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eeposはドイツで生まれたアルミ専門のレールメーカーです。

スムーズな動作による作業効率向上

eeposのクレーンシステムはそのスムーズな動作から、作業者にとって動きやすく、安全な作

業環境を実現します。

eeposはあらゆるワークの搬送に最適なソリューションの提供が可能です。

eeposのシステムはクレーン業界においてトップクラスのスムーズな動作を実現しています。

 負荷 発進時必要な力 移動時必要な力

 100 kg 0,5 - 0,8 kg 0,2 - 0,4 kg

 250 kg 1,3 - 1,9 kg 0,5 - 0,8 kg

 500 kg 2,5 - 3,8 kg 1,0 - 1,9 kg

 750 kg 3,8 - 5,6 kg 1,5 - 2,9 kg

 1.000 kg 5,0 - 7,5 kg 2,0 - 3,8 kg

停止中のシステムを動かす際必要な力

The max. permissible operating force for manually operated
trolleys in accordance with DIN 13157.2004 25 daN 25 kg

開　始 移　動 位置決め

— eepos    — 他社アルミレール    — スチール製 時間

eeposの値は実際に実験を行い算出したものです。その他の値は資料から引用しています。
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モノレール（ESB）

カーブレール（EKB）

シングルガーダー・エレベーテッド（ETKA）

ダブルガーダー（ZTK）

シングルガーダー・エレベーテッド・テレスコープ（ETKAT）

ダブルガーダー・エレベーテッド（ZTKA）

シングルガーダー（ETK）

ダブルレール（ZSB）

クレーン・システム
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導入事例
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アルミニウム・レール XS アルミニウム・レール S

項目 仕様

材質
EN AW 6063 T66
アルマイト処理

重量 3 kg/m

長さ 1.000 mm-6.000 mm

断面二次モーメント
(IY/IZ)

112 cm4 / 89 cm4

断面係数（Wy/Wz） 25 cm3 / 20 cm3

項目 仕様

材質
EN AW 6063 T66
アルマイト処理

重量 5 kg/m

長さ 1.000 mm-6.000 mm

断面二次モーメント
(IY/IZ)

233 cm⁴ / 209 cm⁴

断面係数（Wy/Wz） 42 cm³ / 44 cm³

評価チャート 評価チャート

負荷[kg] 負荷[kg]
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アルミニウム・レール M アルミニウム・レール L

項目 仕様

材質
EN AW 6063 T66
アルマイト処理

重量 7 kg/m

長さ 1.000 mm-6.000 mm

断面二次モーメント
(IY/IZ)

600 cm⁴ / 330 cm⁴

断面係数（Wy/Wz） 85 cm³ / 67 cm³

項目 仕様

材質
EN AW 6063 T66
アルマイト処理

重量 8.5 kg/m

長さ 1.000 mm-6.000 mm

断面二次モーメント
(IY/IZ)

1206 cm⁴ / 432 cm⁴

断面係数（Wy/Wz） 133 cm³ / 86 cm³

評価チャート 評価チャート

負荷[kg] 負荷[kg]
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アルミニウム・レール XL 補強レール

項目 仕様

材質
EN AW 6063 T66
アルマイト処理

重量 10 kg/m

長さ 1.000 mm-6.000 mm

断面二次モーメント
(IY/IZ)

2195 cm⁴ / 518 cm⁴

断面係数（Wy/Wz） 197 cm³ / 104 cm³

項目 仕様

材質
EN AW 6063 T66
アルマイト処理

重量 4 kg/m

長さ 1.000 mm-6.000 mm

断面二次モーメント
(IY/IZ)

2136 cm⁴ / 506 cm⁴

断面係数（Wy/Wz） 3423 cm³ / 609 cm³

評価チャート 評価チャート

負荷[kg] 負荷[kg]
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サービス・ステーション カーブレール

型式 長さ[mm] 重量[kg]

S 550-1.000 4～6

M 550-1.000 5～8

L 550-1.000 5～9.5

XL 550-1.000 6.5～11

型式 半径[mm] 重量[kg]

