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AxisPro サーボパフォーマンス電磁比例制御切換弁

／イートン㈱

イートンの次世代型電磁比例弁は、精密な油圧システムのトータルコ
ントロールを実現し、時間、エネルギー、コストを節約します。
■特長
• 各種制御パラメータを組み込んだオンボードアンプは、初期の配線
やセットアップ時間を短縮します。
• LED 表示により、バルブの作動状況の診断が可能です。
• 各種センサを内蔵しており、精密な制御と正確なシステム状況の把
握が可能です（圧力センサ：P,A,B,T  温度センサ：T）。
• クラストップの耐環境特性（周囲温度：-25 ～ 85℃、IP67/65）に
より長期的な信頼性を保証します。
■主な用途
• 各種プレス機械、製鉄機械、成形機、試験装置、風力発電、他。

問い合わせ先／本社・東京営業所
TEL：03-5786-2560 URL：http://www.eaton.jp/

SiCV スクリューイン・カートリッジバルブ

／イートン㈱

イートンのスクリューイン・カートリッジバルブ（SiCV）は、70 年
以上にわたり、多くのお客様にご使用を頂いております。数多くの製品
を取り揃えており、お客様のご使用用途に最も適合する製品を選定して
して頂けます。
■特長
• 豊富な種類
各 種 制 御 バ ル ブ を、5 種 類 の バ ル ブ サ イ ズ で、 最 大 流 量 400L/
min、最高圧力 42MPa まで取り揃え、広範囲な用途に適した製品を
提供します。
• 小型、軽量
コンパクトな各種カートリッジ弁を使用した集積設計により、マニ
ホールドブロックアッシイの小型・軽量化が図れます。

問い合わせ先／本社・東京営業所
TEL：03-5786-2560 URL：http://www.eaton.jp/

サーボロジック弁

SLV シリーズ

／川崎重工業㈱

精密機械ビジネスセンター

SLV シリーズは、高圧、大流量に対応した産業機械用の高速制御ロジ
ック弁です。ストローク検出センサを内蔵し、開度を高精度で制御する
ことが可能です。
■仕様
最大流量：2,200L/min ～ 14,000L/min
最高圧力：41.2MPa
ステップ応答：30ms 以下
リーク量：1cm3/min 以下
■特長
• 高圧、高速、大流量の用途に最適です。
• リークが少なく、耐コンタミ性に優れます。
• メンテナンス性に配慮した構造を採用しています。

問い合わせ先
URL：http://www.khi.co.jp/kpm/
神戸本社 営業本部：TEL：078-360-8607
東京本社 営業本部：TEL：03-3435-6862
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SUN カートリッジバルブ／バルブブロック

／川崎重工業㈱ 精密機械ビジネスセンター

米国 SUN Hydraulics 社製のカートリッジバルブは、多くの建設機械
や産業車両、産業機械で採用されています。ご要望に応じて、各種バル
ブを組み合わせたバルブブロックとしても提供いたします。
■仕様
最大流量：40 ～ 760L/min
最高圧力：35MPa
■特長
• 豊富なバリエーションのカートリッジ弁をラインナップしています。
• 川崎重工の経験と技術、ノウハウを用い、最適なバルブブロックを
設計します。
• Kawasaki valve をはじめとする当社油圧機器製品と組合せ可能です。

問い合わせ先
URL：http://www.khi.co.jp/kpm/
神戸本社 営業本部：TEL：078-360-8607
東京本社 営業本部：TEL：03-3435-6862

比例方向流量制御弁／比例リリーフ弁（NG-3 ミニ／ NG-4 ミニ） ／ JPN ㈱
スイスのワンダフル WANDFLUH 社製のミニ油圧バルブ。
■特長
• 業界随一の小形省スペース設計で、防爆仕様も取り揃えています。
• デジタルアンプモジュール（SD7）との組み合わせにより、煩雑な
設定作業を効率的に行えます。
防爆比例リリーフ弁

