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切削油配管

メイン配管関連

エアブロー関連配管
主軸軸芯冷却油配管

大型デジタル表示付分離表示器

モジュラータイプフィルタ、レギュレータコンビネーションユニット

ボールバルブ

見やすいLCD 2画面、3色ディスプレイを搭載。
大幅なコストダウンにも成功。

ドレン、ゴミ、オイルミストを除去して調圧。

標準でワンタッチ継手を内蔵。

ハンドバルブ

コイリングチューブ

小型圧力センサ

残圧を排気し、安全なメンテ
ナンス作業が可能。

伸縮自在で継手などにかかる負担を軽
減でき、エア工具の配管に最適。

アナログ出力タイプと表示器を使用す
ることで分離型表示を実現。

▍精度と耐久性が求められる工作機械に適した機器のご紹介。

メインブロック
メイン配管からの分岐に最適。

ブラス製ワンタッチ継手・締付継手

ナイロンチューブ

熱媒体油を流すことが可能。

熱媒体油に使用可能。

工作機械向け機器

数台の機械に1台のエアガンで対応
の場合、片手操作で簡単着脱の

ライトカップリング　　　がお勧め。

工作機械内へのエア供給には、
機械カバーに穴を開け、挟み込む

ワンタッチ継手隔壁タイプがお勧め。

圧縮エア中の粉塵を除去する
正負圧用インラインフィルタ
　　　　　　　　　　  がお勧め。

機械カバー
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自動ドア関連

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

プレス加工前・後、プレス間
やレーザー加工前・後の鋼板
吸着搬送機器

溶接周辺配管

業界

初

× ○ ○

耐スパッタ用機器
プラレールチェーンシリーズ

ロータリ真空ポンプ

直付形真空フィルタ 落下防止弁

フリーホルダ

真空発生器 真空ポンプ対応ユニット

クッション機能付スピードコントローラ

難燃性樹脂（V-0相当）を
使用した継手・制御機器。

オールブラス製の
継手・制御機器。

外層チューブに難燃性樹脂
（V-0相当）を被覆したスパッタ（2層）チューブ。

複数のケーブル・ホースを綺麗に
纏め保護、案内。

軽量、小形、静音、低振動、
低発熱、長寿命で省エネ対
応の環境次世代型。

真空チャックの真空源としても
使用可能。

ワーク吸着時のゴミ
を除去。

正常に吸着している
ワーク落下を防止。

複数個のパッドを1個の真空発生器で
吸着する場合の必須アイテム。

角度が不定の場合に
最適。

形状豊富であらゆる接続方法が可
能な単体タイプ。

真空発生に必要な機器を
一体化した総合タイプ。

真空エアを制御するのに必要な機
器を一体化。
エア消費量の削減可能。

エアクッションを内蔵。シリンダ速度の二段階
調整を実現し、シリンダエンドの衝撃を緩和。

▍精度と耐久性が求められる工作機械に適した機器のご紹介。

一般形パッド

ベローズパッド

滑り止めパッド

厚くて平らなワークに最適。
パッド径：ø10〜ø200㎜

スプリング式ホルダ取付け
スペースがない場合に最適。
パッド径：ø10〜ø100㎜

油が付着したワークに最適。
パッド径：ø10〜ø50㎜

QRコードから、現在ご覧のページ
にアクセス。興味を持たれた商品の
詳細閲覧も可能。

http://www.pisco.co.jp/page/GBC1
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組立てロボット向け機器 スポット溶接ロボット向け機器 塗装ロボット向け機器
Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

