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Mobil SHCTM 500 Series （モービルSHC 500シリーズ）

／ EMGルブリカンツ ( 同 )

＜合成系耐摩耗性油圧作動油・先進の省エネタイプ＞ 524（VG32）
、 525（VG46）
、 526（VG68）
合成油を基油とした耐摩耗性合成系油圧作動油です。
低い流動点と高い粘度指数を持ち、極低温から高温まで優れた粘度特性で、潤滑油交換周期の延長と省エネを実現します。

問い合わせ先／カスタマーレスポンスセンター
TEL：0120-016-313 URL：https://www.emg-lube.jp/

Mobil DTE 10 ExcelTM Series（モービルDTE10エクセルシリーズ）

／ EMGルブリカンツ ( 同 )

＜非亜鉛系高粘度指数ロングライフ耐摩耗性油圧作動油・先進の省エネタイプ＞
最新の工業用および建設機械における高圧システムの要求を満たすべく、特別に処方された高性能な油圧作動油です。
高い粘度指数と優れたせん断安定性により油圧システムの効率を向上させ、優れた清浄分散性能とオイル寿命の延長を実
現します。

問い合わせ先／カスタマーレスポンスセンター
TEL：0120-016-313 URL：https://www.emg-lube.jp/

Mobil DTETM 20 Series（モービルDTE20シリーズ）

／ EMGルブリカンツ ( 同 )

< 耐摩耗性油圧作動油 > 21（VG10）、 22（VG22）、24（VG32）、 25（VG46）、 26（VG68）
優れた耐摩耗性と清浄分散性を持ち、油圧システム内部の清浄性を維持しながら、油圧機器を保護する性能に優れた耐摩
耗性油圧作動油です。
サーボバルブを持つ油圧システム等においてその効果を発揮します。

問い合わせ先／カスタマーレスポンスセンター
TEL：0120-016-313 URL：https://www.emg-lube.jp/
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ダフニースーパーハイドロHF-ST
－高引火点兼省エネ型非Zn系動油－

／出光興産㈱

ダフニースーパーハイドHF-STは引火点250℃以上を有する可燃性液体
類に分類され、さらに従来の鉱物油系油圧作動油と比較して省エネルギー
性を兼ね備えた、高引火点兼省エネ型非Zn系油圧作動油です。
■特長
• 引火点250℃以上を有するため、可燃性液体類に分類されます。
• 粘度指数が高いため、ウォーミングアップ時の動力損失を軽減できま
す。
• 優れた潤滑特性有しており、従来の油圧作動油と比べ油圧ポンプ等の
各種摩擦抵抗を低減し、電力消費の節減が可能です。
• 耐熱性に優れ、スラッジ生成が少なく、更油周期延長が可能です。
■粘度グレード：VG32、46、68
■荷姿：200L ドラム缶、20L ペール缶

問い合わせ先／潤滑油部
TEL：03-3213-3146 URL：http://www.idemitsu.co.jp/lube

ダフニービオスハイドロSE

－生分解性・難燃性作動油－

／出光興産㈱

ビオスハイドロSEは優れた生分解特性を有するため、万一漏洩したとし
ても一般作動油より自然界に与える影響は少なく、屋外で使用される機器
に適した環境にやさしい作動油です。
■特長
• 生分解に優れエコマーク認定を取得しています。
• 酸化安定性に優れる合成エステルを用いています。
• 粘度グレードVG32、46は引火点250℃以上を有するため、可燃性液体
類に分類されます。
■粘度グレード：32、46
■荷姿：200L ドラム缶、20L ペール缶
■エコマーク認定番号

