
Argentina GENERAL AUTOMATION Srl Ph. +54 (0) 348 462 4481 ga@ga-srl.com.ar

Australia ENKOSI PTY LTD Ph. +61 397 616 377 graham@enkosi.com.au

Belgium, Luxembourg, Netherlands CS PLASTICS
Ph.(NL) +31 0 208 004965
Ph.(BE) +32 9 262 0460

info@csplastics.be

Canada SEMPRESS CANADA INC Ph. 905.606.2324 brentmccurdy@sempress.ca

Chile, Peru PROAPSIS Spa Ph. +56 998 282 612 jvasquez@proapsis.cl

Colombia TECNOVA INTERCOMERCIAL S.A.S Ph. +(574) 4798145 correspondencia@tecnovasa.com

Greece TECNOPNEUMATIC A.E  Ph. +0030 210 3467000 avieris@tecnopneumatic.gr

Hungary GRIP-PLAST Kft. Ph. +36 227 883 90 a.jobbagy@grip-plast.hu

Indonesia, Malaysia, Thailand ROBOMATION EQUIPMENT SDN BHD Ph. +60 380 750 833 jeffkhoo@robomation.my

Israel R.E.P. Automation Ltd Ph. +97 248 403012 rep@repac.co.il

South Africa PLASTIC & CHEMICAL TRADING
Ph. +27 11 483 3015
Ph. +6681-8894996

matt@plastrading.com

Thailand FUTURE STATE (Asia) Co. Ltd. Ph. +66 25 30 04 05 sravin@futurestateasia.com

Thailand BR MACHINERY ASIA CO., LTD. Ph. +66 (0) 21087018 junkaradet@br-machinery.com

Malta AIM Enterprises Ph. +356 2180 2828 AngeloMifsud@aim.com.mt

Ukraine IBC SYSTEMS Ph. +38 044 388 96 48 info@ibc-systems.com.ua

Italy, Switzerland (Ticino only) GIMATRADE S.r.l. Socio Unico Ph. +39 0322 830624 info.it@gimatic.com

Germany, Austria, Switzerland GIMATIC VERTRIEB GmbH Ph. +49 7471 960150 info.de@gimatic.com

France EURL GIMATIC FRANCE Ph. +33 768 380 865 info.fr@gimatic.com

Spain, Portugal GIMATIC IBERIA s.l. Ph. +34 984 493 897 info.es@gimatic.com

Slovenia, Croazia GIMATIC SISTEMI D.O.O. Ph. +386 (0)40 88 34 56 info.si@gimatic.com

Denmark, Iceland, Estonia, Lithuania, 
Latvia, Finland, Sweden, Norway

GIMATIC NORDIC AB Ph. +46 (8) 121 445 00 info.se@gimatic.com

Czech Republic, Slovakia GIMATIC CZECH REPUBLIC, s.r.o. Ph. +420 608 954 500 info.cz@gimatic.com

Poland GIMATIC POLSKA Sp. z o.o. Ph. +48 34 38 73 052 info.pl@gimatic.com

Serbia, Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Macedonia, Montenegro

GIMATIC BALKAN D.O.O. Ph. +38 111 783 96 15 info.rs@gimatic.com

Romania GIMATIC SISTEME RO SRL Ph. +40749 407 408 info.ro@gimatic.com

Turkey GIMATIC OTOMASYON TICARET AS Ph. +90 212 210 83 91 info.tr@gimatic.com

India GIMATIC AUTOMATION INDIA PRIVATE LIMITED Ph. +91 7795719337 info.in@gimatic.com

China
GIMATIC AUTOMATION ENGINEERING 
(CHANGSHU) CO. LTD

Ph. +86 051 252977396 info.cn@gimatic.com

Japan GIMATIC JAPAN Ph. +81-3-6206-4235 info.jp@gimatic.com

Korea GIMATIC KOREA LIMITED Ph. +82 31 504 8771 info.kr@gimatic.com

U.S.A., Canada, Mexico GIMATIC USA Ph. +1 216 535 4811 sales@gimaticusa.com

Central and Latin America GIMATIC AUTOMAÇAO Ltda Ph. +55 11 4318 2550 gimatic@gimatic.com.br

