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A reliable power supply is essential to every industrial process. 

This is because all production will generally grind to a halt if par-

ticular signals cannot be transmitted or required media cannot 

be supplied. Our many years of experience in industry mean we 

can deal with even the most difficult circumstances. We supply, 

assemble and install standard dresspacks – whether on robots 

or on special machines. We secure a long service life and thus a 

smooth and resource-conserving production process. 

In the following, we illustrate diverse examples of robotic appli-

cations. There are no limits to the variety of dresspacks and 

mounted parts. Blue corrugated hoses or yellow smooth tube 

systems, overhead or special installations for special machinery 

– we provide you with the best solutions for every application 

and every robot type.

 

 

GB D

すべての産業及び製造工程において、信頼できる電力

供給は必要不可欠な要素です。通常、特定の信号を伝

送できない場合や要求された情報を供給できない場合

、設備停止します。私たちは業界における長年の経験

により、非常に困難な状況に対しても最適な解決策の

ご提案を致します。私たちはロボットと特殊機械のい

ずれにおいても、ドレスパックの供給、組立て及び取

付けを致します。当社製品は耐用年数が長いため、生

産工程の円滑化と人件費削減につながります。本カタ

ログでは様々なロボットとアプリケーションへ提案例

をご紹介します。ドレスパックや取付部品の組合せ

により際限の無い可能性が存在します。青色コルゲー

トホース、イエローアンビリカルシステム、天井吊り

設置、特殊機械の設置など、私たちはあらゆる用途や

ロボットの種類に応じて個々に最適なご提案を致し

ます。

http://www.leoni-factory-automation.com
http://www.leoni-factory-automation.com
http://www.leoni-factory-automation.com
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Dresspack systems
ドレスパックシステム  
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There are no limits to the variety of dresspacks and components. 

Blue corrugated hoses or yellow smooth tube systems, upside 

down or special installations for special machinery – we provide 

you with the best solutions for every application and every 

robot type.

Overview / 概要 

ドレスパックや取付部品の組合せ  により際限の無い

可能性が存在します。青色コルゲー トホース、イエロ

ーアンビリカルシステム、天井吊り
 
設置、特殊機械の

設置など - 私たちはあらゆる用途や
 
ロ

 
ボットの種類に

応じて個々に最適なご提案を致し
 
ます。

http://www.leoni-factory-automation.com
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6 Overview 概要     

LSH 3は今日の世界市場において信頼性、小型、柔軟性

を 兼ね備えた最も革新的なドレスパックです。小型設

計の実現によりロボット電源供給を行う上で最も発生

頻度の高い、外周干渉による衝突不具合を最小化しま

す。これは堅牢な材質の使用と実績の有る部品の組合

せを使用することで、ロボットーアーム形状に沿った

設計と動作時のクリアランスを最大にします。
  

      

      

LSH 3はサイズ、メーカー、種類やアプリケーションを

問わず新規導入ロボット及び導入済みのロボットへの

後付けや更新に対応しています。垂直方向、水平方向

、天井吊り等のロボット毎に最大2個のドレスパックを

搭載できます。更に前進端に回転可能なダブルトラン

ペット

  
を取付ける事で激しいロボット動作中のドレス

パックへの負荷を軽減します。標準的なドレスパック

の可動範囲は 350㎜で、主にロボットの第3軸上に取付

す。また 必要に応じて取付プレートを使用します。特

別なご要求はございますか？喜んで貴社のご希望に沿

ったご提案します。

LSH 3  –  カスタム設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

LSH

 

3ハウジングの色をご希望の色へ変更したい場合や

会社ロゴを製品上に表示したい場合はご相談下さい。

事前にご連絡頂ければLSH

 

3本体の長さを変更にも対応

します。

          

        

       

         

        

        

        

      

       

        

          

       

      

          

        

         

  

Reliable, compact and flexible, the LSH 3 is the most innovative 

dresspack solution in the global market today. Its intelligent and 

extremely compact design minimise one of the most common 

causes of error for robot power supply – collision with interfe-

ring contours. This benefit in combination with extremely dura-

ble materials and proven components creates maximum clea-

rance with a close-fitting dresspack on the robot arm.

LSH 3 is available for new robots, regardless of size, manufactu-

rer, type or application, as well as retrofits and upgrades for 

existing workcells. It can be mounted vertically, horizontally or 

upside down and each system can accommodate up to two 

dresspacks with the widest range of nominal diameters. Optio-

nally, a rotating pivot bearing can be mounted on the front end, 

which supports even the most extreme movement sequences 

while reducing stress on the dresspack. The standard extension 

length of the LSH 3 is 350 mm. Mounting can take place on a 

customer-specific basis on axis 3, with or without adapter plate. 

Do you have special requirements? We would be glad to write 

up an individual offer for you.

Your LSH 3 – your individual design

Let us know if you would like your LSH 3 housing in a custom co-

lour or provided with your company logo. We can also provide 

the LSH 3 with custom extension lengths after prior arrange-

ment.

LSH 3 / LSH 3

The LSH 3’s benefits include:
■■ Compact design: fewer interfering contours and lower risk 

of collision 
■■ Significantly reduced volume, overall weight and length
■■ Maximum flexibility for dresspack routing 
■■ Compatibility with all LSH versions, without the need for 

any additional programming 
■■ Compatible to corrugated and smooth yellow tube umbili-

cals 
■■ Significantly faster replacement of dresspacks in compari-

son with earlier models 
■■ No maintenance on the retraction element required 
■■ All components are subjected to extensive field testing

LSH  3の特徴:

■

■ 小型設計:外周干渉低下と衝突可能性の低減      

  

■

　　　　　 重量及び長さの低減

      

■

　　　　　 ドレスパック軌道の柔軟性を最大化

       

■

■ 全てのLSH製品と互換性有り、追加プログラム不要

      

 

■

■

従来品と比べ、ドレスパック交換時間を大幅短縮

■

■

コルゲートホースとイエローアンビリカルに対応

      

   

■

■ メンテナンスフリー

■     

■ 全部品のフィールドテスト済み

http://www.leoni-factory-automation.com
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LSCはサンドブラスト機、切削アプリケーション等

の劣悪な環境の際に使用します。

このシステムは本体の開閉を行わず簡単に掃除でき

ま す。標準のLSCは48、70と95㎜のコルゲートホー

スに 対応しています。その他の径のホースに関して

もご要望に応じて対応可能です。リベット留めやス

タッド溶接等の最大曲げ半径での作業や直線動作で

の作業が想定されるアプリケーションで使用されま

す。一般的には複数のドレスパックシステムをツー

ル位置までロボット上の限られたスペースに並行取

付けられます。

        
       

        

          
       
      

 
         

          

 

     

          

       

The LSC can be used in dirty surroundings like e.g. in sand-

blasting or milling applications.

