲げ弾性率 1,700MPa 1,700MPa
曲げ強度＊ 57/37MPa 46/33MPa
ショア D 硬さ 62 66
熱特性

長期使用最高温度 +65°C +80°C

短期使用最低温度 +75°C +90°C

最低使用温度 -30°C -40°C

使用事例：包装機械、産業用ロボット、建設機械、
農業機械、その他多数

ベータ
テスト

3D i.Senseベータテスト：リクエストの送信
igus.co.jp/3d-isense

技術向上
	● 複数材質の 3Dプリントによって製造された  
センサー付き耐摩耗性部品

	● 摩耗限界に到達するとアラーム
	● 過負荷発生時にアラーム 
	● …トラブルを防ぎます
	● 寿命予測可能

コスト削減
	● 最低発注数量、ツールコストなし
	● 3Dプリントサービスで迅速な注文
igus.co.jp/3d-printing-request

	● 予期せぬ機械停止による経済損失回避
	● 故障コストを削減

	● 3D i.Senseの試験結果、その他情報：
igus.co.jp/3D-isense

	● 3Dプリントの試験：
igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test

	● インテリジェントな耐摩耗部品により、さらに長寿命
	● 潤滑剤やグリスは不要
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、 
材料の必要性が低い

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

耐摩耗性 ...

... スマート、

3D i.Senseはすべり軸受、スライド部、送りねじナットなど、
摩擦や摩耗の影響を受けやすい部品の製造に適しています。
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材質 
1つの部品に

曲げ弾性率 PLA、PET、ABSに比べ、
より高い耐摩耗性 ...

3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/multimaterial-3d-printing

耐摩耗性と剛性の組合せ

マルチマテリアルの構成強度

耐摩耗性とインテリジェンスの組合せ

イグミッドP150の高い曲げ強度

3Dプリント｜ 4Kマルチマテリアルプリント

4 5GPa 50x
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new

構造のスマート化 ...

... 耐摩耗性、

例えば繊維強化ハウジングに、ストレスポイントにトライボフィラメント、
ベアリングの過負荷を警告するために組み込まれたセンサーを付けた、
予知保全のためのインテリジェントベアリングが考えられます。

技術向上
	● 4つの樹脂材の様々な特性を活かす組合わせが
可能 

	● 無潤滑でメンテナンスフリー 
	● 通常の 3Dプリント材料の最大 50倍の耐用年数 
	● 極めて高い強度と剛性を持つ繊維強化範囲  
（曲げ弾性率：4.7GPa、曲げ強度：87MPa） 
	● 予知保全や過負荷警告に必要なセンサーを内蔵

コスト削減
	● 最低発注数量、ツールコストなし 
	● 1回の作業で完了、後処理不要 
	● 高強度・高剛性による材料要求量の低減 
	● 3Dプリントサービスで迅速な注文 
igus.co.jp/3d-printing-request

	● インテリジェントな耐摩耗性部品
igus.co.jp/3d-isense

	● 摩耗試験：
igus.co.jp/3d-abrasion-test

	● 3Dプリントの試験：
igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test

 

	● 潤滑剤やグリスは不要 
	● 軽量構造 
	● 3Dプリント：廃棄物やスプルーがないため、  
材料の必要性が低い

高性能 サステナビリティ
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機械加工品に比べて 
最大 85%の軽量化を 

実現

PLA、PET、 ABSに 
比べ最大 50倍の 
耐摩耗性

金型費用が不要

3Dプリントサービスで迅速な注文 igus.co.jp/3D-print-big

3Dプリント工程でイグリデュール I150および I151
を使った最大 3メートルまでの巨大部品

リクエストの送信
igus.co.jp/3d-printing-request

再生可能エネルギーの使用事例

80% 85% 50x € 0

3mまで

技術向上
	● 大型の機械工学用 
	● 3Dプリント工程でイグリデュール I150および
I151を使った最大 3メートルまでの巨大部品

	● 長い耐用年数 - ABS、PETG、PLAに比べて最大
50倍の耐摩耗性 

	● 無潤滑でメンテナンスフリー 
	● 精密な部品の場合、部分的な再加工が可能
	● 食品との接触可能

大型部品の 3Dプリントサービス

コスト削減
	● 機械加工と比較して、必要な材料を最大 85%削減 
	● 軽量設計でさらなる費用削減 
	● 金型費用なし、最低注文数量なしで費用対効果
が良い

	● 3Dプリントサービスで迅速な注文
igus.co.jp/3d-printing-request

	● イグリデュール I150摩耗試験結果  
igus.co.jp/I150-abrasion-test

	● 摩耗試験：  
igus.co.jp/3d-abrasion-test

	● 3Dプリントの試験：  
igus.co.jp/info/3d-print-tribology-test

	● 材料を最大 85%削減 
	● 長寿命 
	● 潤滑剤やグリスは不要 
	● リサイクル可能 

高性能 サステナビリティ

耐摩耗性に優れたイグリデュール I150と
I151は、大サイズの部品のプリントが可能に
なりました。

プリント部品 ...

... 大型 3D

new

機械加工品に比べて 
最大 80%のコスト効率

アップ
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無潤滑でメンテナンスが簡単 ...

イグリデュール 3Dプリント - 
食品規則に対応 ... 
すべての用途に耐摩耗性部品 ... 
それが私たちの使命です。

4Kマルチマテリアルプリント ...
耐摩耗性、インテリジェント、
高剛性、絶縁性 ...
を 1つの部品で実現

耐薬品性に優れたレーザー
焼結材料

3D i.Sense ... 3Dプリント製
センサー付き耐摩耗性部品

3Dプリンターで最大 3mの
耐摩耗性部品

少ない歯数のギア用
CADコンフィギュレータ

イグミッドP150 ... 強度が
必要な部品向け、
イグリデュール I150向け
の相手材

イグリデュール I151 ...
食品接触用青いオールラウ
ンダーフィラメント

タイミングプーリ用
CADコンフィギュレータ 

... オンラインツール

特注形状品向けの
イグリデュールデザイナーに
寿命予測機能が追加

加工しやすいトライボフィラメント イグリデュール I150で、最大 3mの大型部品
も製造できるようになりました。この食品機械向けフィラメントは、耐摩耗性部品
のプリントにも適しており、優れた耐摩耗性を持つマルチマテリアルコンポーネント
を補完します。
新しいトライボフィラメント イグリデュール I151は、食品業界に適した青色で、
簡単に加工することができます。

オンラインで寿命予測計算
が可能な I8-ESD

食品規則対応レーザー焼結 ... 
イグリデュール I6

...新提案
ハイライト ...
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お問合わせください

技術向上
	● 低摩擦係数
	● 連続運転のための耐摩耗性材質
	● 高い減振性
	● イグリデュール Fの特性より静電気の発生を防ぐ

igus.co.jp/gears-f

イグリデュール F製ギア

コスト削減
	● 費用対効果の高い射出成形
	● イグリデュール材質製でメンテナンスフリー
	● 長寿命

	● イグリデュール F製ギア耐久試験 :   
平均稼働時間：104万サイクル （試験条件：  
200rpm、2Nm 歯元破損までのサイクル）

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

過去の実績やデータ サステナビリティ

一般的性質 イグリデュール F
密度 1.25g/cm3

色 黒
最大吸湿率
（+23℃ /相対湿度 50%） 1.8重量%

最大吸湿率 8.4重量%

電気的性質
接触抵抗値 103Ωcm
表面抵抗率 102Ω
機械的性質
曲げ弾性率 11,600MPa
曲げ強度 260MPa
ショア D 硬さ 84
温度特性
長期使用最高温度 +140℃
短期使用最高温度 +180℃
最低使用温度 -40℃

製品番号 モジュール 歯数 らせん角度 ［°］ ハブ形状 d1 d5 d6 b1 b2

FGM-ST-1-20-00-048-R
1 20 0

丸型 4.8 22 - 15 9
FGM-ST-1-20-00-050-D Dカット 5 22 4.5 15 9
FGM-ST-1-20-00-060-PF キー溝 6 22 - 15 9
FGM-ST-1-30-00-048-R

1 30 0
丸型 4.8 32 - 15 9

FGM-ST-1-30-00-050-D Dカット 5 32 4.5 15 9
FGM-ST-1-30-00-060-PF キー溝 6 32 - 15 9
FGM-ST-1-40-00-048-R

1 40 0
丸型 4.8 42 - 15 9

FGM-ST-1-40-00-050-D Dカット 5 42 4.5 15 9
FGM-ST-1-40-00-060-PF キー溝 6 42 - 15 9

製品番号の一例： FGM-ST-1-20-00-048-R　材質：イグリデュール F　G：ギア形状　M：ミリ寸法
-ST：平歯車　-1：モジュール＝1.0　-20：歯数＝20　-00：圧力角＝0 °　-048：ハブ径 Ø2 mm
-R：ハブ形状 丸形

無料サンプル請求

... 長寿命 ...

イグリデュール Fは、特に摩擦係数が低く、連続運転でも高い耐摩耗性を発揮し、
減振性に優れていることが特徴です。今後は、これらのメリットを歯車でも活用できます。
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お問合わせください

技術向上
	● EU規則 10/2011準拠
	● 耐薬品性
	● FDA準拠
	● -100℃～ +250℃の優れた温度特性
	● 耐放射線性
	● 追加の潤滑剤やグリスは不要

無料サンプル請求

イグリデュール A500製ギア

コスト削減
	● より高い走行性能
	● 予期しない稼働停止を回避
	● メンテナンスフリーで、潤滑やメンテナンスの 
費用を削減

	● 費用対効果に優れた射出成形による大量生産

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら : 
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ
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一般的性質 イグリデュール A500
密度 1.28g/cm3

色 茶
最大吸湿率
（+23℃ /相対湿度 50%） 0.3重量% 1）

最大吸湿率 0.5重量%
電気的性質
接触抵抗値 1014Ωcm2）

表面抵抗率 1013Ω 3）

機械的性質
曲げ弾性率 3,600MPa
曲げ強度 140MPa
ショア D 硬さ 83
温度特性
長期使用最高温度

【訳出せず】使
用温度

+250℃
短期使用最高温度 +300℃
最低使用温度 -100℃

製品番号 モジュール 歯数 らせん角度 ［°］ ハブ形状 d1 d5 b1 b2

A500GM-ST-1-20-00-048R 1 20 0 丸型 4.8 22 15 9
A500GM-ST-1-30-00-048R 1 30 0 丸型 4.8 32 15 9
A500GM-ST-1-40-00-048R 1 40 0 丸型 4.8 42 15 9

