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カタログ・パンフレットの紹介
軸受関連商品
1）汎用軸受

大形転がり軸受
(CAT.NO.B2002)

鉄鋼設備、風力発電機器、土木建設機械、その他大形産業用機械に

用いられる各種大形転がり軸受のカタログです。

軸受内径100 mm以上の大形軸受を収録しています。

ニードルローラベアリング
(CAT.NO.B2020)

当社で扱っている全てのニードルローラベアリングを収録した

総合カタログです。

【おもな掲載商品】
・ラジアル保持器付き針状ころ（ケージ＆ローラ）

・シェル形針状ころ軸受 ・シェル形ころクラッチ

・ソリッド形針状ころ軸受 ・トラックローラ

・スラスト軸受、アセンブリ、レース

・コンバインド針状ころ軸受

特殊環境用軸受シリーズ EXSEV軸受・セラミック軸受
(CAT.NO.B2004)

クリーンルーム、真空、高温、薬液中などの特殊な環境に対応する

新しい軸受シリーズを収録しています。

内径4～40 mmまでのサイズを揃えています。

EXSEV商品ガイド
(CAT.NO.B1005)

特殊環境用軸受シリーズ EXSEV軸受・セラミック軸受（CAT.NO.

B2004）を簡潔にまとめたダイジェスト版です。軸受選定にご活用くださ

い。

セラミック軸受
(CAT.NO.B1013)

セラミック軸受に品種を絞って紹介するパンフレットです。

選定しやすいように用途別に各種セラミック軸受を紹介しております。

セラミックの製造工程の紹介およびセラミックスの特性と各種性能の紹

介を掲載しております。

JHSシリーズRZタイプ自動調心ころ軸受
(CAT.NO.B2023)

高度な設計および加工技術による高性能な新世代軸受「JHSシリーズ」の

RZタイプ自動調心ころ軸受を紹介したパンフレットです。

JHSシリーズの紹介や、JHSシリーズRZタイプ自動調心ころ軸受の特長

や構成を説明しています。
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2）鉄鋼・圧延設備用

製鉄・圧延設備用高性能商品シリーズ
(CAT.NO.B1001)

製鉄設備の安定操業に貢献する高機能商品（軸受、駆動軸、

オイルシール）を紹介しています。

パンフレットの内容は導入部と商品紹介部の二部構成です。

【おもな紹介商品】
・ロールネック用軸受

・圧延機用駆動軸

・多段圧延機バックアップロール用軸受

・連続鋳造設備用商品など

連続鋳造機用軸受と関連商品
(CAT.NO.B2011)

連続鋳造機のロールを支持する軸受と軸受ユニットを収録しています。

総ころ形円筒ころ軸受ですので、耐荷重信頼性に優れています。

寸法表以外にこの用途特有の損傷例等の取扱い資料も掲載しています。

多段圧延機バックアップロール用円筒ころ軸受
(CAT.NO.B2012)

多段式冷間圧延機用の軸受を収録しています。

外輪は中間ロールと接して荷重を負荷するため特別な軸受材料と

熱処理によって表面硬さと耐衝撃性を両立し、信頼性を高めています。

さらにJHS210によりお客様の長寿命化の要求にお応えします。

軸受の取扱い（分解要領と点検要領）と損傷事例と対策を掲載していま

す。

圧延機ロールネック用軸受
(CAT.NO.B2013)

圧延機のロールネックに用いる軸受を収録しています。

寸法表以外にこの用途特有の損傷例等の取扱い資料も掲載しています。

鉄鋼産業設備用ドライブシャフト
(CAT.NO.B2021)

鉄鋼設備および産業設備に用いるドライブシャフトを収録しています。

製品のラインナップや取扱説明・損傷事例、用途別の選定基準を含めた

技術資料に加えて、寸法表、製品紹介（位相調整装置、ハイパーカップリン

グ）等を掲載しています。

ドライブシャフトの選定からメンテナンスまで幅広くご活用頂ける内容

となっています。

鉄鋼設備用オイルシール
(CAT.NO.B1020)

鉄鋼設備に使用するオイルシールを紹介するパンフレットです。

次の設備に使われている製品の特長等を中心に掲載しております。

・圧延機用

・連続鋳造設備用

・焼結機パレット台車・転炉
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産業機械設備用オイルエア潤滑システム
(CAT.NO.B1019)

