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世界はゆっくりと、刻々と変化してきました。
その変化の速度を急激に高めていったのは、蒸気機関の発明からでした。

「物を動かす力」が「創造と活気」をもたらし、
人の生活のあらゆるファクターをダイナミックに変化させてきたのです。
今、私たちの暮らしを支えるために様々なものが動いています。

そんな動くものたちの中に
ゲイツ・ユニッタ・アジアの
精密伝動システムがあります。

※追加工プーリは2013年2月末日で販売終了となりました。



ゲイツ・ユニッタ・アジアはもっと高い技術開発力でお応えします。

プーリ・クランプ

設計支援ソフトウエアダウンロード

伝動用歯付ベルト

搬送用・リニア駆動用 歯付ベルト

【高トルク】【高精度】【静粛性】【長寿命】
GUAが培ってきた先進のテクノロジーを駆使し、
お客様の伝動システムニーズを
解決する最適な歯付ベルトをご提供します。

世界をリードするウレタンベルトメーカー
Gates Mectrol社との提携により、
さまざまな搬送用途に、
優れた加工性の「ユニッタメクトロール」を
ご提案します。

伝動用タイミングベルトカタログ

搬送用タイミングベルトカタログ

伝動用タイミングベルトカタログ
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改良の為、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

MD： SSPV112
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ベルトとのマッチングを
考慮した
プーリをご提供します。

ゲイツ・ユニッタ・アジアのホームページでは、
様々な支援ツールがダウンロードできます。
歯付ベルトの選定やレイアウト計算が短時間でできる設計支
援ソフト『デザインプログラム』（伝動用/搬送用）、プーリ2D・
3DCADデータをダウンロードできる『プーリCADデータダウン
ロード』をご用意してお客様の設計開発を強力にバックアップ
します。

http://www.unitta.co.jp/詳しくは ▼

2 0 1 9

2 0 1 9

2 0 1 9

搬
送
用
タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
カ
タ
ロ
グ

改良の為、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

2018年12月7日1D

東京支店 〒 104-0061　東京都中央区銀座 8-2-1　TEL.03-6744-2730  FAX.03-6744-2731　　　　　　　　　　　 代理店
名古屋支店 〒 450-0003　名古屋市中村区名駅南 1-17-23　TEL.052-589-1331  FAX.052-566-2006

福岡営業所 〒 812-0011　福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル8F　TEL.092-473-6651  FAX.092-474-2658
  広島営業所 〒 730-0042　広島市中区国泰寺町2-2-5　OHHAMA(大浜)ビル国泰寺 2F　TEL.082-545-1061

  
FAX.082-545-1062

北陸営業所 〒 920-0024　金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢8F　TEL.076-265-6235  FAX.076-223-6411  
静岡営業所 〒 420-0837　静岡市葵区日出町2-1 田中産商第一生命共同ビル6F 　TEL.054-254-2133  FAX.054-254-2136  
長野出張所 〒 390-0852　長野県松本市島立 797-4  乾ビル1階　TEL.0263-31-6612   FAX.0263-31-6613
奈良工場 〒 639-1032　奈良県大和郡山市池沢町 172　TEL.0743-56-1361( 代 )  FAX.0743-56-1389

本社 〒 556-0022 大阪市浪速区桜川 4-4-26 TEL.06-6563-1284 （代） FAX.06-6563-1285
http://www.unitta.co.jp/

搬送用タイミングベルトカタログ

メクトロール ベルト
メクトロール U-FlexⓇ ベルト
はめぱっちんⓇ

CAT.C03

h1-h4.pdf   1   2018/11/21   15:09

2



ゲイツ・ユニッタ・アジアはもっと高い技術開発力でお応えします。

プーリ・クランプ

設計支援ソフトウエアダウンロード

伝動用歯付ベルト

搬送用・リニア駆動用 歯付ベルト

【高トルク】【高精度】【静粛性】【長寿命】
GUAが培ってきた先進のテクノロジーを駆使し、
お客様の伝動システムニーズを
解決する最適な歯付ベルトをご提供します。

世界をリードするウレタンベルトメーカー
Gates Mectrol社との提携により、
さまざまな搬送用途に、
優れた加工性の「ユニッタメクトロール」を
ご提案します。

伝動用タイミングベルトカタログ

搬送用タイミングベルトカタログ

伝動用タイミングベルトカタログ

伝
動
用
タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
カ
タ
ロ
グ

CAT.B02-15

改良の為、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

MD： SSPV112

東京支店 〒 104-0061　東京都中央区銀座 8-2-1　TEL.03-6744-2730  FAX.03-6744-2731　　　　　　　　　　　 代理店
名古屋支店 〒 450-0003　名古屋市中村区名駅南 1-17-23　TEL.052-589-1331  FAX.052-566-2006

