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低トルク回転・揺動シール

SPNR2

／ NOK㈱

■特長
摺動材に特殊樹脂を使用しており、従来品（NOK SPNR型）に対し、
耐圧性と摺動特性を向上したパッキンです。
耐摩耗性、耐はみ出し性に優れ、高圧での回転・揺動運動でも安定し
たシール性を発揮します。
■仕様
シ ー ル リ ン グ（ ポ リ エ チ レ ン 樹 脂：33WA） と O リ ン グ（NBR：
A305）の組合せシールです。
圧力でシールが溝内で挙動し、受圧面積を低減することにより低トル
クを実現しました。
圧力：～ 30MPa
温度：～ 80℃

問い合わせ先／お客様相談室
TEL：0120-416-099 URL：http://www.nok.co.jp

屋外用ウレタンダストシール

LBIK

／ NOK㈱

■特長
アイアンラバー適応による耐摩耗性、ロッドシールへの保護性能向上
アイアンラバー製金属環付のダストシール（DKBI 型）同等（耐ダス
ト性・作動性・耐へたり性）以上の性能を確認
■仕様
パッキンとして実績のあるアイアンラバー U801 を使用
金属環を使用せず、ウレタン単体化による低コストを実現
屋外機器での用途に対応した汎用性の高い形状（装着部寸法は、ゴム
製ダストシール（LBHK）と同一）

問い合わせ先／お客様相談室
TEL：0120-416-099 URL：http://www.nok.co.jp

耐熱ウレタンパッキン材

UH05

／ NOK㈱

■特長
NOKの高度な合成ゴム加工技術により、従来の耐熱温度をはるかに超え
るワイドレンジの耐熱ウレタンパッキン材です。
■仕様

問い合わせ先／お客様相談室
TEL：0120-416-099 URL：http://www.nok.co.jp
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空気圧シリンダー用ピストンパッキン「OPA」

／協和シール工業㈱

■概要
OPAパッキンは、JFPSの規格に準拠したワンリングタイプのピストンパ
ッキンです。特殊配合材料及び独自の断面形状により、摺動抵抗が低く高
耐久性があります。また特殊配合の高耐久性材は幅広い温度領域に使用可
能です。
■仕様
使用圧力：0 ～ 1MPa
使用速度：1m/s 以下
温度範囲：－ 40 ～ 150℃（高耐久性材）
サ イ ズ：φ 10 ～ 300（詳細はカタログ参照）

問い合わせ先／営業部
TEL：025-259-5776 URL：http://www.kyowa-seal.co.jp

空気圧シリンダー用ロッドパッキン「ORA」

／協和シール工業㈱

■概要
ORAパッキンは、JFPSの規格に準拠したワンリングタイプのロッドパッ
キンで、圧力シールとダストシールを一体にしたものです。特殊配合材料
及び独自の断面形状により、摺動抵抗が低く高耐久性があります。また特
殊配合の高耐久性材は幅広い温度領域に使用可能です。
■仕様
使用圧力：0 ～ 1MPa
使用速度：1m/s 以下
温度範囲：－ 40 ～ 150℃（高耐久性材）
サ イ ズ：φ 6 ～ 45（詳細はカタログ参照）

問い合わせ先／営業部
TEL：025-259-5776 URL：http://www.kyowa-seal.co.jp

空気圧用Ｙパッキン「KSY」シリーズ

／協和シール工業㈱

■概要
KSYパッキンは、JIS B 2401のＯリング溝に使用できるコンパクトなＹ
パッキンです。使用用途により、汎用タイプ（A）
、低摺動タイプ（N）
、ピ
ストン専用（P）とロッド専用タイプ（R）があります。一般的なニトリル
ゴムの他、高耐久性材や多くの材質で製作可能です。
■仕様
使用圧力：0 ～ 1MPa（KSYNは0.8MPa以下）
使用速度：0.7m/s 以下（KSYNは0.5m/s以下）
温度範囲：使用材質による
サ イ ズ：φ 3 ～ 30程度（詳細はカタログ参照）

