
ホワイトボディ用リトラクトピンと位置決めシリンダー
Pin Retracting and Positioning Cylinder For Body in White

SZK標準シリーズ SZKDダブルロッドシリンダー 特殊USシリーズ

ハンドレバー機能シリーズ



ロケータピンまたはNCブロックの精密な位置決めおよび位置決め。これに
より、フィクスチャ内の部品の位置が定義されます。
溶接プロセスの後、ピンまたはNCブロックが引き込まれ、部品を取り外す
準備が整います。

Task Locating Pin Pulling and Positioning

Precise guiding and positioning of a locater pin or a NC-block, 
with which the positions of the part in the fixture is defined.
After the welding process, the pin or NC-block is retracted and 
the part is ready to be unloaded.

位置決め

Requirements for Retract Pin Cylinder
リトラクトピンシリンダー要項
 Precise end positioning tolerances
 high resistance against side loads during the welding process
 strong pulling force to overcome the high sideloads while retracting the locating pin
 anti-rotating system to allow for offset pins and side mounted NC-blocks

• 正確な端部位置決め公差
• 溶接プロセス中の側面荷重に対する高い耐性
• 位置決めピンを引き込みながら、高い横荷重に打ち勝つ強力な引っ張り力
• オフセットピンと側面に取り付けられたNCブロックで可能にする回転防止
システム



完全密閉設計の精密シリンダー

Design Principle of the Standard Series SZK
SZK標準シリーズの設計原理

遊びのないブロンズ/グラファイ
トブッシング、手動装着、正確
なガイダンスを提供

Precision cylinder in fully enclosed design

高精度：
ピストンロッドの幅広いサポー
トによる非常に良好なガイド比

誘導スイッチ
終了位置検知
カートリッジ設計

金属スクレーパーはガイ
ドロッドを汚れから保護。
例）溶接スプラッター

SZK40 SZK63



Design Features of Double-Rod-Cylinder
ダブルロッドシリンダーの設計上の特徴

遊びのないブロンズ/グラファ
イトブッシング、手動装着、
正確なガイダンスを提供

高精度：
ピストンロッドの幅広い
サポートによる非常に良
好なガイド比 誘導スイッチ

終了位置検知
カートリッジ設計

金属スクレーパーはガイド
ロッドを汚れから保護。
例）溶接スプラッター

ガイドロッド=ピスト
ンロッドによりコンパ
クトな寸法が可能



Design Features of Toggle-Lock-Cylinder
トグルロックシリンダーの設計上の特徴

コンパクト空気圧シリンダー
Ø40 mm

機械的非回転
追加のデザイン
ローラーガイド

高いせん断力と張力
トグル変換により
エンド位置で最大4kN

最適なダブルガイドプッシュロッド
ガイド比青銅/グラファイトブッシング

堅牢なトグル機構
ニードルベアリング
ローラー

平らなパッケージ
からモノブロック方法
高強度
アルミ素材

マニュアルオプション
手動フィードと
空圧閉

検知システム
カートリッジ設計



空気圧シリンダーは、トグルジョイントを介して
プッシュロッドを作動させます。
結果：標準の空気圧シリンダーと比較して、より
高い押し力と引き力が得られます。

Advantages of Toggle-Lock-Cylinders

• The pneumatic cylinder actuates the push rod via a 
toggle joint.

• Result: higher push and pull forces compared with the 
standard pneumatic cylinders.

トグルロックシリンダーの利点

• 空気圧シリンダーが小さいため、非常にコンパクトな設計であり、頑丈なバージョンに代わるものですが、同じ性能を備えています。
• オーバーセンターでロックされたエンドポジションを備えたリニアクランプデバイスとしても使用できます。
• トグルロック機能により、定義され、固定された終了位置を確保

-システムの圧力が低下しても位置は保持されます
-これは、ロケーターピンまたはNCブロックに何らかの重量または力が作用している場合に有利です。

• very compact design due to smaller pneumatic cylinder, which replaces heavy duty versions, but with the same 
performance

• can also be used as a linear clamping device with an over-center locked end position
• defined and secured end position due to a toggle lock function

-position is held even if the pressure of the system drops
-this is an advantage if any kind of weight or force is acting on the locater pin or on the NC-block



Comparison of Locating Pin Cylinders
位置決めピンシリンダの比較

結論：
最高のパフォーマンスデータと最小の空気
消費量を備えたトグルロックシリンダー
SZV 40

Conclusion:
Toggle Lock-Cylinder
SZV 40 with highest performance data 
and lowest air consumption



Available Push Rod Versions
プッシュロッドバージョン

位置決めピン用
標準スロット

ショットピン 相手側用アダプター
付きレイアウト

サイドマウント用
デザイン



Range of Standard Series
SZK標準シリーズ



Range of Dual-Rod-Cylinder
SZKDデュアルロッドシリンダー

Special US-Series
特殊USシリーズ

-ラウンドシリンダー
-NAAMS取り付け穴パターン
-正方形のピストン棒アダプ
ター設計

-ラウンドシリンダー
-NAAMS取り付け穴パターン
-ピストンロッドアダプター
米国標準

SZU 60/70 SZUQ 63-75



Special Series with Hand Applied Function
ハンドレバー機能シリーズ

完全マニュアル
トグルロック機能

完全マニュアル版
-交換可能なベースユニット
トップニューマチックシリーズ
-同じ取り付けパッケージ

空気圧および手動でロック機能を
切り替えるアプリケーション：
-手動で閉じる
-空気圧で開く



Selection of Retractable Locating Pin Cylinder on the
Basis of Pin Diameter and Sheet Thickness

リトラクト位置決めピンシリンダーの選択
ピン径と板厚の基礎データ

ピン径(mm)
シ
ー
ト
厚

(m
m

)

Selection Criteria
選択基準

A. センタリングピンの直径
直径は予想される引張力の直接的な測定値ではありませんが、
より小さい横力とそれに伴う引張力はより小さい直径で生成
されると想定できます。

ルール：
Ø< / = 20mm引張力 < / = 20kg
Ø> / = 20mm引張力 > / = 20kg

B.シートの厚さ
シートの厚さが薄いコンポーネントの溶接後に生成される歪
み力は、シートが厚い場合よりも小さくなります。
また、ピストンロッドの寸法を考慮して、1.5mmからの
シートの厚さにはそれぞれ大きなシリンダーシリーズを推奨
します。

A. Diameter of centering pin
Even though the diameter is not a direct measurement of the tensile force 
to be expected, it can be assumed that lower lateral forces and therewith 
tensile forces are generated with smaller diameters:
• Rule:

Ø</= 20mmTensileforces</= 20kg
Ø>/= 20mmTensileforces>/= 20kg

B. Sheet thickness
The distorting forces generated after welding of components with thinner 
sheet thickness are smaller than with thicker sheets.
Also with a view to the dimensions of the piston rod, the respectively large 
cylinder series is to be recommended for sheet thicknesses from1,5mm.
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