回転部向け配管機器

ケーブル・ホースガイド

産業用ロボット（FA機器）向け機器

▍小型・軽量で高速動作にも追従する産業用ロボットに適した機器　　　　のご紹介。
一般形パッド ベローズパッド 滑り止めパッド

厚くて平らなワークに最適。
パッド径：ø10〜ø200㎜

大形ワーク吸着搬送の場合、塗装はじきの原因になりにくい
フッ素ゴム材質がお勧め。

スプリング式ホルダ取付けス
ペースがない場合に最適。
パッド径：ø10〜ø100㎜

油が付着したワークに最適。
パッド径：ø10〜ø50㎜

ロータリ真空ポンプ ドライユニット
軽量、小形、静音、低振動、
低発熱、長寿命で省エネ対応
の環境次世代型。

ドレン、ゴミ、オイルミストを除去。
乾燥エアを調圧して供給。

真空ポンプ対応ユニット
真空エアを制御するのに必要な機
器を一体化。
エア消費量の削減可能。

耐スパッタ用機器

耐薬品用機器

難燃性樹脂（V-0相当）を
使用した継手・制御機器。

オールブラス製の
継手・制御機器。

外層チューブに難燃性樹脂
（V-0相当）を被覆したスパッタ（2層）チューブ。

気密性を重視する業種の
配管に最適な
SUS製締付継手　　 を
始めとする
SUS製ワンタッチ継手。

　 耐薬品性に優れた
　 フッ素樹脂チューブ。

ロータリシリーズ
揺動部、回転部に最適な
ロータリジョイント。

動きの速い揺動部、高回転部に最適な
ハイロータリジョイント。

1台で最大8回路まで確保できる
多回路ロータリブロック。

プラレールチェーンシリーズ
各工程毎に供給される複数の
ケーブル・ホースを綺麗に
纏め保護、案内。

小形ワーク吸着搬送の場合、吸着痕が付きにくく、
ゴム成分の移行を防止する吸着痕防止タイプがお勧め。
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高速ピッキングロボット向け機器

組立て装置用機器

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

電磁弁

シリンダ

大流量タイプ

急速排気弁

❶❷❸ ❶
❸

❷

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

業界

初

▍小型・軽量で高速動作にも追従する産業用ロボットに適した機器　　　　のご紹介。
真空用機器

環境次世代型
ロータリ真空ポンプ。

真空エア中の塵埃を真空用
フィルタが除去。

大型デジタル表示付
圧力センサで真空圧
力を見やすく管理。

真空エアを小型真空レギュレータ
で最適に調圧。

真空エアを開閉制御する
真空ポンプ対応ユニット。

レバーチャックシリーズ
専 用 ツメを 併 用し、
ワーク外径を把持する
閉チャック。

ワーク内径を把持し、
軽い圧入作業が可能な
開チャック。

ソレノイドバルブ
■圧縮エアの自動開閉制御を行う

基本性能を重視し、
コストパフォーマン
スを追求したSVB。

軽量でありながら、
大 容 量を確 保する
SVA。

小型、軽量でありなが
ら、大容量を確保する
SVR。

レギュレータ
コンパクト設計でレイ
アウト容易な減圧弁。
圧力ゲージ付も用意。

スピードコントローラシリーズ
駆動機器の速度制御弁
スタンダード。

高速制御に最適な
大流量タイプ。

低速域制御に最適な
低流量タイプ。

速度調整不要でローコ
スト、可変機構の無い
定流量タイプ。

ポリウレタンチューブ
柔軟性に優れ、コンパクト配管に
最適。

QRコードから、現在ご覧のページ
にアクセス。興味を持たれた商品の
詳細閲覧も可能。

http://www.pisco.co.jp/page/GBC2

駆動機器の
より効率の良い高速制御に、

大流量タイプ　 ⊕急速排気弁

（下の回路図を参照）の組合せが
お勧め。

移動ストロークの長いロッドレスシリンダ
のスライダを利用し、ワーク移動を行う

場合、ストロークエンドで発生する衝撃・衝
突音をショックアブソーバ不要で緩和でき、しか
もローコストで取付け簡単な『クッション機
能付スピードコントローラ』がお勧め。

上図❶〜❸の3個のニードルを
調整するだけで、速度制御弁
とエアクッション両方の効果が
得られます。

ライトカップリング
頻繁に配管を抜き差し
する箇所に、片手操作
で簡単着脱。

ソフトパッド ソフトベローズパッド
多段ベローズパッド

パッド径：ø4〜ø40㎜ ワークの吸着面が傾
いている場合に最適。
パッド径：ø6〜ø20㎜

高速で流れるさまざま
なワーク形状に追従。
パッド径：ø10〜ø50㎜

■傷付きやすいワークに最適。
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半導体製造プロセス向け機器

