
エネルギー接続のパートナー

総合カタログ



操業コストを削減し、永続的な発展を共に進めましょう
ストーブリ社のテクノロジーで、設備のパフォーマンス向上、長期的に信頼できる設備投資、作業エリアの環境汚染防止を実現します。
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コネクター：エネルギー接続のライフライン
流体およびエネルギー接続のエキスパートとして、ストーブリコネク
ターは、標準製品からお客様の仕様に合わせた製品まで幅広いレン
ジを提供しています。
-  あらゆるタイプの流体用クイックリリースカップリング：圧縮空気、
熱交換用流体、作動油、燃料など

- 電気コネクター
- 回路の一括接続用マルチカップリングプレート
- プラスチック産業用金型クランプシステム
- ロボット用ツールチェンジャー 

ストーブリ、インターナショナルビジネスネットワーク
14の生産拠点、２４カ国に及ぶセールス・カスタマーサービスネット
ワーク、５０カ国に及ぶセールスネットワークをもつストーブリはお
客様との密接で気配りの行き届いた関係の構築に熱意を注いでい
ます。
標準のアプリケーションやより特定の要求にお応えした案件に関わ
らず、産業用アプリケーションにおける知識、技術者との密接な連携
により、正確かつ詳細な資料に裏づけされたソリューションを提供い
たします。
- 仕様決定にむけた積極的なコラボレーション
- 品質プランの起案
- 品質テストの定義と実施

三大事業
ストーブリは、メカトロニクスが構成する三
大事業拠点で、技術革新を推進し続けるグ
ローバルグループです
- テキスタイル産業用プログラミング及びオ
ートメーション化システム
-あらゆるタイプのエネルギー用コネクター
- 産業ロボット 
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ストーブリグループ社内組織の各事業部において、営
業、研究開発、製造技術、生産、物流、それぞれがお客
様のパートナーとして対応します。

ストーブリ研究開発との技術革新
研究開発部門で培われてきた経験をお客様のプロジェクトに導入
します。
高い技術力をもったチームとその経験・知識に裏打ちされた弊社の
研究開発部は、お客様が現在必要としている要件を満たすと共に、
将来起こりうる課題に事前に対応します。
－お客様のニーズの詳細分析
－技術的要求事項と経済的制約を整合
－活発な技術調査
－ 安全性・生産性・気密性人間工学など、お客様の 

プライオリティーを遵守

私達の日々の献身－品質とパフォーマンス
ストーブリは、柔軟かつ厳格な品質管理システムにより、一貫した品
質の製品を常に提供しており、様々な組織から認証を取得してお
ります。

高機能なＣＡＤシステム、高速
試作製造システム、評価および
耐久ベンチテスト、など。
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広範囲にわたる独自.
のノウハウ
絶えず変化する産業界との密接なつながり
のもと、ストーブリコネクターは将来的な課
題を予見し、標準製品および特殊分野向け
製品を開発しています。
■ クイックリリースカップリング
■ 完全な一体型システム
■ 全体的ソリューション
このエネルギー接続に関するノウハウが、
お客様のビジネスと環境両面からの要求に
応えます。

標準タイプの接続

御社では、高い信頼性と高性能の接続が必要ではありませんか？

ストーブリの標準ソリューションレンジは、お客様の要求に合った適
切なソリューションの組み合わせを提供します。

- 必要流量に対応する細かいサイズ設定

-  環境および様々な圧力レベルに適応した素材（低、中、高圧力、一
次真空）：高効率ステンレス鋼、防錆処理など

-  流体の種類や使用温度に応じたシールの幅広い製品レンジ：ニト
リルゴム、フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム、パーフルオロゴム、
フッ化シリコンゴム、クロロプレンゴム、PTFE ...

-  安全システム：回路のカラー識別、機械的な誤接続防止、ロックキ
ー、アンチホースウィップシステムなど

-  様々なロックシステム：ボールロック、バイヨネットロック、クローロ
ックなど

- シングル、ダブルシャットオフまたはフルフロー

-  着脱時に完全な密封を実現するノンスピル フラットフェイステク
ノロジー：漏れがなく、回路や作業エリアの汚染がありません

お客様のニーズにカスタマイズされた.
ソリューション：クイックカップリング.
から完全な一体型システムまで
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コンプリートシステム

御社では様々なエネルギーを組み合わせて使用していますか？

お客様それぞれのご要望にお応えするために、ストーブリでは完成された最
先端のソリューションを開発することで、お客様の生産性および安全性の向
上に貢献します。

•  エネルギーの集中接続機器の開発：流体カップリングレンジと電気コネクタ
ーレンジ、フラットフェイステクノロジー、高精度ガイディングシステム、芯ズ
レ吸収機構、手動または自動ロックシステム、その他必要コンポーネント

•  プラスチック産業における金型の搬送およびクランピングシステム

• ロボットツールチェンジャー

カスタマイズ・プログラム

お客様の要求仕様によって、標準的なソリューションが適用できない場合、ま
たは全てを包括するアプローチが必要とされる場合には、ストーブリがその
分析能力と専門知識により貢献します。各分野の専門家が、最適化されたパ
フォーマンスとスタッフの安全性を約束し、お客様の要求仕様に沿うソリュー
ションの実現のためにお手伝い致します。

お客様のニーズにカスタマイズされた.
ソリューション：クイックカップリング.
から完全な一体型システムまで カスタマイズ・フォローアップ

お客様のプロジェクトは、カップリングに精
通した産業分野のスペシャリストが担当い
たします。

■ 自動車産業
■ モータースポーツ
■ 防衛および航空産業
■  代替エネルギー： 

- 代替燃料 
- 太陽光発電システム用コネクター

■ 鉄道
■ 医薬品産業
■ 鉄鋼産業
■ プラスチック産業
■ 食品加工
■ 原子力
■ 石油産業

ストーブリスペシャリストが、必要要件に対
応して、標準的なソリューションを提案、あ
るいは100％オーダーメイド製品が必要と
される場合のサポートを提供します。
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圧縮空気

フルレンジ：.
■ クイックリリースカップリング
■ ホースアッセンブリー
■ ブローガン
■ 空圧配管
■ 圧縮空気のフィルタリング

作業者の安全性
-   2段階分離、アンチホースウィップセー
フィシステム（ISO 4414）

-  標準プラグプロファイル（ISO 
6150C）

カップリングの全数検査
ストーブリ圧縮空気向け製品レンジは
最高のパフォーマンスと安全機能を提
供します。
-  すべてのカップリングにおいて個別に
気密性および接続テスト

-  すべてのカップリングの主要部材にス
テンレス鋼を使用

-  すべてのレンジで優れた流量特性 
（流路径を確保）

人間工学に基
づいた取り扱い易さ
- 軽量カップリング
- 片手での接続
-スイベルカップリング（360°）
- スクラッチ防止素材

組立および設置ツール用途..
- ねじ込み、研磨、塗装など
- ブロークリーニング
-  様々な分野に対応：建設、家庭用電気

設備、自動車、マイクロ機器、位置制
御機器など

アンチホースウィップシステムと
検査済み気密性能

詳細はウエブへ！



7: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

大流量セーフティカップリング.
ADS

11 
19

直径  
(mm)大流量ライン用のADSカップリングは、空圧設備の効率と安全性に貢献します。内部構造

と選定材料により、高耐久な気密性を保証します。
用途： 大口径フレキシブルホースから配管への接続、供給ライン用マニホールド、大型エア
ツール、プレスや生産機械等のエアー制御機械の供給。
原子力産業における圧縮空気アプリケーションのための特殊タイプ。

 
16 bar まで - 

ノンスクラッチセーフティカップリング.
ERS

06
08

直径  
(mm)ノンスクラッチデザインとアンチホースウィップシステムを備えたERSカップリングは自動

車製造における組立および仕上げ工程において現在求められる品質へのリクエストを満た
す理想的なツールです。
用途：エアツールに 迅速 かつダイレクトに接続。
産業分野：塗装、ボディショップ、航空、自動車最終組立ラインなど。

 
12 bar まで - 

コンパクトセーフティカップリング
RCS

06
08
11

直径  
(mm)取り扱いやすく、着脱が容易なRCSカップリングは作業者の快適さと作業性を向上させま

す。アンチホースウィップテクノロジーが安全な使用を保証します。一時停止ポジションに
分離途中のプラグを保持する事で、プラグが地面に落下するのを防ぎます。
用途： 空圧配管の接続口、空圧機器、ブローガンや自動装置の接続、延長ホース用継手など。

 
16 bar まで - 

ストーブリは、残圧によりホースがあばれる危険性を防ぐ、「3-in-1」アクティブセーフティを
開発。
この技術によりRSIカップリングは、作業者が最も必要とする、完全に安全なソリューション
を提供します。
用途：空圧配管の接続口、延長ホースの継手、空圧ツール、ブローガンや自動装置の接続など

アクティブセーフティカップリング
RSI

06
08
11

直径  
(mm)

 
16 bar まで - 

デリケートな表面部材に配慮して設計されたNSIレンジは、傷がつきがちな作業環境に最
適です。「3-in-1」アクティブセーフティを搭載により、残圧によりホースがあばれる危険性
に対応すると共に、安全性とパフォーマンスを保証します。
用途：.空圧ツールのクイック/ダイレクトコネクション。
産業分野：塗装、ボディショップ、航空、自動車の最終組立ラインなど。