問い合わせ先／潤滑油部
TEL：03-3213-3146 URL：http://www.idemitsu.co.jp/lube

産業用電動油圧ポンプ
「UP-73／UP-153／UP-223シリーズ」

／日東造機㈱

スーパーハイドロＡはあらゆる油圧装置、特に熱負荷を受けやすい高性能
高圧油圧装置に適用できる画期的な非Zn系耐熱耐摩耗性油圧作動油です。
■特長
• 耐熱耐摩耗性油圧作動油のため、スラッジの発生が少なく、タンクや
フィルターへのスラッジ付着量がほとんどありません。
• Zn系耐摩耗性油圧作動油と比較して、更油間隔を延長でき、配管系統
の目詰まりによるトラブルを防止します。
• 耐摩耗性に優れ、油圧ポンプ、モータならびにアクチュエータなどの
寿命延長を図ります。
• その他、耐熱耐摩耗性油圧作動油としての必要な特性を全て兼ね備え
ています。
■粘度グレード：22、32、46、68、100、150
■荷姿：200L ドラム缶、20L ペール缶

問い合わせ先／潤滑油部
TEL：03-3213-3146 URL：http://www.idemitsu.co.jp/lube
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高引火点型油圧作動油「コスモスーパーエポックUF32、UF46、UF68」

／コスモ石油ルブリカンツ㈱

「コスモスーパーエポックUF」は省電力対応、高引火点を兼ね備えた非
亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。「コスモスーパーエポックUF」シリーズ
では粘度グレードにVG32、VG46、VG68をラインナップしています。
引火点が250℃以上の作動油は、消防法上の危険物から除外されるため、
在庫管理や取扱上の各種規制が大幅に緩和されます。
特に「コスモスーパーエポックUF32」は最新技術によって製造された
高度精製基油を採用することでVG32と引火点250℃以上の両立を達成、
「コ
スモスーパーエポックUF」シリーズの特長である、「省電力」、「ロング
ライフ」の環境性能も継承することで、新たなステージでの環境貢献を提
案いたします。
■コスモスーパーエポックUFシリーズ
• UF32、UF46、UF68
• 可燃性液体類（非危険物）
■荷姿：20L、200L

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：0120-154-899 URL：http://www.cosmo-lube.co.jp

エコマーク認定商品：生分解性油圧作動油「コスモテラフルードE」

／コスモ石油ルブリカンツ㈱

「コスモテラフルードE」は、生分解性に優れた脂肪酸エステルを基油
とした油圧作動油です。万が一環境中に排出されても、生分解度が高いた
め環境にやさしいオイルとして、エコマーク商品として認定されている潤
滑油です。
「コスモテラフルードE」は、耐摩耗性、熱酸化安定性に優れ、厳しい
条件下での使用にも耐えうる高性能油圧作動油です。
■コスモテラフルードE：VG46、56
■荷姿：20L
■エコマーク認定番号：04110042、04110043

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：0120-154-899 URL：http://www.cosmo-lube.co.jp/

多目的工作機械潤滑油「コスモNEWマイティス－パー」

／コスモ石油ルブリカンツ㈱

「コスモ NEW マイティスーパー」は、機械の主要な四つの潤滑個所（軸
受・歯車・油圧装置・摺動面）を持つ工作機械の要求性能を十分に満足さ
せる多目的潤滑油です。
何種類も必要とされる工作機械潤滑油を統一する事が可能であり、油種
在庫の削減による潤滑油管理の合理化および使用油廃棄処理量の削減によ
る環境負荷低減が可能となります。
■コスモNEWマイティス－パー
VG2、5、10、22、32、46、68、100、150、220
■荷姿：20L、200L

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：0120-154-899 URL：http://www.cosmo-lube.co.jp/
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生分解性・難燃性油圧作動油ハイランドジネンTX 46、56

／JXTGエネルギー㈱

■特長
• 生分解性
エコマークの認定基準をクリアし、優れた生分解性を有しています。
• 難燃性
基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に
優れています。
• 優れた酸化安定性
高性能な酸化防止剤を配合しており、従来の脂肪酸エステル系作動油
よりも優れた酸化安定性を有しています。
• 優れた潤滑性
基油自体の油性効果に加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮し
ますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。
• 優れた金属材料との適合性
金属材料との適合性が良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質
に対してほとんど影響しません。