問い合わせ先／ FA 事業部
TEL：03-3756-2313 URL：http://www.j-p-n.co.jp

防爆比例リリーフ弁

デジタルアンプモジュール／ SD7

／ JPN ㈱

無償ソフトウェアの使用により柔軟な設定が簡単に行え、迅速な立ち上げを可
能にします。
■仕様
供給電圧：DC24V（21 ～ 30V）/DC12V（10.5 ～ 15V）
消費電流：無負荷時≒ 40mA
最大時≒ 40mA ＋ 1.8mA（DC24V）/40mA ＋ 2.3mA（DC12V）
入力抵抗：電圧入力形 18K Ω以上／電流入力形 25K Ω
安定化出力電圧 ：DC10V（DC24V）/DC8V（DC12V）最大負荷 30mA
ソレノイド電流：最小電流値  Imin  ０～ 950mA 可変
最大電流値  Imax  Imin ～ 1.8A（DC24V）可変
/Imin ～ 2.3A（DC12V）可変
入力信号：４～＋ 20mA/ ０～＋ 20mA/ ０～＋ 10V/ −10 ～＋ 10V ソフトウ
ェアにより選択可能
シリアルインターフェース：USB（B Type）
デジタル入力：Hight ＝ C6 ～ 30V Low ＝ DC0 ～１V
デジタル出力：オープンコネクタ出力 Umax ＝ DC40V Imax ＝ 700mA
周辺温度：−20 ～ 60℃

問い合わせ先／ FA事業部
TEL：03-3756-2313 URL：http://www.j-p-n.co.jp
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電磁比例絞り弁（KSHP-G04、KSHP-G06）／コントローラ（ZHDD-A-10）／ダイキン工業㈱

KSHP-G04

ZHDD-A-10

電磁比例絞り弁と専用デジタルコントローラの組合せにより、アクチ
ュエータの往復動作を簡単に優れた再現性で制御します。
■特長
• 35MPa（06 サイズは 28MPa）の高圧に対応しており、プレス機な
どの高圧仕様の機器で使用できます。
• 水グリコール系作動油にも適合しており、鋳造機などの水グリコー
ル系作動油を使用する機器で使用できます。
• 専用デジタルコントローラは、使用用途に応じて「アナログ入力仕様」
と「接点入力仕様」の選択が可能です。
•「接点入力仕様」ではデジタル入力の組合せにより、A 側切換・B 側
切換のそれぞれで 16 種類 ( 合計 32 種類 ) の豊富な速度調整が可能
です。
■仕様
• KSHP-G04（最高使用圧力：35MPa、最大流量：180L/min）
• KSHP-G06（最高使用圧力：28MPa、最大流量：250L/min）

問い合わせ先／油機事業部 営業部
TEL：06-6378-8765 URL：http://www.daikinpmc.com/

油圧電磁切替弁「D1VW シリーズ」

／㈱ TAIYO

Parker 社のグローバルスタンダードモデルをリーズナブルな価格でご
提供。
Parker ネットワークにより全世界でメンテナンスが可能、また海外の
電圧にも幅広く対応。
他の Parker 製品との組み合わせにより、バルブユニットとしてトータ
ルソリューションをご提供いたします。
■特長
• メンテナンスに便利な DIN コネクタを標準採用
• ISO規格準拠品（ISO 4401）
• 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用（AC用）
• リーズナブルな価格でご提供

問い合わせ先／ TAIYO コンタクトセンター
TEL：06-4967-1111 URL：http://www.taiyo-ltd.co.jp

油圧比例弁／サーボ弁「DFV シリーズ」

／㈱ TAIYO

新たに油圧比例弁／サーボ弁（直動タイプ）を製品にラインアップ。比例弁は
アンプ一体形と従来の別置き形を用意し、サーボ弁はアンプ一体形でボイスコイル
を内蔵し高応答周波数を実現、アンプへのパラメータセットも無料配布している
「ProPxd ソフト」を使用することにより、PC より簡単に行えます。世界中にセー
ルス拠点を 持つ Parker 社の製品のため、世界中でメンテナンス対応が可能です。
■特長
＜油圧比例弁：DFB シリーズ＞
• 電子制御装置を本体に備えたパワーアンプ（OBE）搭載形と別置きとした非搭
載形が有り、別置き形用のアンプも用意
• 最高使用圧力：35MPa、定格流量レンジは 6L/min ～ 1，
000L/min とワイド
＜油圧サーボ弁：DFP シリーズ＞
• 高周波数応答を実現（D1FP シリーズ：350Hz/ ±５％入力 / 位相差− 90°
）
• 低ヒステリシスにより、制御性を大幅に向上。（D1FP シリーズ：0.05％以下）
• 最高使用圧力：35MPa、定格流量レンジは６L/min ～ 1，
000L/min とワイド
（最大推奨流量 3，
000L/min）