ノンスクラッチアクティブセーフティカップリング
NSI

06
08

直径  
(mm)

 
 12 bar まで - 



8 : 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

省スペースコネクションユニット
HJP

8 x 12
9 x 13 
11 x 16

チューブ 
口径  
(mm)高品質スパイラルホース（シリコンフリー）とストーブリカップリングから構成されるHJPユ

ニットはすぐに接続が可能です。 
高いパフォーマンスが求められる作業現場では不可欠で、時間を節約し作業に柔軟性と安
全性をもたらします。
用途： すべての産業におけるクイックコネクション。

 
10 bar まで

ブローガン付きブローイングユニット（複合材）
STAブローガン付きHJP

5 x 8
6.5 x 10

チューブ 
口径  
(mm)頑丈で経済的かつスクラッチ防止付安全ブローガンとコイルホースを合わせたブローイング

ユニットにより作業利便性が向上します。
作業者から好評を得ているこの製品は、作業現場で大変実用的と言えます。
用途：工作機械の清掃、切削機械のブローイング、部品のほこり取りや乾燥など。全業種：自
動車、電気、機械、実験室、木材など。

 
 10 bar まで

ブローガン付きブローイングユニット（スチール）.
PML ブローガン付き.HJP

5 x 8
6.5 x 10

チューブ 
口径  
(mm)コイルホースとスチールブローガンからなるこのブローイングユニットは、すぐに使用すること

ができます。フレキシブルかつ長いレバーは大変実用的でありながら、PMLブローガンはスチ
ール製で高い強度を誇っています。
用途：.機械、電気、木材やプラスチック業界の工作機械でのブローイング。

 
 10 bar まで

クイックリリースマイクロカップリング.
MCR

2.3

口径  
(mm)圧縮空気レンジの最小のカップリングは、取扱いが非常に容易です。ノーロックデザインに

より、ホースを持って挿す/抜くの簡単な操作で、片手での着脱が可能です。その非常にコン
パクトなサイズが、限られた場所での容易な使用を可能にし、吸引ライン用の理想的なパー
トナーといえます。
用途： 流体向け制御ラインおよび空圧制御システム、空圧バルブ、小型真空システム：デン
タル機器、不活性ガス。

 
10 bar まで - 

コンパクトセーフティブローガン 

SBG

06

口径  
(mm)クイックカップリングをブローガンに変えてみませんか？ストーブリのサイズ6mmの全圧縮

エアレンジと互換性があり、SBGブローガンはご希望の吹き出し口に応じて4タイプのノズ
ルをご用意しています。衝撃に強くひっかき傷にも耐性があり、人間工学に基づいたデザイ
ンになっております。
用途：作業場のクリーニング、加工済みパーツの吹き出し、全産業/機械/電気/自動車/薬品/
木材/プラスチック等全タイプの製品のほこり取りと製品の乾燥。

 
12 bar まで
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ストーブリはホース延長アダプター、リール、ブリーダー、サイレンサーなどといった空圧機
器向けのアクセサリーを提供しています。
お気軽にお問い合わせください。

空圧機器向け.
アクセサリ

: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

フルフローカップリング
GPL

15
20
25
33

直径  
(mm)保護カバー、耐衝撃性、人間工学に基づいた形状による容易な操作性...このような独自の特長

を備えたGPLレンジは、厳しい要求や条件にも完璧に適応します。
自動着脱により、アクセスが困難な場所においても、ユーザーのメンテナンスを簡単に、アセンブ
リ時間の短縮に貢献します。
用途：.すべてのタイプの産業用途。鉄道向けとして列車や高速列車における車体と台車または
車両間の空圧接続。

 
10 bar まで - 

過酷な環境向けフルフローカップリング
RTD.

11
19

直径  
(mm)RTDカップリングは、非常に過酷な条件下での使用に必要な特性をすべて備えています。

保護カバー、頑丈さ、人間工学に基づいた形状で半自動のロッキングスリーブにより操作性が
非常に容易です。プラグの長いガイディングにより、振動下でも安定した気密性を保持します。
用途： すべてのタイプの産業用途。鉄道向けとして、地下鉄や過酷な環境における車体と台
車または車両間の空圧接続。

 
10 bar まで - 

空気処理ユニット
FRL

G 1/4 
G 1/2 
G 1

ネジ径
ストーブリの空気処理ユニットは、あらゆる場所でのエアー入力と処理を最適化する、カス
タマイズされたソリューションです。
モジュール構造により、ニーズやアプリケーションに応じてサイズを選定するだけではなく、
圧力およびグリースを調整することにより、安全性の高いユニットとして最適な気密性を保
持したままカスタマイズすることが可能です。
用途： 共有空圧ネットワークのフィルタリング、レギュレーション及び潤滑。

 
16 bar まで

圧縮空気はフィルタリングの必要があるため、ストーブリはFSBフィルタを開発しました。
清浄な空気品質を得るために設計されており、非常に高パフォーマンスなフィルタリングを
提供し、確実にシステムを保護します。これらは、増圧器用にエアーフィルタリングを必要と
するネットワークやアプリケーションに最適です。
産業分野： オートメーション、計測、空気圧制御と調整、塗装ブース、実験室、ブリージング
エアーなど。

微粒子フィルター
FSB

from G 1/4
to G 3

ネジ径

 
16 bar まで
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温度調節

ストーブリのコミットメント
■  金型交換時間の短縮
■  最適化された流量効率（最適なデザイ

ンと材料選択）
■  製品の導入を容易にする：人間工学デ

ザインおよび回路の視覚的な識別を
向上

■  生産プロセス全体を通じて温度を保つ

プラスチック、鉄鋼、工作機械
温度は、製造プロセスに組み込まれた低温または高温の流体ラインによって調節され
ます。ストーブリは、生産におけるこのような重要なステップにおいて、独自の専門知
識を提供しています。

信頼性の高い技術
-  フラットフェイス ノンスピル クイック
リリースカップリング 

-  接続時と分離時の完璧な気密性
-  たとえ接続が困難な場所でも、取扱
いが非常に容易：ブラインドコネクシ
ョン（グリップリング、延長タイプ、片手
自動ロック）

-  大きな機械応力に対する耐性（振動、
振幅など）

一括接続：.
安全性とスピードの向上.
ストーブリは、それぞれの作業環境に
適応したマルチカップリングシステムの
使用を推奨しています。
マルチカップリングプレートは、複数の
回路を1回の操作で接続するため、接
続ミスのリスクがありません。
マルチカップリングシステムのモジュ
ラーシステムと共に、NCIマニホールド
は、複数の配管を一箇所に集中してま
とめることが可能です。
これら全ての製品は、ワークショップの
自動化戦略にまさに一致します。
作業スピード・安全性・安定生産に利
益をもたらします。

詳細はウエブへ！



直径  
(mm)

09  
12

高温対応クイックカップリング  

HTI

 
12 bar まで - 

プラスチックのインジェクション成形における高い要求に応えるために、ストーブリでは
300℃までの高温に対応する新しいカップリングHTIを開発しました。HTIカップリングは全
ての安全要求を満たし、2段階のロッキングシステムを採用しています。メンテナンスフリー
として設計され、このクイックカップリングは流体が触れる部分にシール材がありません。こ
の技術を採用した手動マルチカップリングもございます。
用途：プラスチックインジェクション成形、アルミ鋳造（ダイキャスティング、鉄鋼産業）、ガラ
ス、合金、アルミニウムとマグネシウム、ダイキャスト鋳造等さまざまな分野における温度調
節ライン。
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温度調節ラインの同時接続をお考えの際には、効率の高いモノ/マルチコネクションに関す
るノウハウに支えられた、ストーブリ·ソリューションをご使用ください。
28ページ 「一括接続」の項をご参照ください。

: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

直径  
(mm)

フルフロークイックリリースカップリング.
RPL

06 
08 
12

 
10 bar まで - 

経済的で効率的なRPLレンジは、同時に非常に充実したシステムとして、シンプルソケット、ブ
リッジ部品、延長タイプ、エルボータイプなどが選択可能です。赤または青の識別リングが使
用されており、簡単かつ素早く温水ライン、冷水ラインの識別ができます。
用途：温度調節ラインの接続、特に射出成形プレスの金型。

直径  
(mm)

06  
09 
12 
16  
20 
25 
37

シングルまたはダブルシャットオフカップリング..
RMI

 
16 bar まで - , 

7種類の流路径及び2種類のシャットオフ形式からなるRMIレンジは、顧客の要求するプロ
セスに柔軟に対応可能で、例えば回路の液ダレを省くことができます。
材料の高耐久性、優れた流量効率とロッキング品質が、信頼性の高い効率的なソリューシ
ョンを提供します。
用途：低圧温度調節ラインの接続におけるツール側（小径）とサプライ側（大流量）。

直径  
(mm)

ノンスピルフラットフェイスカップリング.
CBI

03  
06  
09
12
16
25

 
50 bar まで -  

CBI カップリングは、大きな機械的応力（振動、振幅など）に耐えるべく設計されています。こ
れに採用されている技術は、流体の漏れを防止して作業者の安全性を確保すると共に、流
体の完全性を守ります（不純物が回路内に侵入しません）。ロック操作の容易さから、アクセ
ス困難な場所でのブラインドコネクションも可能です。
用途：厳しい使用条件下における、温度調節ラインの接続。