The system is easy to clean without opening it. The LSC is appli-

cable for different nominal widths (48, 70 & 95). All other widths 

can be adapted, accordingly. It is  to be used for ap- plications 

with maximum bending radius or straight feeding ap- plications 

e.g. for rivets or studs. Generally, several systems can be 

installed compactly and in parallel on the robot e.g. leading 

several dresspacks to the robot tool.

LSC / LSC

http://www.leoni-factory-automation.com
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8 Overview 概要     

標準的なご提案とは別に、カスタマイズした特殊ソ

リ ューションも提案します。バネを詰めたソリュー

ションは前後方向の収縮スペースに限りがある場合

やロボットの軌道が単純な際に使用されます。剥き

出しのバ ネを使用したシステムへの変更は現場で素

早く、簡単に行うことができます。

        

        

      

       

 

 従来のロボットにおけるLEONIのケーブル保護システ

ム 専門知識は、協働ロボット向け製品LEONI B-Flexケ

ーブル保護システムに活かされています。

柔軟でずれ 無い LEONI B-Flexは、全ての種類のロボ

ットアーム形 状や各種アルミニウム、塗装、鋳鉄等の

表面状態に依 らず取 付けが可能です。調整可能なス

トラップにより 工具、ねじ止め、ロボット側の変更を

一切必要としな い容易 な取付が可能です。LEONI B -

Flexの理想的な曲 げ半径 と ケーブルマウントブラケ

ットの柔軟性のお 陰で様々 な 径のロボットアームに

おけるアプリケー ションに対 応 できます。全て樹脂

部品を使用するこ とで、角の尖ったものや金属との外

周干渉による衝突 の機会を低減 することで作業者の

安全を確保します。 調整可能なブラケットによりメン

テナンスと修理を容 易にします。全てのLEONケーブ

ル保護システムは、お 客様の設備ま たは設備メーカ

ー様の取付に広範囲のテ スト工程 を通 過することで

機能の確認を行っており ます。LEONI では、お客様の

ご依頼により現地取付、 調整及び修 理を 行っており

ます。アフターサービス もお問合せな らび に定期メ

ンテナンス契約により提 供します。

 

 

 

 

 

 

 LEONI’s expertise in designing cable management systems for 

traditional industrial robots now extends to lightweight and 

 collaborative robots with the recent introduction of the  LEONI 

B-Flex cable management system.

The flexible, anti-slip  LEONI B-Flex can be installed on any type 

of robot arm and on surfaces such as aluminum, varnish, and 

cast iron. It’s adjustable straps ease installation; there’s no need 

for tools, screw connections, or modifications to the robot. Ap-

plication on various diameters of the robot arm is simple thanks 

to the  LEONI B-Flex’s ideal bending properties and flexibility of 

the cable mounting brackets. It reduces the chance of robots 

colliding with interfering contours, such as sharp edges and me-

tal parts, keeping workers safe. The adjustable brackets also 

simplify maintenance and repairs. All  LEONI cable management 

systems go through an extensive testing process to ensure func-

tionality before installation at the customer’s facility or line buil-

der.  LEONI continues to support its customers by offering on-site 

installation, optimization, and repair. After-sale services are 

available through individual service calls or preventive mainte-

nance contracts.

Aside from our standardized solutions we offer customized spe-

cial solutions. The spring foot solution can be applied if no or 

only a small retract length is required and if the robot trajectory 

is simple. The open spring return system can be modified on site 

– fast and simple.

LEONI B-Flex / LEONI B-Flex

Special solutions  / 特殊機械 

http://www.leoni-factory-automation.com
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0083 ABB IRB7600 340/2.8,  
ABB IRB7600 150/3.5
ABB IRB7600 400/2.55,  
ABB IRB7600 500/2.55

Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. handling 

1

 LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

  第1  -  6軸, コルゲートホース 48/70 mm,  例.搬送 

DPS0084 ABB IRB7600 Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding or handling 

2

 
   第1 - 6軸, コルゲートホース 70  mm,  例.溶接または搬送

   

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0030 ABB IRB7600-340/2.80, 
-500/2.55

Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. handling

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

   第1 - 6軸, コルゲートホース 48/70 mm,  例. 搬送 

DPS0031 ABB IRB6700-150/3.2/ -6640, 
IRB6700- 235-265c

Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding or handling 

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

    第1 - 6軸, コルゲートホース  70  mm,  例. 溶接または搬送   

2
1

21

Complete system examples / ドレスパック取付例  

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/


www.leoni-factory-automation.com 06.2018

10

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0032 ABB IRB6700 245/3.00, 
300/2.70, 200/2.60, 235/2.65

Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 –  6,  
Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. punching rivets or flow drilling

1

   第1 - 6軸, コルゲートホース 70  mm,    例.リベット留めまたはフロードリル  

DPS0033 ABB IRB6700 245/3.00, 
200/2.60, 235/2.65, 300/2.70

Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 70 mm, parallel guidance, e.g. punching rivets or flow drilling

2

   第1 - 6軸, コルゲートホース 70  mm,  並行ガイド,   例.リベット留めまたはフロードリル   

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0034 ABB IRB6700 245/3.00, 
300/2.70, 200/2.60, 235/2.65

Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. glueing with double dosing unit (with 2 heating tubes)

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック
第1 - 6軸

 
    コルゲートホース  48/70 mm, 例.2系統の接着(2系統の加熱チューブ)

      

DPS0003 ABB 6600 Cantilever solution, axis 3 – 6 2

片持ちソリューション, 第3 - 6軸  

21

2

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0004 ABB 6600 System support yellow smooth tube system, axis 3 – 6, e.g. welding 1

   イエローアンビリカルソリューション,     第3 - 6軸,  例.溶接

 
DPS0005 ABB 6600 System support yellow smooth tube system, axis 3 – 6, e.g. handling 2

   イエローアンビリカルソリューション,     第3 - 6軸,  例.搬送

 

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0035 COMAU SMART H1 Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis HIP-6,  
Corrugated hose Ø 48 mm, e.g. riveting, flow drilling, glueing