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

業界

初

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

半導体・太陽電池・二次電池・理化学分野向け機器

▍特殊環境下で求められる耐蝕性・耐薬品性・耐熱性・クリーン性・　　　　帯電防止性に優れた機器のご紹介。
PP製（クリーン）配管用機器

ポリオレフィン（クリーン）チューブ

スリップポリウレタンチューブ

フッ素樹脂チューブ

配管用機器

禁油仕様。樹脂本体色はクリア（半透明）、流体（液体）の確認が可能。
ワンタッチ継手 速度制御弁 ニードル絞り弁 チェックバルブクリーン環境に適したポリオレフィン

系樹脂を使用。優れた耐水性。

摩擦係数が小さく、ケーブル・ホース保護、
案内装置内の配管に最適。

優れた耐薬品性。高度な内面平滑性、
透明性、純粋性の高いPFAと安価な
FEPを用意。 極小部品の高速搭載に追従。

優れた柔軟性でコンパクト配管
に最適なポリウレタンチューブ。

バリエーション豊富で条件に合っ
た配管が可能なワンタッチ継手。

揺動部・回転部に最適な
ロータリジョイント。

イオナイザーのエア配管に最適な
SUS製ワンタッチ継手。プラレールチェーンシリーズ

表面実装機内の複数の配線・配管を保護、案内。
電線・エアホースなど、
収納物の摩耗を減少さ
せたSP。

摺動部の無い連結構
造で発塵を極力抑える
ことに成功したSC。

真空用機器
プリント基板表面への電子部品
配置に小型真空パッド。
パッド径：最小ø0.7㎜〜

高速且つ安定した応答性を実現した
真空発生器 総合タイプ。

軽量・小形・静音・低振動・低発熱・
長寿命で省エネ対応の環境次世代型
ロータリ真空ポンプ。

小型ワークの吸着確認可能な
流量センサを搭載した
真空ポンプ対応ユニット。

ウエハ検査で、ウエハのステージを上昇・下降させ
るシリンダの衝撃緩和やウエハ搬送で、ウエハのス

テージを移動させるシリンダのサイクルタイム改善と衝撃緩和に
『クッション機能付スピードコントローラ』がお勧め。

ペン型の本体に真空パッドと真空発生器
を内蔵。小型部品の組立てなどに最適

で、静電気を嫌う工程に最適な帯電防止タイプ
も用意した『エアピンセット』がお勧め。

シリンダ速度の二段階制御
を実現。ショックアブソー
バと同等の制御が可能に。
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太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器
理化学分野向け機器

▍特殊環境下で求められる耐蝕性・耐薬品性・耐熱性・クリーン性・　　　　帯電防止性に優れた機器のご紹介。

4帯電防止

5真空

6非接触搬送

導電性樹脂を使用。
ワンタッチ継手

エアチューブ

ケーブル・ホースガイド

導電性ゴム材質を使用。
真空パッド『銅系金属不使用』・『低濃度オゾン対策』向けの

分野に対応。
真空発生器 単体タイプ 真空発生器 総合タイプ

真空ポンプ対応ユニット

真空用フィルタ

圧力センサ 真空パッド

ソーラーパネルを始め、LCDパネル、PDP
の非接触搬送に最適な浮上搬送プレート。

電池製造プロセスに要求される『1クリーン』、『2耐熱』、
『3耐腐蝕』、『4帯電防止』、『5真空』、『6非接触搬送』
に対応。

1クリーン 2耐熱 3耐腐蝕
禁油仕様。樹脂本体色はクリア（半透明）、流体（液体）の
確認可能で衛生面の確認も容易なPP製機器。

PPS製継手
（オール樹脂）

SUS製機器

濾過度：0.01㎛（捕集効率：99.99％）の
中空糸膜フィルタ。

耐熱性、難燃性（UL94 V-0相当）に優れた
PPS（オール樹脂）製継手。

耐熱性に優れたSUS316製機器。
ワンタッチ継手 締付継手 ニードル絞り弁

耐腐蝕性に優れたSUS製機器。

耐薬品性にも優れ金属使用不可の雰囲気内に
PPS（オール樹脂）製継手。

ワークの外径や円穴またはミゾを把持して
搬送するレバーチャック。

SUS316

SUS316

SUS303相当

SUS303相当 SUS304

ドローンによる農薬散布の配管に使用。
優れた柔軟性でコンパクト配管に最適
なポリウレタンチューブ。

バリエーション豊富で条件に合った
配管可能なワンタッチ継手。

珪藻分析装置の配管に使用。
ワンタッチ継手 レギュレータ

チェンジバルブ

ボールバルブ

ポリウレタンチューブ

配管用機器

配管用機器

QRコードから、現在ご覧のページ
にアクセス。興味を持たれた商品の
詳細閲覧も可能。

http://www.pisco.co.jp/page/GBC3

ワンタッチ継手 速度制御弁 ニードル絞り弁 チェックバルブ
ワンタッチ継手、締付継手、ニードル絞り弁 ワンタッチ継手、バーブ継手、速度制御弁 ワンタッチ継手
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充填機関連 医薬品向け自動包装機関連

