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パワートレイン向けの実績及び製品を場面毎にご紹介させていただきます。
We will show  our  products for “Power Train Plant” by each category.

☆パワートレイン向け製品の御提案 Proposal for Power Train equipment 

（１） エアーバランサー： ドラム式、アーム式
Pneumatic Balancer (Drum Type, T-Arm), Electric T-Arm,

（３） ベスタパワー（エネルギー供給システム）
Besta Power (Energy Supply System)

（６）アタッチメント： クランプ、引掛け式、バキューム式
Manipulators: Clamp, Hook, Vacuum
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（２） レールシステム： アルミレールシステム＆スチールレールシステム
Light Crane System: Aluminum Rail Systems, Steel Rail Systems

（４） バランスシリンダ
Balance Cylinders

（５） ＪＢクレーン （アルミ・スチール製）
JB Cranes

（７）搬送コンベア、自動化システム
Conveyors, Automations

（８）締め付け装置、反力受け
Fastening systems,
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天吊り固定式

Hanged, Fixed

天吊り移動式

Hanged, Movable
壁固定式

Fixed at Wall

T-Arm（バランスアーム）シリーズは、耐荷重 40kg～550kgまでをラインナップしております。

本製品は弊社開発のもので、純国産品です。設計～製造、設置工事まで弊社にて行います。

オプションも豊富に取りそろえており、お客様の作業環境やニーズに沿った製品をお届け致します。

The withstand loads of T-Arm is various, it is from 40 to 550kg.  It has been developed by 
ourselves.  There are many optional functions.  T-Arm could satisfy your requirements.

本製品は、T-Armよりも安価で提供できる製品です。旋回軸は２軸設けており、先端部よりロープにて

吊り下げします。This is cheaper than T-Arm.  There are 2 pivot shaft.  Hanged by rope from 
apical end.

スライダーエース Type 50H

Slider Ace Type 50H

スペック：耐荷重 Withstand Load 50kg 
(0.5MPa時)

作業半径 Operation Radius：2500mm
（320°）

昇降ストローク UP/DOWN travel：
1,500mm

床置き固定式 Floor, Fixed

この他にもType 80H (耐荷重80kg)が

あります。Type 80H is also available.

(1)-1-2．スライダーエース：エアー駆動タイプ

Slider Ace     Pneumatic Activating type

床置き移動式

Floor, Movable

(1)-1-1．T-Arm （バランスアーム）：エアー駆動タイプ

Balance Arm      Pneumatic Activating type

床置き固定式

Floor, Fixed
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正確な位置決めが必要な場合や、重量が重い場合には電動タイプをお勧めしています。操作は昇降レバー
にて操作するものやボタン動作など、様々な方法にて御提案しています。

If you need to point exactly or the loads are heavy, we would recommend electric type. The 
control methods are various.  For examples, UP/DOWN lever or button.

(1)-1-4．Knightエアーバランサー Air Balancer

ドラム式のバランサーは米国Knight GROBAL社の製品です。弊社はKnightの日本総代理店であり、

メンテナンスやスペアパーツの供給も万全です。ドラム式バランサーの特長は、小さなボデーでロングス
トロークが可能となり、レールシステムと組み合わせれば、三次元的な動作がスムーズにできます。

バランスコントロールはKnight製品の他に、日本のお客様のニーズにあった回路を弊社独自に提供してい
ます。

The drum type balancer is manufactured by Knight GROBAL in USA.  We are the distributor in 
Japan.  We can maintenance and supply spare parts well.  It is small body, but has long stroke.  
If it is combined with rail systems, it can move in 3D smoothly.

We provides our own controller besides original ones from Knight GLOBAL.

(1)-1-3．T-Arm （バランスアーム）：電動タイプ

Balance Arm  Electric type
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(2) レールシステム（ライトクレーン） Rail System (Light crane)

アルミレールシステム

Aluminum rail system

スチールレールシステム

Steel rail system

弊社のレールシステムは、アルミ製とスチール製があります。アルミ製は転がり抵抗が少なく、精度が良
いことが特長です。スチール製は安価で幅広い産業で使用されています。安全基準は各自動車メーカー様
を初めとする各社の規格及びCE規格にも準拠しており、安心してお使いいただけます。

We have aluminum and steel rail system.  Aluminum one has less rolling resistance and sensitive.  
Steel one is used in various industries.  Its safety standard clears are based on each 
companies’ standard and CE standard.

テレスコープシステム

Teleschope system
分岐レールシステム

Bifurcated rail system

（１）

電源

Power 
Source

（３）

照明など
Lightings

（５）

(3) ベスタパワー BESTA POWER

（１）エアー配管とアルミレールを一体化し、省スペース化を計りました。
Blend pneumatic piping and aluminum rail, it realizes space-saving.