1

 HIP-6軸,  コルゲートホース  48  mm,  例.リベット留め,フロードリル,接着

   

DPS0036 COMAU SMART H2 Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 3 – 6,  
Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding or handling 

2

   第3 -  6軸,  コルゲートホース  70  mm,  例.溶接または搬送

   

2

1

21

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0037 COMAU NJ 220-2.7 Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 3 – 6, 
Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding or handling 

1

 3第  –  6軸,  コルゲートホース  70  mm,  例.溶接または搬送

   
DPS0038 COMAU NJ370-2.7, NJ450-

2.7, NJ500-2.7
Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 3 – 6,  
Corrugated hose Ø 48 mm, e.g. inline measurement or handling 

2

 3第  –  6軸,  コルゲートホース  48  mm,  例.インライン計測または搬送

    

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0039 COMAU NJ290-3.0 Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 3 – 6, 
Corrugated hose Ø 48 mm, e.g. handling 

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

 第3  –  6軸,  コルゲートホース  48  mm,  例.搬送

 

DPS0010 COMAU NH2-NH3 System support for yellow smooth tube system, axis 3 – 6, e.g. welding 2

   イエローアンビリカルソリューション,第   3  –  6軸,例.搬送 

 

2

1

2

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0006 CHERY Complete system support, axis 1– 6, e.g. welding or handling 

 コンプリートドレスパック, 第  1–  6軸, 例.搬送

   

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0040 Denso Complete system support LEONI dresspack, axis 1 – 6, e.g. handling 

         

 

コンプリートLEONIドレスパック, 第1–  6軸,  例.搬送

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0041 FANUC R2000iB / -210F, 
-250F

Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 2 – 6, Corrugated hose Ø 48 mm, Parallel guidance, e.g. glueing

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック
第  2  –  6軸,  コルゲートホース  48  mm,  並行ガイド,例.接着 

 
DPS0042 FANUC R2000iC 210L / 270F Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  

axis HIP-6, Corrugated hose Ø 48/70 mm and slitted Ø 29 mm, Parallel guidance, e.g. laser
2

 HIP-6軸,  コルゲートホース  48/70  mmと    29  mm,並行ガイド  ,  例.レーザー

 

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0043 FANUC R2000/210F -250F Complete system support LEONI dresspack LSC and SLS,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. glueing

1

    コンプリートLEONIドレスパックLSCと   SLS

   第1  -  6軸, コルゲートホース 48/70 mm, 例.接着 

 

DPS0044 FANUC R2000iB -210F Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. inline measurement

2

   第1 - 6軸, コルゲートホース 48/70 mm,  例.インライン計測

  

2
1

2

1

LS  H3  を使用したコンプリートドレスパック

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

Complete system examドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0045 FANUC R2000iC/ 125L Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  e.g.handling 

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

 第1  –  6軸,  コルゲートホース  70  mm,  例.搬送

 
DPS0046 FANUC R2000iC-165F /-210F Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  

axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. handling 
2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック  
第1  –  6軸, コルゲートホース 48/70 mm, 例.搬送

 

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0047 FANUC M710iC-50/70 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. welding

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック  
 第1–  6軸, コルゲートホース 48/70 mm, 例.溶接

 

DPS0048 FANUC R2000iC-165F/ -210F/ 
-210R

Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1-6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. welding

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック  
第1-6軸, コルゲートホース 48/70 mm, 例.溶接

 

2

2

1

1

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0049 FANUC R2000iC-270F Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 48 mm, e.g. handling 

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック,

   第1 - 6軸, コルゲートホース 48  mm,  例.搬送

 
DPS0050 FANUC R2000iC-270F Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis 1 – 6,  

Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding or handling 
2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック    
第1

 
-

 
6軸,

  
コルゲートホース 70 mm, 例.溶接または搬送

   

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0051 FANUC R2000iC-270F Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  e.g.  welding  or handling 
LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

    コ第1 - 6軸 ルゲートホース  70  mm,  例.溶接または搬送

   

2
1

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0016 FANUC R2000iB Complete system support, axis 3 – 6 
Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding
コンプリートLEONIドレスパック   
第3–

 
6軸,

 
コルゲートホース 70mm, 例.溶接

 

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0014 FANUC R2000iB System overview for yellow smooth tube system  
axis 3 – 6 and corrugated dresspack axis 1 – 3, e.g. welding

1

  イエローアンビリカルソリューション

 第3  –  6軸   とコルゲートホース第  1 – 3軸, 例.溶接

 DPS0015 FANUC M900/ 350kg Open spring return system,  
axis 1 – 2 and axis 2  –  6, e.g. welding  or handling

2

剥き出しバネシステム  
 1第  –  2軸と第   2  –  6軸,  例.溶接または搬送

   

2

1

Complete system examドレスパック取付例　　

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0053 KAWASAKI ZX200S Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 3  –  6, e.g. welding or handling 

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック
第

  
 3  –  6軸,  例.溶接または搬送

   DPS0054 KAWASAKI MX700N Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, with basket, e.g. clinching

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
   第1 - 6軸,  足元バスケット付き, 例.クリンチング接合 

Reference no .
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0052 HYUNDAI HS200 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  e.g.  welding  or handling
LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   

    第1 -  6軸,コルゲートホース  70  mm,  例. 溶接または搬送  

2

1

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0057 KUKA KR210 R2700 extra, 
Quantec

Complete system support LEONI LSC,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, laser gun (e.g. IPG)

1

LSCを使用したコンプリートドレスパック     
   第1 - 6軸, コルゲートホース  48/70 mm, 例.レーザーガン  (例.IPG)

 DPS0058 KUKA KR240 R3100 ultra, 
KR210 R2700 prime

Complete system support LEONI LSC,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 70 mm, laser gun (e.g. IPG)

2

   LSCを使用したコンプリートドレスパック,  
    第1 -  6軸,コルゲートホース  70  mm,  例.レーザーガン  (例.IPG)  

 

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0055 KUKA series 2010 quantec Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis HIP-6 & axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g. glueing, riveting or flow drilling

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
HIP-6

 
&

   
第1

 
-

 
6軸,

  
コルゲートホース 48/70 mm, 例.接着,リベット留め,フロードリル

    DPS0056 KUKA series 2010, Quantec Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis HIP-6 & axis 1 – 6,  
Corrugated hose Ø 48 mm, Parallel Guidance, e.g. glueing

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
HIP-6

 
&

   
第1

 
-

 
6軸,

  
コルゲートホース 48 mm, 並行ガイド, 例.接着

 

2

1

2
1

Complete system examドレスパック取付例

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0061 KUKA Quantec Series 2010 Complete system support LEONI LSH 3,  axis
 

HIP-6,
 Corrugated  hose  Ø  48  mm,  e.g. handling  

 

1

 
 HIP-6軸,  コルゲートホース  48  mm,  例.搬送

  DPS0062 KUKA KR 240 R2900 ultra, 
also series 2010

Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. heating tubes with glue guns

2

LSH 3  を使用したコンプリートドレスパック   
   第1 - 6軸, コルゲートホース 70 mm,  例.加熱チューブ付き接着

   

Reference no.
 カタログ番号

Description
詳細

Pos.

