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5 ポートソレノイドバルブ

SY3000 ／ 5000 Series

／ SMC ㈱

■概要
省エネ、省スペースタイプ／ 10mm・15mm 幅の５ポートソレノイド
バルブで
す。流量 UP によりバルブサイズダウンできます。
■特長
• 弁構造：弾性体シール、メタルシール
• シリンダ駆動サイズ
10mm 幅でφ 50 のシリンダ駆動が可能（300mm/s）
15mm 幅でφ 63 のシリンダ駆動が可能（300mm/s）
• 消費電力
0.1W（節電回路付） • 0.35W（標準回路）
• 寿命
7,000 万回（弾性体シール）、２億回（メタルシール）

問い合わせ先／お客様相談窓口
TEL：0120-837-838 URL：http://www.smcworld.com

5 ポートソレノイドバルブ

S0700 Series

／ SMC ㈱

■概要
７mm 幅の５ポートソレノイドバルブです。
■特長
• 弁構造：弾性体シール
• シリンダ駆動サイズ：～φ 25
• 消費電力：0.35W
• 豊富な集中配線方式のバリエーション
• スリムコンパクトマニホールド
設置スペース 45％減、高さ 20mm 低減（分割形マニホールド比較）
• マニホールドピッチ２種類選択可能
（プラグリードマニホールド一体形ベース）
7.5mm ピッチ、8.5mm ピッチ

問い合わせ先／お客様相談窓口
TEL：0120-837-838 URL：http://www.smcworld.com

パイロット・ポペット形 3 ポート電磁弁

／クロダニューマティクス㈱

＜ PV07 シリーズ＞
• 高速応答 ON/OFF 6ms
• コンパクト 幅 11mm PV07PS23（サブベース形）
幅 15mm PV07RS23（直接配管形）
• ラージフロー CV 0.35、450L/min at 0.5MPa
• 摺動のない独自のポペットシール構造により実現した主弁禁油仕様

問い合わせ先／カスタマーエクスペリエンス チーム
TEL：03-6328-4563
URL：http://www.parkerkuroda.com/japan/index.html
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小形 3 ポート電磁弁

Petit Valve （プチバルブ）

／㈱コガネイ

世界最小クラス、バルブ幅 5.9㎜、単体質量 4.5g の超小形 3 ポート電磁
弁装置、ユニットの小形化軽量化に貢献します。
■仕様
・使用流体：空気
・作動方式：直動形
・ポート数：3 ポート、2 ポジション
・流量特性：音速コンダクタンスＣ d㎥ /(s-bar)：0.02
・最高作動頻度：10Hz
・消費電力：0.5W
■バリエーションアップ
・正負圧仕様（－ 100kPa ～ 0.7MPa）
・一体形マニホールド
・直接配管ブロック
・プラスコモン、マイナスコモン コネクタ
一体形マニホールド

直接配管ブロック

5 ポートマニホールド電磁弁

問い合わせ先／技術サービスセンター
TEL：042-383-7172
URL：http://www.koganei.co.jp/

iB-ZERO （アイビー ゼロ）

／㈱コガネイ

世界初！オール樹脂一体成型本体を採用し薄形軽量化。シンプルな構造でマニホ
ールドの組立が簡単、短納期を実現します。全て継手内蔵タイプ。小径からφ 80
程度までのシリンダ制御に最適。
■仕様
・使用流体：空気
・作動方式：内部パイロット形
・ポート数：5ポート、2ポジション
・流量特性：継手φ 4㎜・5/32in 音速コンダクタンスＣ d㎥ /(s-bar)：0.8
継手φ 6㎜・1/4in 音速コンダクタンスＣ d㎥ /(s-bar)：1.6
継手φ 8㎜・5/16in 音速コンダクタンスＣ d㎥ /(s-bar)：2.0
・最高作動頻度：5Hz
・消費電力：0.55Ｗ
■バリエーションアップ
・インチサイズ継手を追加
出力ポート：5/32in、1/4in、5/16in
供給ポート：3/8in

問い合わせ先／技術サービスセンター
TEL：042-383-7172
URL：http://www.koganei.co.jp/

Ｅｔｈｅｒ CAT 対応 シリアル伝送子局 MN ４E‐T ７シリーズ

／ CKD ㈱

高速通信の EtherCA Ｔ通信対応で、バルブの省配線化・設置工数削減に
貢献します。
■特長
① 16 点、32 点出力が選択できます。
②小型化設計で省スペースに貢献します。
（高さ 40㎜、バルブ幅 MN3 ／ 4E00 7㎜ ・MN3 ／ 4E0
③アドレス設定は 2 通りに対応可能
・子局のスイッチで設定
・マスタから任意に設定

