
ホイールおよびキャスター用ガイド

取付方法の種類

プレート取付
(取付座) ボルト	取付 スチール製ステム差込 ねじ込みピン 

(製品番号接尾記号:	-GS...)

キャスターの装着は、ねじとナットを
平らな面に対して締め付けることで
行います。	取付ピッチは規格化されて
います。
プレートによる取り付けは自在キャス
ターでも固定キャスターでも可能であ
り、軽荷重キャスター、搬送装置用キャ
スターおよび重荷重キャスターで用い
られます。
方向制御ロック付きキャスターは、プレ
ートの短い辺を走行方向に対して位置
合わせする必要があります。

プレートによる取り付けを選択する場
合には、以下の寸法を考慮する必要が
あります。

 nプレートサイズ	(外形寸法)
 n取付ピッチ
 n取付ねじ穴径

取付座の外径寸法と取付ピッチが表示
された図面:	76～79ページを参照。

キャスターの取付は、自在旋回部のボル
ト穴に接続用部品	(ねじなど)	を押し入
れて行います。	高さ調整キャスターで
は、ボルト穴は雌ねじ仕様になっており、
接続用部品は取付ける機器の側から自
在金具のセントラルキングピンにねじ
で接続します。

表示される耐荷重は、取付ける器具また
は装置に自在キャスターの取付面を完
全に密着させなければ得られません。

この取付方法では位置でのかみ合い
がなく、自在旋回部ロックの負荷耐性が
減少します。

必要とされるのはねじ	(できればDIN	912
準拠のもの)	一本だけであるため、費用
効果があります。	この取付方法は、主に
軽荷重キャスターおよび搬送装置用キ
ャスターで使用します。

ボルト取付方法を選択する場合には、以
下の寸法を考慮する必要があります。

 nプレート径	(外形寸法)	(D)
 nボルト穴径	(d)

キャスターの取付は、適合するパイプま
たは穴に差し込んで固定する差し込み
ステムによって行います。	ステムはキ
ャスターにしっかりと固定されており、挟
みつけるか、捻じ曲がったり外れたりす
ることがないように固定ねじ	(クロス穴)	
で固定しなければなりません。 
方向制御付きキャスターでは、固定穴位
置は進行方向に対して直角に合わせる
必要があります

表示される耐荷重は、取付ける器具また
は装置に自在キャスターの取付面を完
全に密着させなければ得られません。

ステム差込は、主に軽荷重キャスター
および搬送装置用キャスターで使用
されます。

ステンレス製自在キャスター用に、ステ
ンレス製差込ステムがご利用頂けます。

ステム差込を選択する場合には、以下
の寸法を考慮する必要があります。

 nステム径	(P)
 nステム長さ	(Q)
 n必要な場合にはクロス穴の位置	(H)
 n必要な場合にはクロス穴の直径	(d)

キャスターの搬送装置などへの取付は、
ねじ込みピンとナットによりねじ穴また
は円筒状の穴に締付けて行います。

ねじ込みピンによる取付は主に軽荷重
キャスターで使用します。

ステンレス製プラスチック製自在キャ
スター用に、ステンレス製ねじ込みピン	
(-GSX...)をご利用頂けます。

ねじ込みピンによる取付を選択する場
合には、以下の寸法を考慮する必要が
あります。

 nねじ込みピン径	(P)
 nねじ込みピンの長さ	(キャスターの突
起部分)	(Q)
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ホイールおよびキャスター用ガイド

取付方法の種類

差し込みピン
(製品番号接尾記号:	-ES)

丸パイプ用のプラスチックキ
ャスターソケット
(製品番号:	RHR...)

金属製のエキスパンダー
(製品番号接尾記号:	-E...)

プラスチック製のエキスパ
ンダー
(製品番号接尾記号:	-ER.../-EV...)