水素水生成サーバー
吸着搬送関連

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

食品・薬品・包装機械向け機器

▍食品・薬品に要求されるクリーンな環境に対応した機器、包装や搬送に　　　　適した機器のご紹介。
配管用機器

配管用機器充填ノズル周辺のエア配管機器が充実。
片手操作で簡単着脱の
ライトカップリング。

エアシリンダの速度制御に
スピードコントローラ。

コンパクト配管可能でチューブカラー豊富な
ポリウレタンチューブやフラット（多芯）チューブ。

医薬品の自動包装機内に使用。
ワークに直接触れない部分に
ワンタッチ継手。

駆動機器の速度制御に
スピードコントローラ。

残圧を放出し、
安全なメンテナンス作業可能な
ハンドバルブ。

チューブカラー豊富な
ポリウレタンチューブ。

配管（充填）用機器
水素タンクとサーバーとを簡単接続可能に
するライトカップリング。

優れた柔軟性でコンパクト配管可能な
ポリウレタンチューブ。

水素の元圧と注入圧の見える化にコンパクトな
プレッシャゲージ。

サーバーとボトルを省スペースで配管する
ウレタン系コイリングチューブ。

真空用機器
冷凍ピザ生地の搬送に
スポンジパッド。

軽量・小形・静音・低振動・低発熱・
長寿命で省エネ対応の環境次世代型
ロータリ真空ポンプ。

大流量制御に最適な
真空ポンプ対応ユニットVQP。

蒸気滅菌装置へレトルトパックを
投入する際に最適な
ソフトベローズパッド。

樹脂材質使用NGの食品業界の配管に最適な、
SUS316締付継手・SUS316ワンタッチ継手が
お勧め。 例. アイスクリームの蓋被せ装置

締付継手

ワンタッチ継手
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袋詰め

自動包装機関連

真空包装関連歯科用ユニット関連
脱泡関連

段ボール箱組立て

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

▍食品・薬品に要求されるクリーンな環境に対応した機器、包装や搬送に　　　　適した機器のご紹介。
QRコードから、現在ご覧のページ
にアクセス。興味を持たれた商品の
詳細閲覧も可能。

http://www.pisco.co.jp/page/GBC4

真空用機器
ビニールの吸着に
最適な薄物用パッド。

真空エア分配に
ワンタッチ継手。

吸気ポートと排気ポート
が一直線で粉体移送にも
最適な真空発生器VRL。

真空用機器
段ボール箱の組立てに
最適なベローズパッド。

軽量・小形・静音・低振動・
低発熱・長寿命で省エ
ネ対応の環境次世代型
ロータリ真空ポンプ。

真空用機器
真空包装時の脱気や脱泡に使用。
軽量・小形・静音・低振動・低発熱・長寿命で省エネ
対応の環境次世代型ロータリ真空ポンプ。

大吸込流量を実現した
多段ノズル真空発生器VVV。

真空エア・圧縮エアの
圧力変動・脈動を低減
するエアタンク。

袋開封用真空源はもちろん
粉体充填時、袋周辺に飛
散する粉の集粉も可能。

配管用機器

配管用機器

歯科用ユニット内部のエア配管や水配管に使用。

製品受け・カッター出し入れ用エアシリンダの
速度制御にスピードコントローラ。

自動計量機内シャッター開閉用エアシリンダの
速度制御に固定絞り継手。

圧縮エア中の粉塵を除去し、
清浄な冷却エアを供給する
正負圧用インラインフィルタ。

機器へのエア分配にワンタッチ継手・
ポリウレタンチューブ。

ワンタッチ継手

ボールバルブ ソフトポリウレタンチューブ

正負圧用インラインフィルタ

袋の開閉用パッドとして、
ソフトタイプ・ソフトベローズ
タイプもお勧め。
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金型温調関連

Smart
Product
Smart
Product

EcoEco
ProductProduct

金型・成形機向け機器

▍射出成形に必要な熱媒体配管用機器、成形品取出しに必要な真空機器、　　　配線・配管の保護案内装置のご紹介。

金型温調継手

ナイロンチューブ
ネジ部と継手部が分離。金型保管
時、温調継手のいやな突起無し。

温水・熱媒体油に使用可能。
チューブカラー豊富。

上記以外に金型温調用として使える商品のご紹介

汎用性に優れ、水使用可能。 長さは、8種類。用途に合っ
た長さから選択可能。

オールブラス製で、熱媒体
油・水使用可能。

気密性重視。特殊黄銅使
用で、水に対する耐腐蝕性
が大幅アップ。

耐腐蝕性に優れたSUS316
を使用。使用温度が広範囲。

気密性重視。配管チューブ
の温度範囲で使用可能。

使用温度が-65〜260℃と
広範囲。

安価タイプ。 使用温度が
-65〜200℃と広範囲。

ワンタッチ継手 ワンタッチ継手ロング ブラス製ワンタッチ継手 ブラス製締付継手 SUS316製ワンタッチ継手 SUS316製締付継手 フッ素樹脂（PFA）チューブ フッ素樹脂（FEP）チューブ