マニホールド..
NCI

マルチカップリングプレート.
温度調節ラインの一括接続

直径  
(mm)

インレット/アウト
レット：

25～38mm

モジュールカップ
リング：

08～16mm

 
10 bar まで 

NCIマニホールドは、回路の分岐機能に付加価値を与えます。それは、人間工学に基づいた
スイベルモジュール、回路識別用のカラーリング、すべての環境やニーズに対応するオーダー
メイド構成です。
まず必要なモジュール数（2～16）を選択し、プラグ、エルボー、フルフローまたはフラットフ
ェイスクイックリリースカップリングなどに組み合わせます。
効率的なNCIソリューションが、全ての接合部（内部接続、コネクターとマニホールドの間、
各モジュール間など）の気密性を保証します。
用途：射出成形プレス上の温度調節ラインの分岐。
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サーマルマネジメントと空調設備

施設や自動車の空調
産業設備や自動車内の温度を一定に維
持するために、ストーブリは幅広い製品
レンジの高性能クイックリリースカップリ
ングを開発しています。
-  頻繁な接続/分離においても冷媒の補

充を必要としません
- 用途ごとに選定可能なシール材質
- 迅速かつ安全なロック
-  接続前の洗浄が容易なフラットフェ
イス

-  エンドユーザーにも容易なメンテナ
ンス

アプリケーション
- 自動車産業
- モータースポーツ
- 軍事と民間自動車
- 航空産業
- プラスチック（対象：金型冷却）

液体または冷媒による冷却：
ストーブリソリューション

電子部品の冷却
様々なシステムにおける、より強力な電
子機能の追加により、新しいコンポーネ
ントの冷却の必要性が増しています。
ストーブリカップリングにより、コンパク
ト化のすすむ装置各部品への迅速なア
クセスのための設計が可能となり、エン
ドユーザーにおけるメンテナンス作業が
簡略化できます。

アプリケーション
-  防衛および航空（制御電子機器、レー
ダー）

-  医療（医療画像処理）
-  電気通信（放送）
-  データセンター（データ管理、超高速
演算）

ストーブリ、クイックリリース
カップリングの優位性.
■  液ダレのないシール方式（クリーン

ブレークフラットフェイスカップリ
ング）

■  軽量コンパクト（部材にアルミニウム
合金を使用）

■  作業員の安全性（液ダレのないコネ
クター分離）

詳細はウエブへ！



13: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

サ
ー
マ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

空
調
設
備

冷却ライン向けクイックリリースカップリング
SPF

06 
09 
14 
17

直径  
(mm)

 
80 bar まで (分離) - 250 bar まで (接続) - 

SPFカップリングの２重シール構造により、空調システムの頻繁な接続/分離においても冷
媒を回路に補充する必要がありません。スクリューロック方式においては安全確実な接続
が保証され、振動が懸念される環境下では、安全ピンを使用することも可能です。
産業分野： 自動車、モータースポーツなど。

空調ライン充填向けクイックリリースカップリング
RPE

12 
13  

(HFO 1234) 

11 
14 

(R134A)

直径  
(mm)

 
15 bar まで - ソケット  (お客様側プラグ) 

使用される流体に応じて、ストーブリは２タイプのRPEカップリングを開発しました。
-  RPE12、RPE13 … 冷媒HFO1234の充填
-  RPE11、RPE14 … 冷媒R134A の充填
これらの人間工学に基づいたカップリングは、接続/分離が片手で操作可能（プッシュボタ
ン）で、アクセス困難な場所にも最適です。
用途： 自動車産業におけるSAEJ 639基準に従って、冷媒の空調ラインへの充填。

03
05
08
10
12
16

直径  
(mm)

 
80 bar まで - 

この非常に頑丈なバイヨネットロックシステムは、2つの動作でコネクターを分離するよう
に構成されており、振動による不慮の分離のリスクがありません。
ノンスピルフラットフェイス技術により回路分離時の液ダレがありません。電気または高電
圧環境で決定的な優位性を発揮します。
電子機器冷却：コンバータ、データセンター、レーダー、医療画像処理など。

バイヨネットロック式ノンスピルカップリング
SPH/CG

05 
08 
10 
12 
17 
20 
25

直径  
(mm)

 
40 bar まで - 

分離時のノンスピル技術により、SPTカップリングレンジは、電気または高電圧環境に最適で
す。多数のボールを使用することで、非常に高いロック耐久性を有しています。
電子機器冷却：コンバータ、データセンター、レーダー、医療画像処理など。

ボールロック式ノンスピルカップリング
SPT/CG

03 
05 
08 
12

直径  
(mm)

 
16 bar まで - 

電子システムの中枢部において、CGOとCGDカップリングのノンスピル技術が、運転時およ
びコネクターの接続/分離時における完璧なシール状態を保証します。ラック式システムに
搭載されるこのカップリングは、接続時の芯ずれ※を許容するように設計されています。
※CGO：弾性構造により最大0.5 mm
　CGD：滑動構造により最大1 mm
電子機器冷却：コンバータ、データセンター、レーダー、医療画像処理など。

ブラインド接続に適したノンスピルカップリング
CGO - CGD

バルブが開放される前にシーリングが行われ、漏れ防止接続を保証するためにRMEカップ
リングは設計されました。選定された使用材料により、液体および冷媒添加剤との接触によ
る腐食から保護します。プロテクター付きモデルは、外部要因（水、ほこり、など）からシール
材およびロッキング要素を保護します。
用途：.冷却ライン、モーター、ブリーディング、充填。

06 
09 
12 
16 
20 
25

直径  
(mm)

 
16 bar まで - 

温度調節向けクイックリリースカップリング
RME

CGO
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多目的製品レンジ
特殊な使用環境について多くの対応を
求められてきたストーブリの研究開発
部門は、お客様のニーズに対応した合
理的なソリューション、材質変更（過酷
な環境下での腐食防止）や小型化（最
新機器における小型化・軽量化・新部
品への対応）を提供するための体制が
構築されています。

製造メーカーとの長期にわたる
パートナーシップで育まれた幅広い
ソリューションレンジ
さまざまな分野で使用するために設計されたストーブリの全流体用カップリングは、
流体の種類、作動圧力や作業環境により適宜対応することができます。

モジュール方式
接続（ロック）方式の種類、使用材質の
選定、シール材の種類：
ストーブリは、用途ごとに異なるそれぞ
れの要求事項を満足します。
- 標準または安全ロックオプション
-  最高品質の気密性に伴う最適化され
た流量特性

-  フラットフェイス構造によるユーザー
と作業環境の保護（ノンスピル、無菌
環境など）

-  使いやすさ（カラーディスクにより視覚
的な判別）

-  安全キーオプションによる誤接続防
止。

顧客との直接のコンタクト
エネルギー接続に関して幅広い知識を
有するストーブリの営業担当が、全ての
流体に対応するモジュラー製品レンジを
通して蓄積したノウハウを提供します。
これらの専門知識を元に、もっとも適し
た製品選択のお手伝いをさせていただ
きます。特定の分野、バイオテクノロジ
ー、医薬品、化学薬品、エアー・ガス（窒
素、ヘリウム、アルゴンなど）にも対応可
能です。

あらゆる流体

詳細はウエブへ！



バイヨネット式ノンスピルカップリング.
HCB

03
05
08 
12
16
20

直径  
(mm)

 
350 bar まで - 

HCBレンジのシンプルかつ頑丈なバイヨネットロックシステムは、取り扱いが非常に簡単
で高い信頼性を発揮します。主に316シリーズのステンレス鋼で構成されたHCBカップリ
ングは、苛酷な作業環境での使用に理想的です。ノンスピル設計が、作業環境と流体の品
質を保護します。

ノンスピルフラットフェイスカップリング 

NCB

04
08
12
20

直径  
(mm)

 160 bar まで - 

フラットフェイスのNCBレンジはノンスピル、クリーンブレーク着脱と内部の特殊設計によ
り最大の流量を提供します。標準的な自動ロックに加え、NCBには車載アプリケーション
用にスクリューロックタイプもご用意しております。
用途：製造プロセス、テストベンチ、サンプリング、電気接続の冷却…
産業分野：化学、航空、船舶、鉄道その他産業…

15: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

プッシュボタン付きモジュラーカップリング
RBE

03
06
08
11
19

直径  
(mm)

 
up to 450 bar - , , 

完全なモジュラー構成がとられているRBEレンジは、金属部品やシールの材料、3つのバル
ブ方式、数多くのオプション設定などから、流体の用途や機能に応じて適切なシステムを
構築する幅広い選択肢を提供します。
RBE独自のオートボタンロックシステムは、接続／分離操作が非常に簡単です。
産業分野： すべての産業および研究分野。

フルフローカップリング.
UPA - UPB

UPA UPB
08 25 
12 33 
20 50 

直径  
(mm)

 
30 bar まで - 

主に316シリーズのステンレス鋼で構成されたUPA・UPBフルフローカップリングは、経済的
かつ効率的なソリューションです。流路の表面仕上げ品質（Ra 0.8）により、簡単で効果的な
洗浄が可能になります。これらのカップリングは、食品加工における要件を満たしています。
また医薬品業界の基準にも対応しています。（FDAとUSPオプション）
用途.：クイックリリース接続を使用する流体ラインのマニホールド、注入器、プラント洗浄、
流体移送、ドレンおよび充填。