キャスターの固定は、プラスチックキ
ャスターソケットによって適合するパ
イプまたは穴に差込ピンを挿入して行
います。
ピンはキャスターにしっかりと固定。	ス
プリングリングは自在キャスターが緩ん
で外れるのを防ぎます。
この取付方法では位置でのかみ合い
がなく、自在旋回部ストッパーは働き
ません。
差し込みピンを差し込むだけで済むた
め、取付はすばやく少ないコストで行
えます。
差し込みピンによる取付は主に軽荷重
キャスターに使用します。

差し込みピンによる取付を選択する場
合には、以下の寸法を考慮する必要が
あります。

 nピンの径	(P)
 nピンの長さ	(Q)

プラスチックキャスターソケットは、パイ
プの内径を差し込みピンの直径に合わ
せて小さくするためのアダプタです。	プ
ラスチック製のキャスターソケットは装
置の所定の収納部	(丸パイプ)	に押し付
けるか、打ち込みます。	その後、差し込み
ピンのある自在キャスターをキャスタ
ーソケットに差し込みます。

プラスチックキャスターソケットを選択
する場合には、以下の寸法を考慮する
必要があります。

 nパイプ内径	(P)
 nピンの径	(d)
 n取付長さ	(Q)
 nフランジ長	(B)

キャスターの固定は、穴、丸パイプまた
は角パイプに差し込む金属製のエキス
パンダーで行います。
ねじを回すとクランピングウェッジが拡
張し、パイプ内壁に押し付けられます。
締め付けトルクは最大で50	Nmです。	負
荷荷重を減らした場合には、締め付けト
ルクを16	Nmまで減らすことができます。
エキスパンダー下側が6角になっている
ことにより、キャスターに対するねじれ
を防止、勝手に緩むことがなくなります。
金属製のエキスパンダーによる取付
は、主に軽荷重キャスターおよびプラス
チックキャスターで使用します。

エキスパンダーによる取付を選択する
場合には、次のことに注意してください。

 nパイプ内壁の寸法	(P)
 nパイプ形状	(丸または角パイプ)
 n取付長さ	(Q)
 nフランジ長	(B)

付属品は、111及び126ページを参照。

キャスターの固定は、穴、丸パイプまた
は角パイプに差し込むプラスチック製
のエキスパンダーで行います。
ねじを回すことで、プラスチック製の拡
張部がパイプ内壁に押し付けられます。
金属製のエキスパンダーによる取付と
は異なり、パイプ内面が保護されます。
しかしながら金属製のエキスパンダ
ーによる固定よりも保持力が低くなり
ます。
エキスパンダー下側が6角になっている
ことにより、キャスターに対するねじれ
を防止、勝手に緩むことがなくなります。
プラスチック製のエキスパンダーによ
る取付は軽荷重キャスターおよびプラ
スチックキャスターに用いられます。
オプションとしてステンレス製締め付
けねじを備えたプラスチック製のエキ
スパンダー	(-EXR.../-EXV...)	をお選び頂
けます。

エキスパンダーによる取付を選択する
場合には、次のことに注意してください。

 nパイプ内寸	(P)
 nパイプ形状	(丸または角パイプ)
 n取付長さ	(Q)
 nフランジ長	(B)

付属品は、111、126、及び352ページを
参照。
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ホイールおよびキャスター用ガイド

オプション / 付属品

ホイールおよび自在旋回部ストッパー

Blickle	ホイールおよび自在
旋回部ストッパー“stop-fix”
(製品番号接尾記号:	-FI)

Blickle	ホイールおよび自在
旋回部ストッパー“stop-top”
(製品番号接尾記号:	-ST)

Blickle ホイールおよび自在旋回部ス
トッパー

これらのシステムにより、静止状態で、
自在キャスターの回転・旋回をロック
できます	(ホイールおよび自在旋回部
ストッパー)。

使用されるシステムには「前置タイ
プ」、「後置タイプ」、「固定タイプ」また
は「セントラルロック」があります。
「前置式」は、走行方向を基準にキャ
スターの前側に、「後置式」は後ろ側に
取り付けられています。
「固定式」は自在旋回部と共に回転
せず、ストッパーレバーは常に同じ位
置にあります。
「セントラルロック」の特色は、搬送
装置にある2個以上のキャスターを
1本のレバーでロックできるところに
あります。

適切なシステムの選択は、操作快適
性、装着条件ユーザー毎に求められ
る事故防止対策の要件に応じて行
います。
トレッド/タイヤが非常に柔らか
いホイール	(ホイールシリーズ
VW、VWPP、P、PK、PSなど)	を使用する場
合には、ロック力が低下します。

Blickle ブレーキ

ストッパーとブレーキの違いですが、
ストッパ－は正規の使用法で静止状
態で操作し、搬送装置をロック	(固定)
します。
ブレーキは走行中に速度を低下させ
るために操作するものです。	原則と
して、ブレーキはロックとしても使用
できます。