金型内のガス抜きが弊社のメカニカルバルブと真空発生器VC
採用で、簡単しかも安価に。

水使用可能なワンタッチ継手で、
部品の共有化可能に。

①固定型と可動型が合わさる時に、メ
カニカルバルブMVPの押しボタンが押
されるように設置固定。

②メカニカルバルブMVPから出力された
エアが上面の真空発生器VCに供給。

③真空が発生し、金型内に溜まったガ
スを大気中に放出。

固定型と可動型の動きを利用し、
エアの切換を制御。

真空用機器
金型内のガス抜きに使用。
軽量・小形・静音・低振動・低発熱・長寿命で省
エネ対応の環境次世代型ロータリ真空ポンプ。

大吸込流量を実現した多段ノズル
真空発生器VVV。

可動型 固定型

エアブロー用配管
濾 過 度：0.01 ㎛（ 捕 集 効 率：
99.99％）の中空糸膜フィルタ。

圧縮エア中の粉塵を除去する
正負圧用インラインフィルタ。

残圧を排気し、安全な
メンテナンス作業が可能な
ハンドバルブ。

コンパクト配管可能な
ポリウレタンチューブ。

☜ 末永くご使用いただくため、チューブ内径の収縮を防ぐ
インサートリングの併用をお勧め。
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成形品取出し関連

▍射出成形に必要な熱媒体配管用機器、成形品取出しに必要な真空機器、　　　配線・配管の保護案内装置のご紹介。
QRコードから、現在ご覧のページ
にアクセス。興味を持たれた商品の
詳細閲覧も可能。

http://www.pisco.co.jp/page/GBC5

調質機器・検出スイッチ
取出しロボット各部に供給する
圧縮エアの質と圧力調整を行う
フィルタレギュレータ。

各機器の圧力管理に見やすい
LCD 2画面、3色ディスプレイの
圧力センサ。

配管用機器
2回路を確保し、オス・メスに分離可能なコネクタ。

カラーを10色用意。複雑な配管識別
を簡単するカラーキャップ。

駆動機器の速度制御に
スピードコントローラ。

コンパクト配管に最適。
チューブカラーを10色用意した
ポリウレタンチューブ。

プラレールチェーンシリーズ

ハンドリング機器

取出しロボットの複数のケーブル・ホースを保護、案内。
電線・エアチューブなど、
収納物の摩耗を減少させたSP。

摺動部の無い連結構造で発塵を
極力抑えることに成功したSC。

ランナーやスプールを把持する
ハーモ製フィンガ付レバーチャック。

傷付きやすい成形品に最適なソフトパッド。

吸着面が傾いている成形品に最適な
ソフトベローズパッド。

スリップポリウレタンチューブ
摩擦係数が、弊社のポリウレタンチューブの1/3に。
ケーブル・ホース保護、案内装置内の配管に最適。

真空発生器 総合タイプ
豊富なユニットの組合せにより使用目的に合った
選定が可能な真空発生器VK。

i本カタログ掲載商品の詳細について
1公式サイト >> http://www.pisco.co.jp/ 2カタログ >>カタログご希望の場合、裏表紙掲載の弊社ネットワークからお客様に最も近い営業所へ☎にてご請求ください。

PISCO全商品の情報とCADデータ
（2D, 3D）のダウンロードが可能。
また、新商品や展示会などの最新情
報をタイムリーに公開。

PISCO全商品の情報を用途に応じてそれぞれ使いやすく編集。

掲載シリーズ
■継手シリーズ、■制御シリーズ、■切換シリーズ、■真空シリーズ、
■アクチュエータシリーズ、■チューブシリーズ、■プラレールチェーンシリーズ、
■ロボットパーツ

掲載商品
■電磁弁
■アクチュエータ
■プラレールチェーン
■ロボットパーツ

3駆動用関連機器
掲載商品
■真空発生器
■真空ポンプ
■真空ポンプ対応ユニット
■真空パッド
■真空関連機器

2真空用機器
掲載商品
■継手
■制御機器
■調質機器
■手動弁
■チューブ

1配管用機器
商品群カタログ▶全商品の価格が一目で分かる総合カタログのダイジェスト版。全ページカラーで構成。 総合カタログ▶商品の全てをカテゴリー毎に3冊にまとめ掲載。

※下記掲載以外にも、各種様々なカタログを用意しておりますので、弊社公式サイトで閲覧いただくか、最寄りの営業所へお問い合わせください。
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