DPS0059 KUKA Quantec Series 2010-
R3100

Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  axis
 

1
 

–
 

6,
 Corrugated  hose  Ø  48/70  mm,  e.g.handling  

 

1

 
    コ第1 - 6軸 ルゲートホース  48/70  mm,  例.搬送

  
DPS0060 KUKA KR360-3 R2826 Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis HIP-6, Corrugated hose Ø 70 mm,  

Resistance spot welding, Flow drill screwing, Clinching, Hollow riveting
2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック    HIP-6軸,  コルゲートホース  70  mm  
例.  スポット溶接,フロードリル,クリンチング接合,リベット留め  

2

2

1

1

LSH 3  を使用したコンプリートドレスパック

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

Exemplary robot
代表的なロボット

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0065 KUKA 2010 90-210KG, 
90-150-R3100, 210-300KG, 
210KG-R3100 Quantec

Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  e.g.  welding or  handling

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
   第1 - 6軸, コルゲートホース 70  mm,  例.溶接または搬送

   DPS0066 KUKA Quantec Serie 2010 
bis R3100

Complete system support LEONI LSC,  
axis 1 – 6, Corrugated  hose Ø 70 mm, e.g.  welding  or handling 

2

LSCを使用したコンプリートドレスパック 
    コ第1 - 6軸 ルゲートホース  70  mm,  例.溶接または搬送

   

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0063 KUKA series 2010, Quantec Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 48 mm, Parallel guidance, e.g. glueing

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
   第1

 
-

 
6軸, コルゲートホース 48  mm,  並行ガイド,  例.接着

 DPS0064 KUKA KR360/500-1, 
KR360/500-2, KR360/500-3, 
KUKA KR500 L480-3 MTF

Complete system support LEONI LSC, axis 3 – 6,  
Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. handling  with  valve  terminals  at  axis  3  (not illustrated)

 

2

       LSCを使用したコンプリートドレスパック   
   

        

2

2

1

1

Complete system examドレスパック取付例

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

第1 - 6軸, コルゲートホース70 mm,例.3軸マニホールドバルブ付き(表記無し)搬送

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0028 KUKA KR360-2, KR500-2 Complete system support for LEONI dresspack LSH 3 and  
LSC-line 48, axis 1 – 6

1

LSH  3とLSC-Line48を使用したコンプリートドレスパック  
  第1  -  6軸   

DPS0029 KUKA KR150-270  
series 2000

Complete system support for LEONI dresspack  
LSC-line, axis 1 – 6, e.g. laser welding or laser soldering

2

LSC-Lineを使用したコンプリートドレスパック 
   第1  -  6軸,  例.レーザー溶接またはレーザーはんだ付け

   

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0067 KUKA series 2010, Quantec Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  e.g.  spot  welding or handling

1

LSH 3  を使用したコンプリートドレスパック   
   第1 - 6軸, コルゲートホース 70  mm,  例.スポット溶接と搬送

  DPS0068 KUKA Serie 2000, -2010, 
KR150-R3100

Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. handling

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
    コ第1 - 6軸 ルゲートホース  70  mm,  例.搬送

 

2

1

1

2

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/
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Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0022 MITSUBISHI RV-6SL Complete system overview axis 1– 4 Corrugated
 

hose
 

Ø
 

29
 mm,  e.g. handling(pick & place)   

    コンプリートドレスパック   
第1– 4軸,コルゲートホース 29㎜, 例.搬送(ピックアンドプレース)

    

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0021 KUKA KR16/16L6 Complete system support  
axis 1 – 2 and axis 2 – 6, e.g. seam sealing (FAD, NAD)
コンプリートドレスパック 

 1第  –  2軸と第   2  –  6軸,  例.シームシーリング(FAD,NAD)

   

Complete system examドレスパック取付例

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

http://www.leoni-factory-automation.com
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Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0071 OTC FD-V210, -V166 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis HIP-6,  Corrugated  hose  Ø  48  mm,  with  cantilever  system,  e.g.  handling

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
HIP-6軸,

 
コルゲートホース

 
48

 
mm,例.搬送

 
  

 DPS0072 OTC FD-V166, -V210 Complete system support LEONI dresspack LSH 3, axis HIP-6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, 
with cantilever system, parallel guidance, e.g. laser, 搬送 

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパックと片持ちシステム  
HIP-6軸,

 
コルゲートホース

 
48/70

 
mm  , 並行ガイド, 例.レーザー,搬送

  

 Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0069 Nachi SRA166-01 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 3 – 6, Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding

1

LSH 3  を使用したコンプリートドレスパック   
第  3  –  6軸,  コルゲートホース  70  mm,  例.溶接

 DPS0070 Nachi SRA210-01 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 3 – 6, Corrugated hose Ø 70 mm, parallel guidance, e.g. welding

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
第  3  –  6軸,  コルゲートホース  70  mm,  並行ガイド,  例.溶接

 

2

1

2

1

Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意:ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/

Reference no.
カタログ番号

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/         

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0075 STÄUBLI TX90XL Complete system support
axis 1

 
–

 
6, 

 
Corrugated hose Ø 36 mm, e.g. electrical and air intake application

1

 コンプリートドレスパック   
第1

 
-

 
6軸,

  
コルゲートホース 36 mm, 例.インテイクアプリケーション(電気/エアー)   

DPS0076 STÄUBLI TX90L Complete system support 
axis 1

 
–

 
6,

  
Corrugated hose Ø 36 mm, e.g. handling 

2

コンプリートドレスパック        
第1 -  6軸,コルゲートホース 36 mm, 例.搬送

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS0073 OTC FD-V350 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 48/70 mm, e.g.handling 

1

LSH 3  を使用したコンプリートドレスパック   
   第1 - 6軸, コルゲートホース 48/70 mm,  例.搬送 

DPS0074 OTC FD-V350 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated  hose Ø 48/70 mm,  e.g. handling

 

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
 第1  –  6軸,  コルゲートホース  48/70  mm ,  例.  搬送  

2

1

2
1

http://www.leoni-factory-automation.com
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0077 Universal Robot, UR10    
axis

 
1

 
–

 
6,

 
Corrugated

 
hose

 
Ø

 
23

 
mm,

 
e.g.

  
handling(pick

 
&

 
place) or  measurement

 コンプリートドレスパック   
第1

 
-

 
6軸,

 
コルゲートホース

 
23

 
mm,

 
例.