Russia OOO GIMATIC RUS Ph. +7 916 217 88 48 info.ru@gimatic.com

United Kingdom GIMATIC UK LIMITED Ph. +447568517497 info.uk@gimatic.com

Bulgaria GIMATIC BULGARIA Ph. +359899157609 info.bg@gimatic.com

WWW.GIMATIC.COM

Via Enzo Ferrari, 2/4
25030 Roncadelle (BS) ITALY
tel. +39 030 2584655
fax +39 030 2583886
info@gimatic.com
www.gimatic.com JP

支社

正規代理店

*bro-2020-jp*
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+1500

+2000

+200

+100

食品グレード潤滑剤
クリーンルーム

を越える 
2.000.000 製品 

毎年プロデュース

を越える 
200 テーラーメ
イド ソリューシ
ョン

*2 次の新しいオープニング

1 本社

+20 支社* +30 販売代理店 +2 コンピテンスセンター 

を越える +300 人 全世界で
PRODUCTS
PLASTICS
エンド・オブ・アームツーリング（EOAT）

PRODUCTS

ハンドリング
エアー機器オートメーション

を越える
2000 EOAT
毎年納品中

PRODUCTS

メカトロニクス
電動オートメーション

PRODUCTS

センサー
位置検出

を越える 
180 特許 

取得済

H-1 取得済

MORE THAN 
30 YEARS OF INNOVATION
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フレームワーク
• EOATフレーム用のアルミフレーム
• 軽量なEOATのためのカーボンファイ

バーチューブ
• 確実な固定のために設計されたナ

ット
• 黒またはシルバーのアルマイト
• 四角または丸い形状
• 15 サイズ

エアーニッパー
• ゲートカット用ニッパー
• カミソリまたはギロチンタイプ
• 10 のニッパーサイズ
• 互換性のあるブレード
• ブレードの加熱オプション
• 埋め込まれたセンサー
• 要望に応じた特注ブレードソリュ

ーション

センサーボックス
• アクチュエータからの信号を処理するEOATセンサーの設

定を記録する
• あらゆるロボットとあらゆるセンサーに適合
• 2,4,6,8,12個の入力数固定バージョン
• 最大20個のセンサーまで処理できるモジュラーバージョン
• 入力は  PNP, NPN, 2芯（ドライ接点）に対応
• シリーズまたはパラレル（ NC/NO）出力
• DIPスイッチによる簡単なセットアップ

クイックチェンジャー
• ロボットと全てのハンドを簡単につなぐク

イックチェンジャー
• 最大150kgまで対応できる15 タイプと 5

つのサイズ . 手動と電動
• エアーと電気のコネクション
• エアーバルブ
• 安全ロックのための LOQC
• EOATを特定するためのRFID 

空気圧式小型チャック用・取出ヘッ
ド（90度傾倒）
• 90°回転
• 高い持ち上げトルク
• 安全ロック
• オプションの磁気近接センサー

グリッパー
• 1または2爪のエアーグリッパー
• バルーングリッパー
• パーツを持つための
• スプルーを持つための
• 正確なインサートの位置決めのための
• EOATに最適化された 200種類を超える

パーツ
• 埋め込まれたセンサー

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

吸着カップ及びサスペンション
• 吸着カップホルダー
• 内部バネのサスペンション
• 回転タイプと回り止め
• ノンマーキングのゴム素材
•  プラスチック用に最適化された500

種類を超えるパーツ
• 16 型式の中で 3つのサイズを選択

可能 
• ブレーキ付きのサスペンション

モジュール・クランプ・シス
テム
• フレーム上にアクチュエータを

取り付けるブラケット
• より正確な位置決めのための

500種類を超えるパーツ 
• アルミニウムまたは合成樹脂

バージョン
• M5用の六角レンチで組み立

て可能
• 強度と重量のバランスを最

適化
• ヘビー・デューティー・バージ

ョン

プラスチックス



IP67

6 7

スイベルユニット
• 2から8か所のインデックス位置
• センサー検出
• オプションの中間停止ユニット 
• フラットで頑丈なデザイン
• 28Ncm から 3926Ncmまでのトルク
• 時計回りと反時計回りオプション