軽荷重キャスター、搬送装置キャスター
および重荷重キャスター用

この「後置式」のシステムでは、自在旋
回部が一定の位置でかみ合うことによ
り	(LUシリーズ:	ばね圧)、しっかりとロッ
クされます。
ホイールのロックは、ばね圧力による、
堅固な、高い安全性と耐久性を備えた
機構によって行います。
特殊な形状のロックスプリングが歯付
玉押にかみ合うことで	自在旋回部とホ
イールの両方をロックします。
(LUシリーズ:	ばね圧による自在旋回部
のブロック)。

保持圧力は取付金具シリーズLKおよび
LKX	(ホイール径125	x	50	mm以上)	なら
びにLUとLH用ともに調整可能であり、後
から調整し直すこともできます。

このタイプの構造は、旋回半径を小さく
するように考えられています。

搬送装置キャスターおよび重荷重キ
ャスター用

この「前置式」システムでは、自在旋
回部はばね圧によりしっかりとロック
されます。
ホイールのロックは、ばね圧力による、
堅固な、高い安全性と耐久性を備えた
機構によって行います。

保持圧力は調整可能で、後から調整し
直すこともできます。

ストッパーレバーの旋回半径は、原則
としてホイールの旋回範囲内になり
ます。

STOP
FIX

Blickle	ホイールおよび自在旋
回部ストッパー“ideal-stop”
(製品番号接尾記号:	-IS)

搬送装置キャスターおよび重荷重キ
ャスター用

ストッパーレバーが自在キャスターと
共に旋回しないため同じ位置での操作
が可能なこの「固定式の」システムで
は、自在旋回部は外圧により変形しな
いように固定されます。	シリーズによっ
て、あるいはサイズによってはばね圧
方式の代わりにかみ合い方式によるロ
ック機構が採用されます。
ホイールのロックは、ばね圧力による、
堅固な、高い安全性と耐久性を備えた
機構によって行います。

保持圧力は調整可能で、後から調整し
直すこともできます。

このストッパーを備えた取付金具シリ
ーズLKおよびLHのキャスターは、“ideal-
stop”がないキャスターよりも全高が
17	mm高くなっています。	このストッパ
ーがないキャスターの高さ調節用に、
プラスチックアダプタプレート	(製品番
号:	AP3)	をお使い頂けます。
該当する表が記載されたページの「オ
プション	/	付属品」を参照してください。

STOP
TOP

IDEAL
STOP
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ホイールおよびキャスター用ガイド

オプション / 付属品

ホイールおよび自在旋回部ストッパー

Blickle	セントラルロック
“central-stop”
(製品番号接尾記号:	-CS...)

Blickle	セントラルロック
“central-stop”
(製品番号接尾記号:	-CS...)

搬送装置キャスター 
LEおよびLKシリーズ用

このシステムでは、自在旋回部はばね
圧によりしっかりとロックされます。
ホイールのロックは、ばね圧力による、
堅固な、高い安全性と耐久性を備えた
機構によって行います。

この優れたロックシステムにより、搬送
装置にある2個以上のキャスターを1
本のレバーで同時にロックすることが
できます。
ロックレバーの長さを考慮することによ
りロック操作と解除時の省力化が可能
です。	他の特性は、作動角度が小さいこ
と、そしてカム筐体の構造が省スペース
設計であることです。	カム筐体は自在
キャスターと一緒に回転しません。

プラスチックキャスター用のBlickle	セン
トラルロックについては、126ページの
詳細を参照。

搬送装置キャスターと重荷重キャスタ
ー LおよびLHシリーズ用

このシステムでは、自在旋回部はば
ね圧と部品の組合せにより、安全性と
耐久性を備えた機構によりロックさ
れます。
ホイールのロックは、ばね圧力による、
堅固な、高い安全性と耐久性を備えた
機構によって行います。

この優れたロックシステムにより、搬送
装置にある2個以上のキャスターを1
本のレバーで同時にロックすることが
できます。
ロックレバーの長さを考慮することに
よりロック操作と解除時の省力化が
可能です。	他の特質は、作動角度が小
さいこと、そしてカム筐体の構造が省
スペース設計であることです。	カム
筐体は自在キャスターと一緒に回転
しません。

保持圧力は調整可能で、後から調整し
直すこともできます。

CENTRAL
STOP

CENTRAL
STOP

Blickle	ホイールストッパー
“Radstop”
(製品番号接尾記号:	-RA)

重荷重キャスター用
(足踏みタイプ)