（２）レール横にエネルギーチェーン（ケーブルベア）を付けることに

より、エアー、電気、通信線、電話線等を付設できて、１工程間を

シームレスにエネルギーを供給します。（工程最大長は18m）It can be 
added pneumatic, electric, connecting wire, telephone line etc. 
because of setting energy chain(cable bear) at rail side.  It supplies 
energy seamless in an operation. 

（３）A180レールは高強度で、天吊りポイントが6m／箇所で耐荷重

＝120kg可搬。工場の天井からの吊り工事が大幅に低減でき

ます。また、床から柱を立てて設置することも可能です。A180 ral is 
strong, Withstanding load is 120kg when hanged points are every 
6m.  It can reduce hanging construction.  It can be set from the pole 
on the floor.

（４）A180レールの上部はアルミプロファイルになっていますので、

蛍光灯やパトライト、呼出スイッチなどを取り付けることが可能です。
Upper parts at A180 rail is aluminum profile.  You can install 
flourescent, patrol light, calling switches etc.

（５）ワークステーションを使えば、床走行台車に比べて、はるかに

スムーズな動作ができます。Workstation helps smooth movement.

ラインとの同期も下部のコンベアや車両ハンガー等で可能です。It can 
be linked with line by lower conveyers or hangers.



バランスシリンダシリーズは、安価で製品重量が軽いのが特長です。タテ型とヨコ型を取りそろえており、最大荷
重は150kgまで可能です。弊社のレールシステムとの組み合わせ出来るように設定してあります。

Balance cylinder series is easy on the wallet and light weight.  There are vertical and horizontal type.  
The maximum load is 150kg.  It is designed to be able to combine with our rail system.
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(4) バランスシリンダ Balance Cylinder

トロリー

Trolley

アンカー

Anchor

(5) JBクレーン JB Crane

テレスコープＪＢクレーン

Teleschope JB crane

アルミレールシステム及びスチールレールシステムを使用したJBクレーンは、スムーズな動作ができます。

テレスコープJBクレーンは、弊社独自のものであり、狭い空間でも奥まで届く動作が可能です。

JB cranes are constructed by aluminum and steel rail system.  It moves smoothly.  It reaches deep if it is 
narrow space.



トランスミッションケースの移載 Transfer Transmission Case
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（６） アタッチメント －加工工程向け Manipulator for Machining Shop

パワートレイン工場 Power Train Shop

パワートレイン工場は様々な種類の部品を製作しており、これらで必要な機械・道具もお客様に
より異なります。
In Power Train shop, there are many kind of  machinery, depend  on customer, 
Is decided what they need . Tools  and  machinery.



マニホールドの移載 Transfer Manifold
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インテーク・マニホールド移載
Transfer Intake Manifold

シリンダヘッド（素材）の移載 Transfer Cylinder Head(Material)

クランクシャフトの移載 Transfer Crank Shaft
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マニホールド移載
Transfer Manifold

マスターシム取付
Install Master 
Shim

フライホイール移載
Transfer Flying 
Wheel



フライホイール移載
Transfer Fly Wheel

ケース移載
Transfer case
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コンプレッサー移載 Transfer Compressor
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パワートレイン昇降 UP/DOWN Power Train



クラッチ移載 Transfer Clutch

吸込マニホールド移載 Transfer Suction Manifold
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エンジンASSYの移載・反転
Transfer&Invert Engine Assy
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エンジン移載

Transfer Engine



クラッチドラム移載 Transfer Clutch Drum
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トルクコンバータ取付・移載
Install&Transfer Torque converter



ハウジング移載 Transfer Housing
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シャフト移載 Transfer Shaft



アプリケーション
Application

エンジン組付工程

Assembling Engines Station

特長 Feature： 吊り下げ部のカールホースを廃止し、スッキリとしたレイアウトにしました。 １つのエアートロリーに
複数の工具を接続することができます。工具用レールや配管を無くし、設置工数の削減ができます。

Rid the coiled hoses at ganged part to make the layout simple.  You can connect many tools into one air 
trolley.  Rid rail for tool and pipings.  It helps you to install it easily.
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ベスタパワー使用による

ビフォー＆アフター

BEFORE & AFTER 

By bringing in BESTA 
POWER

BEFORE

カールホースが絡まり、煩雑
な取り回しをしている

Coiled hoses got entangled 
each other, also, it is 
cumbersome

AFTER

カールホースをなくして、

整然とした取り回しになった

Rid coiled hoses, it became 
methodical
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各種マニピュレータのお問い合わせは、

お気軽に申しつけ下さい。

Please don’t hesitate to contact us.

シンテック株式会社

THING TECH CO., LTD.

本社： 愛知県安城市東別所町応４２番地 〒446-0013

Head office   42 Ou Higashibessho-cho, Anjo city Aichi pref.

TEL (0566)76-5368（代） FAX (0566)76-5269

九州： 福岡県京都郡苅田町尾倉3-8-7 〒800-0353

Kyushu Branch   3-8-7 Okura Kanda-cho, Miyako gun Fukuoka pref.

TEL (093)434-4434     FAX (093)434-4435