福岡営業所 〒 812-0011　福岡市博多区博多駅前 2-11-26 井門博多駅前ビル8F　TEL.092-473-6651  FAX.092-474-2658
  広島営業所 〒 730-0042　広島市中区国泰寺町 2-2-5 OHHAMA（大浜）ビル国泰寺2階　TEL.082-545-1061  FAX.082-545-1062

北陸営業所 〒 920-0024　金沢市西念 1-1-3 コンフィデンス金沢8F　TEL.076-265-6235  FAX.076-223-6411  
静岡営業所 〒 420-0837　静岡市葵区日出町 2-1 田中産商第一生命共同ビル6F　TEL.054-254-2133  FAX.054-254-2136
長野出張所 〒 390-0852　長野県松本市島立 797-4  乾ビル1階　TEL.0263-31-6612   FAX.0263-31-6613
奈良工場 〒 639-1032　奈良県大和郡山市池沢町 172　TEL.0743-56-1361( 代 )  FAX.0743-56-1389

本社 〒 556-0022 大阪市浪速区桜川 4-4-26 TEL.06-6563-1284 （代） FAX.06-6563-1285
http://www.unitta.co.jp/

h t tp : / /www .un i t t a . co . j p /

ベルトとのマッチングを
考慮した
プーリをご提供します。

ゲイツ・ユニッタ・アジアのホームページでは、
様々な支援ツールがダウンロードできます。
歯付ベルトの選定やレイアウト計算が短時間でできる設計支
援ソフト『デザインプログラム』（伝動用/搬送用）、プーリ2D・
3DCADデータをダウンロードできる『プーリCADデータダウン
ロード』をご用意してお客様の設計開発を強力にバックアップ
します。

http://www.unitta.co.jp/詳しくは ▼

2 0 1 9

2 0 1 9

2 0 1 9

搬
送
用
タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
カ
タ
ロ
グ

改良の為、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。

2018年12月7日1D

東京支店 〒 104-0061　東京都中央区銀座 8-2-1　TEL.03-6744-2730  FAX.03-6744-2731　　　　　　　　　　　 代理店
名古屋支店 〒 450-0003　名古屋市中村区名駅南 1-17-23　TEL.052-589-1331  FAX.052-566-2006

福岡営業所 〒 812-0011　福岡市博多区博多駅前2-11-26 井門博多駅前ビル8F　TEL.092-473-6651  FAX.092-474-2658
  広島営業所 〒 730-0042　広島市中区国泰寺町2-2-5　OHHAMA(大浜)ビル国泰寺 2F　TEL.082-545-1061

  
FAX.082-545-1062

北陸営業所 〒 920-0024　金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢8F　TEL.076-265-6235  FAX.076-223-6411  
静岡営業所 〒 420-0837　静岡市葵区日出町2-1 田中産商第一生命共同ビル6F 　TEL.054-254-2133  FAX.054-254-2136  
長野出張所 〒 390-0852　長野県松本市島立 797-4  乾ビル1階　TEL.0263-31-6612   FAX.0263-31-6613
奈良工場 〒 639-1032　奈良県大和郡山市池沢町 172　TEL.0743-56-1361( 代 )  FAX.0743-56-1389

本社 〒 556-0022 大阪市浪速区桜川 4-4-26 TEL.06-6563-1284 （代） FAX.06-6563-1285
http://www.unitta.co.jp/

