
入門レベルのオイルと液状グリースシングルライン潤滑システムの信頼的潤滑用

電動コンパクトポンプECP

3,8 MPa  

+10 ～ 50 °C  

オイル、又は、液状グリース

小・中型機械用



容易な給油用樹脂タンク

フレキシビルなタンクサイズと容易な給油プロセスを優先す

るお客様は透明の樹脂タンク付ECPバージョンを選択するべき

です。

それらのタンクは特定の条件を満足するために0.5, 1.0, 1.7 Lの

容量で提供いたします。オイルタンクは標準の給油ストレー

ナが付いています。1.0 と 1.7 Lタンクはレベルスイッチ付でも

提供できます。

ベネフィット：

•	  オイルと液状グリースに対応

•	  フレキシビルなタンクと容易な給油プロセス

•	  多種のタンクサイズ有り

•	  メンテナンスと給油のインターバル延長

•	  エア抜きはシステム起動時だけに必要；給油中には不要

プレフィルカートリッジ

潤滑剤のコンタミを防止するためにSKFは取替えが容易な380 

mlカートリッジ付ECPバージョンを推奨いたします。そのカー

トリッジポンプバージョンはオプションとして潤滑剤レベル

をモニタリングするために内蔵式レベルスイッチ付で提供で

きます。標準カートリッジは液状グリース00でプレフィルさ

れます。

ベネフィット：

•	  不適正、又は、コンタミされた潤滑剤の使用危険の最低化

•	  作業環境の安全性・清浄度アップ、液たれの削減

•	  在庫管理の合理化と簡易化が可能

•	  キャップの抜き取り無しで安全且つクリーンなカートリッ

ジ取替え

•	  SKFが推奨される液状グリース付標準カートリッジ、他の潤

滑剤はお問い合わせ下さい。

レベルスイッチ

御社ニーズを満足するフレキシビリティー

ECPは20ヶ所までの潤滑点と約15 mまでの主管においてベアリングとリニアガイドをオイル、又は、液状

グリースで潤滑するために設計されました。内蔵式圧力リリーフバルブが付いているためにSKFシングル

ライン自動潤滑システムに使用できます。ECPはプレフィル潤滑カートリッジ、又は、オイル、又は、液

状グリース用3機種サイズのタンクと提供できます。

給油ストレーナ

1,7 L

1,0 L

0,5 L

380 ml カートリッジ

押しボタン

PLCへの接続

取付プレート

電源接続

2ヶ所の吐出口

エア抜きねじ

レベルスイッチ

22



コスト効率の良い信頼できるソリューション

デザインとフレキシビリティーに対して新しい基準を与えるECPはコスト効果が良く、使用しやすい潤滑

ポンプです。このポンプは小・中型機械に使用される SKF シングルライン分配器との使用のために設計さ

れました。

制御とモニタリングのオプ
ション

活用タンクとは関係なく、ECPはDC 24 V 

で運転して、外部のPLCで制御できま

す。更に、潤滑サイクル（ポンプ）を手

で起動させることもできます。

アクセスしやすいエア抜きねじにより

取付と運転起動することが容易です。

特徴：

•	  タンク、又は、カートリッジのオプ

ション

•	  2ヶ所までの吐出口

•	  警報接点付レベルモニタリング

•	  使用電圧： DC 24 V

•	  外部PLCで制御可能

•	  6ヶ所取付穴により多種の取付が可能

•	  容易なシステム起動、又は、エア抜

きのための手動潤滑押しボタン

•	  システム起動中、又は、カートリッ

ジの取替後に容易なエア抜き用エア抜

きねじ

•	  室内使用のため

ベネフィット：

•	  コスト効果が良い、信頼できるソ

リューション

•	  使用しやすい

•	  ベアリングとリニアーガイドの寿

命延長

•	  機械のアップタイムの延長

•	  正確な及び信頼できるシステムパ

フォーマンス

•	  システムでサインに限られる範囲

内でシステムに潤滑点の追加が可

能

アプリケーション：

•	  オートメーション

•	  工作機械

•	  材料取扱

•	  樹脂射出成形機械とプロセス
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仕様 付属品

使用圧力 max. 3,8 MPa
使用温度 +10 ～ +50 °C
吐出量
液状グリース 10 cm3/min
オイル 0,01 L/min

使用電圧 DC 24 V
保護仕様 IP 54
吐出口数 1 又は 2 (前及び・又は下)