３爪平行グリッパー
• オプションのバネ付で複動式 (常時閉

または常時開)
• ロングストロークまたはショートスト

ローク
• 貫通ネジ付で前面からの固定が可能
• 高効率の力伝達 
• オプションの磁気または誘導型近接

センサー

スライド
• ヘビー・デューティー・バージョン
• 10mm から 200mmまでのストローク
• コンパクトデザイン
• ボール循環ベアリング

90度開閉グリッパー
• 90°スイベル角
• 60Ncm から 3600Ncmまでのトルク
• 安定したトルク

ニードルグリッパー
• 布地や自動車パーツ、食品業界

に最適
• 複動,  4 または 8つのニードル 
• 複数の取付アクセサリー
• 大きなセンタリング用の貫通穴
• ニードルのストローク調整
• ブローオフ構造とセンサー検出

小型グリッパー用ミニ補償器
• X-Yおよび角度αでの補償 
• Z方向では固定
• センターのゼロ位置を達成するた

めのエアダクト 
• オフセンターのロッキングを達成す

るための別のダクト 

支点開閉型グリッパー
• 左右同期または非左右同期
• 7° から 34° までの動作角
• 16Ncm から 1302Ncmまでのトルク
• ノーマルオープンまたはノーマルク

ローズ バージョン
• ハイスピードアプリケーション
• 3 爪バージョンも可能

平行タイプ グリッパー
•  IP67 保護等級
• 2,5mm から 100mmまでのストローク
• 70Ncm から 7286Ncm までのトルク
• ノーマルオープンまたはノーマルクロ

ーズ バージョン
• ハイスピードまたはハイプロテクション 

バージョン
• 3 爪バージョンも可能

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

バルーングリッパー
• アップまたはダウン方向のバルーン

グリッパー
•  8mm から 63mmまでの外径
• 位置決めコーンとセンサーオプシ

ョン
• シリコンと EPDMのベロー素材

ハンドリング
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電動 スイベルユニット 
• 90° または180° 回転、3つのサイズのロ

ータリーアクチュエータ
• 外部デバイスなしで中間停止
• 4-6-8-12の停止位置に対応するインデ

ックステーブル
• 時計回りまたは反時計回りバージョン
• 左右同期,自己保持, 安全なプラグ&プ

レイ

電動グリッパー
• ショート・エクストラ・ロングストロークを揃えた2

爪・左右同期平行開閉グリッパー
• 3爪同期平行開閉グリッパー
• 多目的用の多関節グリッパー 
• 180°開閉グリッパー
• 40°開閉グリッパー
• 左右同期,自己保持, 安全なプラグ&プレイ
• クリーンルーム認証

電動ツールチェンジャー
• 電気のみで動作, プラグ&プレイ

でエアーなしで自己保持
• ワイヤレスオプション
• 可搬重量20kg
• 4 + 3 エアーポート
• 15 + 15  ピンの配線用プラグ 
• クリーンルーム認証

フィールドバス接続および
電源 (CAN/RS485)

クリーンルーム
• フラウンホーファー機構による認証
• FDA規格のシリコン Silpuran  
• VHP H2O2 + UV殺菌プロセスに対応
• IP65 保護グレード

協働ロボット
• プラスチックカバーとキャパシターボッ

クスを追加した電動2爪平行開閉グリ
ッパー

• プラスチックカバーとキャパシターボッ
クスを追加した電動多関節グリッパー 

SERVO GRIPPERS
• 電動、空気圧または手動のクラッチオ

プション
• ストローク、速度および力制御可能グリ

ッパー
• CAN/RS485通信バス
• 内蔵24VDCブラシレスモーター
• 協業ロボットとの使用に適した設計

ブレーキ-クラッチグリッピングシ
ステム
• ロボットのソフトウェアとエンコーダー、

モーターを使ったユニークな電動グリ
ッパー

• ドライバーやソフトウェアは不要
• クラッチの切り替えにより、グリッパーを

回転またはドライブ可能
• 電気、エアー、手動クラッチ

メカトロニクス
食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤

食品グレード 潤滑剤
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IP65
保護グレード

H2O2
殺菌プロセスに対応
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光学センサー
• M18x1光電センサー
• 100mm検出距離
• PNP/NPN出力
• 軽量な合成樹脂ボディー