問い合わせ先／ TAIYO コンタクトセンター
TEL：06-4967-1111 URL：http://www.taiyo-ltd.co.jp
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ディジタル弁シリーズ D-CG、D-FG、D-XG 等

／東京計器㈱

動作の再現性に優れるステッピングモータを電磁アクチュエータとし
て採用することで、オープンループ制御でも優れた圧力・流量再現性を
実現した制御弁です。従来のリリーフ弁、流量制御弁に加えて、新たに
減圧弁 D-XG-8 がシリーズに加わりました。
■特長
• ヒステリシスと繰り返し性に優れています。
• ステッピングモータで 1 ステップずつ動作させていくため過渡特性
も極めて安定しています。
• バルブへの指令が確認できるインジケータを備えています。
• 原点復帰機構を備えており初期調整が容易です。また非常時に通電
が切れた場合も安全な状態に機構的に復帰します。

問い合わせ先／油圧制御システムカンパニー
TEL：03-3737-8616 URL：http://www.tokyo-keiki.co.jp/hyd/

TECNORD 社製

プロポーショナルバルブ

／ TOHTO ㈱

TECNORD社製プロポーショナルバルブを使用することにより圧力・
流量・方向切換を比例制御することができます。
■仕様
＜ IP-RDS-222（比例減圧弁）＞
IP-PRZ-T059（比例パイロット減圧弁）
• 最大使用圧力：280bar、最大流量：30L/min
＜ TDV100（ロードセンシング）＞
• 最大使用圧力：280bar、
• 最大入口流量：120L/min、最大出口流量：80L/min
■用途
• CVT トランスミッション
• ゼロオフセット

問い合わせ先／営業技術部
TEL：03-3768-2371 URL：http://www.tohto-hydraulics.co.jp/

TOHTO System Block (TSB)

／ TOHTO ㈱
TSB とは、自社で設計したマニホールドブロックに海外メーカーのバ
ルブを取り付けた油圧制御ブロックとなります。
■特長
• 油圧回路図・各仕様をもとにオーダーメイド製作
• 高圧（420bar）・大流量（500L/min）にも対応可能
• シリアルナンバーによる品質管理
• 建設機械・農業機械・産業機械等、幅広い分野での採用実績あり
• 下記メーカーから組み合わせ自由
DELTA POWER、TECNORD、Danfoss、DELTROL、ATOS
STERLING、TOGNELLA、ARON、SUN、BIERI 等

問い合わせ先／営業技術部
TEL：03-3768-2371 URL：http://www.tohto-hydraulics.co.jp/
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電磁バルブ

NSS50 シリーズ

／ナブテスコ㈱

電磁・手動レバー操作併用可能なコントロールバルブです。
■特長
• コンパクトサイズにより、省スペース化が可能です。
• シーケンス弁を内蔵しており、パイロット用油圧源が不要です。
• スプールストロークが大きいため、流量制御範囲が広く、操作性に
   優れています。
■仕様
• 定格流量：50L/min
• 定格圧力：20.6MPa

問い合わせ先／パワーコントロールカンパニー 営業部
TEL：03-5213-1152 URL：http://www.nabtesco.com/

ローダ系機械用コントロールバルブ

SLV75

／ナブテスコ㈱

ローダ系機械のブームとバケットシリンダの同時水平制御（セルフレベ
リング）機能等を備えた専用コントロールバルブです。
従来メインバルブと複数の油圧機器を組み合わせて実現していた機能
をコンパクトに一体化し、省配管、省スペースを実現します。
■特長
• ブーム操作のみでバケットシリンダを連動させ水平制御を行います。
• 電磁操作によるブームフロート機能を標準搭載しています。
• サービス用バルブを１連標準搭載しています。
• ブームの緊急降下弁が搭載可能です。
■仕様
• 定格流量：75L/min
• 定格圧力：24.5MPa

問い合わせ先／パワーコントロールカンパニー 営業部
TEL：03-5213-1152 URL：http://www.nabtesco.com/

シャット・オフ弁（型番：LVS*-20**-）

／冨士エンジニアリング㈱

■特長
• シングルソレノイド操作スプリングオフセット型二方向切換弁です。
• 球状ポペットによりフルードを完全閉止します。
• A・B ポート間、どちらの方向にも流せるので、応用範囲が広く各種
   油圧回路の改造にも最適です。
■仕様
• 圧力：14、35、70MPa
• 呼び径：1/4、3/8、1/2、3/4 インチ
• 電圧：AC100、200、DC12、24V etc.

