薬品・油に強いケーブル

耐薬品性

Chemical / oil resistant cable

耐薬品・耐油ケーブル

耐油性

Oil resistance

耐油性

Composite cable between robot devices (central Ethernet speciﬁcation)

ロボット用複合ケーブル
構造図

Construction ﬁgure

Oil resistance

RoHS対応品
RoHS complete

シールド
shield

Construction ﬁgure

【事例 1】Case 1

【事例 1】Case 1

シールド

センサーケーブル
シリーズ

Shield

センサーケーブル
シリーズ

通信 4 対

KANEKO CORD

Ethernet 4pair

※印字はイメージです。

動力（4系統）
大動力（3系統）

Conductor

large power（3 lines）

制御（8系統）

耐薬・耐油PVCシース

control（8 lines）

介在

Chemical / oil resistant
PVC sheath

Filler

長 Characteristics

■制御信号をイーサネットに集約可能。

■ Enable consolidation of control signals into Ethernet.
■ Separate power section from signal section to ensure

■Our proprietary formulation resists chemicals and oil exposure.

■動力部と信号部を分離し、高い耐ノイズ性を確保。

■汎用的な素材を採用し、リーズナブルかつ耐久性あります。

■Versatile, reasonable and durable materials are adopted.

■ロボットアームとコントローラ間等の配線に最適。

■薬品・油が飛散する工作機械等への配線に最適。
■UL2586（105℃／ 600V）適合。
■UL 対応可能（300V〜600V）。

■Ideal for wiring in machine tools where chemicals and oil
are scattered.
■UL2586（105℃／ 600V）adaptable.
■UL compatible（300V to 600V）.
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ラインナップ Line-up
絶縁体断面積

ラインナップ Line-up

最大仕上り

Cross section of insulation

絶縁体断面積

Cross section of insulation

AWG

mm2

32〜10

0.0323〜5.2

high noise resistance.
■ Ideal for wiring between robot arm and control.

Maximum finish

AWG

mm2

32〜10

0.0323〜5.2

ケーブル外径（mm）
Cable outer diameter

〜22

カスタムケーブルのご提案 Proposal for custom-made cable
カスタムケーブルのご提案 Proposal for custom-made cable

■薬品・油のご使用環境下での配線にお困りでしたら、当社営業担当までお問い合わせください。

■お客様のご要望に合わせた配線にて複合ケーブルを製作致します。
■ケーブル配線の集約等でお困りでしたら、当社営業担当までお問い合わせください。
■ We will manufacture composite cables with wiring according to customer s needs.

特殊ケーブル

特殊ケーブル

■お客様のご要望に合わせた耐薬品・耐油ケーブルをカスタム対応致します。

太陽光発電
ＡＷＧ
モジュラーケーブル
システム用ケーブル
ケーブルシリーズ

太陽光発電
ＡＷＧ
モジュラーケーブル
システム用ケーブル
ケーブルシリーズ

■当社独自の配合により、耐薬品・耐油を実現。

ツイストペア

ツイストペア

特

長 Characteristics

世界規格適合

世界規格適合

PVC絶縁体

PVC Insulation

特

Power（4 lines）

導体

ＴＰＥＥ・ＥＴＦＥ樹脂絶縁使用

Filler

ロボットケーブルシリーズ 電源ケーブルシリーズ 信号ケーブルシリーズ

介在

※The printed words represent only an image of the product.

ＴＰＥＥ・ＥＴＦＥ樹脂絶縁使用

ロボットケーブルシリーズ 電源ケーブルシリーズ 信号ケーブルシリーズ
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RoHS complete

ロボット機器間 複合ケーブル（中心イーサネット仕様）

新製品シリーズ

新製品シリーズ

構造図

Chemical resistance

RoHS対応品

■ Please feel free to contact our sales staff when you have any troubles with consolidation of cable wiring.

■ Customized chemical / oil resistant cables are available according to customer s needs.
■ Please feel free to contact our sales staff when you have any troubles with wiring in the environment using chemicals and oil.

技術資料

技術資料
13
12

www.kaneko-cord.com
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