XS 2.000 9.6

S 2.000 16

M 2.000 22.4

L 2.000 27.2

XL 2.000 32

サービス・ステーションは、所定の位置で簡単にトロリー

を交換することができる下部構造をしています。

レールに複数のトロリーを使用する場合に特に役立ちます。

サービス・ステーション内の負荷容量が制限される場合

があります。

サービス・ステーションの最大負荷容量は 250k です。

eepos のカーブレールを使えば、あなたの望む運搬シス

テムを構築することができます。

半径 2.000mm 以上であればお客様の要望に応じて複数

カーブ、Ｓ字型カーブなど、様々なカーブを作ることがで

きます。

ＸＳ、Ｓ、Ｍ、Ｌ、ＸＬのレール全てで対応可能です。

※ 重量は半径2,000mmのワンコーナー(1/4周)分のものです。
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可動式サスペンション 固定式サスペンション

約９０％の eepos クレーン・システムは可動式サスペン

ションによって固定しています。メンテナンス・フリーの

40mm の調整範囲を持つボール・ジョイントを持ち、フレ

キシブルな動作を実現する役割を果たしています。H 鋼

に取り付ける場合、この支持方式を第一の選択肢として

ご提案します。

クレーン・システムが押し上げ方向の力を受けやすい環

境下で使用する場合に限り、固定タイプのサスペンショ

ンを使用します。

例としてはマニュピレーター、エスカレーター式装置の場

合です。

3 種類のサイズのフランジにより、50-310mm の範囲内で、

安全に取付することができます。

大半の eepos クレーン・システムは正確な負荷の位置決

めをするシステムであり、押し上げ力を被りやすいシステ

ムでもあります。

例としてはマニュピレーター、エスカレーター式装置等の

場合には高さ調節が可能な固定式サスペンションを使用

します。

20mm の高さ調整範囲により、構造の高さの違いを補正

する機能を有しています。3 種類のサイズのフランジによ

り、50-310mm の範囲内で、安全に取付することができ

ます。

項目 50-150 150-250 250-310

耐荷重[kg] 2.000 2.000 2.000

幅調整（フランジ幅）
[mm]

50-150 150-250 250-310

高さ調整範囲[mm] 85-125 85-125 85-125

重量[kg] 4.2 5 5.5

最大傾き度[゜] 10 10 10

項目 50-150 150-250 250-310

耐荷重[kg] 2.000 2.000 2.000

幅調整（フランジ幅）
[mm]

50-150 150-250 250-310

高さ調整範囲[mm] 85-105 85-105 85-105

重量[kg] 4.2 5 5.5

10



走行トロリー

横行トロリー

アルミニウム・タンデム・トロリー

2 つのアルミニウム・トロリーを接続したタンデム・トロリ

ーは、安全に最大 1,200kg の負荷を運搬することができ

ます。

2 つのバージョンに区別されます :

一つは、チェーン・ホイスト等を吊るすもの、

もう一つはレールを接続するものです。

材質 最大耐荷重[kg] 重量[kg]

プラスチック 300 1.35

アルミニウム 600 1.55

材質 最大耐荷重[kg] 重量[kg]

プラスチック 300 1.35

アルミニウム 600 1.6

バージョン 重量[kg]

横行トロリー 6

走行トロリー 6.35
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電動ドライブ

エア・ドライブ

エア・ブレーキ（ガーダー用）

緩衝ストッパー（トロリー取付タイプ）

エア・ブレーキ（リフティング・ユニット用）

項目 仕様

速度 0-60 m/min

性能 0.37 kW

電圧 230 V

デューティー比 100%

重量 15 kg

項目 仕様

最大耐負荷 500 kg

速度 0-20m/min

動作温度 -10℃～+60℃

最大動作圧力 6 bar

モーター駆動の操作中に摩擦ドライブをオンするための

エアー機構です。摩擦ドライブがオンにされない場合は、

他に加わる力はなく、eepos ならではのスムーズな動き 

（回転特性）をします。

項目 最大耐荷重[kg] 重量[kg]

ノーマルオープン 40 2.5

ノーマルクローズ 40 2.5

項目 最大耐荷重[kg] 重量[kg]

ノーマルオープン 40 3.5

ノーマルクローズ 40 3.5

バージョン 型式

横行トロリー シングル・ダブル

走行トロリー シングル・ダブル
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エンド・カバー ジョイント・プレート