試験方法： 1） DIN 53495 2） DIN IEC 93 3） DIN 53482

new

igus.co.jp/gears-a500

最高 +250℃
最低 -100℃

FDA準拠
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一般的な耐熱性材質イグリデュール
A500

... 高い薬品耐性と
優れた温度特性 ...
イグリデュール A500製ギアは食品に直接接触する用途にも最適
です。材質の特性は寸法安定性が高く、高温下でも優れた 
耐摩耗性を発揮する素材です。
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技術向上
	● 耐摩耗性の向上
	● 良好な摩擦特性
	● 優れた耐久性
	● ギアに適合するラックの提供可

igus.co.jp/gears-p360

イグテック P360製ギア

コスト削減
	● 費用対効果に優れた射出成形による大量生産
	● メンテナンスフリーで、潤滑やメンテナンスの 
費用を削減

	●ドイツに在庫あり、最少注文数なし

	● 多くのお客様の様々なアプリケーションに採用済み 	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら : 
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

一般的性質 イグテック P360
密度 1.24g/cm3

色 ライトベージュ
最大吸湿率
（+23℃ /相対湿度 50%） 0.5重量%

最大吸湿率 2.1重量%
電気的性質
接触抵抗値 >1013Ωcm
表面抵抗率 >1013Ω
機械的性質
曲げ弾性率 1,300MPa
曲げ強度 50MPa

温度特性
長期使用最高温度

【訳出せず】使
用温度

+110℃
短期使用最高温度 +130℃
最低使用温度 -30℃

new

製品番号の一例：　P360GM-ST-050-012-00-020-R
材質：イグテック P360　G：ギア形状　M：ミリ寸法　-ST：平歯車　-050：モジュール＝0.5
-012：歯数＝12　-00：圧力角＝0 °　-020：ハブ径 Ø2 mm　-R：ハブ形状 丸形
イグテック P360は 300種類以上のサイズバリエーションがあり、お客様のニーズに合わせて対応可能です。

製品番号の一例：　P360GM-GR-070-00-250-060-067
材質：イグテック P360　G：ギア形状　M：ミリ寸法　-GR：ギアラック　-070：モジュール＝0.7
-00：圧力角＝0 °　-250：長さ 250mm　-060：幅 6.0㎜　-067：高さ 6.7㎜

製品番号 - 寸法 [mm]

製品番号 モジュール 歯数 らせん角度 ハブ形状 d1 d5 b2 d4 b1 d2 b3 d3
ギヤホイール

［°］
P360GM-ST-050-012-00-020-R 0.5 12 0 丸型 2 7 3 6 7 4 3 -
P360GM-ST-150-150-00-200-R 1.5 150 0 丸型 8 52 9 50 18 18 4.6 36.5
P360GM-ST-300-075-00-200-R 3.0 75 0 丸型 20 231 19 225 34 40 8 208

最高 +110℃
最低 -30℃
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製品番号 モジュール らせん角度
［°］

h1 h2 h3 b L
ラック
P360GM-GR-070-00-250-060-067 0.7 0 6.7 6 5.1 6 250

L

h3h2h1

b

L

h3h2h1

b

その他形状もご相談下さい

お問合わせください

... サイズは
300種類以上 ...
イグテックP360ギアは、高い耐摩耗性と良好な摩擦特性を
備えています。また、高い耐久性も備えています。
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温度特性
長期使用最高温度

【訳出せず】使
用温度

+90℃
短期使用最高温度 +100℃
最低使用温度 -40℃

技術向上
	● 低い摩擦係数
	● 低吸湿性
	● 静音
	● ギアに適合するラックの提供可

イグフォーム S270製ギア

コスト ダウン
	● 費用対効果に優れた射出成形による大量生産
	● メンテナンスフリーで、潤滑やメンテナンスの 
費用を削減

	●ドイツに在庫あり、最少注文数なし

	● 多くのお客様の様々なアプリケーションに採用済み 	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら : 
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

製品番号の一例 : S270GM-ST-050-012-00-020-R
材質：イグフォーム S270　G：ギア形状　M：ミリ寸法　-ST：平歯車　-050：モジュール＝0.5
-012：歯数＝12　-00：圧力角＝0 °　-020：ハブ径 Ø2 mm　-R：ハブ形状 丸形
イグフォームS270は 300種類以上のサイズバリエーションがあり、お客様のニーズに合わせて対応可能です。

製品番号 - 寸法 [mm]

製品番号 モジュール 歯数 らせん角度 ハブ形状 d1 d5 b2 d4 b1 d2 b3 d3

［°］
S270GM-ST-050-012-00-020-R 0.5 12 0 丸型 2 7 3 6 7 4 3 -
S270GM-ST-150-150-00-200-R 1.5 150 0 丸型 20 228 19 225 34 40 8 208
S270GM-ST-300-075-00-200-R 3.0 75 0 丸型 20 231 19 225 34 40 8 208

igus.co.jp/gears-s270

最高 +90℃
最低 -40℃

製品番号の一例 : S270GM-GR-125-00-250-100-110
材質：イグフォーム S270　G：ギア形状　M：ミリ寸法　-GR：ギアラック　-125：モジュール＝1.25
-00：圧力角＝0 °　-250：長さ 250mm　-100：幅 10.0㎜　-110：高さ 11.0㎜

製品番号 モジュール らせん角度
［°］

h1 h2 h3 b L
ラック
S270GM-GR-125-00-250-100-110 1.25 0 11 9.75 8.3 10 250
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その他形状もご相談下さい

お問合わせください

一般的性質 イグフォーム S270
密度 1.41g/cm3

色 白
最大吸湿率
（+23℃ /相対湿度 50%） 0.2重量%

最大吸湿率 0.65重量%
電気的性質
接触抵抗値 >1012Ωcm
表面抵抗率 >1014Ω
機械的性質
曲げ弾性率 2,400
曲げ強度 65MPa

... サイズは
300種類以上 ...
イグフォーム S270ギアは、良好な摩耗特性と良好な
摩擦係数、および低吸湿性が特徴です。
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300サイズ以上の製品ラインアップ ...
イグフォーム S270及びイグテックP360製ギアページ

無潤滑でメンテナンスが簡単

イグリデュールギアは
3Dプリント品、機械加工品に加え
「射出成形品」も追加 ... 
新たに 2材質を追加

イグリデュール A500製ギア

...オンラインツール

特注形状品向けの
イグリデュールデザイナーに
寿命予測機能が追加

イグリデュールギアは、イグフォーム S270とイグテック P360の 2つの新素材で
拡大しており、それぞれ 300以上の寸法を在庫から入手できます。
ギアに合わせるラックもご用意しています。

耐摩耗性に優れた
イグリデュール F製ギア

製品詳細 ...
igus.co.jp/gears

サンプルボックス ... 
igus.co.jp/gear-sample-box

特注品 ... 
igus.co.jp/gear-special-parts

...新提案
ハイライト ...
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切断 
サービス

静電気放電防止

お問合わせください 無料サンプル請求

トライボテープ切断サービス :  
igus.co.jp/tape-cut-to-size

電子部品向け注意を要する表面のテープ

製品番号 幅 厚さ
ESD-T-005-0100 100 0.50
製品番号 - 粘着テープ付き 厚さ - 粘着テープ付き
ESD-T-005-0100-G 100 0.71

0
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摩
耗
量

 ［
µm
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m
］

ESD トライボテープ PTFE 
（グラスファイバー）

一般的性質 
密度 1.08g/cm3

色 黒

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） < 0.1重量%

最大吸湿率 0.03重量%
電気的性質 3）

接触抵抗値 106  - 108Ωcm
表面抵抗率 106  - 108Ω

熱特性 1）, 2）

長期使用最高温度 +90°C

短期使用最高温度 +100°C

最低使用温度 [℃ ] -50°C

最高 +90℃
最低 -50℃

1） 応力緩和は考慮せず
2） 無負荷、運動なしの場合 
3） 形状によって異なります

igus.co.jp/tribotape

... 爆発性雰囲気内での
安全性を高める ...

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

サステナビリティ
	● SUS303 直動時の摩耗量：0.16m/s、1MPa、23℃
高性能

技術向上 コスト削減
	● 怪我や部品破損の危険性の回避

new イグリデュール ESD トライボテープ

	● ESD準拠のトライボテープ 静電気放電対策済み
	● 低い摩擦係数
	● 搬送の最適化 
	● 製品の保護

静電気放電特性を持つトライボテープ
は、ESD対策が必須のアプリケーション
に最適です。
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お問合わせください

plus

スピードカットの簡単手順
1. 3Dモデルをアップロード
2.  要求項目を入力して価格を取得、部品を注文
3.  お客様の仕様に合わせて部品を加工します 
4. 商品受け取り

詳しい情報はこちら igus.co.jp/speedicut

igus.co.jp/speedicut

... オーダーメイド部品を
より早く ...

オンライン CNCサービス - スピードカット

技術向上
	● 価格を数秒で表示
	● シンプルな操作で使い易い
	● 注文プロセス全体の透明性
	● 新スピードカット：機械加工を 3日で対応 特急
サービス

	● 新スピードカット：ラインアップ内の標準的な 
プラスチック PE、UHMW、POM、PA、PA6C、PET

	● 新 IBD：納期オプション 最大 500個の標準品の
ブッシュを 5日以内に出荷

コスト削減
	● 価格が即時に出るため意思決定が迅速化
	● 特急サービスで出荷期間を大幅削減
	● 待ち時間とそれに伴うコストを簡単に削減可能

高性能
「短いメンテナンス期間を有効に利用して、既存の
PA製ベアリングをイグリデュール製のオーダーメイ
ド品に交換したいと考えました。イグスのオンライン
CNCサービスの非常に迅速な見積もり計算と特急出荷
のおかげで、わずか数日で CNC部品を調達し、生
産ラインを予定通り再稼働させることができました」
Dr. Quendt社 プロジェクトエンジニア Tom Oldach氏

サステナビリティ
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

イグリデュールの旋盤加工およびフライス
加工部品の製造標準は、プラスチックに 
適した CNC加工を満たしています。
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無料サンプル請求

注意が必要な大面積の箇所

製品番号 厚さ 幅（W） 長さ
SFPA160-02-1000-1000 02 1,000 1,000
SFPA160-03-1000-1000 03 1,000 1,000
SFPA160-04-1000-1000 04 1,000 1,000
SFPA160-05-1000-1000 05 1,000 1,000
SFPA160-06-1000-1000 06 1,000 1,000

一般的性質 
密度 1.0g/cm3

色 青
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.1重量%
最大吸湿率 0.1重量%
電気的性質
接触抵抗値 > 1012Ωcm
表面抵抗率 > 1012Ω
熱特性
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +100°C
最低使用温度［℃］ -50°C

最高 +90℃
最低 -50℃

FOOD

FDA準拠

お問合わせください
0
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イグリデュール 
A160

PTFE 
（グラスファイバー）

1,000mm 

igus.co.jp/a160-bar-stock

... シート ...