10㎜）

問い合わせ先／営業本部 販売促進部
TEL：0568‐74‐1304 URL：https://www.ckd.co.jp
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スプール位置検出機能付残圧排出弁 SNS シリーズ

／ CKD ㈱

安全規格 ISO13849‐1 に準拠した業界最小クラスの残圧排出弁です。
■特長
・主弁位置監視機能付スプール弁を採用、安全規格対応リミットスイッ
チにより、入力信号とバルブ作動の整合性が確認できます。
・面間寸法は従来製品に比べ 34％ダウンし、業界最小クラスです。
・FRL 機器とモジュラー接続ができ、配管スペースの削減とメンテナン
ス性の向上を実現します。
・大流量対応 音速コンダクタンス C ＝ 13［d㎥ /(s・bar)] 1 連タ
イプ
同
C ＝ 10［d㎥ /(s・bar)] ２連タイプ
・ISO13849-1 に対応した本製品を使用いただくことでお客様の装置の
スムーズな認証取得に貢献します。

問い合わせ先／営業本部 販売促進部
TEL：0568‐74‐1304 URL：https://www.ckd.co.jp

チェックバルブ（流量調整弁）SVK、SVKG、SVV シリーズ

／シュマルツ㈱

■概要
チェックバルブ SVK、SVKG、SVV シリーズは、ボールを内蔵した流量
調節バルブです。ワークに触れていない吸着パッドが同一回路内にある場
合に、エアのリークを抑制し、回路内の真空圧低下を抑えることによって
搬送を継続することが可能です。
真空パッドの不具合が起きたときの備えとして有効なだけでなく、複雑
な形状のワークを吸着する時の設計・設備コストを削減します。
流量固定型の SVK、SVKG シリーズと、流量調節が可能な SVV シリーズ
をラインアップしています。接続可能なネジ径は SVK、SVKG シリーズで
は M5、平行 1/8、平行 1/4、平行 3/8、平行 1/2 の中から選択する事が
できます。
アルミ製のため、SVK、SVKG シリーズはネジ径に応じて 2g ～ 48g、
SVV シリーズは 25g と軽量かつコンパクトです。

問い合わせ先／営業部 オートメーション課
TEL：045-565-5150 URL：http://www.schmalz.co.jp

比例制御電磁弁「ポジフロー」

／日本アスコ㈱

■概要
電磁弁で０～ 100％の間で自由に流量調整。
スムーズで滑らかに流量調整を遠隔制御が可能。
コンパクト・高精度。
温度センサや流量センサからのフィードバックでクローズドループ制御も可能。
■特長
• 0-10V、4-20mA、0-20mA 外部アナログシグナルによりコイル電流を調節
• コアを必要な位置（ストローク）まで任意に移動させることが可能
• オリフィスの開度制御により流量 0 ～ 100％範囲で無段階に制御
• コイル電流制御用電子制御ユニットが簡単な差込式で非常にコンパクト
• 制御入力シグナル 0 ～ 10V（DC）、4 ～ 20mA、0 ～ 20mA とも選択可能
• 急激な入力信号の変化に対してコア制御出力電流を緩和させるランプ（RAMP）
機能付
■用途例
鋳造設備の冷却水制御、クライオポンプの He ガス制御、半導体装置の冷却制御、
医療ガス混合装置の気体制御、オゾンガス発生装置の酸素制御、ガスクロマトグラフ
等分析装置のガス流量自動制御。

問い合わせ先／企画部マーケティング課
TEL：0798-67-7255 URL：http://www.ascojp.co.jp/
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2、3 方向ピストンバルブ（エアオペレートバルブ）

／日本アスコ㈱

■概要
蒸気や高粘度流体、腐食性流体などの制御が可能｡
長寿命 100 万回｡
■特長
・流体：蒸気、温水、油、高粘度流体、腐食性流体
・温度範囲：-10 ～ 184℃
・構造：直動形、ディスク下加圧でウォーターハンマー防止
・配管口径：1/2 ～ 2-1/2
・材質：ステンレススチール
■用途
・食品加工機
・化学装置のスチームライン制御
・工業用オートクレーブのスチーム制御