このシステムでは、ホイールのロック
はばね圧による、簡単な構造の、堅固
な、高い安全性と耐久性を備えた機構
によって行います。	ホイールストッパ
ーは足踏み式で、最大負荷でも固定
できるように非常に大きなロック力を
生み出します。	双輪キャスターの場合
にはストッパーは両方のホイールに
働きます。

RAD
STOP

Blickle	ホイールストッパー
“Radstop”
(製品番号接尾記号:	-RAH)

重荷重キャスター用
(手動タイプ)

このシステムでは、ホイールのロック
は、ばね圧力による、簡単な構造の、堅
固な、高い安全性と耐久性を備えた機
構によって行います。	ホイールストッ
パーは手動式で、最大負荷でも確実に
固定できるように非常に大きなロック
力を生み出します。	双輪キャスターの
場合には、ストッパーは両方のホイー
ルに働きます。

RAD
STOP

適切なストッパーレバーをお探しの場
合はお問い合わせ下さい。

適切なストッパーレバーをお探しの場
合はお問い合わせ下さい。
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オプション / 付属品

ブレーキ	/	トラックロック	/	ジャッキ

Blickle	ドラムブレーキ
(製品番号接尾記号:	-TB	/	-TBL	/	-TBR)

Blickle	デッドマンブレーキ
(製品番号接尾記号:	-TML	/	-TMR)

このブレーキではホイールセンター部
にに組み込まれた2つのブレーキシュ
ーが、操作時にブレーキドラムとなって
いる鋳造ホイールセンターに押し付け
られます。
ドラムブレーキは、ブレーキの操作で
必要な力がわずかであるにもかかわら
ず、高い制動性能を示します。	ブレーキ
は、レバーやケーブルのような様々な制
御方法で操作できます。
取付金具は密閉されているため、ブレ
ーキシューは腐食や汚れから十分に保
護されています。	これによりブレーキ
効果は湿気や走行路の汚れに左右さ
れません。

ドラムブレーキは重荷重用の左側仕様	
(製品番号接尾記号:	-TBL)	または右側仕
様	(製品番号接尾記号:	-TBR)	で取り揃え
ております。

482ページの注釈26を参照。

デッドマンブレーキはドラムブレーキ
をベースにしていますが、操作されて
いない状態において、組み込まれたス
プリングによりしっかりとブレーキが
かかっています。	レバーやケーブルで
操作することにより、ブレーキが解除
されます。

デッドマンブレーキは左側仕様	(製品
番号接尾記号:	-TML)	または右側仕様	(
製品番号接尾記号:	-TMR)	で取り揃え
ております。

482ページの注釈26を参照。

Blickle	トラックロック
(製品番号:	FF...)

トラックロックにより、搬送装置を静止
位置でロックします。		ストッパーレバ
ーを操作することで、搬送装置が持ち
上がることなく、定位置に固定すること
ができます。

このトラックロックは10mmのアドバン
テージがあり、適切な高さのキャスター
と組合わせる事で定位置に固定するこ
とができます。但し許容荷重は60kgとな
りますのでご注意ください。このトラッ
クロックはキャスターシリーズLH、LOお
よびLSと組み合わせることができます。

483ページの注釈26を参照。

Blickle	ジャッキ
(製品番号:	WH...)

Blickle	ジャッキは、搬送装置を静止位
置で持ち上げるために使用します。
ロックペダルを操作することで、搬送装
置が持ち上がります。

ジャッキは様々なキャスターシリーズ
と組み合わせることができます。	操作
するジャッキの全高	(H1)	が、使用する
自在キャスターおよび固定キャスター
の全高より5	mm高い場合に、最適な状
態で使用できます。	リフトアップに必要
な力は150kg～250kgとなります。また、
製品の許容荷重は500kgとなりますの
でご注意ください。

483ページの注釈26を参照。

非作動時の
全高

(H0)	[mm]

142
170
175
217

作動時の全高、
ばねが伸びた
状態
(H1)	[mm]

180
208
213
255

製品番号

FF	125
FF	150
FF 160
FF 200

非作動時の
全高

(H0)	[mm]

166
207
257

作動時の
全高

(H1)	[mm]

209
250
300

製品番号

WH 160
WH 200
WH	250

ドラムブレーキの構造を表す断面図

H1H0 H1H0
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ホイールおよびキャスター用ガイド

オプション / 付属品

方向制御ロック

プレス鋼板製自在キャスタ
ー用のBlickle方向規制ロック
(製品番号:	RI...)