問い合わせ先／営業部
TEL：025-259-5776 URL：http://www.kyowa-seal.co.jp
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ソフトワイパ ～繊維複合体の弾性体ダストワイパ・潤滑供給システム～

／㈱阪上製作所

■特長
外部からの塵埃の侵入を防止：油空圧シリンダ、電動アクチュエータ
（ボールネジ）、リニアガイドに等に最適です。
髪の毛・繊維屑・微細鉄粉／粉体・紙粉等を繊維複合体に絡め取るこ
とで機能を発揮します。
グリース・オイルなどを含浸させることにより、潤滑供給／保持シス
テムとしても機能し、耐久性の向上としゅう動面の黒ズミ汚れを低減
します。
希望の形状に製作（専用抜型が必要になります）が可能です。
■仕様
材
質：BF001（ポリエステル繊維複合体）
温
度：－ 30 ～ 80℃
適用流体：一般石油系作動油、一般鉱油系グリース

問い合わせ先／営業本部
TEL：03-3625-1111 URL：http://www.sakagami-ltd.co.jp

SMDスクレーパ ～高速・低速・高頻度用（ロッド専用）ダストシール～

／㈱阪上製作所

■特長
SMDスクレーパは、エスフロン（PTFE）製シールリングとＯリング
を組合せたはめ込みタイプのロッド専用ダストシールです。
エスフロン材質の優れた作動特性で、高速・低速（耐スティックスリ
ップ性）・高頻度条件での使用や潤滑状態が悪い条件下で使用できま
す。また、固くこびり付いた泥や氷が付着した場合に優れた掻き取り
性能を発揮します。
■仕様
材
質：シールリング／ PT165（特殊充填材入りPTFE）
Ｏリング／ NBR Hs70
速
度：3m/s
温
度：－ 30 ～ 100℃
適用流体： 一般石油系作動油、水－グリコール系作動油、水－エマル
ジョン系作動油

問い合わせ先／営業本部
TEL：03-3625-1111 URL：http://www.sakagami-ltd.co.jp

STC ～高密封タイプの回転用（ロッド専用）シール～

／㈱阪上製作所

■特長
STCシールは、エスフロン（PTFE）製シールリングとＯリングを組合
わせたロッド専用の回転用シールです。
シールリング材質／ PT174の優れた摺動特性を活かし、さらにロッド
と接触するシールリングの内周面に独特の形状設計をもたせることで
同タイプの従来型シールに比べ密封性能を向上させました。
外しゅう用も製作可能です。ご相談ください。
■仕様
材
質：シールリング／ PT174（特殊充填材入りPTFE）
Ｏリング／ NBR（耐熱・塩素系クーラント液：FKM）
圧
力：常用10MPa（最高21MPa）
速
度：0.3m/s
温
度：－ 20 ～ 100℃（－ 5 ～ 150℃）
適用流体：一般石油系作動油、クーラント液（塩素系仕様：FKM）

問い合わせ先／営業本部
TEL：03-3625-1111 URL：http://www.sakagami-ltd.co.jp
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カスタムエンジニアリングシール

／日本エスケイエフ㈱

■概要
SKFは、高度化、多様化するシールニーズにお答えする為に、かつてな
いシール製品を、高付加価値とグローバルテクノロジーと共にお届けいた
します。従来の金型製造工程から一線を画した加工プロセスである、シー
ルジェットシステムによって、樹脂材、合成ゴム材、ポリウレタンなどの
多彩な素材バリエーションを、1pcから独自の加工装置で切削加工いたし
ます。
■仕様
お客様の要求仕様に応じてソリューション提案いたします。
シール形状：制限無し
シール寸法：最大径 4,000mm
シール素材：30 種類以上
高機能シールによる、アプリケーションの機能強化。
サービスライフの長期化による生産性向上、補修コスト削減。