... 大きくなってさらに向上 ...

new イグリデュール A160 シート

技術向上
	● 大面積で摩擦が発生する箇所向け
	● 薬品や食品に関する FDAおよび EU10/2011規則
に準拠

	● 優れた耐薬品性

コスト削減
	● 最良の摩擦係数を低価格で実現
	● 多くの寸法、厚さを選択できコストを削減
	● メンテナンスフリーで、潤滑やメンテナンスの
費用を削減

高性能
	● SUS303 直動時の摩耗量：0.16m/s、1MPa、23℃

サステナビリティ
	● 潤滑剤やグリスは不要
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

実績ある A160材質がシート形状で入手可能になりました。イグリ
デュール A160材質は、FDAおよび EU10/2011規則に準拠し耐薬
品性に優れます。
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お問合わせください

特別形状を簡単に製造

 ＝ご希望の長さで、100mmから 1,000mmまで自由にお選びいただけます。製品については指定長より長めにカットします。

最高 +90℃
最低 -50℃

一般的性質 
密度 1.49g/cm3

色 黒
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.3重量%
最大吸湿率 1.3重量%
電気的性質
接触抵抗値 > 1013Ωcm
表面抵抗率 > 1012Ω
機械的性質 
ショア D 硬さ 74
推奨最大許容面圧 35MPa
熱特性
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +120°C
最低使用温度［℃］ -50°C

製品番号 厚さ 幅（W）
SFPJB-06 -160- 06 160

6mm 

無料サンプル請求 igus.co.jp/jb-bar-stock

... 極めて高い耐摩耗性
ブラックカラー ...

new イグリデュール JB プレート材

技術向上
	● 低摩耗
	● スチールに対する低い動摩擦係数 （0.06-0.18µ）
	● 低吸湿率 （0.3重量%）
	● 優れた耐薬品性

コスト削減
	● ご希望のサイズで購入可能：ミリ単位でカット
します （100mmから 1,000mmで対応）

	● メンテナンスフリー

高性能
	● この材質は、長年にわたり多くのお客様に  
採用されています

	● イグスの専用試験装置で何度もテスト済み

サステナビリティ
	● 潤滑油不要で環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

イグリデュール JBプレート材の長所は、無潤滑状態
における低摩擦係数とスティックスリップの発生しに
くさを両立したことです。
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在庫から入手可能 無料サンプル請求

医療機器向けの特別形状

 ＝ご希望の長さで、100mmから 1,000mmまで自由にお選びいただけます。製品については指定長より長めにカットします。

最高 +250℃
最低 -100℃

一般的性質 
密度 n.s.
色 青
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.3重量%
最大吸湿率 0.5重量%
電気的性質
接触抵抗値 > 1014Ωcm
表面抵抗率 > 1013Ω
機械的性質 
ショア D 硬さ n.s.
推奨最大許容面圧 n.s.
熱特性
長期使用最高温度 +250°C
短期使用最高温度 +300°C
最低使用温度［℃］ -100°C

FOOD

FDA準拠

製品番号 厚さ 幅（W）
SFPAD500-06 -160- 06 160
SFPAD500-10 -160- 10 160

160mm 

技術向上 コスト削減

サステナビリティ高性能

	● 食品エリアの高温使用向け、最大 +250℃
	● FDA準拠
	● 目視で簡単に検出可能

	● メンテナンスフリーで、潤滑やメンテナンスの
費用を削減

	● ご希望のサイズで購入可能：ミリ単位でカット
します（100mmから 1,000mmで対応）

	● 多くのお客様の様々なアプリケーションに  
採用済み

	● 潤滑油不要で環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い 
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

... 目視で簡単に検出可能
FDA準拠 ...

new イグリデュール AD500 プレート材 

igus.co.jp/ad500-bar-stock

A500の青色で目視確認に優れ、
食品機械に最適
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在庫から入手可能 無料サンプル請求

食品・包装業界向け特注形状

	● 潤滑油不要で環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

製品番号 外径 Ø 内径 Ø
SFRAC500-3000- 30 0

 ＝ご希望の長さで、100mmから 1,000mmまで自由にお選びいただけます。製品については指定長より長めにカットします。

最高 +250℃
最低 -100℃

一般的性質 
密度 1.38g/cm3

色 青
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.1重量%
最大吸湿率 0.4重量%
電気的性質
接触抵抗値 > 1012Ωcm
表面抵抗率 > 1012Ω
機械的性質 
ショア D 硬さ 85
推奨最大許容面圧 45MPa
熱特性
長期使用最高温度 +250°C
短期使用最高温度 +300°C
最低使用温度［℃］ -100°C

FOOD

FDA準拠
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イグリデュール 
A500 vs. SUS304

イグリデュール 
AC500vs. SUS304

イグリデュール 
A500 vs. SUS440B

イグリデュール 
AC500vs. SUS440B

	● イグリデュール A500と AC500 回転時の摩耗、
p= 1 MPa、v= 0.3 m/s

new イグリデュール AC500 丸棒

... +250℃までの
高温環境向け ...

コスト削減
	● 食品機械向け耐摩耗性材質
	● +250℃までの高温環境で使用可能
	● FDAおよび EU10/2011に準拠
	● 目視で簡単に検出可能

高性能 サステナビリティ

技術向上

igus.co.jp/ac500-bar-stock

	● メンテナンスフリーで、潤滑やメンテナンスの
費用を削減

	● より高い走行性能
	● ご希望のサイズで購入可能：ミリ単位でカット
します （100mmから 1,000mmで対応）

イグリデュール AC500は、A500材質をさらに
発展させたものです。検出可能で、耐用年数も
最適化されています。
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在庫から入手可能 無料サンプル請求

この材質は、長年にわたり多くのお客様に採用され
ています

製品番号 外径 Ø 内径 Ø
SFRA250-2000- 20 0
SFRA250-3000- 30 0
SFRA250-8000- 80 0

 ＝ご希望の長さで、100mmから 1,000mmまで自由にお選びいただけます。製品については指定長より長めにカットします。

最高 +90℃
最低 -40℃

一般的性質 
密度 1.34g/cm3

色 青
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.7重量%
最大吸湿率 4.2重量%
電気的性質
接触抵抗値 > 1011Ωcm
表面抵抗率 > 1011Ω
機械的性質 
ショア D 硬さ 74
推奨最大許容面圧 34MPa
熱特性
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +180°C
最低使用温度［℃］ -40°C

FOOD

FDA準拠

new イグリデュール A250 丸棒 

... 食品業界で
耐摩耗性を発揮 ...

コスト削減
	● より高い走行性能
	● メンテナンスフリー
	● ご希望のサイズで購入可能：ミリ単位でカット
します （100mmから 1,000mmで対応）

サステナビリティ
	● 潤滑油不要で環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

	● この材質は、長年にわたり多くのお客様に採用
されています

	● イグスの専用試験装置で何度もテスト済み
	● オンライン寿命予測計算準備中

	● 耐摩耗性
	● FDAおよび EU10/2011に準拠
	● ローラーに使用時、必要な駆動力が低い
	● 無潤滑でコンベヤベルトを制御

igus.co.jp/a250-bar-stock

技術向上

高性能

イグリデュール A250材質は、
食品機械、包装機械のあらゆる荷重向け
に作られました。
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高い走行性能

在庫から入手可能

イグリデュール J3Bが採用されたフィットネス器具

サステナビリティ

一般的性質 
密度 1.42g/cm3

色 黒
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.3重量%
最大吸湿率 1.3重量%
電気的性質
接触抵抗値 > 1012Ωcm
表面抵抗率 > 1012Ω
機械的性質 
ショア D 硬さ 76
推奨最大許容面圧 44MPa
熱特性
長期使用最高温度 +90°C
短期使用最高温度 +110°C
最低使用温度［℃］ -50°C

製品番号 外径 Ø 内径 Ø
SFRJ3B-3000- 30 0

 ＝ご希望の長さで、100mmから 1,000mmまで自由にお選びいただけます。製品については指定長より長めにカットします。

無料サンプル請求

最高 +90℃
最低 -50℃

... 実証済み ... 

低摩耗 ...

イグリデュール J3B 丸棒 

コスト削減
	● 低い摩擦係数
	● イグリデュール J3と同じ仕様で、色を最適化

	● メンテナンスフリー
	● 低い摩擦係数で滑らかな走行
	● ドイツに在庫あり、最少注文数なし
	● ご希望のサイズで購入可能：ミリ単位でカット
します （100mmから 1,000mmで対応）

高性能
	● イグリデュール J3で既に導入されている  
アプリケーションで実証済み

	● 例：自転車ペダルにイグリデュール J3
igus.co.jp/J3-application

	● オンライン寿命予測計算準備中

	● 潤滑油不要で環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
化学物質のリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら :
igus.co.jp/sustainability

igus.co.jp/J3B-bar-stock

技術向上

長寿命のイグリデュール
J3材質に新しくブラック
が登場しました。



無潤滑でメンテナンスが簡単 ...

希望どおりに部品設計 ... 
イグリデュール製の丸棒
... それが私たちの使命です。

イグリデュール ESD トライボテープ ... 
静電気放電対策済み

長寿命のイグリデュール J3
材質に新しくブラックが登場

イグリデュール AD500 プ
レート材：A500の目視検出
が可能なタイプ、FDA準拠

イグリデュール A160 シート：
大面積で摩擦が発生する箇所
向け

イグリデュール A250 丸棒：
食品機械向けで耐摩耗性を備
える

イグリデュール JB プレート
材：無潤滑運転で摩擦係数が
小さい

スピードカット：イグリデュー
ル丸棒を使用した CNC加工
サービス

イグリデュール AC500 丸
棒：+250℃までの高温環境
向け

丸棒オンライン検索：
ほぼ全ての要件に対応する
ポリマー性丸棒の最適な材
質が見つかります。

寿命予測もオンラインで 
計算可能です。

今年、新たな材質、形状、寸法の製品が多く登場しました。食品業界向けの材質
に加え、爆発性雰囲気内での安全性を高める ESD対応の新材質もラインアップに
含まれています。
当社の CNC加工サービス ｢スピードカット ｣を使えば、 機械部品を迅速かつ簡単
に構成、注文ができます。

...新提案
ハイライト ...