潤滑剤
オイル 粘度： 20 ～ 1 500 mm2/s (cSt)
液状グリース NLGI 00, 000
SKF標準カートリッジ
液状グリース

Zeller+Gmelin Divinol 液状グリースNo. 00 
安定したリチウム石鹸潤滑グリース、
合成エステルがベース
耐水； 
酸化防止・耐食

容量サイズ
カートリッジ 380 ml
樹脂タンク 0,5; 1,0; 1,7 L

取付位置 垂直
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プレフィル標準カートリッジ、 380 ml
潤滑剤 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 注文番号
Zeller Gmelin Divinol Lithogrease 00 10 本 LF001/MR380

主管継ぎ手
接続ねじ M10x1 898-110-120
クイックコネクター ø 6 mm 406-004-VS
バンジョフィッティング  ø 6 mm 506-140-VS
クイックコネクター  ø 8 mm 408-0074-VS
プラグ 466-431-001

電気接続
四角コネクター 
DIN EN175301-803-Aにより

179-990-033 / -147

丸形プラグM12×1、ストレート
DIN EN61076-2-101により

179-990-371 / -381 

丸形プラグM12×1, L型
DIN EN61076-2-101により

179-990-372 / -382 

壁ブラケット 995-901-065
ガスケット予備品キット、接着性 541-34901-5
プラグ (ECPカートリッジ口) 541-34901-4

主管用 6 MPa圧力リリーフバルブ
圧力リリーフバルブ  ø 6 mm 451-006-060
圧力リリーフバルブ  ø 8 mm 451-008-060

外観図

最低取付サイズ：
高さ：A-1 = 440 mm  
                  A-2 = ポンプ高さ + 100 mm
幅    ： B = 240 mm
深さ： C = 210 mm
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注文方法

注文番号 E C P 1 – 1 A –

ポンプタイプ

電動コンパクトポンプ

吐出量

1 = 10 cm3/min / 0,01 L/min

使用圧力

1 = 3,8 MPa

下限用レベルスイッチ

W = 警報レベル（下限警報） *

0 = レベルスイッチ無し

壁ブラケット

A = 標準ブラケット付

0 = 無し

電気接続

A = DIN EN 175301-803-Aによる四角プラグ

主管接続

1 = 接続ねじ M10x1 

2 = クイックコネクター  ø 6 mm 

3 = バンジフィッティング  ø 6 mm

4 = クイックコネクター  ø 8 mm

X = プラグ

カートリッジバージョン (380 mlカートリッジ, ー潤滑剤付 

00000 = カートリッジ無し

F00138 = Zeller+Gmelin Divinol Lithogrease 00

タンクバージョン

1 = 補給可能な樹脂タンクバージョン

潤滑剤

U = オイル（フィルター付きタンク）

F = 液状グリース（フィルター無しタンク）

タンクサイズ

0500 = 0,5 L *

1000 = 1,0 L

1700 = 1,7 L

前
側

吐
出

口

ボ
ト

ム
側

吐
出

口

 * ご注意：0,5 Lバージョンはレベルスイッチ及
び・又はオイル補給フィルター付で注文でき
ません。

事例：ECP1-1WAA22-1F1000
•	  電動コンパクトポンプ
•	  吐出量： 10 cm3/min
•	  使用圧力： 3,8 MPa 
•	  レベルスイッチ付 (1)
•	  標準壁ブラケット付 (2)
•	  電気接続四角プラグ付 (3)
•	  クイックコネクター付  ø 6 mm, 前側 (4)
•	  クイックコネクター付  ø 6 mm, ボトム側 (5)
•	  タンクバージョン
•	  液状グリース
•	 1,0 Lタンク
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入門レベルシングルラインシステム