ステンレス鋼、ノンスピルカップリング.
MCB

03 
05 
08

直径  
(mm)

 
100 bar まで - 

MCBカップリングは、ノンスピル設計、自動ボールロックおよび高パフォーマンスを融合した
製品です。そのコンパクトなデザインは狭いスペースで使用を可能とします。
用途：.生産工程、テストベンチ、化学薬品のサンプリングなど。

高圧カップリング..
RBL

03 
06 
08 
11 

直径  
(mm)

 
450 bar まで - , , 

高品質なロック機構を備え、主に301、316シリーズのステンレス鋼で構成されているた
め、RBLレンジは、腐食環境においても、高圧の流体や気体の回路における信頼性の高い
接続を保証します。自動ボタンロック機構により、片手での接続/分離が可能になります。
用途： 高圧水素ライン、腐食性雰囲気の高圧ライン、食品加工産業における高圧洗浄、研
究所、高圧ガスの充填。

UPB
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油圧

使用箇所
■  プラスチック産業：.射出成形、コア
プルラインなど。 
目的：高い頻度での金型変更、イジ
ェクタの迅速な突出し。

■  .鉄鋼産業：連続鋳造、線材、形鋼や
鋼板の圧延など。 
要件：迅速なメンテナンス、材質の摩
耗と生産コスト管理。

低、中、または高圧油圧機器向け
ストーブリソリューション
高圧アプリケーションにおける制約に適応し、ストーブリクイックリリースカップリン
グは、確実なシールと信頼性の高い接続を保証します。鉱物、合成または有機系オイ
ルに対応し、メンテナンスの簡易化、機器の寿命向上を図るべく設計されています。

ストーブリパフォーマンス

適応したデザイン.
- 高張力鋼（高圧）
- 高温用フルオロカーボン・シール
-  ライン先端でも圧力損失なしの最適
な流量

-  頑丈なロック：ボールまたはクローロ
ック（振動に強い）

- 残圧下での接続
- すべてのタイプの油に対応

ノンスピルテクノロジー
-  ノンスピルフラットフェイス カップリ
ング

-  環境品質アプローチに適応
-  排出油を処置する必要がないのでよ
り経済的

作業者の安全
- 安全なロックシステム
- 高耐性の材料
- シーリング（クリーンな作業環境）

詳細はウエブへ！



17: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

ノンスピルフラットフェイスカップリング
MPX

06 
10
12 
16 
19 
25

直径  
(mm)

 
315 bar まで -  

油圧ラインのクイックコネクション用に設計されたMPXレンジは、産業用ニーズに対応しま
す。 ノンスピル回路と環境保護、安全性、性能、およびISO 16 028油圧規格に適合。スリー
ブを単に回転させるだけで安全装置が働き、偶発的にロックが解除されることを防止します。
産業用油圧： 各種油圧機械の接続、射出プレス、コア駆動ラインなど。

コンパクトなノンスピルカップリング.
CBX

03
06 
09
12 
16

直径  
(mm)

 
450 bar まで - 

CBXカップリングの非常にコンパクトな設計と自動ロックは、見通しのきかない場所での接
続またはアクセスの困難な場所での接続に最適です。残圧（PAオプション）下で接続し、保
護用のダストキャップを装着することができます。
テストライン用に、オールステンレスモデルもございます。
産業分野：.プラスチック産業および一般製造業での油圧ラインの接続。

高圧フラットフェイスコネクション.
SPX-THX 直径  

(mm)

 SPX: 450 bar まで - THX: 700 bar まで - 

環境性が高く、丈夫で扱いやすいSPXカップリングは、より困難な環境における油圧の接
続に最適です。この製品レンジは非常に対応範囲が広く、いくつかのオプションを取り揃え
ています。カラーコーディングによる視覚での識別、防塵混入防止、金属保護用のダストキ
ャップ、残圧下での接続、パネルマウントバージョン、海洋事業や腐食性の高い環境での使
用を目的とした高品質のステンレスなど。
産業分野：.鉄鋼業界、海洋事業。

高耐久ネジ式カップリング.
HPX

08 
12 
16 
20 
25 
33

直径  
(mm)

 
500 bar まで - 

安全性の高いラチェット機構のネジ式ロックにより、振動や脈動のある環境でも、非常に堅
頑丈な接続を保証します。
オプションのカラーメタルキャップにより、回路を瞬時に目視識別することができ、プラグに
ハンドホイールを取り付けることで、より取扱いが簡単となります。
用途：.鉄鋼業（圧延機）、道路工事、航空（耐久試験、発射台）、軍事、自動車（鋳造工具）、加
工機械（油圧成形機、切断など）。

高圧テストベンチ向けカップリング.
THL

03

口径  
(mm)

 
1000 bar まで - 

THLレンジは、非加圧接続で最高１万回という頻繁な使用に最適です。プッシュボタンを
押して自動接続/分離の操作を行うことにより、時間の無駄なく一連のテストを連続して行
うことができます。
金属/金属インターフェースによるハイレベルのシール性が、ストーブリカップリングと高圧
使用の顧客のインターフェイス間で、信頼性の高い接続を提供します。

SPX THX
04 06 

06 08 

12 12 

16  

振動のあるアプリケーション用ノンスピルカップリング 
SVX

08   
12 
20

直径  
(mm)

 
350 bar まで - 

SVXカップリングのスクリューロッキングバージョンはアクセスが非常に難しい場所でも
容易に接続が可能です。さらに、この頑丈なロック技術をセーフティピンを用いてより高め
る事が可能です：かなりの振動がある場所でも大きな強みとなるソリューションといえます。
用途：機械、軍事車両、公共事業等における油圧回路接続。
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充填とドレイン

関連分野
■  化学物質（臭気ガス、不活性化、サン

プリング）
■  医薬品（液体の移送）
■  医療（サンプリング）
■  食品加工（製品移送）
■  油圧（ブレーキライン、ポンプ、ジャッ

キの供給など）
■   自動車（ブレーキライン、エンジンベン
チ試験、工具交換）

多様な産業分野にみられる
類似した要求事項.
コンテナ充填、水槽、タンクにおける腐
食性、薬品や食品などの流体の取扱い
には次の機能が要求されます。
- 作業者の安全　
- 環境の保護
- 耐腐食性（ステンレス鋼）
- 容易な洗浄
-  材料のトレーサビリティ
化学薬品分野では、
ストーブリは、ノンスピルあるいは爆発
性環境への導入といった条件を満たす、
特殊ソリューションを提供しています。
機器製造においては、
水槽、オイルパン、ギアボックスと減速機
などの使用では、その他の要件を満たす
必要があります。
- 分離時の油漏れ防止
- 接続時の空気混入なし

ストーブリ製品レンジによる
完成されたソリューション
-  フルフローカップリング
-  シングルまたはダブルシャットオフカッ
プリング

- フラットフェイス カップリング
-  特殊カップリング（鉄道、医療、軍事分

野など）

移動を伴うプロセスと機械的な
プロセスのクイックリリースカップリング

詳細はウエブへ！



19: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

大流量向けに対応するこのレンジは、その優れた耐久性と長い製品寿命が特徴です。長期
間に及ぶ接続および分離時の完璧な気密性を確保し、特に頑丈なバイヨネットロック機構
をもっています。人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いも容易です。（ハンドホイー
ル、接続操作時の自動ロック）。
用途： 化学薬品の充填と移送（バッテリーの溶液、樹脂など）。

ステンレス鋼、大流量ノンスピルカップリング
HCB.大口径

28  
37  
50

直径  
(mm)

 
50 bar まで - 

バイヨネットロック構造により、配管の振動や応力など使用中の負荷に対する強度を発揮
します。
ノンスピル工程、高圧、過酷な環境への耐性を必要とする用途へのソリューションを提供し
ます。

ステンレス鋼、高圧ノンスピルカップリング
HCB

03 
05 
08
12 
16
20 

直径  
(mm)

 
350 bar まで - 

高度にモジュール化されたRBE設計により、幅広いオプション、材料等級およびバルブ形式
を提供しています。このモジュール構成により、すべての流体・アプリケーションに対応し、特
に、ステンレス鋼、安全ロックキー、パネルマウント等の要求に応えます。
用途： 不活性、気体、流体、真空、高圧...

プッシュボタン付きモジュラーカップリング
RBE

03 
06
08 
11
19 

直径  
(mm)

 
450 bar まで - ,  , 

それぞれの仕様に応じて設計される製品であるRPEカップリングは、すべてのタイプのエン
ジンに接続することができます。
RPEカップリングはコンパクト且つ操作が容易で、アクセスが困難な環境、代表的にはエン
ジンテストプロセスに有効です。
産業分野: 自動車産業
用途： ホット＆コールドエンジンテストベンチ、各エンジン部品のテスト、組立ライン終端に
おけるディーゼルスタート...