...66
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...58

...62
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60

64
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...オンラインツール
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技術向上
	● 特殊寸法の射出成形すべり軸受を、短納期で 
受取り

	● 金型作成からすべり軸受けの射出成形まで、すべ
てを一手に引き受けます。

igus.co.jp/fastline

イグリデュール ファストラインサービス

イグスのファストラインサービスでは、特注寸法のすべり軸受を迅速に作成いたします。イグリデュールデ
ザイナーは、価格を確認出来るだけでなく、製造方法別に価格比較も可能です。ご希望のすべり軸受が当
社の標準品にある場合、その情報も価格比較に出てきます。そのため、常に最適な価格を見つけることが
できます。

コスト削減
	● 高い価格透明性：イグスの全製造工程の一覧  
（射出成形、機械加工、3Dプリント）と標準品と
の比較

「通常の金型の納期である 6週間は遅すぎるし、
ベアリングを棒材から恒久的に削り出すのは時間
もコストもかかりすぎる」と設計担当者は指摘し
ます。「イグリデュールファストラインサービスに
はとても満足しています。今回のケースでは注文
から納品まで、わずか 4日でした。しかも、予想
よりもはるかに安価でした」 

	● 今すぐお試しください igus.co.jp/fastline

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

new

クリップベアリング、ローラーも順次追加予定 

スリーブ型、フランジ型、スラストワッシャー型、ピストンリング形状から選択可能です

形状を選択 寸法を入力 注文

... 簡単な構成ツールで
特注品をオーダー ...
イグテックP360ギアは、高い耐摩耗性と良好な摩擦特性を備えて
います。また、高い耐久性も備えています。
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導電性

お問合わせください

技術向上
	● ESD対策用 （DIN EN 12527準拠） 
	● 寿命予測可能
	● 耐摩耗性

igus.co.jp/iglidur-rollers無料サンプル請求

製品サンプルはお問合せください

イグリデュール F3製ローラー

コスト削減
	● メンテナンスフリー
	● 市販の Atex指令対応ローラーよりも高い走行性
能を実現

	● 費用対効果の高い射出成形

	● イグスのローラー試験装置でテストを実施
	● DIN規格に基づく導電性を試験施設でテスト
	● 10,000以上の試験データに基づいた計算可能な
予測寿命

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ 一般的性質 イグリデュール F3
密度 1.32g/cm3

色 黒

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.9重量%

最大吸湿率 3.9重量%
電気的性質
接触抵抗値 <10

6Ωcm
表面抵抗値 10

3Ω×< 10
6Ω

機械的性質 イグリデュール F3
弾性率 4,000MPa
引張強度 119MPa
ショア D 硬さ 76
熱特性
長期使用最高温度 +90℃以上
短期使用最高温度 +170℃以上
最低使用温度 ［℃］ -40℃

... 費用対効果に優れた
導電性 ...
導電性が重要で、部品の静電気の帯電を避ける
ためには、イグリデュール F3が最適です。
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優れた耐食性

技術向上
	● 無潤滑のイグリデュールすべり軸受を使用するた
めに特別に開発

	● 優れた耐食性と長寿命

igus.co.jp/GKF

予測寿命はお問合わせください

当社試験施設でのテスト

窒化処理軸の表面を最適化：イグリデュール GFK

コスト削減
	● 費用対効果の高い表面処理技術により、費用対
効果の高い軸材の使用が可能

	● 高い走行特性と耐久性のために特別に最適化さ
れた表面によって寿命を延ばし、コストを削減

	● イグリデュール Gとの組み合わせで 200,000サイ
クル後の摩耗量（テスト条件：30MPa, 0.01m/s）

	● 表面が耐食性に優れているため、追加の潤滑剤
の必要なし。

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら： 
igus.co.jp/sustainability

高性能
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GKF軸
硬質クロムめっき軸
亜鉛めっき軸

イグリデュール Q イグリデュール Q2 イグリデュール G イグリデュール TX1

GKF軸は、亜鉛めっきやクロムめっきされた
軸に代わるもので、腐食や摩耗に強い特性
を持っています。

... 費用対効果に優れた
防錆処理 ...
イグリデュールの屋外使用時に耐食性と耐摩耗性を特化する
ことを目的に開発
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お問合わせください

技術向上
	● 低い摩擦係数
	● 高い耐薬品性
	● 耐摩耗性

igus.co.jp/IC07無料サンプル請求

お客様の部品へコーティングいたします お客様自身にて部品へコーティング すべてのイグリ
デュールコーティング材料は、1kg・2kg・10kgの
包装で提供しています。

イグリデュール IC-07 コーティング材

コスト削減
	● 金属部品の簡単なコーティング
	● 粉末状でドイツ在庫あり

	● イグリデュール IC-04とイグリデュール IC-07の
SUS304軸に対する摩耗比較 （s=0.01m/s）

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら： 
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

イグリデュール IC-01 IC-02 IC-03 IC-04 IC-05 IC-06 IC-07
色 白 黒 黄 灰 青 クリーム色 ターコイズ

最高使用温度  ［℃］ 90 90 140 300 80 140 90

製品番号 IC-01-o IC-02-o IC-03-o IC-04-o IC-05-o IC-06-o IC-07-o

o＝提供可能な重量サイズ： 1kg, 2kg, 10kg
製品番号の一例：IC-01-10KG - イグリデュール IC-01　10kg包装

new
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回転時揺動時

イグリデュール IC-04
イグリデュール IC-07

耐薬品性

... 耐薬品性 ...

新しいコーティング材「イグリデュール IC-07」は、特に耐薬品性の面
で最適化されており、摩擦や摩耗だけでなく、強い化学薬品からも 
金属表面を保護します。
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お問合わせください

技術向上
	● 耐摩耗性に優れたイグリデュール製の摺動部材に
より、粉塵の発生を抑制

igus.co.jp/prt-cleanroom

優れた耐摩耗性のイグリデュール製スライド部

フラウンホーファー研究機構

IAF準拠のクリーンルーム実験室での粉塵放出試験

イグリデュール ロータリーテーブルベアリング、PRT-04

コスト削減
	● 費用対効果に優れる
	● お問合わせください

	● フラウンホーファー研究機構の IAF準拠クリーン
ルーム実験室で、アプリケーションに近いテスト
を行い、粉塵の放出を調査した

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ
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製品番号 D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
ねじ用

PRT-04-100 160 150 110 100 140 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5

... クリーンルーム
向け ...
イグリデュール J製の摺動部は、粉塵の排出を可能な限り低く抑え、
無潤滑運転を可能にします。
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お問合わせください

技術向上
	● 決められた位置に繰り返し正確にアプローチ
	● 組立テーブルなどでオプションのスロットナット 
との組み合わせが理想的

igus.co.jp/prt-locking-mechanism

ラッチ機能付き PRT-04

コスト削減
	● PRT-01シリーズと比較して約 20%の費用対効果
	● すぐに設置可能、組立て作業は不要
	● 3D設計データを無料で利用可能

	● イグスの試験施設で耐用年数に応じて試験された
ラッチング力

	● すでにユーザーによって試験的に使用されていま
す

	● コンパクト設計により、PRT-01シリーズと比較し
て 60％の軽量化を実現

	● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

過去の実績やデータ サステナビリティ

PRT-01と比較し低コスト PRT-01より軽量

製品番号 D D1 d1 d d2 H h S1 S2 T1 T2 K1
-0.1 -0.5

PRT-04-20-R 80 70 30 20 60 22 12 M4 Ø4.5 8×45° 8×45° M4
PRT-04-30-R 90 80 40 30 70 22 12 M4 Ø4.5 8×45° 8×45° M4
PRT-04-50-R 110 100 60 50 90 22 12 M4 Ø4.5 8×45° 8×45° M4
PRT-04-60-R 120 110 70 60 100 22 12 M4 Ø4.5 8×45° 8×45° M4
PRT-04-100-R 160 150 110 100 140 22 12 M4 Ø4.5 8×45° 8×45° M4
PRT-04-150-R 210 200 160 150 190 22 12 M4 Ø4.5 16×22.5°16×22.5° 4.5
PRT-04-200-R 260 250 210 200 240 22 12 M4 Ø4.5 16×22.5°16×22.5° 4.5
PRT-04-300-R 360 350 310 300 340 22 12 M4 Ø4.5 16×22.5°16×22.5° 4.5

plus

20% 60%

90度位置
でラッチン
グ

... 精密な
位置調整 ...
イグスの新しいストップモーション PRTの取付サイズ
04は、所定位置でのラッチングを可能にします。
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PRT-01と比較し
低コスト

PRT-01より軽量

お問合わせください

技術向上
	● 内輪側に駆動ギアを配することで設置スペースの
削減

	● 同一サイズの PRT-01と比較し、約 20%コストダ
ウン コンパクトな PRT-04に歯付き外輪が標準オ
プションとして選択可能になりました

igus.co.jp/prt-outer-drive-teeth

PRT-04 歯付き外輪タイプ

コスト削減
	● PRT-01シリーズと比較して約 20%の費用対効果
	● すぐに取付可能なソリューション
	● 納期はお問合わせください
	● 3D設計データを無料で利用可能

	● コンパクト設計により、PRT-01シリーズと比較し
て 60％の軽量化を実現

	● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

過去の実績やデータ サステナビリティ

AT10 T10 HTD5M 平歯車形状が車形状が
追加されましされました

製品番号 D1 d1 d d2 H h1 h T1 T2 S1 S2 K1
歯付き外輪 ねじ用
PRT-04-50-TO-ST 100 60 50 90 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60-TO-ST 110 70 60 100 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100-TO-ST 150 110 100 140 17 1 12 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150-TO-ST 200 160 150 190 17 1 12 16×22.5°16×22.5°M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200-TO-ST 250 210 200 240 17 1 12 16×22.5°16×22.5°M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300-TO-ST 350 310 300 340 17 1 12 16×22.5°16×22.5°M4 Ø4.5 Ø4.5

製品番号 D d H h z モジュール
歯付き内輪
PRT-04-50-TI-ST 110 46 16 6 48 1
PRT-04-60-TI-ST 120 56 16 6 58 1
PRT-04-100-TI-ST 160 96 16 6 98 1
PRT-04-150-TI-ST 210 146 16 6 148 1
PRT-04-200-TI-ST 260 196 16 6 198 1
PRT-04-300-TI-ST 360 296 16 6 298 1