鉄鋼機械設備や産業機械設備に使われている軸受の潤滑システムを紹介

するパンフレットです。

軸受の寿命向上、設備保全の改善を特長とした商品です。

一般的な構成に使用する機器類の紹介と下記の設備構成を例に紹介して

います。

・連続鋳造設備

・圧延設備

JHSシリーズ ハイパーカップリング
(CAT.NO.B1010)

ハイパーカップリングは、重荷重用駆動系を保護するトルクリミッター

（遮断装置）です。

ハイパーカップリングの作動原理の説明と、製品の特長や用途例、ライ

ンナップを紹介しています。

3）一般産業機械用

モータ用新セラミック玉軸受
(CAT.NO.B1017)

従来のセラミック玉（窒化ケイ素）軸受と同等な絶縁性能を有しながら、

熱膨張が軸受鋼に近いため温度によるすきま変化が小さく、広温度範囲で

使用可能な新セラミック軸受を紹介します。

モータ用低トルク長寿命深溝玉軸受
(CAT.NO.B1018)

グリースの成分を最適化することで従来より大幅な低トルク化と長寿命

化を実現し、モータの省エネルギー化やメンテナンスフリー化に貢献する

軸受を紹介します。

スリムベアリング
(CAT.NO.B1021)

シールド板を外輪シール溝に組み付けずに、直接外輪に溶接することで

シール溝分の幅を削減したスリムベアリングを紹介します。

モータ用良音質深溝玉軸受
(CAT.NO.B1022)

3次元解析により軌道面性状の最適化を実現することで、人が特に耳障

りな音と感じる周波数帯の音圧を低減した深溝玉軸受を紹介します。



D 7 D 8

カタログ・パンフレットの紹介

工作機械向け商品
(CAT.NO.B1016)

ジェイテクトが取り扱う工作機械向け商品を紹介するパンフレットです。

【掲載内容】

・主軸用軸受技術の変遷

・ ハイアビリーNXシリーズの紹介

（極超高速アンギュラ玉軸受、超高速円筒ころ軸受）

・主軸用軸受の紹介

・ボールねじ関連商品とスピンドルユニット商品の紹介

・商品ラインナップ

工作機械用精密転がり軸受
(CAT.NO.B2005)

工作機械の主軸に用いる円筒ころ軸受・アンギュラ玉軸受および

ボールねじのサポート用軸受等の高精度品を収録しています。

軸受の選定や取付け例に損傷例等の取扱い資料を加えた技術解説を

収録しています。

マシニングセンタ用高精度旋回座軸受
(CAT.NO.B2026)

インデックステーブルや旋削用ロータリーテーブルに使われる高精度旋

回座軸受のカタログです。

DTR形は2列のころでアキシアル荷重を受け、1列のころでアキシアル

荷重を受ける構造です。

DTRシリーズは高剛性かつ高精度を実現しました。それによりワークの

変位と振れを最小限に抑え、加工物の精度向上に貢献します。

風力発電装置用製品
(CAT.NO.B1002)

風力発電装置の主軸用軸受、増速機用軸受、発電機用軸受を紹介してい

ます。

また、主軸用オイルシール、油圧ポンプや風力発電装置の大型部品加工

用工作機械も紹介します。

農業機械・建設機械用商品のご紹介
(CAT.NO.B1009)

農業機械・建設機械用に必要とされる機能と、当社の技術および商品を

紹介しています。

・最適設計技術（高機能円すいころ軸受）

・熱処理技術（KE軸受、SH軸受）

・解析技術、表面改質技術、

・JHSシリーズ自動調心ころ軸受、

・建設機械用プロペラシャフト、オイルシール、油圧機器

旋回座軸受
(CAT.NO.B2025)

一般的な建設機械・運搬機械（TH形（単列玉軸受））、クレーン・シップロー

ダ（DTR形（3列複合円筒ころタイプ））、トンネル掘進機（DTR-T形（3列複

合円筒ころタイプ）に使われる旋回座軸受のカタログです。

軸受内径128～6457 mmの旋回座軸受を収録しています。
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トラクションドライブユニット
(CAT.NO.B1011)

軸受のコア技術から生まれたトラクションドライブユニットを紹介する

パンフレットです。

回転ムラが、歯車では達成できないほど極小で、高精度な送りに最適な

減速装置です。

プランマブロック
(CAT.NO.B2010)

各種形状の軸受箱に軸受を組込んだ軸受ユニットを収録しています。

定格荷重が大きく取扱いが容易なため一般産業機械や搬送装置に

広く用いられます。

オイルシール＆Oリング
(CAT.NO.R2001)