問い合わせ先／潤滑油販売部
TEL：03-6260-2012 URL：http://www.noe.jxtg-group.co.jp

食品機械用油圧作動油フードマシン ハイドロ32、46、68

／JXTGエネルギー㈱

■特長
• NSF登録品
米国NSFインターナショナル※ 1のH1グレード登録品のため、食品関連
の製造・包装・加工・洗浄などの機械に安心してご使用いただけます。
• HACCAP対応
世界的な衛生管理手法HACCAP ※ 2 に対応しています。
• 長寿命性
化学合成油を基油としており、鉱物系潤滑油と比較してロングライフ
性に優れた商品です。
• 優れた流動性と高い粘度指数
低温流動性と高い粘度指数のため、油圧装置の暖機運転時間を短縮で
きます。
また、屋外の油圧装置にも適しています。
※ 1 NAFインターナショナル：National Sanitation Foundation International（国際衛生科学財団）
※ 2 HACCAP：Hazard Analysis Critical Control Point（危害分析重要管理点）

問い合わせ先／潤滑油販売部
TEL：03-6260-2012 URL：http://www.noe.jxtg-group.co.jp

省エネルギー型耐摩耗性油圧作動油
・スーパーハイランドSE 22、32、46、56、68
・スーパーハイランドSE －Ｐ 32、46、56、68（可燃性液体類）

／JXTGエネルギー㈱

■特長

• 高い省エネルギー性
摩擦調整剤の配合により油圧ポンプ、バルブやアクチュエーター内の摩擦抵抗を
抑え、油圧システムの消費電力量を低減します。
• 長寿命性
高度水素化分解基油と新しいタイプの非Zn系添加剤を使用することにより、スラ
ッジの生成がきわめて少なく、高温高圧下での長時間の使用にも耐え、更油間隔
が長くなります。
• 優れた耐摩耗性
優れた耐摩耗性により油圧ポンプやバルブの摩耗を防ぎ、近年、高圧・高性能化
した油圧装置の性能を十分に発揮させます。
• 粘度指数が高く、流動点が低い
温度による粘度変化が小さく、広い温度範囲で常に円滑な作動環境を維持します。

問い合わせ先／潤滑油販売部
TEL：03-6260-2012 URL：http://www.noe.jxtg-group.co.jp
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クィントルブリック888シリーズ

／日本クエーカー・ケミカル㈱

クィントルブリック888シリーズは、火災の危険性がある用途での耐摩
耗性鉱物油系作動油に置き換わるものとして開発された合成エステル（脂
肪酸エステル）系作動油です。
また、クィントルブリック888シリーズは環境面で厳しい条件を要求さ
れる用途においても適応できる環境対応型油圧作動油でもあります。
■特長
• 難燃性でありFM認証を受けています。
• 皮膚への刺激性が少ない。
• 良好な生分解性を示し、エコマークを取得しています。
• 良好な廃水処理性を持っています。
• RTR法、労働安全衛生法に該当せず、安全性に優れています。
• 高引火点であり、消防法の危険物に該当しません。（指定可燃物）

TEL：072-992-1650

クィントルブリックGS-30

問い合わせ先
URL：http://www.quakerchem.co.jp

／日本クエーカー・ケミカル㈱
クィントルブリックGS-30は、生分解性を有する低粘度タイプの作動油
では適応が制限されていたニトリルゴムの使用が可能な生分解性油圧作動
油であり、シール、パッキンなどのゴム材質は一般鉱物油系作動油と同じ
ものが使用できます。
■特長
• 生分解性に優れ、エコマークを取得しています。
• 合成エステルタイプで低粘度（VG-30）でありながら、従来適応でき
なかったニトリルゴムが使用可能です。
• 良好な廃水処理性を持っており、水路へ漏洩しても水と混ざらず、回
収が容易です。
• RTR法、労働安全衛生法に該当せず、安全性に優れています。
• 高引火点であり、消防法の危険物に該当しません。（指定可燃物）

