
商品センター

拠点

代理店

（株）オグマ商会（静岡）

（有）三機エンジニアリング（愛知）

広島営業所

大阪営業所

本社

(株)モリ技研

(有)吉村産業（石川）

(株)共律（新潟）

Commitment, 
Accountability, 
Speed

～変わらない信頼、たゆまない挑戦～

取扱製品案内

http://www.fawick.co.jp

お 問 い 合 わ せ 先

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 3-3-16 日本橋室町ビル 6 階

詳しいお問い合わせは弊社営業担当までご連絡ください。

TEL：03-6262-6171
FAX：03-6262-6152

Mail：jf-kikai@fawick.co.jp

< 受付時間 > 9 時～ 17 時　※土日祝日を除く

■営業拠点

■海外ネットワーク

■国内ネットワーク

本　　　　社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 3-3-16　日本橋室町ビル 6 階

大阪営業所 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-12-8　明治安田生命肥後橋ビル 9 階

広島営業所 〒733-0001 広島市西区大芝 3 丁目 14 番 10 号　イトービル 5　2 階

商品センター 〒412-0003 静岡県御殿場市柴怒田 962-43

【子会社】
　◦シンガポール/マレーシア R.I.K. Industries Pte Ltd.

　◦タイ R.I.K. （Thailand） Co., Ltd.

　◦フィリピン R.I.K. Industrial Supplies

　◦インドネシア PT. RIK Industries Indonesia

【取扱店】
　・台　　湾 Chuan Xiong Enterprises Co., Ltd

TA-CHUNG ENTERPRISE CO.,LTD.

　・韓　　国 DAECHUN TRADING INC.
SHINWHA ELECTRIC CO.,LTD.
Joo Young Tech.Co.



■ Airflex クラッチ / ブレーキ ■ GOIZPER クラッチ / ブレーキ ■ OMPI クラッチ / ブレーキ

半世紀に及ぶ経験と実績で、世界中で使
われている、Airflex エアクラッチ / ブ
レーキ。　製鉄、船舶、製紙、掘削など、
耐久性を要求される機械にドラム型をメ
イン構造に、各種取り揃えております。

スペイン GOIZPER 社のコンビネーショ
ン型クラッチ・ブレーキは鍛造プレス、
高速プレス、缶プレス、シャー等の高頻
度の嵌脱を必要とする機械に最適です。

イタリア OMPI 社のコンビネーション
型クラッチ / ブレーキは世界各国のプレ
ス、シャーを始めとする産業機械に採用
され、中国工場生産で短納期を実現しま
す。

■ ATBLS 高速クラッチ / ブレーキ ■キャリパーブレーキ ■ Re スリップクラッチ / ブレーキ

駆動軸を高速・高精度に間欠駆動できる
クラッチブレーキユニット。
　最大間欠頻度は 3600 回／分で、包装
機械、ラベリングマシン、ボトル選別装
置など、幅広く活用されています。

産業、船舶、石油・ガス、鉱業、演劇舞
台等に幅広く使用されるキャリパーブ
レーキ。当社では油 / 空圧多彩なキャリ
パーブレーキを取り扱っています。

イタリア Re 社のスリップクラッチ / ブ
レーキは高い熱放散性を実現した仕様で
製紙機械をはじめ様々な機械に使用され
ています。

■クラッチ / ブレーキ診断システム ■ギヤボックス ■遊星減速機

当社は分解しなくてもクラッチの摩耗や
異常などの状態が把握できる Iot システ
ムを提供しております。

小さな回転力（トルク）を大きな回転力
に増幅させたり、ゆっくりとした回転を
速い回転に変えるギヤボックス。弊社で
は輸入品をはじめ取り扱っています。

遊星減速機とは遊星歯車が太陽歯車の周
りを自公転する機構を持つ減速機です。
当社ではフライホイール付遊星減速機と
エアクラッチ / ブレーキをパッケージし
たシステムとして提供可能です。

■空 / 油 / 水用ロータリージョイント ■特殊ロータリージョイント ■急速排気弁

当社のローターシールは固定した配管か
ら回転するシャフトへ空気（正圧・負圧）
あるいは、液体 ( 油・水 ) を供給する回
転継手です。

高圧高回転や蒸気用途など、市販品では
対応できない特殊なロータリージョイン
トも対応いたします。

当社のクイックリリーズバルブは空気作
動式の三方弁で、エアクラッチ・ブレー
キ等に優れた排気特性を実現させる自動
急速排気弁です。

■負荷試験機 ■電磁弁 ■フィルターミスト

当社は空圧水冷ブレーキを使用した負荷
試験機を設計製作しています。
従来の電気動力計では困難である低速回
転からの高負荷試験が可能で、農業機械
や建設機械などの負荷試験に最適です。

ROSS は、世界的な空圧機器メーカーと
して接続口径 1/8 から 2-1/2 インチまで
の各種空気圧制御機器を製造販売してお
り、その種類は、約 5000 種類に及んで
おります。

『フィルターミスト』は、高効率モータ
規制に標準対応した、オイルミストコレ
クタです。内部ドラムを高速回転させる
事による遠心分離作用によりオイルミス
トを効率的に除去します。

■ウェブ制御装置 / テンションコントローラー ■摩擦材 ■エアシャフト / メカチャック

テンションコントローラーをはじめとす
るウェブ制御装置は紙やフィルム、樹脂
シートなどを取り扱う生産工程でズレ、
たるみやシワなどが生じないように制御
する装置です。

各種産業機械などに使用する摩擦材。
ウーブンや、レジンモールドを始め、耐
熱材など特殊な素材を使用したライニン
グにも対応します。

エアを用いて巻き芯を固定するシャフト
とメカ式に固定するメカチャック。
超軽量化にも対応。新規製作はもちろん、
修理も可能です。

■メカニカルシール ■流体制御バルブ ■プレート式熱交換器

メカニカルシールは、ポンプやコンプ
レッサーなどの回転機械の動力を伝える
軸部分に設置されるパッキン部品の一種
です。船舶からプラント設備まで様々な
場面で使用されています。

チェッキバルブ、ボールバルブ、バタフ
ライバルブなど多様なバルブを取り揃え
ております。

プレート式熱交換器はコンパクトで小さ
なスペースにも収まり、高い伝熱効率を
発揮します。冷暖房空調、冷凍・給湯シ
ステム、オイルクーリング、等、様々な
用途に使用されます。

■無水撃弁、自吸式ポンプ ■エアスイープ サイロ内詰まり除去システム ■電動式多針タガネ

横田製作所の揚水・送水設備の大きな障
害となる水撃を解決できる無水撃逆止
弁、強い自吸力があり、厳しい条件下で
使用可能な自吸渦巻ポンプ等を扱ってい
ます。

Airsweep はサイロの粉体詰まりを解消
する装置です。高圧高流量のノズルが
360°方向にエアブローを行い、サイロ内
のブリッジ、ラットフォール問題を解決
します。

船舶 / 建設 / 塗装関係の塗装剥がしや錆
落としに最適な電動式の剥離装置です。
AC100V 駆動ですので家庭用コンセント
があればどこでも使用可能です。

交換・修理・メンテナンスの場合もご相談ください。
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