  
搬送(ピックアンドプレース)または計測

  
  

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0026 STÄUBLI RX 130B System support, axis 1 – 6
Corrugated hose  Ø  48  mm,  e.g.handling(pick&place)  

       
第1 -  6軸,コルゲートホース 48 mm, 例. 搬送  (ピックアンドプレース)  
ドレスパック

Complete system support

http://www.leoni-factory-automation.com
https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
https://www.leoni-factory-automation.com/de/kontakt/
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Note: Please  contact  us  for  your  personal  offer  regarding  empty  dresspacks:  https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/         

Complete system examplesドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0080 MOTOMAN MS210 / MH225 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  Profinet,  e.g.  welding  or  handling

1

LSH 3  を使用したコンプリートドレスパック   
    第1 -  6軸コルゲートホース  70  mm,  Profinet,  例. 溶接と搬送 

DPS0081 MOTOMAN MS210 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 70 mm, e.g. welding (with Duering gun)

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック    
第1

 
-

 
6軸,

 
コルゲートホース

 
70

 
mm,

 
例.溶接(ダブルガン)

    

Reference no.
カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

Pos.

DPS
　　

0078 MOTOMAN MS210 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  e.g.handling

1

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
    コ

第
1  -  6軸 ルゲートホース  70  mm,  例.搬送

 DPS0079 MOTOMAN MS165 / MH180 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1 – 6, Corrugated hose Ø 70 mm, Profinet, e.g. welding or handling

2

LSH  3  を使用したコンプリートドレスパック   
    コ第1 - 6軸 ルゲートホース  70  mm,  Profinet, 例.溶接と搬送

   

2

2

1

1

http://www.leoni-factory-automation.com
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Note: Please contact us for your personal offer regarding empty dresspacks: https://www.leoni-factory-automation.com/en/contact/
  

Complete system examples ドレスパック取付例     

Reference no .
 カタログ番号

Description
詳細

DPS0027 Special machine solution 　　　　

特殊機械  

Reference no .
 カタログ番号

Exemplary robot
代表的なロボット

Description
詳細

DPS0082 MOTOMAN MS165 Complete system support LEONI dresspack LSH 3,  
axis 1  –  6,  Corrugated  hose  Ø  70  mm,  e.g. handling
LSH 3  を使用したコンプリートドレスパック   

    コ第1 - 6軸, ルゲートホース  70  mm,  例.搬送

 

注意: ケーブル無しのドレスパックをご希望の場合はお問合せ下さい: http://www.leoni-japan.com/ 

http://www.leoni-factory-automation.com
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Assemblies  & 
components
アセンブリ  & 

部品

Assemblies & components     アセンブリ &  部品

Our strength is the smart combination of components to assem-

blies which form a secure and reliable mounted solution for axis 

1 through 6 for electrical, communication, and other materials 

(such as water, air...). These can be customized for different inter-

faces, cantilever systems, and baskets – our experience is your 

advantage. The displayed illustrations are application examples. 

For each robot type, modifications are possible. We can adjust 

these assemblies not only for robots but also for special ma-

chines, always considering the conditions on-site. 

As system suppliers, we develop and supply all the fitting and 

guiding elements required for smooth operation. Individual sup-

port components for fitting and guiding dresspacks, diverse in-

stallation fittings and innovative coupling and connector systems 

are some examples of our broad range of components. Due to 

top quality materials, longevity and simple 

 

handlingit

 

is

 

even

 fun  installing  these  fitting  and  guiding  elements.  The shown 

colours may differ from the original due to clarity rea- sons.

私たちの特徴は、第１軸から第６軸まで確実で信頼 が

おける電気、通信、水やエアー等を伝搬を行うた めの

構築を行う部品を持ち、それらを組合わせてご 提案を

行う事です。これらは様々なインターフェース、片持ち

システム、足元バスケット向けにカスタマイズを行う事

ができます。私たちの経験はお客様 の利益に直結します

。

本カタログでは、これらの製品の一例を紹介しておりま

す。ロボット種類別に変更を行う事ができます 。こ れ

らの組立て製品はロボットに限らず特殊機械 等の現 場

状況に応じて対応します。システムサプラ イヤーと し

て、円滑な運用に必要な全ての取付けと ガイド部品 開

発と供給をしております。ドレスパックや多様な取 付け

、斬新なカップリング、コネクタシステムに必要 な各部

品は、幅広い製品ラインナッ プの一部です。高い品質の

材料、

   
        

       
         

 

長寿命、簡単な操作は、これらの部品の取付けを

苦労なく実現をします。本カタログに記載されている図

の色は視認性を 良くする目的のため、 実際の製品色と

は異なる場合 が

       
         
  

ございます。
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Part no. / 製品番号 Description / 詳細 Pos.