問い合わせ先／営業部
TEL：0296-57-9977
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3 ウェー切換弁（型番：LVSH-50*G-）

／冨士エンジニアリンク㈱

■特長
• シングルソレノイド操作三方尚切換弁です。
• 初期状態は、スプリング力により球状ポペットが C・A 間を完全閉   
止していると同時に C・B 間は流路が確保されています。
• ソレノイドに通電すると C・A 間は流路が開きます。この通電をや
めると初期状態に戻ります。尚、A・C ポート間および B・C 間は、
どちらの方向にもフルードを流せます。
■仕様
• 圧力：35MPa
• 呼び径：1/4、3/8、1/2 インチ
• 電圧：AC100、200、DC12、24V etc.

問い合わせ先／営業部
TEL：0296-57-9977

油圧用 35MPa 電磁操作ストップバルブ HSOH シリーズ

／廣瀬バルブ工業㈱

35MPa 仕様の電磁操作ストップバルブに 06 サイズを新たにラインナ
ップ致しました。02 サイズ、03 サイズ、06 サイズと幅広い仕様に対
応して、お客様の様々な回路構成に貢献します。
■特長
• 使い易さはそのままに、更なる高圧化を実現しました。
• 優れた安定作動を実現、確実な応答性能を有します。
• 35MPa 加逆時でも、それぞれ両方向流れに対応して、油圧の流れ
を完全遮断致します。
■仕様
• 最高使用圧力：35MPa
• 最大流量：02 サイズ（8A）……30L/min
03 サイズ（10A）……70L/min
06 サイズ（20A）……180L/min
• 接続形：ガスケット形（ISO 準拠）、ねじ込み形（Rc ねじ、G ねじ）
• 電圧：AC100V、200V、DC12V、24V 他 防爆仕様にも対応。

問い合わせ先／営業部
TEL：0749-23-5450 URL：http://www.hirose-valves.co.jp

油圧用大流量プレフィルバルブ HIPF シリーズ

／廣瀬バルブ工業㈱

当社のプレフィルバルブはお客様のニーズにお応えするため、小型弁
から大型弁まで取り揃えています。バルブのことなら何でもヒロセバル
ブへお問い合わせ下さい。
■特長
• 構造がシンプルで高い耐久性を備えています。
• 低圧損で大流量です。
• 封入圧力降下特性が優れています。
■仕様
• 最高使用圧力：35MPa
• 最大流量：8,000L/min
• 最大 12,000L/min 仕様も対応可能です。

問い合わせ先／営業部
TEL：0749-23-5450 URL:http：//www.hirose-valves.co.jp
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低電力形ソレノイドバルブ

／㈱不二越
低電力形ソレノイドバルブである SE シリーズ（配線方式：集中端子箱）
に SED シリーズ（配線方式：DIN コネクタ）を追加しました。
さまざまな用途に応じて配線方式をお選びいただけます。
■特長
• 5W クラス最大の最高使用圧力・最大流量・許容背圧
• CE マーキングに適合
• サージレス回路を標準で装備
• プログラマブルコントローラ等の出力回路で直接駆動が可能
■仕様
• 最高使用圧力：16MPa、最大流量：40L/min
• 許容背圧：16MPa
• 消費電力：4.8W（DC24V）

問い合わせ先／油圧事業部 油圧企画部
TEL：076-438-8970 URL：http://www.nachi-fujikoshi.co.jp

二速制御モジュラーバルブ

／㈱不二越
アクチュエータの速度制御をソレノイドバルブによって二段階に切り換
えるバルブです。
従来、アクチュエータの速度を二段階に切り換える場合、２台のソレノ
イドバルブと絞り弁を組み合わせていたので２連分のスペースが必要でし
た。
このバルブを使うことで１連のスペースで二速制御回路が構成できます。
■特長
• 二速制御回路をバルブ一連のスペースで構成が可能
• メータイン／メータアウト回路で使用が可能
• ソレノイドは DINコネクタ採用で、コネクタの向きを自由に変更可能
■仕様
• 最高使用圧力：21MPa、最大流量：30L/min
• 流量制御回路：A/Bポートのメータイン /メータアウト