TEL：072-992-1650

クィントルブリック822-300J

問い合わせ先
URL：http://www.quakerchem.co.jp

／日本クエーカー・ケミカル㈱
クィントルブリック822-300Jは、天然油脂由来の原料を合成した脂肪
酸エステルをベースとる環境対応型難燃性油圧作動油として世界で始めて
クエーカーケミカル社にて開発された製品です。
他種の難燃性作動油に比較して、安全性、潤滑性、物性など種々の面で
優れた性質を有しており、もっともバランスのとれた作動油です。
■特長
• 難燃性の性能を有しています。
• 良好な生分解性を示し、エコマークを取得しています。
• 水路へ漏洩しても水と混ざらず、回収が容易です。
• 自社にて合成した高品質のエステルをベースオイルに採用しており、
優れた潤滑性を示します。
• PRTR法、労働安全衛生法に該当せず、安全性に優れています。
• 高引火点であり、消防法の危険物に該当しません。（指定可燃物）

TEL：072-992-1650
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水－グリコール系難燃性作動液「ハイドールHAW」

㈱MORESCO

ハイドールHAWは、水とグリコールを主成分とする水－グリコール系難
燃性作動液です｡潤滑性や耐熱・耐酸化安定性を著しく向上させることに
よって、吐出圧力21MPaでの実用性を確立しました。
■特長
• 難燃性作動液の中でも群を抜く優れた難燃性
• 吐出圧力14～21MPaの高圧領域でも使用可能な高い潤滑性
• 弊社独自のベース油による高い安全性と優れた安定性
• 油圧に使用される金属・ゴム材質に対する優れた適合性
■荷姿：18L 缶、200L ドラム缶

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：06-6262-3385 URL：http://www.moresco.co.jp/

高機能難燃性作動液「ハイドールPRO」

㈱MORESCO

ハイドールPROは、精密制御・高速射出・コンパクト設計など、進化続け
る油圧設備に最適な油圧作動液として開発した含水系難燃性作動液です。
■特長
• 消費電力削減
ベース油の配合を見直し、低粘度でありながらポンプ効率を維持。こ
れによって、油圧装置稼働時の消費電力を削減できます。
• 優れた性能
従来の水－グリコール系作動液と比べて安定性・潤滑性・防錆防食性
・ゴム適合性を向上しています。これによって、作動液の長寿命化、
油圧機器のトラブル減少、ホース破損に伴う作動液の漏れ量低減など
を実現しています。
■荷姿：18L 缶、200L ドラム缶

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：06-6262-3385 URL：http://www.moresco.co.jp/

脂肪酸エステル系難燃性作動油「ハイドールFA-46J」

㈱MORESCO

ハイドール FA-46J は、長年の作動油開発で培った経験、技術を基に開
発した、これまでにない脂肪酸エステル系難燃性作動油です。
■特長
• 群を抜く安定性
特殊なベース油を用い、更に高度な精製を行うことによって、非常に
優れた安定性を有しています。それにより油圧設備内で長期間性能を
維持することができます。
• 優れた潤滑性
潤滑性も他社の追随を許しません。優れた潤滑性は、油圧機器の寿命
延長、省電力に貢献し、設備保全において高い満足をお約束します。
• 高い安全性
VG46でありながら、高引火点（330℃）を実現。より安全を追求して
います。
■荷姿：200L ドラム缶

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：06-6262-3385 URL：http://www.moresco.co.jp/
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カシーダ フルードHF（ISO粘度グレード：15・32・46・68・100）