ASS0041 Assembly cantilever system adjustable height / 片持ちシステム 調整機構付き 1

ASS0042 Assembly cantilever system / 片持ちシステム 2

ASS0043 Assembly cantilever system / 片持ちシステム 3

ASS0044 Assembly cantilever system / 片持ちシステム 4

Note: Adjustments and other cantilever systems on request.
注意:変更やその他片持ちシステムに関してはお問合せ下さい      

Part no. / 製品番号 Description / 詳細 Pos.

available for all kinds of industrial robots / 全ロボットに対応 

ASS0045 Assembly basket for Fanuc M900iA / Fanuc M900iA用 足元バスケット 1

ASS0046 Assembly basket for Motoman UP130/165, corrugated hose Ø 70/56 mm  
    Yasukawa Motoman  130/165用 足元バスケット, コルゲートホース 70/56mm対応 

2

ASS0047 Assembly basket for Motoman UP130/165, corrugated hose Ø 56 mm 
   Yasukawa Motoman  130/165用足元バスケット, コルゲートホース 56㎜対応 

3

ASS0048 Assembly basket for KUKA KR 150-270 Series 2000 / KUKA  KR  150-270 Serie 2000用 足元バスケット 4

Note: Adjustments and other baskets on request.
注意:変更やその他 足元バスケットに関してはお問合せ下さい     

2

2

3

3

4

4

1

1

Assemblies / アセンブリ 

http://www.leoni-factory-automation.com
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Exemplary Interface Axis 1 
代表的なインターフェース 第  1軸

Exemplary Interface Axis 2 
代表的なインターフェース 第  2軸

Note: Further versions on request. Arbitrarily expandable.
注意:任意のご要望の製品に対応いたします。      

http://www.leoni-factory-automation.com


www.leoni-factory-automation.com 06.2018

32 Assemblies & components     アセンブリ &  部品

Note: Further versions on request. Arbitrarily expandable.
注意:任意のご要望の製品に対応いたします。      

Exemplary Interface Axis 3 
代表的なインターフェース 第  3軸

Exemplary Interface Axis 3 
代表的なインターフェース 第  3軸

http://www.leoni-factory-automation.com
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2

2

1

1

Components for corrugated hoses /
コルゲートホース部品

  

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature 
温度範囲

Pos.

CCH0045 Cable clamp Ø 29 mm *
29 mmホース用  樹脂ブラケット*   

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0046 Cable clamp Ø 36 mm *
36 mmホース用  樹脂ブラケット*   

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0001 Cable clamp Ø 48 mm * 
48 mmホース用  金属ブラケット*   

Al Si 12
Al Si 12

1

CCH0047 Cable clamp Ø 48 mm * 
48 mmホース用  樹脂ブラケット*   

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

2

* Cable clamp  suitable  for  other  Ø  on  request.  /上記にない直径のホース用ブラケットに関してはお問合せ下さい。 

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0002 Cable clamp Ø 70 mm * 
70 mmホース用  樹脂ブラケット*   

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

CCH0048 Cable clamp Ø 95 mm *
95 mmホース用  金属ブラケット*   

Al Si 12
Al Si 12

2

** For  conversion  in  Fahrenheit,  please  check  page  67.  /  単位変換に関しては67ページをご参照ください。        

http://www.leoni-factory-automation.com
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21

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of 
temperature 温度範
囲

Pos.

CCH0049 Ball joint termination Ø 29 mm ***
29 mmホース先端用シングルトランペット   ***

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0050 Ball joint termination Ø 36 mm ***
36 mmホース先端用シングルトランペット   ***

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0003 Ball joint termination Ø 48 mm ***
48 mmホース先端用シングルトランペット  ***

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

CCH0004 Ball joint termination with half-shell Ø 70 mm *** 
70 mmホース先端用シングルトランペット(ハーフシェル付)  ***

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

2

CCH0051 Ball joint termination with half-shell Ø 95 mm *** 
95 mmホース先端用シングルトランペット(ハーフシェル付)  ***

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

* Cable clamp suitable for other Ø on request. / 上記にない直径のホース用ブラケットに関してはお問合せ下さい 。 

** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。

*** Ball  joint  termination  suitable  for  other  Ø  on  request.  /   上記にない直径のホース先端用シングルトランペットに関してはお問合せ下さい。

http://www.leoni-factory-automation.com


06.2018 www.leoni-factory-automation.com

35Assemblies & components     アセンブリ& 部品

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0052 Protection donut Ø 29 mm *
29 mmホース保護用プロテクションドーナツ   *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0053 Protection donut Ø 36 mm *
36 mmホース保護用プロテクションドーナツクションドーナツ   *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0005 Protection donut Ø 48 mm *
48 mmホース保護用プロテクションドーナツ   *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

CCH0006 Protection donut Ø 70 mm *
70 mmホース保護用プロテクションドーナツ  *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0054 Protection donut Ø 95 mm *
95 mmホース保護用プロテクションドーナツ   *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

* Protection suitable for other Ø on request. / 上記にない直径のホース保護用プロテクションドーナツに関してはお問合せ下さい 

。

 

** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。

1
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0055 Marker ring red Ø 48 mm, slotted
48 mmマーカーリング  赤色,切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0056 Marker ring yellow Ø 48 mm, slotted
48 mmマーカーリング 黄色, 切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0057 Marker ring white Ø 48 mm, slotted
48 mmマーカーリング  白色,切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0007 Marker ring red Ø 70 mm, slotted
70 mmマーカーリング  赤色,切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

CCH0008 Marker ring yellow Ø 70 mm, slotted 
70 mmマーカーリング 黄色, 切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0009 Marker ring white Ø 70 mm, slotted
70 mmマーカーリング  白色,切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0058 Marker ring red Ø 95 mm, slotted
95 mmマーカーリング  赤色,切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0059 Marker ring yellow Ø 95 mm, slotted
95 mmマーカーリング 黄色, 切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0060 Marker ring white Ø 95 mm, slotted
95 mmマーカーリング  白色,切欠き有 

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。

1
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Packaging unit
梱包形態

Outer diameter 
外径

Inner diameter 
内径

CCH0061 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 17 mm
17  mm  LEONI  proflex コルゲートホース 

ご希望長さ 21 mm
21 mm

16 mm
16 mm

CCH0062 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 23 mm
23  mm  LEONI  proflex  コルゲートホース

28 mm
28 mm

22,5 mm
22,5 mm

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Toxicity
毒性

Special thermoplast
熱可塑性樹脂

–40 °C to +55 °C **
–40 °C ～ +55 °C **

Free of halogen and cadmium
ハロゲン/カドミウムフリー

Resistance against
耐性

Weak and organic acid, lye, inorganic salt, amine, alcohol, grease
弱有機酸、苛性アルカリ溶剤、無機塩類、アミン、アルコール、油脂(グリース)

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Packaging unit
梱包サイズ

Outer diameter 
外径

Inner diameter 
内径

CCH0010 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 29 mm 
29  mm  LEONI  proflex  コルゲートホース

34.4 mm
34,4 mm

29 mm 
29 mm

CCH0011 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 36 mm
36  mm  LEONI  proflex コルゲートホース

42.5 mm
42,5 mm

36.5 mm
36,5 mm

CCH0012 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 48 mm
48  mm  LEONI  proflex  コルゲートホース