問い合わせ先／油圧事業部 油圧企画部
TEL：076-438-8970 URL：http://www.nachi-fujikoshi.co.jp

IO-Link インターフェース対応バルブ

／ボッシュ・レックスロス㈱

ボッシュ レックスロスは、オープンスタンダードな IO-Linkに対応する
油圧製品 (制御弁・センサなど )の開発を進めています。IO-Linkの標準化設
計により、コストダウンが可能となり、かつプラグ＆プレイでの設置作業
が容易となります。
現在、IO-Link対応の高応答弁と圧力センサの販売を順次開始いたします。
また IO-Linkマスターには、当社コントローラーの IndraControl S67Sを用意
しています。
【IO-Link 対応制御弁】
• 4WRPEH 6-3X
• 4WRLE 10～ 35
• 4WRPH 10
  • 4WRPE 10-3X
【IO-Link 対応 圧力センサ】
• 圧力スイッチ HEDE 10
【IO-Link マスター】
•  IndraControl S67S

問い合わせ先／産機油圧統括 営業技術部
TEL：03-5485-7147 URL： http://www.boschrexroth.co.jp
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月刊「油空圧技術」製品ガイド 1 月号：油圧バルブ
コントロールブロック

EDC

／ボッシュ・レックスロス㈱

ボッシュレックスロスのコントロールブロック EDC は、中小型の産
業／建設車両に最適なフローシェアタイプ＋ダイレクト駆動の電磁比例
切換弁です。複数のアクチュエータを同時に指令した速度に制御でき、
同時操作時にポンプ流量が不足しても、アクチュエータの相対速度を維
持して制御することが可能です。またオプションとして、スプール位置
センサ（ホール効果センサ）の取付けが可能です。
■仕様
• 定格圧力：31MPa
• 定格流量：58L/min
• 手動操作：プッシュボタン、ねじ込み、レバー操作
• 電源電圧：DC：12、13、24、27、48、110
• 指令電流：1.76A（DC12V)、0.88A（DC24V）

問い合わせ先／産機油圧統括 営業技術部
TEL：03-5485-7147 URL： http://www.boschrexroth.co.jp

01 シリーズモジュラー弁（高圧形）

／油研工業㈱

01 シリーズモジュラー弁（高圧形）は、旧デザインに対し高圧・大
流量化を図った製品です。
■特長
• 高圧化
旧デザインの最高使用圧力 31.5 MPa に対し、35 MPa と高圧化を図
っています。
• 大流量化
旧デザインの最大流量 60 L/min に対し、80 L/min と高流量化を図
っています（機種により最大流量値は、変わります）。
• 豊富な機種
圧力制御弁、流量制御弁、方向制御弁と機種が豊富であり、油圧回
路構成の簡素化に貢献します。
■用途
工作・鍛圧・圧延機械 / その他一般機械

問い合わせ先／販売促進課営業技術 G
TEL：03-3432-2115 URL：http://www.yuken.co.jp

高応答比例電磁式方向・流量制御弁

／油研工業㈱

高応答比例電磁式方向・流量制御弁は、従来の ELDFG/ELDFHG シリ
ーズが持つ高応答を特長とし、さらにアンプを搭載した製品です。アン
プを搭載することにより配線が簡素化され、簡便な操作性を実現してい
ます。
• 高応答
スプール位置検出差動トランスを組み合わせることにより、クロー
ズドループを構成し、フィードバック制御が可能となり簡易サーボ
弁並の高応答性を実現しています。
ELDFG-01EH：80Hz/-90°、ELDFG-03EH：50Hz/-90°
ELDFHG-03EH：55Hz/-90°、ELDFHG-04EH：51Hz/-90°
ELDFHG-06EH：50Hz/-90°、ELDFHG-10EH：33Hz/-90°
★いずれも振幅± 25％
• 簡単・便利
直流 24V 電源を供給し、指令信号を入力するだけで油圧システムを
高精度化することが出来ます。

問い合わせ先／販売促進課営業技術Ｇ
TEL：03-3432-2115 URL：http://www.yuken.co.jp
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