製品番号 z D z D z モジュール D

PRT-04-50-TO- 38 118.9 76 120.0 118

1

120
PRT-04-60-TO- 42 131.7 83 131.0 128 130
PRT-04-100-TO-

AT10/T10
54 69.9

HTD5M
108 170.9 個 168 170

PRT-04-150-TO- 70 220.8 140 221.8 218 220
PRT-04-200-TO- 86 271.7 171 271.2 268 270
PRT-04-300-TO- 117 370.4 234 371.4 368 370

20% 60%

... さらにコンパクトな
ドライブソリューション ...
コンパクトな PRT-04シリーズに平歯車付
き外輪 （ST） タイプが追加になりました。
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お問合わせください

技術向上
	● PRT-01と比較し 50%軽量
	● アルミニウムと樹脂による軽量構造
	● 寿命予測可能 igus.co.jp/prt-expert
	● PRT-04によりコンパクトな 20型と 30型が追加

igus.co.jp/PRT-04

イグリデュール ロータリーテーブルベアリング PRT-04

コスト削減
	● ステンレス製であれば約 50％のコストダウン
	● モジュラーシステムにより、数十種類のバージョ
ンのソリューションをすぐにインストール可能

	● 寿命予測可能
	● 同一サイズの PRT-01と比較し、約 20%コスト
ダウン

	● コンパクト設計により、PRT-01シリーズと比較し
て 60％の軽量化を実現

	● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

PRT-04

PRT-01

製品番号 D D1 d1 d d2 H h T1 T2 S1 S2 K1
ねじ用

PRT-04-20 80 70 30 20 60 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-30 90 80 40 30 70 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-50 110 100 60 50 90 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-60 120 110 70 60 100 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-100 160 150 110 100 140 16 6 8×45° 8×45° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-150 210 200 160 150 190 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-200 260 250 210 200 240 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5
PRT-04-300 360 350 310 300 340 16 6 16×22.5°16×22.5° M4 Ø4.5 Ø4.5

PRT-01と比較し
低コスト

50%

PRT-01より
低い取付高さ

PRT-01より軽量

60%50%

... 薄型・低コスト ...

Ø20-300mm ...
新型ロータリーテーブルベアリング PRT-04は、標準
品の PRT-01と比較して 60%軽量化。取付高さは約半
分と薄型化を実現しました。
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耐粉塵

お問合わせください

技術向上
	● 汚れや粉塵がある環境でもベアリングをクリーン
に保つ

	● メンテナンスフリー
	● 標準品として 30型式をドイツに在庫しているの
で、すぐに導入できるソリューションです。

igus.co.jp/sg03-bearings

製品番号の一例：スラストワッシャー 
（製品番号： GTM-2036-025-SG03-050）
フランジ型ベアリング 
（製品番号： GFM-2026-20-SG03-050）

フェルトシール付き軸受 イグリデュール SG03

コスト削減
	● 費用対効果に優れる
	● メンテナンスフリー
	● 高い走行性能
	● 汚れが軸受部に侵入しないため、シャフトの摩耗
を最低限に抑えます。

	● 3つの材質に各 5つの寸法を用意

	● 社内外の自社テストでテスト済み。
	● フェルトシールを使用していない同じプレーンベ
アリング材料と比較して、50倍の長寿命化を実
現しました。

	● 無駄なベアリングの交換は不要 
	● 摩耗したすべり軸受によって起こるシャフトの 
破損・交換頻度を低減 

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

過去の実績やデータ サステナビリティ

フェルトシールを使用していない
同じプレーンベアリング材料と
比較して長寿命

製品番号 d1 d2 d3 b2 d1
フランジ付き
oFM-2026-20-SG03-050 20 26 32 1.5 20
oFM-2528-25-SG03-050 25 28 40 2.5 25
oFM-3034-30-SG03-050 30 34 45 2.5 30
oFM-3539-35-SG03-050 35 39 50 2.5 35
oFM-4044-40-SG03-050 40 44 55 2.5 40
スラストワッシャー d1 d2 d1
oTM-2036-025-SG03-050 20 36 - - 2.5
oTM-2540-025-SG03-050 25 40 - - 2.5
oTM-3045-025-SG03-050 30 45 - - 2.5
oTM-3550-025-SG03-050 35 50 - - 2.5
oTM-4055-025-SG03-050 40 55 - - 2.5

 ＝イグリデュール材質
イグリデュール G
イグリデュール P210
イグリデュール Q2

50x

... 粉塵の侵入を
防ぐ ...
SG03フェルトシールは、すべり軸受に汚れや粉塵が侵入する
のを防ぎ、軸受やシャフトを摩耗やダメージから保護します。
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お問合わせください

技術向上
	● 摩耗検知式すべり軸受 - 大径タイプも登場
	● 動作中にユーザーが設定した摩耗限界に達した場
合、内蔵センサーが警告信号を送り、タイムリー
な交換を可能にします。

igus.co.jp/iglidur-i.Sense

イグリデュール i.Sense すべり軸受

コスト削減
	● 標準品
	● 予期せぬ機械停止による経済損失回避
	● 軸受の摩耗について早期段階で把握することは、
シャフトへのダメージも防止します。

	● 社内外の自社テストでテスト済み。 	● 必要のない場合は、再度ベアリングを交換するこ
とはありません。

	● 摩耗したすべり軸受によって起こるシャフトの破
損・交換頻度を低減 

	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ

一般的性質 イグリデュール
単位 G P210 J A180 Q2E

密度 g/cm3 1.46 1.40 1.49 1.46 1.46 - 1.69
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 重量% 0.7 0.3 0.3 0.2 1.5
最大吸湿率 重量% 4.0 0.5 1.3 1.3 5.0
機械的性質 
弾性率 MPa 7,800 2,500 2,400 2,300 n.s.
引張強度 MPa 210 70 73 88 235
推奨最大許容面圧 MPa 80 50 35 28 135
ショア D 硬さ 81 75 74 76 80
熱特性
長期使用最高温度 ℃ +130 +100 +90 +90 +100
短期使用最高温度 ℃ +220 +160 +120 +110 +140
最低使用温度 ［℃］ ℃ -40 -40 -50 -50 -30
電気的性質
接触抵抗値 Ωcm 1013 1012 1013 1012 > 1012

表面抵抗値 Ω 1011 1011 1012 1011 > 1012

製品番号 d1 d2 b1 摩耗限界
h13

Q2ESM-8085-50-IG.W-040 80 85 50 0.4

Q2E向け新サイズ

＝イグリデュール材質 - イグリデュール G、イグリデュール P210、イグリデュール J、イグリデュール A180、イグリデュール Q2E
その他の材質寸法はお問合わせください

イグリデュール G イグリデュール P210 イグリデュール J イグリデュール Q2Eイグリデュール A180
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30°
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d2d1

30° 
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30°
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f1

d2d1

30° 

製品番号 d1 d2 b1 摩耗限界
h13

 SM-2025-20-IG.W-020 20 25 20 0.2
 SM-3035-30-IG.W-030 30 35 30 0.3
 SM-4045-40-IG.W-040 40 45 40 0.4

内蔵センサーが警告信号を送り、
タイムリーな交換を可能にします。

plus

... 予知保全 ...

標準在庫化 ...
イグリデュール i.Senseすべり軸受が摩耗状況を
適時お知らせします。ベアリングの交換が必要に
なると、システムに通知が送られます。
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Dear Sir or Madam, 

 

 

we would like to confirm that the 

 

base polymers and associated additives, contained in 

 

iglidur® A180 

 

are listed in the Japan Food Contact Positive List which MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) 

announced on April 28, 2020. 

 

 Following describes the information related to iglidur® A180: 

Usable food category Max. temp. 

Acidic food Oily and fatty 

food 

Milk and dairy 

product 

Alcohol Others  

O O O O O II 

O: may be used in UCP (Utensile, containers and packaging) for the type of food 

 

 

The presence of ubiquitous traces of undesirable materials cannot be excluded, however. 

 

This statement is based on our current standard of knowledge. 

 

Because igus® has no influence on the use of the products indicated above, igus® does not assume any 

guarantee, neither expressly nor implied, or warranty or any other liability in connection with the use of 

information contained in this document. 

 

 

Yours sincerely 

igus® GmbH 

Harald Voll 
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FDA準拠材質

標準寸法品をご用意しております。

技術向上
	● FDAや EU10/2011など、食品業界で知られてい
る基準に加え、一部の材質は日本の食品衛生法
にも準拠しています。

igus.co.jp/iglidur

改正食品衛生法対応
イグリデュール
すべり軸受

コスト削減
	● 射出成型により低コストな製品価格、豊富な寸法
ラインアップ

	● 潤滑剤不使用で環境にやさしい
	● 低摩耗率
	● 長寿命

高性能 サステナビリティ

一般的性質 イグリデュールA181 イグリデュールA180 イグリデュールA350 イグリデュールA500
密度 g/cm3 1.38 1.46 1.42 1.28
色 青 白 青 茶

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 重量% 0.2 0.2 0.6 0.3

最大吸湿率 重量% 1.3 1.3 1.9 0.5
電気的性質
接触抵抗値 Ωcm >1012 >1012 >1011 >1014

表面抵抗値 Ωc >1012 >1011 >1011 >1013

機械的性質
弾性率 MPa 1,913 2,300 2,000 3,600
引張強度 MPa 48 88 110 140
ショア D 硬さ 76 76 76 83
熱特性
長期使用最高温度 ℃ +90 +90 +180 +250
短期使用最高温度 ℃ +110 +110 +210 +300
最低使用温度 ［℃］ ℃ -50 -50 -100 -100

イグリデュール A181、A180、A350、A500は丸棒での提供も可能

... 改正食品
衛生法対応 ...
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+250℃までの高温環境で
使用可能

お問合わせください

技術向上
	● +250℃までの高温環境で使用可能
	● EU 10/2011への対応
	● 導電性
	● イグリデュール A500より優れた耐摩耗性
	● 寿命はオンラインで予測計算可能

igus.co.jp/AX500

高温環境向け イグリデュール AX500

コスト削減
	● メンテナンスフリー
	● イグリデュール AX500は、多くの用途でイグリ
デュール AC500よりも優れた摩耗結果を得られ
ます

	● 同等のステンレス製ソリューションと比べてコスト
削減

	● 回転時の摩耗量、p=1MPa、v=0.3m/s 	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

高性能 サステナビリティ
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イグリデュール A500

イグリデュール AX500

一般的性質 
密度 1.55g/cm3

色 黒
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） n.s.
最大吸湿率 n.s.
電気的性質
接触抵抗値 106 - 108Ωcm

