
Automation最適化宣言!!
Automation Optimization

展示製品のご案内
ロボットハンド・ロボット周辺機器
ロボットの価値を最大化させる！

協働ロボット用グリッパ

協働ロボット用グリッパ

小型コンプレッサ

真空パッド
ZPm Series

ベルヌーイグリッパ
ZNC Series

真空ユニット
ZK2mA Series

薄型真空ユニット
ZQmA Series

多段エジェクタ
ZL1/ZL3/ZL6 Series

フィールドバス対応
真空マニホールド
ZKJ Series

コンパクト5ポートソレノイドバルブ
（プラグイン）
JSY Series

コンパクト5ポートソレノイドバルブ
（ノンプラグイン）
JSY Series

64連対応マニホールド
プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ
JSY3000 Series

圧縮空気清浄化フィルタ／
活性炭フィルタ
AFF/AMm Series

除菌・抗菌フィルタ
BFm30/40 Series

無線システム

IO-Link対応機器

電動アクチュエータ
用途に応じた使いやすさとバリエーション

バッテリレス アブソリュート
エンコーダタイプ
LEm Series

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
スライダタイプ高剛性ガイド
LEKFS Series

スライドテーブル／
高精度タイプ 
LESYH Series

ロッドタイプ 耐塵・防滴
（IP65相当／IP67相当）仕様
LEY-X8

保護カバー付
スライダタイプ
LEFS32-X1033

高剛性スライダタイプ 
ボールねじ駆動
LEJS100-X400

ロッドタイプ
モータストレート形
LEYmD Series

高剛性ガイド付ロッドタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
LEG Series

軌跡コントローラ

省エネ機器
省エア増圧弁
VBA-X3145

増圧弁
VBA10A/11A-X3239



エアシリンダ・駆動制御機器 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

協働ロボット用グリッパ

ZXP7□21-X1 JMHZ2-X7400B-CRXMHM-X7400A-CRX
真空グリッパ エアグリッパマグネットグリッパ

ファナック株式会社
協働ロボット「CRXシリーズ」に対応

Plug and Play
詳細は
こちら

ZXP7□11-X1□ MHM-X7400A-HC10/HC10DT
真空グリッパ マグネットグリッパ

株式会社安川電機
人協働ロボット
「MOTOMAN-HC10

MOTOMAN-HC10DT」に対応

JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
エアグリッパ

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=JMHZ2-X7400B-CRX&id=ZXP-X-CRX&id=MHM-X7400A-CRX&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=JMHZ2-X7400B-HC10&id=ZXP-X-HC&id=MHM-X7400A-HC10&_qr=catalog


エアシリンダ・駆動制御機器 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ZXP7□01-X1 MHM-X7400A
真空グリッパ マグネットグリッパ

UNIVERSAL ROBOTS
協働ロボット「UR（e）シリーズ」に対応

Plug and Play
JMHZ2-X7400B
エアグリッパ

協働ロボット用グリッパ

詳細は
こちら

ZXP7□-X1□-KA
真空グリッパ

川崎重工業株式会社
双腕スカラロボット
「duAro（デュアロ）1, 2」に対応
K-AddOn登録製品

JMHZ2-X7500-KA
エアグリッパ

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=JMHZ2-16D-X7400B&id=ZXP-X&id=MHM-X7400A&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=JMHZ2-X7500-KA&id=ZXP-X-KA&_qr=catalog