エンジンテスト向けクイックリリースカップリング
RPE

03  
～  
65 

直径  
(mm)

 
3 bar まで - , 

油圧ユニット向けノンスピルクイックリリースカップリング.
SBA/CN

11

口径  
(mm)

 
10 bar まで -  

高い信頼性、迅速な操作、フラットフェイス機構をもつSBA/CNカップリングは、接続/分離
において流体および環境を汚染するリスクをなくします。
ラベルにより充填およびドレインラインが識別できます。
用途： 加工ユニット、射出プレス、切削やダイスタンピングと組み合わせた油圧ユニット上
での、ドレイン・充填およびオイルのフィルター。

コンパクト、フルフローVSUカップリングは体積比で優れた流量を提供します。
完全に雌雄対称ですので、特に流れる方向を選択する必要はありません（各端とも同カップ
リング）。クロー式ロックシステムとバルブ開閉システムとが組み合わせられ、接続/分離時
のトータルな安全性を保証します。
用途： 燃料供給車、電動ポンプ、分配システム、折りたたみ式貯蔵タンクに最適です。

大流量・雌雄同形カップリング
VSU

25
38 
50

口径 
(mm)

 
10 bar まで -  
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燃料ライン

幅広いソリューションレンジ
- 電動ポンプ
- ディストリビューションシステム
- 折りたたみ式貯蔵タンク
- 可動式給油システム

ストーブリのクイックリリースカ
ップリングの優位性
-  ストーブリのクイックリリースカップリ
ングの優位性

-  自動車内部の整備を容易に：すばや
く、液漏れのない解体（タンク、エンジ
ンなど）

-  容易な燃料充填：さまざまな充填ガン
の供給ホースへのクイック接続

-  燃料ラインの汚染防止（ノンスピル フ
ラットフェイスカップリング）

-  安全作業（分離前減圧、ロッキングシ
ステムなど）

-  長期にわたる信頼性（適用技術と使
用材質）

フリート業者での燃料供給、軍用あるいはモータースポーツの燃料運搬において、スト
ーブリは、ユーザーのメンテナンス、安全性そして清潔さに関する要求事項をサポート
しています。
-  大容量燃料の移送：給油ユニットまたは燃料貯蔵タンクと地域の燃料サプライヤー

間の大口径クイックリリースカップリング。
-  電動ポンプ式給油：安全なロック解除、ノンスピル性能。
- 耐久レース中の重力による給油。
- 自動車内の接続：エンジンとタンク間で迅速な取り付け/取外し作業。

ディーゼル、灯油、ガソリンライン：
確実な移送と接続

アプリケーション分野
■  小型・大型多目的自動車（軍用/

民間）
■  モータースポーツ
■  航空機給油ユニット

詳細はウエブへ！
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: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

大流量・雌雄同形カップリング
VSU

25
38 
50

口径 
(mm)

 
10 bar まで -  

コンパクト、フルフローVSUカップリングは体積比で優れた流量を提供します。
完全に雌雄対称ですので、特に流れる方向を選択する必要はありません（各端と
も同カップリング）。クロー式ロックシステムとバルブ開閉システムとが組み合わせ
られ、接続/分離時のトータルな安全性を保証します。
用途： 燃料供給車、電動ポンプ、分配システム、折りたたみ式貯蔵タンクに最適で
す。

バイヨネットロック式ノンスピルカップリング
HCB 28/L

28

口径  
(mm)

 
10 bar まで -  

HCBカップリングは、液ダレのないノンスピル分離を保証する、燃料補給に理想的
なソリューションです。高強度アルミニウム合金による軽量さに加え、扱いやすいハ
ンドホイールが装備されています。
特徴： さまざまな充填インターフェースに完全に対応します（ガン、ホースエンドカ
ップリング）。

ピットストップ時の燃料充填システム
SAF

45

口径  
(mm)

 
燃料の自重 -  

その大流量性能によりSAFはごく短時間でタンクを補充し、ピットストップ時間を
短縮することができます。ソケットがプラグに完全に接続されるまで燃料供給は
停止され、安全性はシーケンス接続機構によって保証されています。「デッドマン」
と呼ばれる FIA公認の安全機構も備えています。
用途：自動車・オートバイの耐久レースにおける燃料の急速充填。

練習走行ラウンドの急速充填システム
CAF

20

口径  
(mm)

 
6 bar まで -  

そのクリーンブレークノンスピル技術とシーケンス接続機構で、CAFシステムは給
油操作中における最大限の安全性を提供します。
高効率で人間工学に基づいたデザインであることに加え、過酷な設置条件に対
応するべく設計されています。非常に軽くてコンパクトなプラグは、レース車への
搭載に理想的です。
用途：レース車（四輪車や二輪車）の練習走行ラウンド中の燃料補給。

燃料ライン向けノンスピル.クイックリリースカップリング
SPT

05 
08 
12 

直径  
(mm)

 
40 bar まで -  

SPTカップリングは、ノンスピルで安全かつ大流量性能を兼ね備えています。
小型·軽量、あらゆるタイプのレース車に適合します。
用途：.ブレークアウェイオプションを備える燃料ライン接続。
FIA認証のサンプリング、ラリー車の燃料補給。

タンクの内部接続用フルフローカップリング
DMR

06 
10 
17 
25 
32 
 37

直径  
(mm)

 
30 bar まで - 

DMRカップリングの自動バイヨネットロックは、振動にさらされる場合でも、確実
な接続を保証します。
小型·軽量のDMRカップリングは、オンボードアプリケーションに最適です。
用途： タンク内接続（フルフローカップリング）。
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代替燃料充填システム

フリート業者、個人用または公
共用の燃料充填

NGVやLPG車向けの
ストーブリ·ソリューション

サービスステーションまたは設備メーカー向け代替燃料のために開発されたストー
ブリカップリングは、代替燃料のための幅広いソリューションを提供しています。
- あらゆるタイプの自動車に対応（小型/大型）
- 低速または急速充填（NGV）
- 全ての充填方法に対応（フリート業者向け/サービスステーション向け）

使いやすさ
軽量で人間工学に基づき設計されたノ
ズルは、取扱い易く、作動時の音も静か
です。

設備の安全性
燃料充填システムに組み込まれる遮断
安全装置は、機械的な安全弁として機
能します。
ノズルを分離する前に自動車が誤って
発進してしまった場合、安全装置が以下
の機能を果たします。
- 自動的にガス回路を遮断
- 設備を損傷することなくホースを分離

ストーブリソリューション
の信頼性
最適な素材と機能により、ストーブリ燃
料充填向けラインアップは埃、腐食、衝
撃に耐えるべく設計されています。

適用規格への準拠
-  NGV充填：ノズルはNGV1と

ISO14469に準拠するレセプタクル
に対応

-  LPG充填：ノズルはEN13760規格
に対応

-  ストーブリのNGVやLPGに関するソリ
ューションは、PED97/23/CE指令に
準拠しており、ATEX94/9/CEに基づ
く環境でも使用可能です

詳細はウエブへ！
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23: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

NGV用サービスステーション向け充填ノズル.
GMV.タイプ1

09

口径 
(mm)

    
315 bar まで 

フリート業者向け充填ノズル
CMVタイプ2-3

08

口径  
(mm)

    
315 bar まで

CMVノズルは、自社にて充填を行うフリート業者向けに、簡易かつ経済的なソリューション
を提供します。 自動ロックによりノズルを素早く接続できます。人間工学に基づく設計によ
り接続時にそれほど多くの力を必要としません。
接触面積を広く設計した独自のロックシステムにより、充填レセプタクルを損傷することは
ありません。
用途： フリート業者向けの低速または急速充填。
NGVの使用に関する基準に準拠しています。
NGV１、ISO14469－1、ISO14469－3に準拠したレセプタクルに対応可能

NGV用インラインにおける安全装置（遮断システム）.
BRW 02＆08

02 
08

直径  
(mm)

    
315 bar まで 

遮断システムを充填ホースに組み込むことで、自動車がノズルに接続されたまま発進した際
にはホースが分離され、同時に回路が遮断されます。

（システム内の圧力の有無に関わらず自動的に分離されます）
この安全装置は、繰り返しご使用いただけますの、分離後、再接続して使用できます。
用途：
- BRW02：小型車への低速充填またはベントライン向け安全装置
- BRW08：小型車または大型車への急速充填向け安全装置

自動車レセプタクル（充填口）.
GMV 08＆09

08 
09

直径  
(mm)

   
315 bar まで

GMVレセプタクルは、NGV１、ISO14469－1、ISO14469－3に準拠しています。
内部構造の工夫により充填時は静かであり、快適にご使用いただけます。
優れた構造と適切な材料選定により、高い信頼性と長寿命を保証いたします。
用途： 小型車用レセプタクルのGMV08と大型車用レセプタクルのGMV09。
ISO/TS16949取得

LPG自動車用充填ノズル
GPV 14

14

口径  
(mm)

    
25 bar まで 

軽量で取扱い易いLPGノズルは、ガソリン給油ノズルと同様に簡単にご使用いただけます。
GPV14は、安全性を重視した設計となっています。
ガス漏れによる火災リスクはなく、また、完全に自動化されているため誤操作のリスクを排
除しています。
用途：LPG車の燃料充填。
LPGの使用に関する基準に準拠しています。 US LISTEDC

接続部形状は、EN13760規格に準拠しています。

LPG用インラインにおける安全装置（遮断システム）.
BRW

11

口径  
(mm)