54.5 mm
54,5 mm

47.5 mm
47,5 mm

CCH0013 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 70 mm 80 mm
80 mm

67.5 mm
67,5 mm

CCH0014 Corrugated hose LEONI proflex, Ø 95 mm 
95  mm  LEONI  proflex コルゲートホース

106 mm
106 mm

91.5 mm
91,5 mm

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Toxicity
毒性

Special thermoplast
熱可塑性樹脂

–50 °C to +110 °C **
–50 °C ～ +110 °C **

Free of  halogen  and  cadmium
ハロゲン/カドミウムフリー

Resistance against
耐性

Alcohol, greases, fuels, mineral oils
アルコール, 油脂(グリース), 化石燃料, 鉱物油

  
** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。 

ご希望長さ

ご希望長さ

ご希望長さ

ご希望長さ

ご希望長さ

ご希望長さ

70  mm  LEONI  proflex  コルゲートホース
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0063 Spring end piece for LEONI dresspack LSH-line Ø 36 mm
LSH-line 36mmホース用スプリングエンド         

POM
POM

0 °C to max. +100 °C **
0 °C ～ max. +100 °C **

CCH0015 Spring end piece for LEONI dresspack LSH-line Ø 48 mm 
LSH-line 48mmホース用スプリングエンド         

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

CCH0016 Spring end piece for LEONI dresspack LSH-line Ø 70 mm 
LSH-line 70mmホース用スプリングエンド         

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

2

CCH0064 Spring end piece for LEONI dresspack LSH-line Ø 95 mm
LSH-line 95mmホース用スプリングエンド         

POM
POM

0 °C to max. +100 °C **
0 °C ～ max. +100 °C **

** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

CCH0017 Adapter Ø 48 mm for corrugated hoses Ø 48 mm in cable clamp Ø 70 mm 
(LSH dresspack LSH-line or LSC)
48 mmホース  70㎜樹脂ブラケット取付け用 アダプタ
(LEONI LSH-line または LSC用)

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0065 Half-shell Ø 48 mm *  
48 mmホース用ハーフシェル  *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

CCH0018 Half-shell Ø 70 mm *
70 mmホース用ハーフシェル  *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

CCH0019 Half-shell for cable star Ø 70 mm * 
70 mmホース・スターグロメットゴム用ハーフシェル  *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

2

CCH0066 Half-shell flex for fixation of corrugated hose and cable star  
Ø 70 mm *, 2 in 1 part combination

 70 mmホース・スターグロメットゴム双方固定用ハーフシェルフレ
ックス *

PA 

PA

0 °C to max. +60 °C ** 

0 °C ～ max. +60 °C **

3

CCH0067 Half-shell Ø 95 mm *
95 mmホース用ハーフシェル  *

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

* Further Ø on request. / 上記にない直径のハーフシェルに関してはお問合せ下さい 。 

** For conversion in  Fahrenheit,  please  check  page  67.  /  単位変換に関しては67ページをご参照ください。

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0079 Connector for corrugated hose Ø 70 mm
70 mmホース補修・接続用コネクタ

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

CCH0021 Tube clamp piece RK 30, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 30 mm 
30㎜チューブ固定 第6軸フライパン接続用RK30チューブクランプ

Al Si 12
Al Si 12

CCH0022 Tube clamp piece RK 32, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 32 mm 
32㎜チューブ固定 第6軸フライパン接続用RK32チューブクランプ

Al Si 12
Al Si 12

CCH0023 Tube clamp piece RK 34, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 34 mm 
           

Al Si 12
Al Si 12

CCH0024 Tube clamp piece RK 40, suitable for wrist-support axis 6 with tube Ø 40 mm 
           

Al Si 12
Al Si 12

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

CCH0020 Adapter plate for the use between bracket and tube clamp piece,  mainly
 suitable  for  bracket  Ø  48  mm  and  70  mm

 樹脂ブラケット・チューブクランプ間接続用  角度調整アダプタ   
        

Al Si 12

Al Si 12

34㎜チューブ固定  第6軸フライパン接続用RK34チューブクランプ

40㎜チューブ固定 第6軸フライパン接続用RK40チューブクランプ

主に48及び70㎜ホース用に対応
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

CCH0025 Swivel plate, 120 x 85 mm
角度調整プレート, 120 x 85 mm

Steelplate with 2 hines of balls, galvanized
亜鉛メッキ鋼板,ボール2個入り  

21

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0029 Corrugated hose end termination Ø 48 mm
48 mmホース用エンドキャップ

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

1

CCH0030 Corrugated hose end termination Ø 70 mm
70 mmホース用エンドキャップ

PA
PA

0 °C to max . +60 °C **
0 °C ～ max. +60 °C **

2

** For conversion in Fahrenheit, please check page 67. / 単位変換に関しては67ページをご参照ください。
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Pos.

CCH0068 LEONI LSH 3 retract system
LEONI LSH 3 引込みシステム

AL
AL

1

CCH0070 LEONI LSH 3 adapter brackets
LEONI LSH 3  用 ロボットサービスタップ取付け用アダプタブラケット

AL SI 12
AL SI 12

2

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0031 LEONI dresspack LSH-line for corrugated hose Ø 48 mm and 70 mm,  
Length 920 mm, width 407 mm, height 121 mm

     48または    70  mmホース用LEONI  LSH-lineドレスパック  
 920長さ  mm, 幅  407  mm, 高さ   121  mm

PP 

PP

Temperature  range depen -
dent on the hose/tube used
温度範囲はご使用のホー
ス/

 
イエローアンビリカ

ルに依ります

  
  

1

CCH0032 LEONI SLS-line for corrugated hose Ø 48 mm 
Length 772 mm, width 303 mm, height 110 mm
48または70 mmホース用LEONI  SLS-line      

 
長

さ  772  mm, 幅    303  mm, 高さ   110  mm

PMC 

PMC

Temperature  range depen -
dent on the hose/tube used
温度範囲はご使用のホー
ス/イエローアンビリカ
ルに依ります

   
  

2

2

1

Note: Special applications like parallel guidance or combined diameters or stroke variations on request. RAL coloring on request.
注意: ご希望により、本体の色（RAL:ドイツ標準色)、並行ガイド仕様、異なる径のホース使用時またはストローク変更に対応します。             

Note: For spare part business only
注意:予備品用途のみ取扱い  

Other colors on request: / ご希望によりハウジング色の変更可能です:
●■●■●

2

1
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

CCH0071 LEONI LSC-line 70 Cover for special applications.  
Reducible down to Ø 48 mm.
70㎜ホース用  LEONI LSC-line カバー  

ST, AL, PA, PUR 

ST, AL, PA, PUR
48㎜ホース変更可能
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Pos.

