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ご来場ありがとうございました
4 月にポートメッセなごやで開催されました
「第 6 回 名古屋機械要素技術展（M-Tech
NAGOYA）」では、弊社ブースにお立ち寄り
いただき、誠にありがとうございました。
会場では弊社オリジナル商品「クイッククラン
パー ®」のエレメントやユニット品をはじめ、
これら製品の特性を活かしたデモ機を多数展
示いたしました。
中でも 、ボールスプラインと組み合わせ、ス
ラスト方向と回転方向を固定する「フレキシ
ブルグリッパー」や、様々なワークを下支え可
能な「フレキシブルアジャスター」
、「ならい
ユニット体感デモ機」は沢山のお客様にご興
味とご好評を頂きました。心より感謝を申し
上げます。

ブース内の様子

次回出展予定

会場：インテックス大阪
会期：2021 年 10 月 6 日（水）〜 8 日（金）

ご来場心よりお待ちしております

今後ともお客様のご要望を承り、よりよいご
提案ができますよう努力して参る所存でござ
います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

新作デモ機紹介（名古屋 M-Tech2021 編）

Quick
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4 月に開催された名古屋 M-Tech に展示した新作デモ機「フレキシブルグリッパー」
「フレキシブルアジャ
スター」「ならいユニット体感デモ機」をご紹介いたします。

【2way/ 固定】

フレキシブルグリッパー
エレメントとボールスプライン LFH-X を組み合わせ、

エレ

メ ント

スラスト方向と回転方向の両方を固定するユニット。
ユニット下部のレバーを握ることで、簡単にアンクラン
プ可能です。
背面についたコの字型の部品でドアを掴んで固定。1 軸
に 2 個使用することで、様々な形状・サイズのドアに
対応可能となります。

【1way/ 支持】

エレメント

フレキシブルアジャスター
無段階に高さを調節できるワーク支持用ユニット。
マグネットスタンドに取付け、プレートを摘まんで自由
に高さを変更できます。微調整用のねじがついているの
で、ワークの平行出しも簡単です。
3 台を使用することで、3 点接触となり、様々な形状の
ワークを安定して支えることが可能です。
真空吸着スタンドと組み合わせれば、石定盤やセラミッ
ク定盤でも使用可能です。

【1way/ 吸着・搬送】

アンクランプボタン

ならいユニット体感デモ機
ならいユニットによる吸着・搬送をご体感いただけるデ
モ機。下表のワーク仕様の範囲であれば、お客様のワー
クでも吸着デモが可能です。

サイズ（mm）

縦 600× 横 600 × 高さ 400
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簡単精製

窒素ガス
精製ユニット

窒素
酸素

ボンベや大きな設備を使用すること

2021
愛知環境賞

なく手軽に窒素ガスを精製。

金賞

NS series

圧縮空気

酸素
富化ガス

酸素を透過しやすい性質の中空糸分
離膜を利用し、窒素富化ガスを取り
出します。

受賞

酸素
富化ガス

窒素富化ガス

省工数・省配管・省スペース
電源不要。圧縮空気を供給するだけ
で窒素富化ガスが得られます。
システム機器の提供により設計・配
管が容易です。
小形・軽量のため、装置の近くに設
置可能。窒素専用の長配管工事不要。

圧縮空気を
つなぐだけ

従来

NS series
窒素濃度の立ち上がりが早い

長配管のため窒素濃度の立ち上がりが遅い

コンプレッサ
装置

装置
エアドライヤ

圧縮空気

窒素

窒素

低コスト・省工数

NEW 横置きタイプ

維持費はエアコンプレッサの電気代
だけ。
ボンベの補充費用など継続したコス
トは発生しません。残量管理、交換
業務も不要です。

デッドスペースへの設置

窒素ガスボンベとのガス単価比較

90％以上のコストダウン
NS
シリーズ
窒素ガス
ボンベ
０

装置へのビルトイン設置

5０

ギヤモータ
ラインナップのご案内
平行軸・同心軸

アステロ ® ギヤモータ

プレスト® NEO ギヤモータ

アルタックス® NEO

●容

●容

●容

量：6 〜 90W

● 減速比：3

量：40W 〜 2.2kW

● 減速比：3

〜 200

〜 200

量：40W 〜 3.7kW

● 減速比：3

〜 1003

直交軸

アステロ ® ギヤモータ

ハイポニック減速機 ®

●容

●容

量：25 〜 90W

● 減速比：5

10０

※窒素濃度 99％で、窒素ガスボンベのガス単価を 100 とした場合の比較

〜 240

量：15W 〜 11kW

● 減速比：5

〜 1440

ルクレス座
目：ヘ
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名称：ヘルクレス座

主な恒星の数 ：22 個

季節：夏

概略位置

：赤経 17h10m ／赤緯 +27°

波乱万丈の英雄
ヘルクレス座の元になったヘラクレスは、とりわけ名の知
られた英雄です。全知全能の神ゼウスと、メデューサ退治
で知られる英雄ペルセウスの孫娘の間に生まれ、ケンタウ
ロス族のケイローンに師事した生粋の武人です。
ゼウスの正妻であるヘラは、夫の浮気の結果生まれたヘラ
クレスを憎んでいました。ヘラの奸計により、ヘラクレス
は我が子を殺めてしまいます。
贖罪のため化け物退治などに挑んだヘラクレスは、輝かし
い 12 の偉業を打ち立てます。先月号でご紹介したうみへ
び座のヒュドラ退治も、この偉業の 1 つです。
死後に神となったヘラクレスはヘラと和解し、その娘を妻
として娶ったといわれています。

うみへび座とかに座の他、しし座とりゅう座も
ヘラクレスに倒された怪物が元になっています
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でひとやすみ
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見て、こり、
ほぐしませんか？

今日も雨

今月の見てひとやすみは梅雨です。春もいつの間にか終盤に入り、もうすぐ梅雨入りです。昨年は早いところで
は5月から始まり、遅くても8月までには終わっていました。
みなさんは雨がお好きですか？私は毎日続くと少し憂鬱になりますが、たまに雨が上がった後の心地よさはとて
も好きです。(榎本)
今月のTOP絵の七十二侯は、
「腐草為螢（くされたるくさほたるとなる）
」
「菖蒲華（あやめはなさく）
」です。昔は枯れ
た草が蛍になると信じられていました。無機物から命が生まれるという自然発生説です。他にも、果実が陸に落ちれば鳥に、
海に落ちれば魚になると言われていました。現代の生物学からすると荒唐無稽ですが、本当にそういう世界があったら、
とても幻想的で面白いなと思います。
（幸坂)
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