エアシリンダ・駆動制御機器 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

協働ロボット用グリッパ

■ISO9409-1対応インターフェース

オート
エアで着脱が可能

小型コンプレッサ
最大吐出圧力：0.55MPa
最大吐出流量：10L/min

バルブユニット
ソレノイドバルブ／流量調整機構／電気コネクタが一体化

スピードコントローラ一体型フランジ
スピードコントローラを一体化

ワンプッシュ
工具なしで着脱が可能

コンプライアンスユニット
ロボットとワークの芯ずれをサポート

マニュアル
工具で着脱が可能

ソレノイドバルブ 電気コネクタ 流量調整機構

支点開閉タイプ
把持モーメント：1.10N・m
開閉角度：180°

三爪タイプ
把持力：74N

ストローク：8mm（直径）

標準タイプ
把持力：54.2N
ストローク：14mm

薄形タイプ
把持力：90N

ストローク：64mm

幅広タイプ
把持力：45N

ストローク：30mm（68~98mm）

高剛性タイプ
把持力：200N

ストローク：12mm

関連機器

スピードコントローラ

※保護カバーはオプションとして対応可能

ツールチェンジャ

参考出品



真空機器 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ベルヌーイグリッパ
ZNC Series

真空パッド
ZPm Series

■ 薄布、フィルム基板等の吸着搬送が可能
■ 省エネ 最大72%削減
　（リフト力に対する空気消費量の比較）
■ 高リフト力：28.3N 
従来比5.7倍（ZNC60：28.3N➡従来品：5.0N）
■ 3種のボディ材質：アルミ、樹脂、ステンレス

■ 基本形から専門用途用まで豊富なバリエーション

詳細は
こちら

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=ZNC&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/vacuum/s.do?ca_id=312&_qr=catalog


真空機器 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

真空ユニット
ZK2mA Series

薄型真空ユニット
ZQmA Series

■  省エネエジェクタ 
真空到達時供給エアカット： 
空気消費量93%削減（当社測定条件による）
■ エジェクタの効率化により吸込流量50%増加 
（当社1段エジェクタとの比較）
■ 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

■  省エネ機能付真空用圧力スイッチ 
空気消費量：90%削減（当社測定条件による） 
消費電力：60%削減【0.4W➡1W（従来品）】 
真空破壊圧力：0MPa～【0MPa～➡0.3MPa～（従来品）】 
コピー機能：設定工数削減・設定値の入力ミス低減

詳細は
こちら

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=ZK2_A&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=ZQ_A&_qr=catalog


真空機器 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

多段エジェクタ
ZL1/ZL3/ZL6 Series

フィールドバス対応 真空マニホールド
ZKJ Series

■ 最大吸込流量100/300/600L/min（ANR）の3タイプを用意
■ 空気消費量91%削減（ZL3、ZL6の場合）
■ 質量最大60%削減［ZL1：180g➡ZL112（従来品）：450g］

■  フィールドバス対応 
対応プロトコル：
■ 省エネエジェクタ 
空気消費量：90%削減
■ IP65対応 防塵・防滴仕様

100L/min（ANR） 300L/min（ANR）
600L/min（ANR）

詳細は
こちら

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=ZL112A&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=ZKJ&_qr=catalog


4・5ポートソレノイドバルブ 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

コンパクト5ポートソレノイドバルブ（プラグイン）
JSY Series

コンパクト5ポートソレノイドバルブ（ノンプラグイン）
JSY Series

■ 流量UPでサイズダウン可能！ 
省スペース・軽量化・大流量化に貢献
■ 消費電力： 0.1W（節電回路付※）、
 0.4W（標準）※オーダメイド
■コネクタ接続マニホールド
■4位置デュアル3ポート弁を準備

■ 流量UPでサイズダウン可能！ 
省スペース・軽量化・大流量化に貢献
■ 消費電力： 0.1W（節電回路付※）、
 0.4W（標準）※オーダメイド
■4位置デュアル3ポート弁を準備
■裏配管を用意（A, Bポート）

詳細は
こちら

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=JSY-P&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=JSY-NP&_qr=catalog


2022国際ロボット展4・5ポートソレノイドバルブ

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

詳細は
こちら

ノンプラグイン 直接配管形 単体形（P.Eプレート搭載） 
コンパクト5ポートソレノイドバルブ 
JSY1000/3000/5000 Series

直接配管形（単体形）を追加！

 バルブのサイズダウンが可能。
省スペース・軽量化に貢献。

ø32※
のシリンダ駆動が可能 ø50※

のシリンダ駆動が可能 ø80※
のシリンダ駆動が可能

JSY1000 JSY3000 JSY5000

※シリンダ速度300mm/sの時
P.Eプレート取付穴

6.4mm 10mm 15mm
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106.4 15 18バルブ幅（mm）

JSY3000
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JSY5000

4（A）

1（P）

2（B）

サイレンサ

幅（mm）：15[ 18

幅（mm）：10[ 15

幅（mm）：6.4[ 10

質量（g）：97[ 104

質量（g）：48[ 72

質量（g）：21[ 53

17%減

33%減

36%減

7%減

33%減

60%減

シリーズバリエーション
ベース配管

JSY1000 JSY3000 JSY5000

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=JSY-NP&_qr=catalog


4・5ポートソレノイドバルブ 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

64連対応マニホールド
プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ
JSY3000 Series