溶接鋼板製自在キャスター
用のBlickle	方向規制ロック	(
製品番号接尾記号:	-RI...)

方向規制ロックは自在キャスターの旋
回運動を指定された方向に固定します。	
方向規制ロックを作動させると、自在キ
ャスターは固定キャスターの機能を果
たします。

このタイプの規制ロックは単独のパー
ツとしての出荷となり、自在キャスター
と共に機器に取り付けます。	個々の取付
金具において構造を適合させる必要が
ないため、後からの取付も可能です。

この付属品は様々な自在キャスターシ
リーズ用にご利用頂けます。
表が記載されたページにある「オプショ
ン	/	付属品」を参照してください。

方向規制ロックは自在キャスターの旋
回運動を指定された方向に固定しま
す。	方向規制ロックを作動させると、自
在キャスターは固定キャスターの機能
を果たします。

このタイプの規制ロックは、取付座に溶
接された一体型ユニットです。	標準位
置180°	(製品番号接尾記号:	-RI2、固定
位置2箇所)	および90°	(製品番号接尾
記号:	-RI4、固定位置4箇所)	の他にお客
様特有のご要望に応じ調整することも
可能です。	この仕様は頑強で、重荷重
キャスターでの使用に適しています。

この付属品は様々な溶接鋼製重荷重
自在キャスターシリーズ用にご利用
頂けます。
表が記載されたページにある「オプシ
ョン	/	付属品」を参照してください。

重荷重自在キャスター用の
Blickle方向規制ロック
(製品番号接尾記号:	-RI4H)

方向規制ロックは自在キャスターの旋
回運動を指定された方向に固定しま
す。	方向規制ロックを作動させると、自
在キャスターは固定キャスターの機能
を果たします。

このタイプの規制ロックは、取付座に組
み込まれたユニットで、	4箇所の固定位
置(90°)があり、位置決めピンを差し込む
ことで指定の位置に固定できます。
この仕様は非常に頑強で、重荷重キャ
スターでの使用に適しています。

この付属品は様々な重荷重自在キャス
ターシリーズ用にご利用頂けます。
表が記載されたページにある「オプシ
ョン	/	付属品」を参照してください。

プラスチック自在キャスター用のBlickle方向
規制ロック、ホイールストッパーとの組合せ
(製品番号接尾記号:	-RIFI)

ホイール径が125mmのBlickle	WAVEシリ
ーズの自在キャスターは、旋回と車輪
を止めるダブルストッパー仕様となっ
ています。
このタイプのストッパーは、自在旋回部
のロックスプリングの歯にストッパー用
の歯車がしっかりとかみ合い、旋回部
が一定の位置でロックされます。
次にばね圧によりホイールがロックさ
れます。

方向規制ロックの詳細図
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ホイールおよびキャスター用ガイド

オプション / 付属品

自動方向リセット装置
(製品番号接尾記号:	-RIR2)

スレッドガード
(製品番号接尾記号:	-FAまたは-FK)

自動方向リセット装置により負荷がない
状態の自在キャスターの位置を指定の
方向に位置合わせします。	この機構に
より、自動化された設備や入出庫設備で
使用される搬送車輌の操作の妨げとな
る状況を改善できます。

RIR2機構はとりわけ高耐久性が求めら
れる用途のために設計されています。

お客様のご要望に合わせて、特別仕様と
してリセット力と固定方法を調整するこ
とができます。

スレッドガードはプレス加工鋼板で、
亜鉛めっき、青色クロメート処理済み
で、RoHS対応製品	(製品番号接尾記号:	
-FA)	か、あるいは射出成形プラスチック
での仕様	(製品番号接尾記号:	-FK)	とな
っています。 
スレッドガードはホイール軸に糸が巻
きついて、ホイールにからまるのを防
ぎます。
ハブのほかにホイールセンター全体を
カバーし、これによりホイールベアリン
グも汚れから保護します。

この付属品は多くの自在キャスターお
よび固定キャスターシリーズ用にご利
用頂けます。
表が記載されたページにある「オプシ
ョン	/	付属品」を参照してください。

フットガード
(製品番号接尾記号:
-FS、-FPまたは-FG)