磁気近接センサー
• リードまたはGMR方式 
• PNP, NPN, 2芯またはアナログ出力
• 100%検査されるヘルムホルツコイル
•  T, C, ドブテイル溝用とタイロッドシリン

ダーに最適
• ブラケットとアダプターは完備
• ケーブルと M8または  M12のコネク

ター接続

モニタリングセンサー
• プログラム可能な出力
• 3つの切り替えポイント
• PNP, NPN出力バージョン
• NO, NC 出力設定可能
• 30+30 mmストローク検知
• ケーブル, M8, M12コネクター出力

超音波センサー
•  M18x1　超音波センサー
• PNP/NPN NO/NC アウトプット
• 40mm-300mm 検出距離
• 軽量な合成樹脂ボディー

車載用センサー
• 車載用の仕様に基づいて
• 磁気近接テクノロジーによる
• プログレッシブな位置検出
• お客様の用途に基づいて設

定されるそれぞれのセンサー
プログラム

• 100% トレーサビリティ

導電率センサー
• 外径 3/4mmに対応
• クリーンな設計の外観
• 1mm検出距離
• PNP/NPN出力
• グリッパーに最適化
• PURケーブル

カスタマイズセンサー
• 顧客仕様に基づいて製造
• 磁気近接、導電率、光学そしてショ

ックテクノロジーに対応可能
• 100% トレーサビリティ
• 大規模の製造に対応

ショックセンサー
• 定期的なメンテナンス
• 35G ショック値
•  PNP/NPN/アナログ出力
• 10 段階のショックレベル設定 

センサー

タッチセンサー
• M14x1 mmリードスイッチ
• 製品へのダメージをさけるソフトヘッド
• 2.5～15ｍｍの検知ストローク範囲



CoBot  

Design

12 13

サービス
3D 
• 付加価値製造サービス
• HPジェットフュージョン
• 素材はPA12 GB
• 48時間出荷
• オプションのグラスファイバー材

フロッキング
• ソフトタッチのためのナイロン素材
• 長さ1mm
• 黒色

PADS
• HNBR 60Sh.A
• HNBR 60Sh.Aフロック

加工済み
• TPU 70Sh.A
• PU 70Sh.A
• PTFE
• 新しい3D印刷サービス

でカスタマイズ

メタルインサート
• 金属ねじインサート
• 3Dパーツの内部に組付け
• 異なるねじサイズも可能

3M
切削パーツサービス
• デルリン900P nco10またはアルミ合金

3L 
レーザー加工サービス
• ステンレスまたはアルミニウム
• 異なる板厚も可能
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デザイン
我々の設計と組み立ては常に
CAD図面に基づき、フレームや特
注プレートまたは3Dプリンター
パーツを使用
各々のシステムは含んでいる 関
係書類やCADファイル, エアー回
路や配線 リスク分析.

全容の把握
我々の支社はスキルのあるサポーター お
客様の要求に応じる
グローバルな経験が各国のソリューション
に

E.O.A.T
END OF ROBOT ARM TOOLING

導入
導入と立ち上げサポートは 世界
各国で対応 Gimatic.

アッセンブリー
電気接続やセンサーを含むロボット側への容
易な組み込みのため、仕様に基づくエアー回
路図と電気配線図

コンピテンスセンター
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• 個別のTAGに認識される
EOATデータ

• 1つのリーダーに、 256の 
TAGを利用可能

• プロセスモニタリング
• 定期的なメンテナンス

• ケーブルなし電源収集システム
• 全世界の工場を監視下に
• サイクル頻度コントロール＋温

度＋圧力

NFC-RFID

金型モニタリング

• ウェブサイトに基づくサ
ービス

• TAG によるローカライ
ゼーション

ビッグデータ
(ウェブサービス)