搬送用タイミングベルトカタログ

メクトロール ベルト
メクトロール U-FlexⓇ ベルト
はめぱっちんⓇ

CAT.C03

h1-h4.pdf   1   2018/11/21   15:09

3



サポート品

東 京 支 店

名古屋支店

広島営業所

福岡営業所

TEL.03-6744-2730

TEL.052-589-1331

TEL.082-545-1061

TEL.092-473-6651

FAX.03-6744-2731

FAX.052-566-2006

FAX.082-545-1062

FAX.092-474-2658

北陸営業所

静岡営業所

長野出張所

奈 良 工 場

TEL.076-265-6235

TEL.054-254-2133

TEL.0263-31-6612

TEL.0743-56-1361

FAX.076-223-6411

FAX.054-254-2136

FAX.0263-31-6613

FAX.0743-56-1389

製品に関するお問い合わせは下記まで

大阪本社　   TEL.06-6563-1284　FAX.06-6563-1285

サポート品

音波式ベルト張力計
カタログ  CAT.513

■ 横型アームマイク
横型アームマイクはマイク側面にマイクがあ
るのでベルト背面と機械のすき間が狭い場所
でも測定が可能です。

（厚み10mm  幅20mm  全長170mm）

■ ロングアームマイク
標準マイク（全長170mm）に対し
てアーム部の長い（全長350mm）
タイプ。

■ 電磁式センサ
音波ではなく、磁力の変化をセンサで捕らえ
るので、スチールワイヤ・スチールベルトなど
の測定が可能です。ゴムベルトでも雑音（暗騒
音）の影響を受けやすい環境で、通常のマイク
で測定不可能な場合でも、薄い磁性体（固有振
動数に影響を及ぼさない程度）を塗布するこ
とで、測定可能になります。（全長1m）

■ コード式マイク
標準マイクでは測定しづらかった
機械の奥にあるベルトの測定が可
能な、長さ1mのコード式マイク。

RoHS 指令適合品

RoHS 指令適合品

RoHS 指令適合品

RoHS 指令適合品

音波式ベルト張力計

音波を解析することにより非接触でベルト張力を解析。
どなたでも簡単かつ正確に計測できます。

アライメント調整機  LASER AT-1
LASER AT-1は、ベルト（歯付ベルト・Vベルト）とプーリの取り付け時に

簡単にプーリ間の平行度とねじれを確認できる調整機です。

レーザーにより、プーリアライメントを調整。
どなたでも簡単にお使いいただけます。

プーリ間のねじれを確認 プーリ間の平行度を確認

U-508

大容量の
500メモリー
本体内部にメモリー機能を搭載500件の
測定結果を記憶

パソコンへの
出力機能
本体内部メモリーに記憶した測定結果は
USBＳケーブルを経由してパソコンへワン
タッチで出力可能

HIGH：設定上限より高い
GOOD：設定範囲内
LOW：設定下限より低い

パソコン内のU-508専用アプリケーションを利
用して、予め上限値・下限値を設定しておくこと
により、測定時に測定結果の判定ができます。

S No 00　EV8YU  

72.4 HIGH
N

TENSION

測定結果判定機能

大量の
測定結果も
楽々管理
NEW

NEW

NEW

オプションマイク
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Problem solution case introduction

事例
紹介

様々な業界のお客様課題を
解決しています。

伝動用歯付ベルト商品ポジション

伝動用歯付ベルト（台形歯形から新円弧歯形へ）

高

高低

台形歯形ベルト。
すべてはここから
スタートしました。

業界初（当時）の円弧歯形ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで
1歯あたりの伝動容量アップを
実現しました。

カーボン心線の採用により
さらに高い伝動容量を
実現したベルトです。　　　　

ベルトを細幅化することが
でき、コンパクト化・省エネ・
コスト低減に貢献します。

伝動容量・精度・静粛性の
点でバランスの取れた
ベルトです。
静粛性

静粛性

静粛性
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静粛性精
度

伝動容量
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めることにより、業界初、力の
伝達に優れた円弧歯形を開発。

インボリュート運動によって創
成されるプーリ歯形状とベルト
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に成功し、スムーズなかみ合い
と優れた伝達性能を両立。

もっと
大きな力を
伝えたい

もっと
精密に、
静粛に

1945年
（タイミングベルト）

1970年
（HTDベルト）

1994年
（GTベルト）

プーリ歯形

ベルト歯形
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バックラッシ比較図

6



Problem solution case introduction

事例
紹介

様々な業界のお客様課題を
解決しています。

伝動用歯付ベルト商品ポジション

伝動用歯付ベルト（台形歯形から新円弧歯形へ）

高

高低

台形歯形ベルト。
すべてはここから
スタートしました。

業界初（当時）の円弧歯形ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで
1歯あたりの伝動容量アップを
実現しました。