問い合わせ先／マーケティング部
TEL：045-478-2700 URL：http://www.skf.jp

オイルシール

HMS5

HMSA10

／日本エスケイエフ㈱

■概要
ベアリングの寿命は、内部潤滑の流出、および外部からの異物の進入により
大きく損なわれます。その為、産業機械の回転部に多用されているオイルシー
ルは、熱膨張や振動、機器側のフレなどに追随しながらシール機能を発揮する
ことが求められます。
SKFは多岐にわたる要件に適応する高機能オイルシールをご紹介いたしま
す。
特にシール材の改良に伴う、合成油材・経年変化への優れた耐性、磨耗特性や、
改良された形状による、向上したポンピング能力（シール性）などが特徴です。
■仕様
シール形状：HMS5ダストリップ無し HMSA10ダストリップリップ有り
シール素材：NBR（ニトリルゴムクレード）FKM（フッ素ゴムグレード）
シール寸法：軸径250mmまでのISO
DIN溝への対応が完了。

問い合わせ先／マーケティング部
TEL：045-478-2700 URL：http://www.skf.jp

SKF SPEEDI-SLEEVE

／日本エスケイエフ㈱
■概要
SKF SPEEDI-SLEEVEはシャフトの磨耗に起因する問題解決に実績のあるソリ
ューションです。オイルシールなどとの摺動により傷ついたシャフトを、追加
補修無しにSKF SPEEDI SLEEVEを装着するだけでシャフト自身の再利用が可能
です。新しい型番のシールを用意する必要もありません。
スリーブは優れたシーリング面としての表面仕上げが施されており、SKF
SPEEDI SLEEVE最新バージョンであれば更なる機能向上が期待でき、スリーブ
とシールの双方の磨耗量が低減される表面仕上げに設定されています。
これにより、回転シャフトを含む機器のメンテナンス時間・コストを大幅に
改善することが出来ます。
■仕様
スリーブタイプ：ステンレスタイプ・ステンレスチタンコーティングタイプ
寸法レンジ ：11.99 ～ 203.33mm（メトリック・インチ・特殊寸法対応）

問い合わせ先／マーケティング部
TEL：045-478-2700 URL：http://www.skf.jp
油空圧技術

Y1910-08(12).indd 65

2019.12. 65

10/31/2019 3:35:16 PM

月刊「油空圧技術」製品ガイド 12 月号：油空圧用シールとパッキン
E-モビリティ用高速回転シール：HiSpin® HS40

／日本トレルボルグシーリングソリューションズ㈱

■特長
速度：最大40m/s
正逆両回転が可能
コンパクトな設計で組み付けの省スペース化が可能
温度：－ 45 ～＋ 200℃
優れた軸への追従性
オイルミストなど過酷な環境下における優れたシール特性
優れた低トルク性
特殊なリップ形状により、シャフトに最も好ましい状態で接触するシー
ル設計
発熱の低減
E- モビリティで使用される、様々なトランスミッションオイルへの耐性
非常に優れた TR10 値を示す XLT 材 ( 当社特殊 FKM 材 ) を使用
シャフト摩耗の低減
簡単な組み付け

問い合わせ先 / マーケティング
TEL：03-5633-8628 URL：http://www.tss.trelleborg.com/jp

E-モビリティ用高速回転シール：ターコン® バリリップ PDR RT

／日本トレルボルグシーリングソリューションズ㈱

■特長
速度：最大60m/s (条件により60m/s以上も可能 )
正逆両回転が可能
コンパクトな設計で組み付けの省スペース化が可能
温度：－ 60 ～＋ 200℃
受圧可能
ドライ環境下での優れたシール特性
優れた低トルク性
低発熱
幅広い流体への耐性
シャフト摩耗の低減
信頼性と長寿命を最適化したシール設計