オイルシール、Oリング、Oリング用バックアップリングなど

シール関連製品を収録したカタログです。

取扱いについての技術解説編と、多くの寸法に対応する豊富な商品を収

録しています。

ハイウィングシリーズ ドライブシャフト
(CAT.NO.B2022)

建設機械および鉄道車両に用いるドライブシャフトを収録しています。

製品のラインナップや取扱説明・損傷事例を含めた技術資料、寸法表等

を掲載しています。

ドライブシャフトの選定からメンテナンスまで幅広くご活用頂ける内容

となっています。

航空・宇宙用軸受
(CAT.NO.B1003JE)

航空機や宇宙で使用されている軸受を紹介するパンフレットです。

軸受の使用箇所と航空機の年代をまとめて一覧表で紹介しています。

小形一方クラッチ
(CAT.NO.B2024)

小形一方クラッチは、OA機器を始め、ATM、各種券売機などのクラッ

チ機構に使用されています。

ポリアセタール樹脂とスチールハウジングの推奨寸法を掲載していま

す。
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4）自動車用

第3世代 ボールハブユニット
(CAT.NO.B1004)

第3世代ボールハブユニットのおもな特長や構造を紹介しています。

JTEKTのおすすめ型番を掲載しています。

アクスルドライブピニオン用円すいころ軸受
(CAT.NO.B1006)

アクスルドライブピニオン用円すいころ軸受の紹介しています。

低トルク化、長寿命化技術、検討・評価方法およびJTEKTのおすすめシ

リーズ型番を掲載しています。
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軸　受

商品紹介（ジェイテクト）

■クラッチレリーズ■ハブユニット

■水ポンプ軸受 ■ロッカーローラ

■CPA ■LFTⅢ

■KE軸受

■特殊環境（EXSEVシリーズ）

■鉄道車両用

■ロールネック用（鉄鋼）

■駆動軸

■風力発電装置用
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自動車部品

センサ

商品紹介（ジェイテクト）

■CVT用ポンプ■アイドルストップ用電動ポンプ

■AT・CVT用比例制御弁

■水位計 ■圧力センサ・トランスデューサ

■航空・宇宙用■工作機械用

■ステアリング ■トルセン

■ダンパープーリー

■ ITCC® ■CVJ
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商品紹介（ジェイテクト）

工作機械

■カムシャフト研削盤　GC20Mi■グラインディングセンタ　TG4

■円筒研削盤　e300G

■横形マシニングセンタ　FH630SX-i ■立形マシニングセンタ　FV2090S

メカトロニクス
■プログラマブルコントローラ［ 研削盤 ］

［ マシニングセンタ ］

■小型安全PLC　TOYOPUC®-PCS-J■ダイレクト回路モニタ

TOYOPUC®-PC10G TOYOPUC®-Plus
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光洋機械工業株式会社

豊興工業株式会社

光洋シーリングテクノ株式会社

株式会社 C N K

商品紹介（国内主要グループ会社）

■ボールねじ

■精密スピンドルユニット ■ドライブシャフト

■センタレス研削盤 ■立形平面研削盤 ■全自動組立検査システム

■インデックスチャック ■インタミディエイトシャフト

■スモールパック ■トヨパックエコ ■高性能歪取り機

■省配線4pinコネクタ電磁弁 ■トヨパックモーション

省エネ油圧機器 検査・試験機

自動車部品

■各種オイルシール ■各種Oリング

■各種機能部品 ■AT・CVT用ボンデッドピストンシール

■ローダ

■円形渦流型クーラント供給システム ■熱処理

■DLCコーティング
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光洋サーモシステム株式会社

光洋電子工業株式会社

株式会社豊幸

豊田バンモップス株式会社

商品紹介（国内主要グループ会社）

■真空熱処理炉 ■ノンフレームKCF浸炭焼入炉
■縦型拡散システム

■電子デバイス用連続炉 ■ハイテンプクレーンオーブン ■実験用小型電気炉

■カムプロファイル研削用ビトリファイドホイール ■両頭平面研削用・センタレス研削用ホイール

■ロータリドレッサ ■ダイヤモンドセンタ ■HMI ■近接スイッチ

■プログラマブルコントローラ■ロータリーエンコーダ

■汎用円筒研削盤 G32 series

■CNC大形円筒研削盤 GE6 series

■生産形円筒研削盤 GL4E series■CNC円筒研削盤 GE3/GL3S series
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