    
30 bar まで - 

供給ホースが引っ張られた場合に安全装置が働き、即座に分離し、自動的に回路が遮断さ
れます。これにより自動車と充填設備を保護し、ガス漏れを防止することでユーザーの安全
性を確保します。
設置及び再接続が容易であるため、誤ってホースを引っ張ってしまった場合でも、長時間の
稼働停止をすることなく復旧することができます。

N
G
V（
天
然
ガ
ス
自
動
車
）

LP
G（
液
化
石
油
ガ
ス
）

GMV09ノズルは使い易さと安全性を兼ね備えています。：レバーを回すだけの簡単な操作
で回路を開くことができます。
減圧システムが内蔵されており、安全に分離することができます。
用途：小型車及び大型車への急速充填が可能であり、サービスステーションでの使用に適
しています。
NGVの使用に関する基準に準拠しています。
NGV１、ISO14469－1、 ISO14469－2、 ISO14469－3に準拠したレセプタクルに対
応可能
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作業者の安全のために
ストーブリの研究開発部門では、安全
性に対する要求を満たすために様々な
ソリューションを提供しております。
-  保護スーツよりカップリングを分離す
るには、2つの異なる動作が必要です

-  カップリング組立前に内部構成部品
を2重洗浄

-  特殊なグリースを使用　：　食品安
全品質に対応

-  ＡＱＲは特殊な形状をしており、他の
ガスや液体との誤接続を防止

品質基準
ストーブリは、本製品レンジが適用規
格に準拠していることを保証します。
- 規範や法規制をモニタリング
- ＥＮ14593、ＥＮ14594に準拠 
- ステンレス鋼材の耐食性

管理基準
- 視覚的に認識（青色）
- 回路の機械的な誤接続防止
-  カップリングの全数テスト　（動作確
認及び気密テスト）

-  -製造におけるトレーサビリティ： 
バッチ一括割当

ブリージングエアー

ストーブリの
ブリージングエアーレンジ
■   ブリージングエアーの配管接続におけるク
イックリリースカップリング、個人用保護具
への直接接続など。

■  複数の作業者向けマニホールド
■    「ブリージングエアー」用ホース付きスチー   
  製リール
■  フィルターユニット

持続的な安全性：原子力、医療、
化学薬品、医薬品

詳細はウエブへ！



25: 最大圧力（モデルによって異なる） - バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

ブリージングエアーマニホールド.
DQR

08

カップリングの
直径

（mm）

 
10 bar まで

離れた場所で複数人が作業する場合に必要となります。
ストーブリの可搬マニホールドは、1本の供給元から最大6人の作業者にブリージングエア
ーを供給できます。
用途：複数の個人用保護具にブリージングエアーを同時に供給。

オープンホースリール.
EQR

10 
13 
19

ホース径  
(mm)

 
10 bar まで

作業現場において不可欠となるストーブリ製自動ホースリールは、作業者の安全性を重視し
てブリージングエアーを供給します。
作業時間の短縮、省スペースにより快適性向上に寄与します。
用途：ブリージングエアー配管への接続。

ブリージングエアー用クイックリリースカップリング
AQR

06 
08 
11 
19

直径  
(mm)

 
10 bar まで - 

ＡＱＲ製品レンジは、さまざまな用途に対応します。
特殊な接続形状、誤接続防止機構及び圧抜きによる機構により、ＡＱＲ製品レンジはあら
ゆる安全要件を満たします。
用途：ブリージングエアー回路への接続、ＰＰＥへの直接接続、エアーフィルターやマニホー
ルドへの接続。 

最終エアーフィルトレーション
BQR

3000

最大流量
（NI /分）

 
10 bar まで

ＢＱＲは、サブミクロンレベルのフィルターと活性炭フィルターが装着されており、粒子、エ
アロゾル、油気や臭いを除去します。
作業者の安全性を確保し、あらゆる産業（原子力、化学、医薬品、造船、アスベスト除去等）
で使用できます。
用途：ブリージングエアー回路と作業者の間の最終フィルトレーション。

ブリージングエアー用ホース付ＡＱＲクイックリリースカップリング.
TQR

10 x 16
13 x 20
19 x 28

ホース径  
(mm)

 
10 bar まで

使い易く、帯電防止及び耐熱性に優れていたＴＱＲは、作業者にブリージングエアーを供給
する高品質なソリューションとなります。
用途：ブリージングエアー配管間の接続、マニホールドや個人用保護具へのブリージング
エアー供給。

コイルホース付ＡＱＲクイックリリースカップリング.
HQR

9 x 13

ホース径  
(mm)

 
10 bar まで

優れた形状記憶によりコイルホースは使用後も初期状態に復帰します。そのため、常に最
小限のスペースで使用できます。
ブリージングエアー回路に必要な要件を満たしており、ＴＱＲ製品レンジを補完する役割を
担っています。
用途：天井に施されたブリージングエアー配管からの供給。
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電気コネクター

MC.マルチラムテクノロジー：.
性能と耐久性
電源と信号の分野で先駆的な技術を誇
るマルチラム接続は、電気的接合におい
て確実かつ高品質の導電性を保証しま
す。この360°マルチラムシステムは、大き
な接触面積を有し、その弾性が偶発的
な電力障害を防止し、永続的な通電を
可能にします。これらの性質から、マルチ
ラム接続は振動や温度変化を受けやす
い作業環境に適しています。

 
 
 
 
 
優位性：
- 高い導電性
- 低発熱量
- エネルギー消費量削減
- 長期にわたる耐久性
.

CombiTac.＆.REP：
モジュラー式コネクター.
様々なエネルギー接続または電気の
みの一括接続のために設計された
CombiTacは、同ユニット内に流体・電
気・信号回路を統合し、一回の操作で
接続します。個別に組まれたモジュール
が、ユーザの仕様に合わせて組み立て
られます。
電気専用マルチ接続プレートREPはいく
つかの構成が可能です。

優位性：
-  作業時間短縮と迅速な使用
-  高精度な接続（ガイドピン）
-  安全操作：逆接続は不可能（誤接続防

止システム）
-  数多くの接続回数に耐えうるための長

寿命を実現
-  CombiTacへのほこりや水の飛沫を防
ぐ保護カバー

電源および信号、光ファイバー、デ
ータ転送（同軸ケーブル、イーサネ
ット）接続および熱電対の測定は、
電気接続が最重要である産業分
野でのほんの一部を示しているに
すぎません。
同じグループ会社に属するマルチ
コンタクトとストーブリは、エネル
ギー接続と電気コネクター設計に
関する専門知識を提供します。

MCマルチラムテクノロジーおよび
一括エネルギー接続

詳細はウエブへ！



27

流体および電気回路用モジュラー式マルチカップリング.
CombiTac
CombiTacコンセプトは、一回の操作ですべてのエネルギーラインを接続します。
各用途に応じて、独立した専用モジュールの組み合わせることにより、仕様に合わせて組み
立てられます。
- 圧縮空気や真空
- 冷媒
- 電源回路
-  信号接続（熱電対、光ファイバー、イーサネットなど）
標準ハウジングまたはラック型ハウジングの高品位な構造により、信頼性の高い接続を確
実にします。
用途：.あらゆる産業における製造およびメンテナンス機器。

電気
コンタクト

の直径  
(mm)

流体
カップリン
グの直径

(mm)

03  
～  
08 

0.6  
～  
12 

高度なモジュール式REPソリューションは、2～4個のハウジングをプレートに設置した構
造となっています。オス・メスのインサートはそれぞれ固定・可動プレートに取付け可能で
す。お客様の使用環境に適合するべく、ケーブル接続はスイベル・ストレートまたは90°エル
ボーより選択可能です。
電気接続は、その設計により確実性が保証されており、逆回路接続がありません。またピンコ
ーディングシステムを使うことにより類似プレート間の誤接続も防止できます。
用途：.全分野の製造設備およびテストベンチ。
Ø1.5～6mm のコンタクト、熱電対、同軸ケーブルや光ファイバー。

電気
コンタクト

の直径  
(mm)

コンタクト
数

2～36
極+アース

（インサート
より）

1.5 
 ～ 
6

電気用モジュラー式一括接続.
REP

マルチラムテクノロジーを有する、CEB電気コネクターは、振動下においても遮断されること
のない電気接触状態を維持します。CEBコネクターの密封されたハウジングは、衝撃および
炭化水素に耐えるべく設計され、長期的なパフォーマンスを約束します。
用途：すべてのタイプの自動車におけるバッテリ接続（24 V）。ハイブリッド車および電気自
動車における電源（動力）接続（1000 V）。
最大電圧：1000Vまで。

バッテリーおよび電源用の電気コネクター
CEB

6  
～  
50

ケーブル
断面積  
(mm²)

電気コネクターおよびコンタクトシステムの大手マルチコンタクト社は特許を取得しているのMCテクノロジーをベースとした製品レンジを提供しています。
マルチラムテクノロジー：
- 産業用としてあらゆる使用用途に対応するコネクター
- 自動システム向けコネクター：ロボティクス、溶接ガン、ツールチェンジャー、マルチコネクションシステム
- 医療産業向けコネクター及び付属品
- 太陽光発電・ソーラーパネルシステム向けコネクター、ケーブル、ジャンクションボックス
- テスト・測定用付属機器、電気・電子工学機器、研究所および教育設備
これらの信頼性の高い画期的なソリューションは、標準仕様・カスタム仕様にかかわらず優れたパフォーマンスと品質を備えています。