この入門レベルシステムは信頼的にオイ

ル、又は、液状グリースをベアリングと

リニアガイドに供給します。

ECPポンプの多種タンクをSKFの正確

な310分配器との組み合わせは最高のフ

レキシビリティーとコスト効果を与えま

す。

非金属分配器310シリーズは樹脂、又

は、金属の配管を使っての取付が容易で

あり、直立、又は、逆直立の位置で設置

できます。簡単で確認できる計量エレメ

ントも付いており、多くの潤滑条件に対

応できます。

信頼できる運転

ECPンポンプと310分配器付シングルライ

ン潤滑システムは幅広い温度範囲と3,8 

MPaの圧力で運転しており、最低10 min

の潤滑インターバルと15 m*の主管長さ

をサポートします。

それらのシステムは室内での最大 20 *

ヶ所の潤滑点付小・中型機械に対応しま

す。

ECPと310シリーズ分配器の理想な組み合わせ

コンパクトな電動式ECPポンプを業界初の非金属分配器との組み合わせは御社のニーズに調整できる効率的、信頼

的、フレキシブルなシングルライン潤滑システムとなります。ポンプと分配器は一体システムとの動作のために設

計されたものです。

最低10 minの潤滑     
インターバル 

最大15 mの主管

オイル、又は、       
液状グリース

色分けた計量エレメント               
吐出量の確認

樹脂、又は、金属配管との
容易な取付

先端プラグ

3サイズの分配器

310分配器の詳細情報：
 www.skf.com/310
 カタログ PUB LS/P2 17505 JA

 * 主管の最大長さと潤滑点数はアプリケーシ
ョンと環境次第です。より細かい情報のた
めにはSKFにご連絡を下さい。
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アプリケーションに適性な潤滑剤の選択

SKFシングルラインシステムはあらゆるタイプの潤滑剤にあります：オイル、液状グリース、ハードグリ

ース。自分のアプリケーションに適性する潤滑剤を選択することは生産性と環境的インパクトに対して差

別化要因になる可能性があります。ECPと310分配器はオイル、又は、液状グリースとの使用に設計されま

した。両方の潤滑剤タイプはリニアガイド、又は、ベアリングの壊滅及び過度磨耗を防止します。

潤滑システムに適性する潤滑剤

ISO VG  3 10 32 100 320 680 1500 2200 3200 

NLGI No. 000 00 0 1 2 3 4

オイル
液状      

グリース
グリース

液状 半液状 非液状

オイル

オイルは粘度で測

定されます。粘度

は流体の内部摩擦

を示します。オイルは粘度等級ISO VG 2 

～ 3 200に分類されます。石油系オイ

ル、有機オイル、合成オイルを含めて、

多種のオイルがあります。SKF潤滑シス

テムでオイルを使用する前に適合性のチ

ェックをお勧めいたします。

特徴：

•	  コンタミ、切粉などの異物の抜き取

り

•	  低圧でのオイル分配が可能、必要な

システム圧力が低い

•	  高回転数にも対応

•	  振動減衰

•	  潤滑点での冷却効果（熱拡散）

•	  凝縮物とプロセス水の抜き取り

•	  腐食防止

•	  固化無し

液状グリース

グリースの方は一

貫性がある潤滑剤

としてNLGI等級で

測定されます。液状グリースはNLGI No. 

000, 00, 0範囲内のソフトグリースです。

液状グリースは潤滑液体としてのベース

オイル、増粘剤、添加物の混和物です。 

SKF潤滑システムで液状グリースを使用

する前に適合性のチェックをお勧めいた

します。

特徴：

•	  外部からの影響に対してベアリング

の良いシール効果

•	  低い回転数との使用

•	  潤滑剤の液たれ無し、良い付着性、

潤滑剤の無駄削減

•	  油膜の寿命延長により潤滑剤の消費

量削減

•	  潤滑剤からのコンタミ削減で加工用

クーラント液の寿命延長

•	  潤滑剤の流出削減により作業者の安

全性アップと滑り事故の危険性減少

•	  腐食に対してより高い保護

潤滑剤の知識

適性の潤滑剤を選択することは場合に

よって困難なプロセスです。生産プロ

セスと原料は大きく潤滑剤の特性とパ

フォーマンスに影響を及ぼします。潤

滑剤を自分の合成だけで選択、又は、

比較することが事実上不可能です。従

って、重要な情報を得るためにはパフ

ォーマンステストが必要です。100年以

上の期間でSKFは潤滑剤の相互作用につ

いて豊富なナレージを吸収いたしまし

た。より詳細の情報のためにはSKFにご

連絡を下さい。

自動潤滑システムのパイオニアとし

て、また、工作機械業界において徹底

的な経験によりSKFはECPカートリッジ

の標準媒体として Zeller+Gmelin Divinol 

Fluid Grease 00を選択しました。工作機

械業界において実績ある媒体であり、

自動車産業規格(Daimler DBL 6833てなど)

を満足しております。
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