• HP Jet fusion
• 素材はPA12 GB
•  48時間以内に出荷
• メタルインサートと

植毛

3Dプリンター

GIMATIC アプリをダウンロード
そしてトライを！

• スーパーキャパシターテク
ノロジー

• 複数回動くための電源
• ケーブルをなくし、アプリケ

ーションの寿命を伸ばす

スーパーキャパシ
ターボックス
ワイヤレス

• EOATの外観を組み立て前と導
入時に体験可能

• Gimaticアプリ上で可能
• Gimatic ロゴがターゲット

拡張現実
バーチャルリアリテ

ィー

技術革新
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• クリーンルーム専用の製品A
• フラウンホーファー機構による 

ISO+GMP 認証
• FDA認証シリコン(Silpuran) 
• VHP H2O2+UV殺菌プロセスに

対応

医療 (GMP)

• プロセスデータ
•  5つまでのグリッパー
• パラメーターモニタリング

フィールドバス コミュ
ニケーション

スレーブ
スレーブ

スレーブ
マスター

• 効率を改善するメカトロ
ニクスデザイン

• ユニークかつ特許取得
のソリューション

エネルギー
効率

• 協働設計ソリューション
• Universal Robotによる認証
• プラグ&プレイソリューション

協働 ロボット

• オンボードでの設定可能
• モジュラーソリューション
• 全てのセンサーとロボットに適

用可能
• ソフトウェア不要
• ユーザーフレンドリー

• プログラム可能な出力
• 3つの切り替えポイント
• PNP, NPN出力バージョン
• NO, NC 出力設定可能
• 30+30 mmストローク検知
• ケーブル, M8, M12コネクター

出力

モジュラー センサ
ーボックス

モニタリングセンサー

テクノロジー イノベーション

IP65
保護グレード

H2O2
殺菌プロセスに対応



CoBot  

Design

20 21

• メカニカル・電気の内部デ
ザイン

• マイクロソリューションを想
像するキャパビリティー

マイクロメカニカル
マイクロエレクトロニック

• 40µm 硬質アルマイト
• 摺動パーツの寿命を伸

ばす
• 20µm コスメティック用ア

ルマイトオプション
• ハイジェニックコーティ

ング

金属の表面処理

• 高い技術力とコスト最適化
のアプローチ

• 製品数と仕様に基づいた
異なるテクノロジー

• CNCマシニング対応
• 全ての素材のマシニング

マテリアル

• 異なるパーツの形状に適応
• エアー回路のリリースとロッ

クが容易
• オプションのセンサー検知

適応するEOAT

• EOAT交換中のセキュリティ
を改善

• リスクを削減
• 素早いフィードバックを提供

するセンサー検出

セーフティ

ブレーキ

回転あり/ 回り止め

• ロボットのソフトウェアとエン
コーダー、モーターを使った
ユニークな電動グリッパー

• ドライバーやソフトウェアは
不要

• クラッチの切り替えにより、グ
リッパーを回転またはドライ
ブ可能

• 電気、エアー、手動クラッチ

ブレーキ-クラ
ッチグリッピン

グシステム

テクノロジー イノベーション



   EMC/

IP65
ENVIRONMENT DEGREE

H2O2
CLEANING PROCEDURE

22 23

フード & ビバレッジ

オートモーティブ

製薬 & 医療

ファーミング

ケースヒストリー

ファクトリー
オートメーション

CNCマシン

電動



NSF.

MILLION
CYCLES

24 25

 +30 年 以上の経験 対応範囲 グロー
バル

デザイン 方向性
のある

出荷{j}中に 24 時間

テーラーメイド アプローチ

24か月 製品保証

コンピテンスセンター 製品バリデー
ション

までの時間 市
場

100% トレーサビ
リティ

電動に最適化 インターフ
ェース

インターンシップ / 
大学

グリーン製造

インダストリ
ー 4.0

シナジーディビジ
ョン

+ 3.000
PRODUCTS

ノウハウ

鍵になる成功のためのファクター

食品グレード{j}潤滑剤
クリーンルーム

H-1 取得済



26 27

67%
は産業機械分野 33%

航空宇宙

ロボットハンド

ホットランナー

BarnesおよびGimaticグループの成形ソリューションは、
完全な範囲のプラスチック処理技術を提供します

金型
制御

本社は 1 か所

65 の販売拠点と/ 46 か所の製造拠点

160 年の歴史

~5.900 人を超えるスタッフ
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