カーボン心線の採用により
さらに高い伝動容量を
実現したベルトです。　　　　

ベルトを細幅化することが
でき、コンパクト化・省エネ・
コスト低減に貢献します。

伝動容量・精度・静粛性の
点でバランスの取れた
ベルトです。
静粛性

静粛性

静粛性

静粛性

静粛性精
度

伝動容量

台形歯形 円弧歯形 新円弧歯形

米国ユニロイヤル社（現ゲイツ
ラバー社）が発明。
JIS、ISO規格歯形。

ベルト歯に伝わる力の解析を進
めることにより、業界初、力の
伝達に優れた円弧歯形を開発。

インボリュート運動によって創
成されるプーリ歯形状とベルト
歯形状を極めて近似させること
に成功し、スムーズなかみ合い
と優れた伝達性能を両立。

もっと
大きな力を
伝えたい

もっと
精密に、
静粛に

1945年
（タイミングベルト）

1970年
（HTDベルト）

1994年
（GTベルト）

7



事例紹介 -1 事例紹介 -2

パワーグリップEVベルト Ｐ26

EVⅡベルト Ｐ102

高速で駆動するロボットアームの正確な位置決めには、伸
びとバックラッシが少なく、減衰特性に優れた『パワーグリッ
プEVベルト』が適しています。

産業用ロボット

半導体搬送

フィルム製造機械

ワイヤー製造機械
ガラス基板やウエハーカセットの昇降で、長いスパンでの移
動が必要な場合は、長尺に特化した『パワーグリップロング
レングスベルト』をお勧めします。

パワーグリップロングレングスベルト Ｐ86

ウエハー搬送ロボット【アーム駆動部】

液晶・太陽電池基板搬送ロボット【アーム駆動部】

ウエハーカセット搬送昇降部

パワーグリップEVベルト Ｐ26

耐熱用 フッ素ベルト Ｐ104

ロール駆動を多用するフィルム製造機械には、駆動トルク
が高く、正確な同期が取れる『パワーグリップEVベルト』が
適しています。
高温になるロール周辺には、耐熱用『フッ素ベルト』をご用
意しています。

高トルクが求められるワイヤー製造機には、本体材質に高
強度ウレタンを使用し、歯部そのものを強化したことに加え
て、心線にカーボンを使用した『ポリチェーンGTカーボンベ
ルト』が適しています。

ポリチェーンGTカーボンベルト Ｐ16

2軸延伸製造機 【ロール駆動部】

伸線機 ワイヤー引き出し部
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事例紹介 -3 事例紹介 -4

小型で精密な駆動を要求される、金融機械には、角速度変
異が少ない『パワーグリップGTベルト』の、1.5GT・2GTタ
イプをお勧めします。紙幣の背面搬送には、摩擦係数の高
い『EPDMベルト』が適しています。

金融機械 カードリーダー 【カード挿入部】

ATM 【紙幣搬送部】

パワーグリップGTベルト Ｐ40

EPDMベルト Ｐ105

高速に移動する直行系の位置決めには、バックラッシを極
限まで少なくした歯形の『パワーグリップEVベルト』がお勧
めです。

電子基板実装装置 ワーク駆動部

パワーグリップEVベルト Ｐ26

大型のボールネジ駆動に、ベルト幅を狭くでき、プーリの慣
性力を低く抑えられる『パワーグリップEVベルト』がお勧め
です。

電動プレス ボールネジ駆動部

パワーグリップEVベルト Ｐ26

EVⅡベルト Ｐ102

低回転で高トルクの伝達を要求される押し出し機や混練機
には『ポリチェーンGTカーボンベルト』をお勧めします。

押し出し機 スクリュー駆動部

ポリチェーンGTカーボンベルト Ｐ16
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チェーンを使用しているオートバイや自転車の後輪駆動は
『ポリチェーンGTカーボンベルト』を使用することにより、潤
滑油のメンテナンスから開放されます。

2輪車 自動2輪 【後輪駆動部】

自転車 【後輪駆動部】

ポリチェーンGTカーボンベルト Ｐ16

患者さんの心理的負担をのぞくため、騒音を出来るだけ少
なくしたい、病院内の機械には、スムーズな噛み合いによ
り、騒音を低下させた『パワーグリップEVベルト』がお勧め
です。さらに低騒音を指向した『パワーグリップハス歯GTベ
ルト』も特殊品としてご用意しています。

大型医療機械 CTスキャナー 【ガントリー回転部】

コンパクトで、張力調整機構を持たない家電製品には、ジャ
ンピングトルクに優れた『パワーグリップGTベルト』
1.5GT・2ＧＴ・3GTタイプがお勧めです。

家電 掃除機 【ヘッドブラシ駆動部】

家庭の卓上で使用されるため、低騒音が要求されるミシン
等には、ベルト幅が狭く、噛み合いのスムーズな『パワーグ
リップGTベルト』2GT・3GTタイプがお勧めです。

ミシン 上下軸駆動部

事例紹介 -5 事例紹介 -6

パワーグリップEVベルト Ｐ26

パワーグリップハス歯GTベルト Ｐ101

パワーグリップGTベルト Ｐ40

パワーグリップGTベルト Ｐ40
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