フットガードはプレス加工鋼板製で、亜
鉛めっき、青色クロメート処理済みで
RoHS対応製品	(製品番号接尾記号:	-FS)	
か、あるいは耐衝撃性のある射出成形
プラスチック	(ポリエチレン)	での仕様	(
製品番号接尾記号:	-FP)	でご用意して
おります。
フットガードは取付金具にねじで固定
するか溶接し、これにより足の負傷を防
ぎます。	床までの距離は、標準では15
～25	mmです。

特別仕様として、床までの距離が異な
るタイプや、ばねのフットスカート	(亜
鉛めっき、青色クロメート処理済み、六
価クロムを含まず	(製品番号接尾記号:	
-FG))	をご用意できます。

この付属品は多くの自在キャスターお
よび固定キャスターシリーズ用にご利
用頂けます。
表が記載されたページにある「オプシ
ョン	/	付属品」を参照してください。

バンパー
(製品番号:	AW...、AG...またはARG...)

バンパーは衝突の際に壁と車両の損
傷の危険を減らします。
丸パイプおよび角パイプ用のバンパ
ーはポリエチレンまたはソリッドゴム製
で、色はグレーホワイト、シルバーグレ
ーまたはグレーです。	バンパーは搬送
車両のパイプフレームの外側に固定す
るか差し込みます。
付属品のページ111、127および352を参
照してください。

プラスチックキャスターのBlickle	WAVE
用に、回転バンパー	(製品番号接尾記
号:	-AMW(X)、	-AMG(X))	をご用意しており
ます。	さらにこの回転バンパーにより、
壁をこすることがなくなります。
取り付けは、バンパーを直接キャスタ
ーにねじで締付けて行います。
127ページの付属品ページを参照して
ください。

ばねのフットスカート

www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y84



ホイールおよびキャスター用ガイド

オプション / 付属品

エンドホイール用のハブキャップ
(製品番号接尾記号:	-E)

ステンレス製STARLOCK®キ
ャップ
(製品番号:	ST-KA...)

ハブキャップはプレス鋼板製で、亜鉛め
っき、青色クロメート処理済みで、RoHS対
応製品です。
エンドホイールで、外側のボールベアリ
ングを汚れや塵の付着などから保護し、
軸の先端またはホイール装着部をカバ
ーします。	ボールベアリングは、外のハ
ブの側が少し引っ込んでおり、ハブキャ
ップをホイールハブのボールベアリン
グ受け座に問題なく取り付けられるよう
になっています。	これにより取付け幅が
減少します。

この付属品は様々なホイールシリーズ
用にご利用頂けます。
表が記載されたページにある「オプショ
ン	/	付属品」を参照してください。

STARLOCK®キャップにより、軽量のホイ
ールを車輪軸に容易に固定できます。	
ここではホイールはエンドホイールと
して車輪軸に差し込まれ、STARLOCK®

キャップは外側の軸の先端の上に押し
込まれます。	STARLOCK®キャップは次
の直径の車輪軸用にご用意しておりま
す。	12、15、20および25	mm。

ステンレス製車軸カラー
(製品番号接尾記号:	-XA)

ステンレス製車輪軸カラーはBlickleス
テンレス製自在キャスターおよび固定
キャスターに標準装備として取り付け
られます。

しかしこの車輪軸カラーは、(湿気のあ
る環境で使用する場合などで)	車輪
軸カラーの腐食によるからまりを防ぐ
ため、標準のスチール製亜鉛メッキ仕
様の自在キャスターと固定キャスター
においても、有効なオプションとして
ご利用いただけます。	直径の差	(車輪
軸カラーの外径と内径の差)	が大きい
場合には、2個のナイロンブッシュステ
ンレス製の車輪軸カラーに挿入され
ています。

このオプションは様々な自在キャスタ
ーおよび固定キャスターシリーズ用に
ご利用頂けます。
表が記載されたページにある「オプシ
ョン	/	付属品」を参照してください。

テフロン加工されたステン
レス製車軸カラー
(製品番号:	XAT...)

テフロン加工されたステンレス製車軸
カラーは、ステンレスカラーとテフロン
スリーブで構成されています。	テフロ
ンスリーブは負荷を受けて広がり、ホイ
ールのプレーンベアリングの内側に密
着します。そしてテフロンスリーブは車
輪の動きに合わせてホイールのプレー
ンベアリング内を回転し、理想的な、優
れた滑り特性が得られます。

この付属品は様々な耐熱ホイールシリ
ーズにご利用頂けます。
表が記載されたページにある「オプシ
ョン	/	付属品」を参照してください。
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