●設置スペース ：最大180mm削減

約1070mm（16連×4マニホールド）

約890mm（64連）

省スペース SIユニット数 省配線／工数 に貢献
180mm削減
（17%減）

SIユニット数

1セット
電源線

1本

通信線
（IN／OUT）

2本

SIユニット数

4セット
電源線

4本

通信線
（IN／OUT）

8本

バルブ連数／出力点数：
4～64連※に対応／128点
※バルブ連数は4の倍数となります。

対応プロトコル：



補器・フィルタ 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

圧縮空気清浄化フィルタ／活性炭フィルタ
AFF/AMm Series

■ 圧縮空気清浄等級：ISO8573
■ 面間・奥行寸法30%削減
■質量50%削減
　AFF/AM□20：0.19kg（従来：0.38kg）
■ 処理流量50%増加
■ 透明ケースガード（2層構造）
■ 色で識別可能なエレメント
■ モジュラ接続タイプ

詳細は
こちら

ラインフィルタ

AFF Series

ミストセパレータ

AM Series

マイクロミストセパレータ

AMD Series

活性炭フィルタ

AMK Series

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=AFF30-D&_qr=catalog


補器・フィルタ 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

除菌・抗菌フィルタ
BF30/40 Series

■ 抗菌性能 エレメント抗菌活性値4以上 
抗菌（ろ過度5μm）、抗菌（ろ過度0.1μm）
■ 細菌捕捉性能 LRV≧9 
除菌（ろ過度0.01μm）
■ 接流体部にはFDA／食品衛生法適合材料を使用 
抗菌、脱臭、除菌の樹脂、ゴム部材

抗菌（5μm）

抗菌（0.1μm） 除菌（0.01μm）

脱臭
（オイル濃度0.003mg/m3以下）

仕様
30サイズ 40サイズ

抗菌（5μm） 400 800

抗菌（0.1μm） 400 800

脱臭（オイル濃度0.003mg/m3以下） 400 800

除菌（0.01μm） 400 800

［L/min（ANR）］

※入口圧力：0.7MPa



用途別機器 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

無線システム

IO-Link対応機器

バルブ用SIユニット 空気用流量センサ

空気用流量センサ 直接配管タイプ
空気用流量センサ

水用流量センサ デジタル着座スイッチ

電空レギュレータ デジタル表示設定器圧力センサ 位置センサ

ステップモータ
コントローラ

詳細は
こちら

小型無線ベース 小型無線リモート

入出力混載

¡ デジタル／アナログユニットと 
最大9連まで連結可能

¡ 接続コネクタタイプ： 
M12/M8、D-sub、スプリング式端子台

小型タイプ

モジュラタイプ

■ 小型・軽量化 

体積：約86%削減 

質量：約87%削減

■ モジュラ結合可能

モジュラタイプ

https://www.smcworld.com/products/ja/s.do?ca_id=1341#rp&_qr=catalog


電動アクチュエータ 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 
LEm Series

高剛性高精度スライダタイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 
LEKFS Series

スライドテーブル／高精度タイプ
LESYH Series

■ 電源復帰時の運転再開を容易に! 
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、
電源再投入時の原点復帰は不要
■ バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減 
位置情報保持にバッテリを使用しないため、 
予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要

■  サーキュラーアーク溝採用により高剛性高精度を実現
■ 耐モーメント：最大61%向上
■ テーブル変位量：最大50%低減
■ バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載

■  ボールねじ駆動により繰返し 
位置決め精度±0.01mm
■ ロストモーション：0.1mm以下
■ 垂直可搬質量向上：5倍以上

詳細は
こちら

詳細は
こちら

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=LEF_E&id=LEFB_E&id=LEY_E&id=LEYG_E&id=LES_E&id=LESH_E&id=LEHF_E&id=LER_E&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=LEKFS&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=LESYH&_qr=catalog