マルチコンタクト社
プログラム
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一括接続

各用途に対応する
マルチカップリングプレート..
確立された包括的な構成部品リストを
用いることで、ストーブリは、効率的かつ
競争力の高い製品を、短期間で提案可
能です。
モジュラー構成の自由度により、ユーザ
ー環境への容易な導入／設置が可能で
す。以下のような仕様条件に柔軟に対
応します。
- カップリング個数
- 流量
- 圧力
- 流体の種類
- 流路径

自動化プロセス
MCS製品シリーズを用いた自動接続装
置の採用には様々な利点があります：
- 生産性の向上（生産時間の短縮）
- 品質安定性の向上
- 信頼性（メンテナンス低減）
-  作業者の安全性向上。特に危険な環

境下において（製鋼工場や化学工場、
医療など）

マルチカップリング：MCSプログラム
MCS（マルチカップリングシステム）プログラムでは、複数の異なるエネルギーラインが一つ
の動作、一つの箇所で接続可能です。
MCSは生産業者に多くのメリットを提供します。生産性の向上、設置スペースの最適化、作
業者と設備の安全性（回路の逆転防止）。
標準のプレート製品レンジに加えて、ストーブリは、お客様の要求仕様に基づいて、それぞれ
のニーズに対応するソリューションを設計するシステムを確立しております。

品質、生産性、安全性

適用産業分野
全ての産業分野。代表的なものは下
のとおり：
■  自動車
■  鉄鋼
■  プラスチック
■  航空
■  鉄道
■  原子力

詳細はウエブへ！



29バルブタイプ： 両バルブ , 片バルブ , フルフロー 

お客様の仕様を元に、お客様の必要要件を満たすソリューションを構築し、空気、ガス、低／
高圧油圧ライン、電源及び信号線など、全ての回路を接続します。
使用環境を詳しく調査することで、洗練された最適なソリューションを導きます。その優れたパ
フォーマンスと耐久性が、ストーブリ グループの取組み姿勢を証明します。
用途：エンジンテストベンチ、原子炉、金型温度調節、圧延機、電力変換装置冷却など。

カスタム仕様マルチカップリング.
MCS

シーケンシャルインジェクション向けに専用設計されたSPCプレートは、その流量に対してコ
ンパクトかつ高効率となっています。回路は硬質チューブによる接続も可能で、プレートの側
面あるいは底面に直接接続可能です。
ノンスピル フラットフェイス技術により、接続・分離時の流体の完全性を維持します。
用途：バルブゲート シリンダーの油圧制御ラインへの一括供給およびホットランナーを用い
たシーケンシャルインジェクションラインの開閉制御。

4 
8 
12 
16

カップリング
個数

直径  
(mm)

03
05

油圧シーケンシャルインジェクション向け一括接続...
SPC

SPC 203

SPC 205

温度調節ラインの一括接続.
RMI

6
6-10-12-20 

12 - 20
10 - 12

06
09
12
16

RMI 206

RMI 209

RMI 212

RMI 216

, 

RMIプレートは、金型のあらゆる温度調節ラインを一つの操作で安全に接続します。誤接続
防止設計で、類似プレート間で接続先を間違うリスクがありません。
RMIプレートでは様々な構成がラインナップされており、カップリング個数や流路径を選択す
ることで、それぞれのアプリケーションに対応することができます。

カップリング
個数

直径  
(mm)

高圧油圧ライン向け一括接続..
RMP 49
RMPプレートは、最大30m/秒に達する大流量により優れた生産性を提供します。これらは
コアプル アプリケーションに特に適しています。フラットフェイス デザインにより、流路内・作
業環境の双方に汚染がありません。
用途：高圧油圧ライン、排出ジャッキ、コアプルなど。

09 2  
4 
6

カップリング
個数

口径  
(mm)

カップリング
個数

口径  
(mm)ノンスピルMCIプレートは、接続・分離時の流体と作業環境の完全性を確実にします。

据付形態によって幾つかの構成が準備されており、４つのステーを介して設置したり、金型上
に直接固定したりすることが可能です。 ストーブリ・イノベーション：プレートに新たに採用さ
れたインターフェースにより、プラグの取り外しにホースを外す必要がありません。
MCIソリューションは、広範囲に及ぶメリットを提供し、効率性および安全性の向上に寄与
します。
用途：射出成形プレスの金型温度調節ラインの一括接続。

09 6 
10 
12 
20 

温度調節ラインの一括接続＋フラットフェイス.
MCI

手動プレートHTMは300℃までの超高温アプリケーション用に設計されました。コントロ
ールレバーは迅速、安全、エネルギーの一括着脱を可能にします。流体が触れる部分には
シールがなく、この産業環境における実物資産に時間のかかるメンテナンスも作業停止も
必要ありません。
用途：合金、熱可塑性成形、ダイキャスト合金。

9
12

12

カップリング
個数

直径  
(mm)

高温回路の一括接続 
HTM
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金型交換台車と
クランピング装置

金型交換台車：
生産サイクルの最適化
ツールの搬送時間を大幅に削減し、大
型の金型や大重量の金型の取扱いを容
易にするため、ストーブリのエンジニアリ
ング・チームが、ユーザーの仕様を満た
す技術的ソリューションを選定します。
限られたスペースにも対応します。
-  成形機ごとの専用交換台車
-  マルチステーション交換台車
- レール式台車
- 移動式台車
- 垂直搭載など

ストーブリの3つのQMC.
クランピング.ソリューション
ストーブリのスペシャリストが、まずお客
様の技術・コスト・生産上の制約につい
て聴き取りを行い、お客様の用途に適し
た最良の製品をご案内します。
-  マグネット式クランプ：優れた柔軟性
-  バイヨネット式手動クランプ：経済的な
ソリューション

-   油圧クランプ：きわめて頑丈な方式
標準仕様、カスタム仕様に関わらず、スト
ーブリの担当者が、お客様の作業環境
に適した最も効率的なソリューションを
提案します

■  金型搬送
■  成形機への搭載
■  クランピング
■  エネルギー接続
■  プロセスの自動化
■  その他

関連工業分野
- 自動車用品
- 家庭用の電気系統
- エレクトロニクス
- IT
- 産業機器
- 設計者用家具
- スポーツ用品
- 複合材料など

プラスチック産業：金型段取り時間短縮
による生産性向上

プラスチック産業に特化したQMCソリューション
金型交換には一連の複数のプロセスを必要とし、生産時間に影響します。ストーブリの
クイックモールドチェンジ（QMC）システムは、プラスチック射出成形産業における要求
事項を満たすべく、SMEDまたはJIT生産方式を採用し設計されています。

詳細はウエブへ！
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マグネット式クランプ.
QMC 122

バイヨネット式手動クランプ.
QMC 105 - 106

油圧クランプ..
QMC 100 - 101

金型交換台車

迅速で安全なマグネット式クランプは、既存の設備にも追加工なしで適用可能で、頻繁な
製品変更に理想的です。
金型の表面温度が100℃未満で、ベースプレート素材が低合金鋼の場合に適しています。
各マグネットプレートは搭載される成形機に加え、使用される金型の影響も考慮し、最適な
クランピング力を発揮するように設計されます。
アクティブセーフティ、作業者による常時確認が可能な実効クランプ力、これらの画期的な
機能はストーブリが開発したIMAGシステムにより実現されました。

バイヨネット式手動クランプの設置は非常に簡単で、成形機の油圧/電気インターフェース
への接続を必要としません。中型または小型プレス機械（最大200トン）用にデザインされて
おり、最高200℃までの温度環境での使用が可能です。
金型重量2トン未満の生産工場に設置することができます。
据付けがシンプル：
- 金型側：QMC芯出しリングは素早く簡単に取り付けできます
- プレス機側：バイヨネットロックプレート組立品
- 可動ハンドレバーにより一つの動きでロック

このクランプシステムは、標準リアプレートに使用され、成形機との安全なインターフェース
として機能します。
さまざまなプレス機向けに設計され、厳しい条件下や高温下での使用にも適しています。

ストーブリは、お客様とご相談の上、金型や成形機を含めた生産上のあらゆる特性に最も
適した金型搬送ソリューションを特定します。
ストーブリのシステムは、固定式または可動式、マニュアルまたはオート等にかかわらず、金
型の交換時間を大幅に短縮し、安全性を高めます。
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ロボット産業向け
ツールチェンジシステム

さまざまなタイプのロックシ
ステム、ドッキングステーシ
ョン、流体および電気接続、
データ転送モジュール.