型式 重量（ワンセット）[kg]

XS 1.35

S 2.15

M 2.6

L 3.1

XL 3.65

すべての eepos レールを汚れから保護するため、カバー

を付けています。

レールＳ、Ｍ、Ｌ、XL 用ジョイント・セットは、側面の溝で

固定され、任意の長さのクレーン・システムを構築するこ

とができます。

レール XS 用ジョイント・セットは上部開口部によって固

定されます。

これにより任意の長さのクレーン・システムを構築するこ

とができます。また、クレーン・ブリッジはジョイント・セット

を使い、拡張させることができます。

型式 寸法[mm] 重量[kg]

XS 100×72×3 0.03

S 105×96×3 0.04

M 140×99×3 0.06

L 180×100×3 0.07

XL 220×100×3 0.08

補強 80×99.5×3 0.07
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横行レールサスペンション 固定エンド・ストッパー

可動エンド・ストッパー

緩衝ストッパー ( レール取り付けタイプ )

このサスペンションを使うことで、横行レールを走行用レ

ールに接続できます。

この特殊な形状のサスペンションは、フレキシブルであり

ながらしっかりと固定でき、作業者に自由で容易な作業

を提供します。

同時に、全てのコンポーネントの正確な接続は、負荷の

大小に関わらず、静かでスムーズな動きを実現します。

横行レールサスペンションは最大 600kg の上向き、また

は下向きの負荷に対応します。

シンプルなチェーン・ホイストのアプリケーションだけでな

く、高度なマニピュレータ、複雑な昇降装置に対しても大

いに活躍します。

通常横行レールは 90°タイプにより取り付けられます。

テレスコープの場合はは 0°タイプにより取り付けられます。

固定エンド・ストッパーは、eepos クレーン・システムの全

てのレールのエンド部分に取り付ける必要があります。

可動エンド・ストッパーにより、クレーン・システムの任意

の範囲内での取付が可能になります。

緩衝ストッパー（レール取り付けタイプ）により、クレーン・シ

ステムの任意の範囲内での取付が可能になります。負

荷に衝撃を加えず停止させたい場合、その役割を果たし

ます。

型式 重量（ワンセット）[kg]

90゜ 0.6

0゜ 0.6 型式 重量[kg]

固定式XS゜ 0.07

固定式S-XL 0.1

調整式 0.19

緩衝式 0.8
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落下防止装置 エレベーション・モジュール

装着の法律上の義務はありませんがお客様の要望に応

じてご用意できます。

3 つの落下防止装置をご用意しています。

　

　落下防止装置（走行レール）

  （走行レールと H 鋼間の接続）

　 落下防止装置（横行レール）

　（走行レールとガーダー間の接続）

　 落下防止装置（トロリー）

　（トロリー及び吊り下げ物の落下防止）

エレベーション・モジュールを用いることで、横行レール

をより高い位置で使うことができます。これは建物及び

天井高さに制限がある場合、またより広い（上下方向で）

範囲で稼働させたい場合によく用いられます。

エレベーション・モジュールは固定式サスペンション 0°

と組み合わせて使用することができません。アルミニウ

ム・トロリーと組み合わせて使います。

型式 重量[kg]

落下防止装置（走行レール） 1.0

落下防止装置（横行レール） 1.5

落下防止装置（トロリー） 1.0

型式 重量[kg]

XS 11

S 13

M 14

L 15

XL 17
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プルバック・テレスコープ

衝突防止用トロリー

ケーブル・トロリー

エンド・クランプ

牽引アーム

テレスコープ下段レールの引き戻し用です。

クレーン・システム不使用の際、テレスコープ下段レール

を所定の位置に引き戻します。

レールの S、M、L と XL に使用できます。

同一システム内に取付けた二本の横行レールの衝突を

防止する為に使用します。

項目 仕様

ガイド 500mm-3.000mm

重量 5kg-10kg

型式 重量[kg]

フラットケーブル 0.16

ホース（φ10-16mm） 0.18

ホース（φ17-25mm） 0.20

ホース（φ26-36mm） 0.25

ストラップ（φ＜90mm） 0.16

型式 重量[kg]