電動アクチュエータ 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

耐塵・防滴（IP65相当／IP67相当）仕様
ロッドタイプ
LEY-X8

保護カバー付電動アクチュエータ
スライダタイプ ボールねじ駆動
LEFS32-X1033

高剛性スライダタイプ 
ボールねじ駆動
LEJS100-X400

■ 保護構造：IP65※相当／IP67相当 
※IP65の試験も実施

ボディ上面に保護カバーを追加
上面からかかる水滴・粉塵よりアクチュエータを
保護します。

シールコネクタを採用
ケーブル・モータカバー間からの水滴・
粉塵の侵入を防止します。

パッキンを追加
部品の結合部にパッキンを追加。
製品内部への水滴・粉塵の侵入を防止します。

詳細は
こちら

詳細は
こちら

詳細は
こちら

■  モータ出力：750Wに対応
■ 可搬質量 
水平：400kg、垂直：80kg 
※速度：500mm/s、リード10mm時

■ 速度：2300mm/s（水平／垂直） 
※ストローク：500mm、リード50mm時

■ 最大加減速度：9800mm/s2

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=LEY-X8&_qr=catalog
https://www.smcworld.com/assets/pg/ja-jp/files/SP167X-017J-LEFS32-C1.pdf?_qr=catalog
https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=LEJS-X400&_qr=catalog


電動アクチュエータ 2022国際ロボット展

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

ロッドタイプ モータストレート形
LEY mD Series

ステップモータ（サーボDC24V）サーボモータ（DC24V）
■  ロングストローク対応：MAX.500mm
■ オートスイッチ取付可能
■ 速度制御・位置決め：最大64点
■ 押当て制御の切替可能 
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
■ 繰返し位置決め精度：±0.02mm以下

ACサーボモータ
■  高出力モータ（100W/200W/400W/750W）
■ 高速搬送能力向上
■ 高加減速度対応：5000mm/s2

■ 繰返し位置決め精度：±0.02mm以下

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=LEY_D&_qr=catalog


電動アクチュエータ 2022国際ロボット展

最大搬送物質量 コンパクト

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

高剛性ガイド付ロッドタイプ 
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
LEG Series

110mm 185mm

113.5mm

サイズ25

75kg
サイズ32

100kg
サイズ40

150kg

用途例

※モータ配置：ストレートのみ対応
リミット確認用、中間信号確認用

無接点オートスイッチ
D-M9□型

有接点オートスイッチ
D-A9□型

耐強磁界2色表示式
無接点オートスイッチ
D-P3DWA

■2面に小型オートスイッチ直接取付可能

3軸ステップモータコントローラ
（軌跡補正機能付）
■ ワークに合わせて位置補正可能な制御システム
■ カメラを使った位置補正に対応
■ CAD軌跡データ対応 （直線、円弧、自由曲線など）
■ プログラム不要

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=LEG&_qr=catalog
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※入口圧力：0.4MPa　エアタンク：10L
※サイズ20Aの場合

○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

省エア増圧弁（サイズ10A, 20A）
VBA Series

最大40%削減※

●3ピストン構造

※当社測定条件による

排気リターン
回路により

再利用エアで作動

寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
作動回数5,000万回以上

充てん時間最大50%短縮

※当社試験条件による

50%
短縮

空気消費量

片側の駆動室（A, B）は
空気消費量が「0」

圧力計取付可能
（OUT側）

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=VBA-AS&_qr=catalog
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○注このパンフレットの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

増圧弁
VBA10A/11A-X3239

最大流量

空気消費量

寿命向上

充てん時間

増圧効率の最適化により

工場エアを部分的に最大4倍まで増圧！
オールエアで電源不要・簡単設置

10%向上（増圧比2倍）

30%向上（増圧比4倍）

5,000万回以上（増圧比2/4倍）

最大30%短縮（増圧比2倍）

最大60%短縮（増圧比4倍）

0.3MPa

0.3MPa

0.3MPa

0.3MPa

0.6MPa

増圧弁＋エアタンク

重増 圧

コンプレッサ

工場ライン

軽

軽

最大25%低減※
（増圧比2倍）

最大30%低減※
（増圧比4倍）

寿命向上によりメンテナンス頻度を低減
※当社試験条件による

※入口圧力：0.5MPa　エアタンク：10L

※当社測定条件による増圧比4倍

増圧比2倍

詳細は
こちら

https://www.smcworld.com/products/ja/get.do?type=GUIDE&id=VBA-X3239&_qr=catalog
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