関連産業分野
-  自動車産業：プレス工程、車体溶
接・製造工程、組立ライン、各種エ
ンジン工程、パワートレイン

-  航空産業：リベット加工、機械加工
-  あらゆる産業：目的物の選択と配
置、加工ツール

MPSツールチェンジャーによる
ロボット作業の最適化

ストーブリMPSツールチェンジャー
ロボット・ツール間のインターフェースとして作用するMPS（Multi Prehensile 
System）は、ツールの高速自動交換のためのシステムです。
ツールをロボットへ固定すると共に、圧縮空気や水、電気信号、サーボ制御、高圧など
のエネルギー伝達を行います。
内部の安全機能が誤切断を防ぎ、ロボット側とツール側のMPSが確実に接続されて
いる場合のみエネルギーの移動が可能です。
信頼性の高いストーブリのオートツールチェンジャーは、作業者の手作業によるロボッ
トの中断時間を低減し、サイクルタイムを最適化、そして生産時の停止時間を最小限
に抑えます。

詳細はウエブへ！
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ユーザーのニーズに
適応するモジュラーシステム
MPSツールチェンジャーは、ユーザーの
加工ツールおよび用途に応じて構成され
ます。
用途：グリップ、溶接、接着、リベット、クリン
チング、ヘミング、搬送など。
可搬重量は20kgから1350kgの範囲で
す。サテライト配置デザインにより、作業環
境とスペース上の制約に対応した構成モ
ジュールの配置が可能です。

ドッキングステーションによる
安全な保管
ドッキングステーションは、MPSで使用さ
れる様々なツールを、信頼性の高い保管
状態で維持します。
- 保護カバー
- 垂直または水平位置に据付可能
- 上部ユニットに芯ズレ吸収システム
- 完成品ユニット＋取付ブラケットまたは
フック付きスタンド

コンポーネント
の総合的な管理
コネクターおよびロボット工学の専門家と
して、ストーブリは、ツールチェンジャーに
おけるコンポーネント製造プロセスを100
％管理します。
これによりMPSロックユニット、および流
体・電気・データ転送（アナログ・デジタル・
光ファイバー）に接続する各モジュールの
安全性と品質を確実にします。

MPS 130 / MPS 630 / MPS 1530

MPS 130 100 900 A-100

MPS 630 630 5000
A-125
A-160
A-200

MPS 1530 1530 12500 A-160
A-200 

 

可搬重量 
(kg)

最大許容曲げモーメント
（Nm）

DIN ISO 9409 / 1 に準拠した
ロボット・ツール インターフェース
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プレス工程、車体溶接・製造、塗装、
組立、エンジンテスト・・・
ストーブリは、高品質で多彩な製
品群を持つクイックリリースカップ
リングのメーカーとして、大手自動
車メーカーより格別の信頼を得て
おります。
ストーブリの専門性（知識・経験）は、作業者の安全を確保すると共に、プ
ロセス改善及び生産性の向上を実現し、各製造段階における画期的な
ソリューションを提供致します。
例：プレス工程、エンジンテストベンチにおけるエネルギーの一括接続、車
体製造ラインの自動化、エアーツールへの圧縮空気供給、エンジン周辺
機器におけるオイル等の充填、一体型空調システム（SAEJ639　規格）

ストーブリのクイックリリースカッ
プリング ソリューションは、鉄道の
設計段階から、要求性能（メンテナ
ンスコストの削減）と使用条件（温
度、圧力、振動）を統合しています。
これらのソリューションは、人間工
学と安全性の面においてエンドユ
ーザーの要件を満たすもので、ボギー台車から油圧ブレーキシステム、
冷却ラインまで、車両（電車、機関車、路面電車）の耐用年数向上に役
立ちます。
したがって、鉄道産業において特に信頼性の高いサプライヤーである
ストーブリの品質保証システムは、フランス国鉄やドイツ鉄道などから
高い評価を受けています。

ストーブリでは、工作機械の加工
ヘッドや電動スピンドルの迅速な
交換を可能にするために、あらゆ
る流体・電気エネルギーに対応し
た自動接続および一括供給システ
ムを開発しました。
これらの画期的ソリューションは、
加工ヘッド等のインターフェースにおけるスペース制約が考慮されてお
り、生産性とメンテナンス作業を改善します。
利用分野：高速マシニングセンター、自動車・航空・重機産業・さまざま
な試作センターで使用されるミリング・マシン。

ストーブリは、1960年代より培わ
れてきたフランス原子力産業での
経験を活かし、この分野における
専門家グループとの協力関係のも
と、数多くの国際プロジェクトに参
加してきました。
発電関連事業に限らず、ウラン濃
縮、燃料集合体の製造、核燃料リサイクル、廃棄物の管理（容器の管理と
不活性化）、施設解体（ブリージングエアー・ソリューションによる作業者
の安全確保）など、核燃料サイクルの各段階に関与しています。
ストーブリでは、自社の品質保証プログラムを通じて、原子力産業に関
連する規格（RC－Mコード、PMUC）に適合する製品を提供すること
が可能です。

自動車

鉄道

原子力産業

工作機械
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防衛・航空産業において、テクノロ
ジーとエレクトロニクスは常に発
展を続けています。クイックリリー
スカップリングを使用することで、
エンドユーザーは輸送車両のメン
テナンスをより素早く行い、稼働率
を向上 させることができます。
軽素材（アルミ、チタン）、素早い取り外し、 優れた耐衝撃性・防塵性を
誇ります。
ストーブリは、防衛産業および民間航空関連メーカーの要求を満たしま
す。ストーブリの持つ専門知識・経験により、各製造プロセスに固有のニ
ーズに対応し、理想的な製品アッセンブリーを選定します。

小型・軽量且つノンスピル技術を
備えるストーブリカップリングは、
メーカーの要求仕様を満たします。
絶対条件である高いパフォーマン
スと安全性能を実現する高品質素
材（アルミ、チタン）、ノンスピルカッ
プリング、振動・衝撃に対する高耐
久性、高速給油、油圧ブレーキラインの素早い交換。
作業者の作業についても、ストーブリはFIA（国際自動車連盟）の安全
基準を満たし、ストーブリカップリングを使用することで、 高速ブリード
システムやエアジャッキリフトシステムにおけるメンテナンス作業の負担
を軽減します。関連分野：F1、エンデュランス、GT、オートバイレース、ボ
ルドール、グランプリ。

代替エネルギーは近年、注目を集
めています。代替エネルギー関連
設備業者、多くの車を所有してい
る会社、地域開発の可能性をさぐ
っている自治体等、ますます多くの
事業者が関心を持っています。
ストーブリは、エネルギー接続で
の経験を活かし、LPGやNGV用燃料専用の安全なソリューション、ハ
イブリッド車や電気自動車向け電気コネクター、流体用コネクター（風
力発電用タービン冷却向け）や太陽光発電向け電気コネクター等、様
々な製品を提供しています。

食品加工産業における技術的・経
済的要求を踏まえ、ストーブリは、
生産工場と作業員の安全に特化
した幅広いコネクターソリューシ
ョンを提供します。
滞留エリアなしのフルフローカッ
プリング、高圧洗浄、ステンレス鋼
製リール、圧縮空気ライン、ブリージングエアー、熱成形機の温度調節
など。
各カップリングには、ユニット気密テストと動作テスト、必要な場合には、
塩霧による耐食テストやヘリウムテストが課されます。

プラスチックメーカーにとっての基
本要件は、製造品目変更時間を可
能な限り短縮することです。少量生
産、迅速な金型交換、組織的製造プ
ロセスの最適化（SMED）などによ
り、全てのメーカーが、他社製品と
の差別化を図るべく、エンドユーザ
ーに最高品質の製品を短時間で提供しようと奮闘しています。
ストーブリは、製造工程に関する段階的あるいは完全なソリューション
の提供を通じてメーカーを支援します。
関連分野：自動車用品、医薬品産業、住宅設備、エレクトロニクス/IT、
航空産業など。

ストーブリは、石油産業に携わる
機器メーカーのエンジニアリング
部門と密接に協力し、ユーザーの
用途に対応する充実した製品ライ
ンを開発しています。
オフショア掘削産業向けに開発
されたいくつかのソリューション
には、クリックリリースカップリング製品における当社の専門技術が反
映されています。気密性、耐食性、高圧耐性、圧力測定、エネルギーの
一括接続（MCSモジュール）、遠隔操作によるツールの接続（ROV）な
どがその一例です。
エンドユーザー固有の特性に基づいて、あらゆる標準仕様製品の強化
が可能です。

ストーブリグループは、化学薬品、
医薬品、バイオテクノロジー、化粧
品関連の研究所が直面する課題に
沿ったコネクターソリューションを
開発しています。お客様の製品（薬
品・液体）を清浄に保つコネクター
接続毎の滅菌が可能で且つ流路に
滞留部のないクイックリリースカップリング、腐食性環境に対応する使用
材質、設備と作業者の安全（タンクの不活性化、ブリージングエアー、誤
接続防止機構、人間工学に基づいた接続機構など）。
ストーブリを選ぶこと、それは、すべての製品について持続的な性能を
約束する厳密な検査と、各種認証に関する知識や経験を利用できると
いうことです。

ストーブリのカップリングは耐久
性・信頼性に優れているおり、粗
鋼生産、連続鍛造、熱間・冷間圧
延の各工程において、最適な接続
ソリューションを提供します。
ストーブリの提供する油圧機器
に対する革新的なソリューション
は、鋼鈑（薄板や帯鋼）や鋼材（条鋼や形鋼）の製造における要求を完
全に満たすものです。
マルチカップリングシステムは、タンディッシュカーや線材ロール軸受の
交換、スライドゲートの調整、ベアリングへの注油、セグメントの平準化、
キャンバーの調整に使用されています。
こうしたソリューションは、ストーブリと鉄鋼産業を結びつける基盤と
なっております。

プラスチック産業 食品加工

鉄鋼産業 防衛および航空産業

石油産業 モータースポーツ

製薬部門 代替エネルギー
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