フラットケーブル 0.22

ホース（φ10-16mm） 0.23

ホース（φ17-25mm） 0.25

ホース（φ26-36mm） 0.30

ストラップ（φ＜90mm） 0.21

型式 重量[kg]

フラットケーブル 0.13

ホース（φ10-16mm） 0.14

ホース（φ17-25mm） 0.16

ホース（φ26-36mm） 0.21

ストラップ（φ＜90mm） 0.12
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ジブ・クレーン リフティング・アクシス

データ

・ジブ長さ 2,000mm ～ 6,000mm

・容量最大 80kg ～ 500kg

・フック高さ標準 2,600mm

特徴

・支柱タイプと壁掛タイプあり

・たわみを抑えられる革新的構造

・スムーズな回転

・低価格

・短時間で簡単に設置可能

データ

・据付寸法とストロークを個々に設定可能

・最大荷重 500kg

・高耐負荷で最大遠心トルク 2,500Nm

・電気動力、エア動力どちらも可能

特徴

・ゼロバックラッシュ

・容易なメンテナンス

・速度調整可能

型式 ジブ長さ[mm]

支柱式250kg 2.000 - 6.000

支柱式500kg 2.000 - 6.000

壁掛式250kg 2.000 - 6.000

壁掛式500kg 2.000 - 6.000
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1

2

3

4

上部構造物

横行レール

走行レール

サスペンション距離 

走行レール / ガーダー間角度 90° 

システム・レイアウト
シングル / ダブルガーダー
システム構成

① サスペンション

　 （この構成では可動式ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝが標準）

② 走行トロリー

　 （落下防止のためセイフティー ・ システム取付） 

③ 走行トロリー

　 （クレーン ・ ガーダー ・ サスペンション 90°取付 )

④ エンド ・ カバーと固定エンドストッパー

取付寸法表

可動式サスペンション使用時

固定式サスペンション使用時

レール Bmin 
/ Bmax C D Emin Emax F2 F3

XS 85-125 100 68,0 253,0 293,0 29,0 59,0

S 85-125 105 58,5 248,5 288,5 19,8 49,8

M 85-125 140 58,5 283,5 323,5 19,5 49,5

L 85-125 180 58,5 323,5 363,5 19,5 49,5

XL 85-125 220 58,5 363,5 403,5 19,5 49,5

レール  Bmin 
/ Bmax C D Emin Emax F2 F3

XS 85-105 100 68,0 253,0 273,0 29,0 59,0

S 85-105 105 58,5 248,5 268,0 19,8 49,8

M 85-105 140 58,5 283,5 303,5 19,5 49,5

L 85-105 180 58,5 323,5 343,5 19,5 49,5

XL 85-125 220 58,5 363,5 383,5 19,5 49,5
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事業所一覧

ヨーロッパ地区 /Europe

- ドイツ /Germany

- スペイン /Spain

- フランス /France

アジア地区 /Asia

- 日本 /Japan

- 中国 /China

- タイランド /Thailand

- インド /India

- トルコ /Turkey

南アフリカ地区 /Afrika

- 南アフリカ /South Africa

北・南アメリカ地区 /North and South America

- アメリカ /USA

- メキシコ /Mexico

- ブラジル /Brazil

日本 /Japan

株式会社 eepos Japan

〒：534-0025

大阪市都島区片町 1-2-13

1-2-13 Katamachi 

Miyakojima-Ku 

Osaka 534-0025

Tel：+81-66351-8203

Fax：+81-66351-9744

タイランド/Thailand

Green Plus

eepos Thailand

C21 2Nd Fi., Rompo 

Mansion 115 

Rimthangrotfaisaipaknam 

Rd., Khlongtoei 

Bangkok 10110

Tel：+66-2249-8446

Fax：+66-2671-3060

中国 /China

eepos Shanghai

East Side 1F 3-building

No.100 Wenxiang East Road 

Songjiang District 

Shanghai 201613

Tel：+86-21-3701-1090

Fax：+86-21-3701-1080

中国 /China

eepos Shenzhen

6F E-building 

Hourui 3rd Industrial Zone 

Xixiang Subdistrict 

Bao-an District

Shenzhen 518128

Tel：+86-755-2908-2826

Fax：+86-755-2908-2899

- ハンガリー /Hungary

- ロシア /Russia

- イタリア /Italy
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