問い合わせ先 / マーケティング
TEL：03-5633-8628 URL：http://www.tss.trelleborg.com/jp

フリクションを低減させ、長寿命を実現する新技術：ルブリケーション マネジメント：
／日本トレルボルグシーリングソリューションズ㈱
ターコン® ステップシール V LM
■概要
ルブリケーション マネジメントは、油圧シールシステムで使用されるシールを単体で機能
するものと考えるのではなく、シールシステム全体を補完する要素と考え、包括的な観点か
ら油圧用シールと潤滑に取り組み新アプローチです。
■特長
従来からの圧力解放機構に加え、ルブリケーション マネジメント機能の追加
摩擦低減
ハードウェアとシールの長寿命化
スティックスリップが起こらない
始動摩擦の最小化
優れた耐摩耗特性
■用途
射出成型機、プレス機械、車両用油圧機器、風力発電用タービン
■仕様
運動タイプ：往復動
圧力：最大 60 MPa（シールリング材質による）
速度：最大～ 15m/s
周期：最大 15Hz
温度：-45 ～ +200℃（O- リング材質による）
®
®
＊ターコン (PTFE）やザーコン （ポリウレタン）製ロッド用２次シールと併用してください。

問い合わせ先 / マーケティング
TEL：03-5633-8628 URL：http://www.tss.trelleborg.com/jp
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ナイフエッジカセットシールアウトサイドタイプ

／日本ピラー工業㈱

■概要
摺動面に独自のナイフエッジ形状を採用したアウトサイドタイプの静止形カートリッジシ
ールです。
■特長
①ピ ラー独自のナイフエッジ形状を採用
通常、メカニカルシールは冷却や洗浄を目的として摺動面近傍にフラッシング水を供給
する必要があります。しかし、独自のナイフエッジ形状を採用したことにより、フラッ
シング水の供給なしで運用することが可能となります。
②ア ウトサイドタイプのカートリッジ構造
アウトサイドタイプとすることでシャフトやスタフィングボックスに修正を加えること
なく置き換えが可能です。また、カートリッジ構造としているので取付け位置の計測や
調整が不要で装着が容易です。
③信頼性に優れる静止形構造
静止形構造を採用しており長期安定した性能を発揮いたします。
■適用条件
呼径周速：max.15m/s
圧力範囲：0 ～ 0.8MPaG
温度範囲：−20 ～ 150℃（ご使用温度により、Ｏリング・ガスケット材質を選定）
適用流体：水・油（固形微粒子濃度max.5wt％）

問い合わせ先
TEL：06-7166-8326 URL：http://www.pillar.co.jp

ピラーテクノグラフ（R）シートピラー No.5600

／日本ピラー工業㈱

■概要
ピラーテクノグラフシート No.5600は、耐熱性と取扱性を兼ね備えた高性能なシートガス
ケットです。各厚さ、幅2,540mm ×長さ3,810mmまで原板を品揃えしており、大口径まで
適用が可能です。
■特長
①耐熱性に優れ幅広い温度範囲で使用可能
膨張黒鉛を主材料に使用しており、高温条件まで長期安定した性能を発揮いたします。
②ガスシール性に優れたシートガスケット
石綿ジョイントシート以上のガスシール性能を有しており、シール性に優れます。
③取扱い容易
柔軟でしかも適度な強度を有しており取扱いが容易です。
■適用条件
温度範囲：−50 ～ 260℃
圧力限界：4.0MPa
ガスケット係数（m） ：2.75
最小設計締付圧力（y）：25.5N/mm2
最小締付圧力（Y）
：39.2N/mm2