表面抵抗値 108 - 109Ω

機械的性質 
ショア D 硬さ n.s.
推奨最大許容面圧 n.s.
熱特性
長期使用最高温度 +250℃
短期使用最高温度 +300℃以上
最低使用温度 ［℃］ -100℃

製品番号 d1 d1 公差＊ d2 b1
h13

AX500SM-0608-06 6 +0.020 + 0.068 8 6
AX500SM-0810-10 8 +0.025 + 0.083 10 10
AX500SM-1012-10 10 +0.025 + 0.083 12 10
AX500SM-1214-12 12 +0.032 + 0.102 14 12
AX500SM-1618-15 16 +0.032 + 0.102 18 15
AX500SM-2023-20 20 +0.040 + 0.124 23 20

製品番号 d1 d1 公差＊ d2 d3 b1 b2
h13

AX500FM-0608-06 6 +0.020 +0.068 8 12 8.0 1.0
AX500FM-0810-10 8 +0.025 +0.083 10 15 9.5 1.0
AX500FM-1012-10 10 +0.025 +0.083 12 18 9.0 1.0
AX500FM-1214-12 12 +0.032 +0.102 14 20 12.0 1.0
AX500FM-1618-17 16 +0.032 +0.102 18 24 17.0 1.0
AX500FM-2023-21 20 +0.040 +0.124 23 30 21.5 1.5

＊ 呼び径はハウジング圧入後、内径は E10公差寸法に自動調整されます。

d1 ［mm］： Ø 1-6 Ø 6-12 Ø 12-30 Ø > 30
f1 ［mm］： 0.3 0.5 0.8 1.2

内径 d1を面取り加工

導電性

SUS304 SUS440B

... ESD対策品、
高強度 ...
イグリデュール A500をさらに進化させ、+250℃までの
高温域での耐用年数を最適化
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FDA準拠

技術向上
	● 食品機械向け耐摩耗性材質
	● +250℃までの高温環境で使用可能
	● FDAおよび EU10/2011に準拠
	● 目視で簡単に検出可能
	● 寿命はオンラインで予測計算可能

igus.co.jp/AC500

食品包装機械での使用例 青色のため目視で検知可能、高温環境向け

食品機械対応すべり軸受 AC500

コスト削減
	● メンテナンスフリー
	● イグリデュール AC500は、多くの用途でイグリ
デュール A500よりも優れた摩耗結果

	● 同等のステンレス製ソリューションと比べてコスト
削減

	● 回転時の摩耗量、p=1MPa、v=0.3m/s 	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

過去の実績やデータ サステナビリティ 一般的性質 
密度 1.38g/cm3

色 青
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） n.s.
最大吸湿率 n.s.
電気的性質
接触抵抗値 > 1012Ωcm
表面抵抗値 > 1012Ω

機械的性質 

ショア D 硬さ n.s.
推奨最大許容面圧 45MPa
熱特性
長期使用最高温度 +250℃
短期使用最高温度 +300℃以上
最低使用温度 ［℃］ -100℃

お問合わせください
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イグリデュール A500

イグリデュール AC500

SUS304 SUS440B

... +250℃までの高温環境向け ...

食品接触用途 ...
高い耐薬品性と視認性に優れる青色という
特徴を備えた食品接触用途向け材質
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技術向上
	● イグリデュール H3：イグリデュール H素材の中
でも特に高い破断強度を持つ

	● すべり軸受材質としてイグリデュール H1より耐摩
耗性に優れる

	● 低吸湿性
	● 多くの薬品に対して耐性あり
	● 寿命はオンラインで予測計算可能

イグリデュール H3 耐薬品性に優れたすべり軸受

コスト削減
	● メンテナンスフリー
	● イグリデュール H3は、多くの用途でイグリデュー
ル H1よりも高い性能を発揮

	● 金属製軸受を使用するより安価

	● 回転時の摩耗量、p=1MPa、v=0.3m/s 	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い
	● イグスは、プラスチックの循環型経済を支援し、
ケミカルリサイクルに投資しています。  
このトピックについて詳しくはこちら：
igus.co.jp/sustainability

過去の実績やデータ サステナビリティ

igus.co.jp/H3

直動短ストローク摩耗 p=2MPa, v=0.3m/s 薬品環境での使用例
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SUS304 SUS440B

イグリデュール H1

イグリデュール H3

一般的性質 
密度 1.39g/cm3

色 黒
最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） n.s.
最大吸湿率 n.s.
電気的性質
接触抵抗値 > 1012Ωcm
表面抵抗値 > 1012Ω

機械的性質 
ショア D 硬さ n.s.
推奨最大許容面圧 40MPa
熱特性
長期使用最高温度 +200℃以上
短期使用最高温度 +240℃以上
最低使用温度 ［℃］ -40℃

お問合わせください
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イグリデュール H1

イグリデュール H3

耐薬品性

... 堅牢、耐摩耗性、
耐久性 ...
この材質は同等の材質と比べてより頑丈
で、イグリデュール H1よりも耐久性に
優れています。
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硬質アルマイト処理
アルミニウム軸に最適

技術向上
	● 中程度の荷重がかかる揺動用途で良好な耐摩耗
性を得ることができます。

	● 特に硬質クロムめっき軸や SUS304製軸との組み
合わせで長寿命

igus.co.jp/Z4

高耐久軸受 イグリデュール Z4

コスト削減
	● メンテナンスフリーで、潤滑やメンテナンスの 
費用を削減

	● 低い摩擦係数と低摩耗
	● 費用対効果の高い射出成形

	● 同サイズのイグリデュール Zと比較し低コスト 
（詳細はお問合わせください）
	● 寿命はオンラインで予測計算可能

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩耗係数、それにより耐用年数が長い

高性能 サステナビリティ
一般的性質
密度 1.4g/cm3

色 こげ茶

最大吸湿率 （+23℃ /相対湿度 50%） 0.3重量%

最大吸湿率 1.1重量%
機械的性質
曲げ弾性率 2,300MPa
曲げ強度 90MPa
推奨最大許容面圧 140MPa
ショア D 硬さ 80

熱特性

長期使用最高温度 +250℃

短期使用最高温度 +310℃

最低使用温度 ［℃］ -100℃
電気的性質
接触抵抗値 >1011Ωcm
表面抵抗値 >1011Ω

new

お問合わせください 無料サンプル請求

イグリデュール Zとイグリデュール Z4の摩耗量比較
1MPa, 0.3m/s

イグリデュール Zとイグリデュール Z4の価格比較
価格（€ /100個当たり）はドイツ国内で 2500個オー
ダーの場合 - 寸法 oSM-2023-20
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... 量産向け
高性能材質 ...
高い圧縮強度と高弾性を両立したイグリデュール Z4すべり軸受は、
軟質軸材や局部荷重、衝撃に対応します。
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お問合わせください

技術向上
	● 高荷重条件時でも優れた耐摩耗性
	● イグリデュール TX1の 3.5倍の耐摩耗性
	● オンライン寿命予測計算準備中

igus.co.jp/TX2無料サンプル請求

農業機械での TX2使用例

ヘビーデューティー イグリデュール TX2

コスト削減
	● メンテナンスフリー
	● 大きな寸法や少ない数量でも費用対効果に優れる

	● イグス試験場にてテスト：揺動角度 50度、S50C
硬質クロムめっき軸、p = 100N/mm²、v = 0.01m/s

	● 潤滑油なしで環境にやさしい
	● 良好な摩擦係数で高荷重条件下でも長寿命

高性能 サステナビリティ

製品番号 d1 d1 公差＊ d2 b1
h13

TX2SM-2025-20 20 +0.020 +0.150 25 20
TX2SM-2025-30 20 +0.020 +0.150 25 30
TX2SM-2025-40 20 +0.020 +0.150 25 40
TX2SM-2030-30 20 +0.020 +0.150 30 30
TX2SM-2530-20 25 +0.020 +0.150 30 20
TX2SM-2530-30 25 +0.020 +0.150 30 30
TX2SM-2530-40 25 +0.020 +0.150 30 40
TX2SM-3035-30 30 +0.020 +0.150 35 30
TX2SM-3035-40 30 +0.020 +0.150 35 40
TX2SM-3040-40 30 +0.020 +0.150 40 40
＊ 呼び径はハウジング圧入後、内径は E10公差寸法に自動調整されます。

製品番号 d1 d1 公差＊ d2 b1
h13

TX2SM-4045-40 40 +0.020 +0.150 45 40
TX2SM-4050-50 40 +0.025 +0.175 50 50
TX2SM-5055-50 50 +0.025 +0.175 55 50
TX2SM-5060-60 50 +0.025 +0.175 60 60
TX2SM-6065-60 60 +0.025 +0.175 65 60
TX2SM-6070-80 60 +0.025 +0.175 70 80
TX2SM-7075-60 70 +0.025 +0.175 75 60
TX2SM-7080-100 70 +0.050 +0.200 80 100
TX2SM-8085-100 80 +0.050 +0.200 85 100
TX2SM-8090-100 80 +0.050 +0.200 90 100

new

... 高過重向け ... 潤滑剤
不要 ... 費用対効果に優れる ...
固体潤滑剤を使用した高強度の巻線構造により、追加の潤滑剤を
一切使用せずに、低摩擦でメンテナンスフリーな動作を実現して
います。



イグリデュール Z4すべり軸受 
... 良好な摩擦係数と耐摩耗
性、量産品向け

イグリデュール材質 ... 食品に直接
接触し、250℃までの温度環境下
での使用に最適化されています

改正食品衛生法への適合が
確認された 4種類の材質 

無潤滑でメンテナンスが簡単

イグリデュールすべり軸受 ...
高荷重向け ...
潤滑剤不要 ...
高荷重向け新ソリューション

イグリデュール TX2 巻線構造軸受 ...
費用対効果に優れる高荷重用軸受

新サイズ追加 ... イグリデュー
ル i.Senseすべり軸受が摩耗
状況を適時お知らせします。

イグリデュール SG03に新サイ
ズ追加 ... 粉塵や土埃から軸受
けを保護

モジュラーシステムの拡充に
より、新しいサイズやクリーン
ルームへの適合性を実現

ローラー用材質のイグリ
デュール F3は導電性がある
ため ESD対策が可能です

摩擦特性の改善と耐食性を
付与する新しいコーティング
材質

イグリデュールエキスパート
システム ... 製品選定と寿命
予測を簡単に

イグリデュールデザイナー
内のファストラインサービス：
特注寸法の射出成形製すべ
り軸受を短納期で

イグリデュールの豊富な製品群に加えて、新素材や特殊な用途向けの製品も用意
されています。特に農業分野では、無潤滑のすべり軸受は非常に高い評価を得
ています。潤滑剤を使用していないため、軸受部に汚れが溜まりません。
農業用製品では、シール付き軸受や、予知保全のための摩耗測定機能を備えた
軸受などがあります。

...新提案
ハイライト ...