問い合わせ先／企画部マーケティング課
TEL：0798-67-7255 URL：http://www.ascojp.co.jp/

ワンタッチ継手内蔵型マニホールドタイプ電磁弁
「ソレノイドバルブ SVR10 シリーズ」

／㈱日本ピスコ

■特長
• バルブ高さは、42mm とコンパクト設計ながら大流量を確保。
• バルブタイプは９種類を用意。ツイン３方弁タイプなら１つのバルブで３
方弁２個分の仕事ができます。
• パイロットバルブ用のエアを独立させた外部パイロットエア仕様も用意。
これにより 0.2MPa 以下の微低圧エアの制御も可能です。
（パイロットバルブ切換には 0.2 Ｍ Pa 以上のエアが必要です。）
• マニホールドを任意の位置で分け、異なるエア圧を制御できる２圧対応タ
イプも用意しました。
• 配線方法は、D サブコネクタ仕様、フラットケーブル仕様、個別差込コネ
クタ仕様の３種類を用意しました。
• 継手はカートリッジタイプを使用し、後から継手サイズを変更することも
可能です。

問い合わせ先／本社営業部
TEL：0265-76-2511 URL：https://www.pisco.co.jp

低価格バルブ VUVG シリーズ

／フエスト㈱
■概要
VUVG シリーズは低価格、ハイパフォーマンス、長寿命です。
バルブ幅は 10mm で３方弁、２位置５方弁（シングル、ダブル）３位
置５方弁（クローズドセンタ、プレッシャセンタ、エキゾーストセンタ）
を用意しています。３方弁は１台のバルブボディの中に２台収納されてお
り、ノーマルクローズ２台、ノーマルオープン２台、ノーマルクローズ・
ノーマルオープン各１台の３種類があります。つまり、バルブ１台ぶんの
スペースで２台の能力を持たせることができます。最大流量は 380L/min
で、接続口径は M5 または M7 ですがΦ 4 またはΦ 6 のワンタッチコネク
タをセットにすることも可能です。
■仕様
• バルブタイプ：直接配管型、ベース配管型、PR ベース配管型
• 使用圧力範囲：－ 0.095 ～ 1.0MPa（外部パイロット時）

問い合わせ先／営業部
TEL：045-593-5611
URL：http://www.festo.com/INetDomino/jp/ja/company_portal_ jp.htm
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ジェットバルブ MHJ シリーズ

／フエスト㈱
■概要
ジェットバルブは米粒やコーヒー豆、プラスチック片、茶葉などの選別
を主な目的とした高速応答バルブです。直動式のグリス及びシールフリー
ポペットバルブをベースにしています。
バルブ幅 9mm と 10mm の２サイズがあり、応答時間は流量によって異
なりますが、全て 1msec 以下で繰返し精度は 0.1msec 以下となっています。
また、非常に長寿命で、50 億回の切換えテストをクリアしています。
標準流量は 50L/min、100L/min、150L/min の３種類があります。そ
れぞれに単体仕様とマニホールド仕様を用意しています。
■仕様
• バルブ機能 ：２方弁ノーマルクローズ
• 使用圧力範囲：0.05 ～ 0.6MPa

問い合わせ先／営業部
TEL：045-593-5611
URL：http://www.festo.com/INetDomino/jp/ja/company_portal_ jp.htm

ロックアウトバルブ

LOX® シリーズ

／ロス・アジア㈱

■概要
LOX® バルブ（Lock Out & eXhaust Valve）は、空気圧システムのメン
テナンス時、緊急時に回路内の残圧を短時間で開放し、安全を確保します。
■特長
• 一次側への供給圧力を遮断します。
• 回路内の二次側圧力（残圧）を排気します。
• 圧力開放位置でロックが可能です。
• 米国 OSHA 規格「29CFR1910.147」準拠

問い合わせ先／マーケティング部
TEL：042-778-7251 URL：http://rossasia.co.jp/

油圧ダブルバルブ HBB シリーズ

／ロス・アジア㈱

■概要
油圧ＨＢＢシリーズは、常時閉３ポート２位置方向制御ダブルバルブです。
バルブの二重化により、片側バルブが復帰不良 ( 閉じない ) でも、もう一方の正
常なバルブが復帰 ( 閉じる ) し、一次側のエネルギーを確実に遮断します ( 二次
側はタンク戻し )。各バルブには動作を出力するセンサを搭載し、外部モニタ回
路 ( 安全ＰＬＣ等 ) で制御・監視が可能です。
■特長
・外部モニタ回路 ( 安全 PLC 等 ) との接続によるバルブ動作監視・制御
・適切な回路との組み合わせで、PL“e”、カテゴリ４対応予定
・権限のない作業者によるバルブの設定変更を防ぐ不正操作防止機能付き
・回路保護用リリーフ弁を内蔵
■導入のメリット
メンテナンス時にバルブを閉じると、供給圧力を確実に遮断し二次側圧力を
タンクへ戻すことで動力を止めずに二次側での作業が可能となり、ダウンタイ
ムの削減に貢献します。

問い合わせ先／マーケティング部
TEL：042-778-7251 URL：http://rossasia.co.jp/
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