／㈱レッドアンドイエロー

食品・医薬品および、それらの包装資材の製造現場において使用可能な、
耐摩耗性の合成油圧作動油です。食品の風味への影響も少ない低臭の処方
となっております。処方される物質もFDAの基準を満たしており、安全・
安心を提供できます。また、以下の要件を充たします。
• ISO 6743/4HM
• DIN 52524HLPおよび HVLP （HVLPは粘度グレード15を除く）
• NSF H1登録 および NSF ISO 21469認証
• HALAL認証、KOSHER認証
優れた潤滑性能を有しており、機械寿命の延長ついてはメンテナンスに
よる機械停止時間の短縮による工場稼働率のアップが期待できます。グロ
ーバル製品であり海外での入手性も高い製品です。

問い合わせ先／営業部 販売 2 課
TEL：03-5531-5580 URL：www.rednyellow.co.jp

カシーダ フルードCR（ISO粘度グレード：32・46）

／㈱レッドアンドイエロー

食品・医薬品および、それらの包装資材の製造現場において使用可能な、
合成コンプレッサー油です。食品の風味への影響も少ない低臭の処方とな
っております。処方される物質もFDAの基準を満たしており、安全・安心
を提供できます。また、以下の要件を充たします。
• ISO 6743/3 DAG、DAHおよびDAJ
• NSF H1登録 および NSF ISO 21469認証
• HALAL認証、KOSHER認証
ベーン、スクリューなど回転式エアーコンプレッサーに向けて開発され
ています。オイルフリーコンプレッサーのギヤ油としても使用可能です。
グローバル製品であり海外での入手性も高い製品です。

問い合わせ先／営業部 販売 2 課
TEL：03-5531-5580 URL：www.rednyellow.co.jp

カシーダ フルードVP（ISO粘度グレード：68・100）

／㈱レッドアンドイエロー

食品・医薬品および、それらの包装資材の製造現場において使用可能な、
合成バキュームポンプ油です。食品の風味への影響も少ない低臭の処方と
なっております。処方される物質もFDAの基準を満たしており、安全・安
心を提供できます。また、以下の要件を充たします。
• NSF H1登録 および NSF ISO 21469認証
• HALAL認証、KOSHER認証
特にパッケージングにおいて使用される中真空度合のバキュームポンプ
に最適です。グローバル製品であり海外での入手性も高い製品です。

問い合わせ先／営業部 販売 2 課
TEL：03-5531-5580 URL：www.rednyellow.co.jp
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月刊「油空圧技術」製品ガイド８月号：作動油・潤滑油
生分解性作動油

「ミルルーブ®Eシリーズ」

／日油㈱

「ミルルーブ®Eシリーズ」は、高い生分解性、優れた潤滑性、難燃性を
有する環境対応型油圧作動油です。河川、海洋周辺で使用する油圧機械、
油圧機器用の作動油として最適です。
■粘度グレード
以下の粘度グレートをご用意しております。
• ミルルーブ®E-22A（ISO VG22相当）
• ミルルーブ®E-32A（ISO VG32相当）
• ミルルーブ®E-46A（ISO VG46相当）
• ミルルーブ®E-56A（ISO VG56相当）
• ミルルーブ®E-22A、E-32A、E-46A、E-56Aは、㈶日本環境協会より生
分解性潤滑油としてエコマーク認定されております。（認定番号：第
08110006号）
＜ミルルーブは日油㈱の登録商標です。＞

問い合わせ先／油化事業部
TEL：03-5424-6700 URL：http://www.nof.co.jp/

本書は金型の品質向上のための、金型材料（工具鋼）
、金型加工に関わる諸現象、特性評価および現場のメンテナンス技術を
紹介し、安定性の高い製品生産を望む企業にとって、有効に利用できる技術書として編集している。また、各章の理解度を高
めるために問題点の解決手法や読者の理解度を高めるために各章の問題を付けている。

日本工業出版㈱

フリーコール

0120-974-250 https://www.nikko-pb.co.jp/
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