...18
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46
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34

48
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4 つの対策

＊  M. P. Schneider, 2006;
＊＊   Saskatchewan Association for Resource Recovery 

Corp., 2008;
＊＊＊  K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir, 2012;
＊＊＊＊ The Freedonia Group, 2015

使用後 ...使用中 ...

軽量

製品寿命

省エネルギー

無潤滑

私たちのプラスチックは、
摩耗に対して最適化されています。

腐食せず、グリスや汚れの影響も受けません。
長持ちします。寿命予測計算も可能です。

プラスチック製のすべり軸受の重さは
平均 1g、同等のスチール製ベアリングは 5gです。
自動車業界に 2億個のすべり軸受を納入した場合、

800tの軽量化になります。
軽量化は、車を動かすための

エネルギー／燃料の削減を意味します。

年間 2700万トンの油脂が世界の環境を汚染していま
す。私たちのプラスチックは潤滑油を必要としません。

私たちのプラスチックは、
トライボロジーの観点から最適化されてお

り、低摩擦を実現しています。
また、軽量化により、

機械部品を動かすための駆動エネルギーが
少なくて済むようになりました。

世界で販売されているすべての潤滑油の
うち、環境中に排出されている割合＊。

世界の潤滑油需要は年率 2％で増加すると予測 
= 2019年は 4540万トン。＊＊＊＊

乗用車の総燃料消費量の1/3は、エンジン、
トランスミッション、タイヤ、ブレーキの
摩擦に使われている。＊＊＊

1l     の油が   1 0 0 0 0 0 0 l

リサイクル

チェーンジリサイクルプログラム
2019年より、エネルギーチェーンを対象とした、チェーン
ジリサイクルプログラムを開始しました（日本未対応）。使
用済みのエナジーチェーンは、イグスや他のメーカーのも
のでも、当社に送っていただけます。お客様は価値あるクー
ポンを受け取り、私たちは種類ごとに分別し、自分たちで
部品を使用するか、リサイクルパートナーに提供します。

HydroPRS リサイクリング
分類されていないプラスチック廃棄物を、20分以内に粗製
油に変える、新技術 HydroPRS（Hydro Plastic Recycling 
Solution）を採用している、Mura Technology社に 500万
ユーロを出資しました。圧力、温度、水で資源を守ります。
2021年 4月に最初の大型プラントの建設が開始しました。

3. 最初はお客様へのクリスマスプレゼントとして
始まりましたが、今ではドイツだけでなく、

トルコやインドなどでも
いくつかのキャンペーンが行われています。
例えば、毎年何万本もの木を植えています。

2. オフィスや製造現場では、
すでに廃棄物が分別されています。

1. reduce. reguse. recycle
私たちの研修生が力を合わせて、

「reguse」というプロジェクトを立ち上げました。
使われなくなったノートパソコンやプリンターなどの

電気機器を再生し、イグス社内で安価で販売しています。
その収益は、サステナブルなプロジェクトに寄付されます。

4. ISO 14001の認証を 2019に取得
環境方針を透明性のある分かりやすいものにするとともに、
自らをコミットするために、環境マネジメントシステムの国
際的な基準である ISO14001の認証を取得しています。

これにより、
カーボンニュートラルな工場を目指すことができます。

の飲料水を汚染するの飲料水を汚染する＊＊＊＊の飲料水を汚染する＊＊
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2025

イグスの現状と取り組み ...

プラスチックは話題性のある素材です。私たちは、高機能プラスチックが資源保護や環境保護に貢献でき
ることを知っており、それを企業活動の中心に据えています。私たちは、プラスチックを「使用前」「使
用中」「使用後」の 3つの段階で捉えています。
このページでは、製品や日常生活におけるイグスの持続可能性についての回答をご紹介します。 
まだすべてに答えが出ているわけではありませんし、特に持続可能な生産に関しては、まだ答えや解決策
を模索している段階です。

生産から使用、リサイクルまでのサステナビリティ。

モーション・プラスチックの
持続可能性は？

使用前
プラスチックや
部品の生産

使用中
使用中の
プラスチック

使用後
使用後のプラスチック

未だ解決していない問題点 :
	● 原材料の生産に伴うガスや化学物質の排出
	● 使用時の摩耗
	● 化石原料である石油への依存度

使用前 ...

標準的なプラスチック
100℃

エンジニアリング
プラスチック

150℃

高温対応のプ
ラスチック

300℃

価
格
と
性
能

生
産
量

オイルの消費量
高機能プラスチックの生産は、

世界の石油消費量のわずか 0.5％に過ぎません。

99% リサイクル
射出成形の生産で発生するリジェクト品

（スプルー、不良品）の 99％はリサイクルされ、
製造工程に戻されます。

クリーン・イグス・プログラム
磁気フォイル、固定コンベアベルト、

ガイドプレートなどの機械的な対策により、
生産工程での部品の脱落や廃棄物になることを
防ぎます。2021年の目標は、この廃棄物を

80％削減することです。

消費電力
機械やシステムの電力を削減しています。
エネルギー効率が 40％向上した射出成形機を
導入します。2021年には生産量を増やしながら、

エネルギー需要を 15％削減することを目標としています。
エネルギーバランス

1m³のプラスチックを製造するために必要なエ
ネルギーは、1m³の鉄やアルミニウムを製造す
るために必要なエネルギーの約 50%です。

目標 : 
2025年までに、私たちの建物と生産活動を
カーボンニュートラルにしたいと考えています。
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完全に統合された個々のジョ
イントにより、独自のロボット
キネマティクスを構築するこ
とができます

次世代の波動歯車、軽量で
高効率

メンテナンスフリーのドライギ
ア RL-P遊星ギアボックス（取
付サイズ 17）、小型・軽量設
計

ドライギアApiro 遊星ギアボッ
クス

シンプルで直感的な制御  
イグスのロボット制御ソフト
ウェアを無料ダウンロード

個別試験エリアサービス : お
客様のアプリケーションで試
験、無料

統合キット : MiR社 AGV用多
関節ロボット

統合キット : EPSON社ロボッ
ト用第 7軸

ドライリン Eモータショップ ド
ライリン E ホールセンサ /エ
ンコーダ＆ブレーキ付きモー
タ

省スペースで軽量

 

大きなステップダウン、75%
大きな
トルク

ReBeL 協働ロボット用モジュ
ラー式ギアボックスを組立ま
たは購入

ドライギア Apiro、ドライリン
送りねじとリニアアクチュエー
タへの接続

ドライギア Apiro 衛生的なデ
ザインを開発中

防滴仕様 ロボリンクRL-DP 簡単なロボット操作や組立作
業に最適 ドライリン スカラロ
ボット

URロボットの柔軟性向上 : 外
付けロボリンクD回転軸

あなたの RBTXpert: 固定価
格のリモート・インテグレー
ション、第 1ステップとしての
無料ビデオ・コンサルテーショ
ン

AGVによる自動化の選択肢
の拡大。AGVとロボリンク
DPのプラグアンドプレイキッ
トの統合
 

  

RBTXの 2年 概要

ローコストオートメーション ... ...
Apiro 接続 Apiro 衛生的なデザイン RL-DP-SW スカラロボット イグスロボットコントロール iRC カスタマーテストエリア MiR社 AGV用 EPSON
 240ページ ...  242ページ ...  244ページ ...  246ページ ...  248ページ ...  250ページ ...  252ページ ...  254ページ ...

ドライリン ドライブユニット ... LCA ... ローコストオートメーション ...
ホールセンサ /エンコーダ、ブレーキ付き モータ制御システム D2 遊星ギヤボックス ReBeL 波動歯車 ReBeL ロボットタイプ 波動歯車 遊星ギヤボックス Apiro ギヤボックス
 220ページ ...  222ページ ...  224ページ ...  228ページ ...  230ページ ...  234ページ ...  236ページ ...  238ページ ...

ローコストオートメーション ...
ユニバーサルロボット オンラインビデオ相談 プラグアンドプレイキットの統合 RBTXの 2年
 256ページ ...  258ページ ...  262ページ ...  264ページ ...

免責事項

法的情報：このカタログに記載されている情報、特にデザインセクションのデータは、記載されている製品に関する当社の現在［04/2021］の知
識に基づいています。

このカタログの情報は、特定の特性や特定の目的への適合性を法的に保証するものではありません。
絶えず技術的な改良が行われているため、当社はいつでも製品に技術的な変更を加える権利を有しています。
また、印刷ミスがある場合があります。

著作権について

このカタログに掲載されている記事や図表は、著作権により保護されています。著作権法で認められていない使用方法は、事前に igus GmbHの
書面による同意が必要です。これは、コンテンツの複製、加工、翻訳、保存、編集、および他のメディア（電子メディアを含む）、データベース
またはシステムへの転送に明示的に適用されます。
"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy 
chain",及び “motion plastics”は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー ", "isense", "smart cable chainflex"、及び "e-skin"は、イ
グス株式会社の登録商標です。
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伸縮型レールの製品ライン
アップ拡大 
ポリマー製 NTP-27-125

伸縮型レールの製品ライン
アップ拡大 : お好きなカラー
をお選びいただけます

丸軸リニアガイド ドライリン 
RW360CM  
精密かつ高剛性

ドライリン RJUMP ポリマー
製リニアハウジング

ドライスピン JGRM 送りねじ
ナット。頑丈、一般的なボー
ルねじと寸法互換性あり

薄型で頑丈。ドライリン SLW
スライドテーブルに新しい幅
を追加

ドライリン SLW ダブル送りね
じおよび幅広設計のキャリッ
ジ付きスライドテーブル

ショートキャリッジ付きスライ
ドテーブル。送りねじはすべ
り軸受またはボールベアリン
グでサポート

ドライリンEステッピングモー
タ ブレーキ付き
 

ドライリン Eモータショップ 
力強い駆動のためのドライリ
ン E ホール DCモータ

ドライリン Eモータ出力部 
- 多くの産業制御システムと
互換性あり

インクリメンタルエンコーダ
付きのドライリン Eステッピ
ングモータ 

ドライリン Tのカタログ製品
に白アルマイト処理のレール
を追加

ドライリンNに予圧型キャリッ
ジを追加

伸縮型プリズムレール 予圧
型

伸縮型レールに黒色を追加

FDA準拠、イグリデュール
A180製ベアリング

ドライスピン 新しい送りねじ
サイズでラインアップ拡大

ドライスピン多条ねじとナット
に新サイズを追加

ドライスピン多条ねじ用の射
出成形送りねじナット、非対
称形状のねじ山により長寿命

すぐに取付可能なドライリン
SLW XYテーブルの新しい取
付サイズ

クリック 1つでリニアユニット
を注文できます
 

ドライリン リニアユニット向け
製品検索

 

ドライリンEステッピングモー
タ シャフトシール仕様

... ドライリン送りねじ ... ... ドライリン ドライブユニット ...
ポリマー製ベアリング 送りねじ 送りねじナット ナット ねじ部機械加工 JGRM 送りねじナット SLW-16120 SLWT-16120 SLWC
 184ページ ...  188ページ ...  190ページ ...  192ページ ...  194ページ ...  198ページ ...  200ページ ...  202ページ ...