問い合わせ先
TEL：06-7166-8326 URL：http://www.pillar.co.jp

ピラフロン（R）ＨｉＰシールピラー No.4368

／日本ピラー工業㈱

■概要
ピラフロンHiPシールは、PTFEの持つ耐熱性・耐薬品性・摺動特性を持つ自封性
シールです。往復動・低速回転機器の軸封、ガスケット用途など多様な用途で適用
が可能で、１リングで優れたシール性能を発揮するコンパクトなシール製品です。
■特長
①幅広い温度範囲で使用可能
エラストマＯリングでは、適用が困難な極低温から高温領域まで適用が可能で
す。
②優れた耐薬品性・摺動特性
PTFEを主材料に使用し、耐薬品性に優れます。また、Ｖリングと比較し、小
さな摺動抵抗で高いシール性が得られます。
③コンパクト設計が可能
取り付け溝は、Ｏリング溝と同じ寸法で、コンパクト設計が可能です。
■適用条件
温度範囲：−200 ～＋ 260℃
圧力限界：10形 25.5MPaG 20形 68.6MPaG

問い合わせ先
TEL：06-7166-8326 URL：http://www.pillar.co.jp
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LFR SEAL®

／㈱バルカー
LFR SEAL® は、摺動部に樹脂（PTFE）を使用した、内径摺動回転用低ト
ルクシールです。
■特長
ゴムと樹脂（PTFE）は一体成形で製作されているため、組み付けが簡
単です。
JIS B 2401-2の運動用 O リング（P）用ハウジングにそのまま取り付
けできます。
■仕様
使用圧力：０～ 14MPa
材
質：ゴム＋樹脂（PTFE）一体成形（詳細はカタログ参照）
使用速度：０～ 0.5m/s
使用温度：－ 20 ～ 80℃
サ イ ズ：φ 22.4 ～φ 120（詳細はカタログ参照）

問い合わせ先／テクニカルソリューショングループ
TEL：03-5434-7379 URL：http://www.valqua.co.jp/

LFR JOINTTM

／㈱バルカー
LFR JOINTTM はシールメーカーならではの独自設計により、お客様のメンテ
ナンスコスト低減を追求した回転継手です。
■特長
【低トルク】：通常のスイベルジョイントに比べ回転トルクを最大約 1/3 に。
ホース等の付属部品へかかる負荷を小さくし、交換回数を減
らします。
【長寿命】：シール材の耐久性向上により、継手の寿命が２倍以上に向上。
（当社比であり使用条件によって効果が異なります）
■仕様
型
式：L 型（90 度 L 字）、S 型（ストレート）
使用圧力：０～ 21MPa
使用温度：標準 80℃以下、高温 120℃以下
サ イ ズ：15A、20A、25A、32A、40A、50A
（テーパーねじ、平行ねじ）

問い合わせ先／テクニカルソリューショングループ
TEL：03-5434-7379 URL：http://www.valqua.co.jp/

TOUGHUOROTM（タフオロ）の水－グリコール系作動油への適用

／㈱バルカー

一般的なふっ素ゴム材料が苦手とする耐水蒸気（熱水）性、耐アルカリ性に優れ従来
品よりも寿命を延長させた、特殊ふっ素系ゴム配合の新しいふっ素ゴムです（各種形状
のパッキンを製作可能です）。
当社従来品に比べ、200℃環境下での圧縮永久歪の比較で約４倍の長寿命化が可能。
■仕様
材料ラインナップ
食品衛生法
使用可能温度範囲
使用可能圧力範囲
製作可能形状

硬度 70 度品：TOUGHUOROTM － SS70（D2870）
硬度 80 度品：TOUGHUOROTM － SS80（D2880）
硬度 90 度品：TOUGHUOROTM － SS90（D2890）
スペシャルグレード：TOUGHUOROTM － ZS80（D2980）
厚生労働省告示第 595 号に適合
５～ 230℃
※その他使用条件にもよります
使用条件、製品形状による
O リ ン グ（No.4640）
、X リ ン グ（No.4641）
、スリッパーシール
（No.7740）など上記以外の形状についても製作可能ですので当社に
ご相談下さい。

問い合わせ先／テクニカルソリューショングループ
TEL：03-5434-7379 URL：http://www.valqua.co.jp/
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