ドライリン リニアガイド ... ...
TS-CA レール 予圧型キャリッジ プリズム型の伸縮ガイド 伸縮ガイド NTP-27-125 NTP-27-150 丸軸用ベアリング 分割型リニアハウジング
 168ページ ...  170ページ ...  172ページ ...  174ページ ...  176ページ ...  178ページ ...  180ページ ...  182ページ ...

ドライリン ドライブユニット ... ...
SLW-XY オンラインショップ オンライン製品検索 シャフトシール付きモータ ブレーキ付きモータ ホールセンサ付きモータ モータアンプ エンコーダ付きモータ
 204ページ ...  206ページ ...  208ページ ...  210ページ ...  212ページ ...  214ページ ...  216ページ ...  218ページ ...
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Study：調整可能ベアリング

 

イグボール ESQM: 追尾式太
陽光発電向けピローブロック
ベアリング

耐紫外線性と低コスト、太陽
光発電向けイグリデュール P 
UV

FDA準拠パーツ付き ステンレ
ス製ガイドローラー

新しい内部設計のポリマー製
ボールトランスファ : 滑らかな
動作で高荷重を許容

クシロデュール K180製ボー
ルベアリング : 真空環境でガ
ス放出なし

クシロス試験施設での広範な
試験で、ケージ材質による
ボールベアリングの摩耗への
影響をテスト

ドライリンWに、サイズ
16-120のレールを追加

ドライリンW用新型クランプ
システム

薄型WWC-06-60キャリッジ ステンレス製分割交換式キャ
リッジ

WS-16,20,25用エンドキャッ
プ 

圧着ねじ式インサートで正確
な調整、個別のピッチ

 

金属ハウジングに内輪をはめ
込み

 

金属ハウジングに食品対応の
内輪をはめ込み

イグボール ESTM-xx-FC 食
品接触用ピローブロックベア
リング

非磁性で医療、半導体産業
向けのガラスボール付きポリ
マー製ガイドローラー

サンドブラスト加工でグリップ
力が 30%向上したアルミ
チューブ製ガイドローラー 

最高 150°Cまでの高温で使
用できるクシロス A500製
ボールベアリング付きステン
レス製ガイドローラー

静電気帯電防止、軽量なクシ
ロデュール F180製ボールベ
アリング付きカーボンチュー
ブ製ガイドローラー Ø30

ドライリンWに、サイズ
16-120用のキャリッジを追加

WJBMP-01-10 ポリマー製リ
ニアベアリング。軽量で長寿
命

直列組合せ型ハイブリッド
ローラーベアリング
 

i.Sense キャリッジ、LEDディ
スプレイ付き。ボタンを押す
だけで摩耗を確認

クシロス ボールベアリング ... ... ドライリン ...
PVC ガイドローラー サンドブラスト加工のガイドローラー A500ボールベアリング付き ESガイドローラー カーボンチューブ製ガイドローラー ボールトランスファ バージョンC クシロデュール K180製ボールベアリング クシロス 試験施設 ドライリンW リニアガイド
 132ページ ...  134ページ ...  136ページ ...  138ページ ...  140ページ ...  142ページ ...  144ページ ...  150ページ ...

イグボール 球面ベアリング ... ... クシロス ...
イグボール TDGM イグボール KARM/KCRM イグボール KARM/KCRM A160 イグボール ESTM-FC Study 調整 イグボール ESQM 耐候性のある素材 ES ガイドローラー
 114ページ ...  116ページ ...  118ページ ...  120ページ ...  122ページ ...  124ページ ...  126ページ ...  130ページ ...

ドライリン リニアガイド ... ...
ドライリンW リニアガイド 一体型ポリマー製ベアリング WJRM-51 ハイブリッドローラーベアリング i.Sense キャリッジ クランプ WW-HKx コンパクトキャリッジ 簡易交換式ベアリング エンドキャップ
 152ページ ...  154ページ ...  156ページ ...  158ページ ...  160ページ ...  162ページ ...  164ページ ...  166ページ ...
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300サイズ以上の製品ライン
アップから選べるイグフォー
ム S270製ギア 

300サイズ以上の製品ライン
アップから選べるイグテック
P360製ギア

イグリデュール A500製ギア 
食品機械向け

耐摩耗性に優れたイグリ
デュール F製ギア

レーザー焼結の食品対応パー
ツ

食品接触向けの青いオールラ
ウンダーフィラメント

強度が必要な部品向け、イグ
リデュール I150向けの相手
材

Tおよび ATタイミングプーリ
用 CADコンフィギュレータ

球面インサートベアリング用
ポリマー製ハウジング。ピ
ローブロック、取付穴 2個お
よび 4個の固定型フランジベ
アリング

Study：球面インサートベアリ
ングにセンサーを内蔵したイ
グボール 4.0

優れた費用対効果、迅速組
付け。イグリデュール Jおよ
び J4製球面インサートベアリ
ング

耐汚性の圧着用端部 アン
ダーカット付き、RN283製

無潤滑運転で低摩擦 大面積で摩擦が発生する箇所
向け

イグリデュール丸棒を使用し
た CNC加工サービス

静電気放電対策用

3Dプリントで最大 3mの耐摩
耗性部品

4Kマルチマテリアルプリント
は、耐摩耗性、インテリジェ
ント、高剛性を 1つの部品で
実現

3Dプリント製センサー付き耐
摩耗性部品

耐薬品性に優れたレーザー焼
結材料

ギア用 CADコンフィギュレー
タ

オンライン寿命予測計算にイ
グリデュール I8-ESDが追加

大きな節約を実現。無潤滑
のイグボール球面インサート
ベアリングについて

イグボール JEM-SP ポリマー
製球面インサートベアリング
付き鋳物ハウジング。ボール
ベアリングより8倍高耐久

イグリデュール 3Dプリント ... ...
大型コンポーネント 4Kマルチマテリアルプリント i.Sense イグリデュール I10 SLS材質 イグリデュール I6 SLS材質 イグリデュール I151 イグミッド P150 CADコンフィギュレータ
 80ページ ...  82ページ ...  84ページ ...  86ページ ...  88ページ ...  90ページ ...  92ページ ...  94ページ ...

イグリデュール 丸棒 ... イグリデュール ギア ...
イグリデュール JB プレート材 イグリデュール A160 シート スピードカット ESD トライボテープ イグフォーム S270 イグテック P360 イグリデュール A500 イグリデュール F
 60ページ ...  62ページ ...  64ページ ...  66ページ ...  70ページ ...  72ページ ...  74ページ ...  76ページ ...

イグリデュール 3Dプリント ... イグボール 球面ベアリング ... ...
CADコンフィギュレータ I8-ESDを寿命予測計算ツールで 100%無潤滑 鋳物ハウジング 樹脂製ハウジング Study：イグボール 4.0 球面インサートベアリング イグボール WDGM
 96ページ ...  98ページ ...  102ページ ...  104ページ ...  106ページ ...  108ページ ...  110ページ ...  112ページ ...
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巻線軸受
低コストな高荷重向け

優れた耐摩耗性材質 薬品環境向けに最適化 水中環境にも最適

薄型で低コストな取付サイズ 
ø 20-300mm

小型、軽量、優れた費用対
効果。歯付き PRT-04

固定位置が設定されたストッ
プモーション PRTで精密位置
決め

クリーンルーム用途対応

長寿命のイグリデュール J3
材質に新しくブラックが登場

食品業界で耐摩耗性を発揮 +250℃までの高温環境向け A500で目視検出が可能、
FDA準拠 

生産から使用、リサイクルま
でのサステナビリティ。イグ
スの取り組みはこちら。

+250°Cまでの高温環境向け
に最適化されたイグリデュー
ル材質

改正食品衛生法への適合が
確認された 4種類の材質

新サイズ追加 - i.Senseすべ
り軸受が摩耗状況を適時お知
らせ

新サイズ追加 - 汚れや埃の侵
入を防ぐ

 

部品の耐摩耗性を高めるコー
ティング材

部品の耐食性を高めるコー
ティング材

静電気帯電を避けるイグリ
デュール F3ローラー材質

 

イグリデュールデザイナー内
のファストラインサービス：特
注寸法の射出成形製すべり軸
受を短納期で 

イグリデュール ポリマー製すべり軸受 ... ...
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全新提案がここでご覧頂けます。

今年も、展示会の開催が難しい年となっています。今回、私たちは新提案のプレゼン
テーションをフルデジタルでスピード感を持って始めます。このカタログ、そしてバー
チャル展示会ブースで新提案をご覧いただけます。展示会はこのカタログと同様に、
新しくデザインされました。
カーボンニュートラルな企業を目指して、昨年は多くのプロジェクトや施策を実施しま
した。当社製品のサステナビリティへの取り組みについては、別の見開きページ（P12）
や製品の詳細をご覧ください。
過去 50年間、皆様のご協力により、私たちはエナジーチェーンを何度も改革してき
ました。今年誕生日を迎え、最新のエナジーチェーンにおいて、デジタルでクリーン
（「Reiner！」 IPAクリーンルーム・アワード）を実現しました。

もし必要なものが見つからない場合は、ぜひ私たちにご連絡ください。私たちは常に
新しいソリューションに興味を持っています。

革新的な一年になりますように。

フランク・ブラーゼ（Frank Blase）

モーション プラスチック
... それが私たちの使命です。
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