CCH0033 Wrist-support axis 6, Ø 125 mm, tube Ø 32 mm,  
robot types: ABB IRB 4400 
125㎜径  第6軸フランジ取付け用フライパン,チューブ径  32  mm 

Steel  

スチール 

1

CCH0034 Wrist-support axis 6, Ø 160/166 mm, tube Ø 33.7 mm,  
robot types: Fanuc R2000 
160/166㎜径  第6軸フランジ取付け用フライパン,チューブ径 33.7 mm
対応ロボット例: 

 
 Fanuc R2000

Steel  

スチール 

2

CCH0035 Wrist-support axis 6, Ø 200 mm, tube Ø 33.7 mm,  
robot types: ABB IRB6600, 6620, 6640, 6650 

 
 ABB  IRB6600, 6620, 6640, 6650

Steel  

スチール 

3

CCH0036 Wrist-support axis 6, Ø 190/200 mm, tube Ø 33.7 mm,  
robot types: KUKA KR 150/180/210/240/270 C2

   190/200㎜径  第6軸フランジ取付け用フライパン,チューブ径 33.7 mm
対応ロボット例: : KUKA  KR  150/180/210/240/270 C2

Steel  

スチール 

4

CCH0037 Wrist-support axis 6, angled 8°, Ø 200 mm, tube Ø 33.7 mm,  
robot types: KUKA KR 150/180/210/240/270 C2

 200㎜径 第6軸フランジ取付け用フライパン,8°アングル付チューブ径 33.7 mm
対応ロボット例: KUKA KR 150/180/210/240/270 C2

Steel  

スチール 

5

CCH0038 Wrist-support axis 6, Ø 220 mm, tube Ø 33.7 mm,  
robot types: KUKA KR500, KR 360/1, KR 350/2

 220㎜径  第6軸フランジ取付け用フライパン,チューブ径 33.7 mm
対応ロボット例: Kuka KR500, KR 360/1, KR 350/2

Steel  

スチール 

6

Further wrist-supports on request. / 上記にない直径のハーフシェルに関してはお問合せ下さい 。

61 2 3 4 5

対応ロボット例: ABB IRB 4400

200㎜径 第6軸フランジ取付け用フライパン,チューブ径 33.7 mm
対応ロボット例
:
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Range of temperature
 温度範囲

Pos.

CCH0074 Protection ring, axis 4, suitable for Fanuc R2000iC
第4軸用プロテクションリング, 対応ロボット:Fanuc R2000iC

PA
PA

–20 °C to max. +80 °C **
–20 °C ～ max. +80 °C **

CCH0075 Protection ring, axis 4, suitable for Fanuc M900iB 360-280L
第4軸用プロテクションリング, 対応ロボット:Fanuc M900iB 360-280L

PA
PA

–20 °C to max. +80 °C **
–20 °C ～ max. +80 °C **

1

CCH0076 Protection ring, axis 4, suitable for Fanuc R2000iC 270/210L, M900iB 700/400L
第4軸用プロテクションリング
対応ロボット: Fanuc  R2000iC 270/210L, M900iB 700/400L

PA
PA

–20 °C to max. +80 °C **
–20 °C ～ max. +80 °C **

CCH0077 Protection cap, axis 4, suitable for Fanuc R2000iC 270/210L, M900iB 700/400L
第4軸用プロテクションキャップ
対応ロボット:Fanuc R2000iC 270/210L, M900iB 700/400L

PA
PA

–20 °C to max. +80 °C **
–20 °C ～ max. +80 °C **

2

CCH0078 Protection cap, axis 4, suitable for Fanuc M900iA,  iB  (except  280),  R2000iB  
第4軸用プロテクションキャップ
対応ロボット:Fanuc M900iA, iB ( 280除く), R2000iB

PA
PA

–20 °C to max. +80 °C **
–20 °C ～ max. +80 °C **

3
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Pos.

CCH0039 Cable star Ø 70 mm for ball joint termination, individually drilled holes
70㎜ホース用ケーブルスターグロメットゴム, 穴開け加工が必要な場合は事前にご連絡下さい

1 + 2

Example of assembly 

Bracket Ø 70 mm + ball joint termination + cable star Ø 70 mm
70㎜ホース用樹脂ブラケット   +   シングルトランペット+穴開け加工済みケーブルスターグロメットゴム   

 

3

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Pos.

CCH0040 Cable star long Ø 70 mm for ball joint termination, individually drilled holes     
   70㎜ホース用ケーブルスターグロメットゴム/ロングタイプ,穴開け加工が必要な場合は事前にご連絡下さい

1 + 2

Example of assembly 

Bracket Ø 70 mm + ball joint termination + cable star long Ø 70 mm
         

 

3

1

1

2

2

3

3

Note: The drilled holes of the cable stars will follow according to the application after placing the order.
注意:ケーブルスターグロメットゴムへの穴開け加工は、ご用命後、ケーブル仕様・アプリケーション毎に行います。           

Original color of the ball joint termination: black
本来のシングルトランペット製品色: 黒色

Original color  of  the  ball  joint  termination:  black
本来のシングルトランペット製品色: 黒色

Accessories / アクセサリー

組付け例

組付け例

70㎜ホース用樹脂ブラケット  +  シングルトランペット+  穴開け加工済みケーブルスターグロメットゴム
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Pos.

CCH0041 Cable star long Ø 48 mm for ball joint termination
48㎜ホース用ケーブルスターグロメットゴム/ロングタイプ,穴開け加工が必要な場合は事前にご連絡下さい

1 + 2

Example of assembly

Bracket Ø 48 mm + ball joint termination Ø 48 mm + cable star long Ø 48 mm
            

 

3

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Pos.

CCH0042 Cable star Ø 48 mm for protection
48㎜用ケーブルスターグロメットゴム    

1 + 2

Example of assembly

Protection Ø 48 mm + cable star Ø 48 mm
    

   

3

1

1

2

2

3

3

Original color  of  the  ball  joint  termination:  black
本来のシングルトランペット製品色: 黒色

組付け例

組付け例

48㎜ホース用樹脂ブラケット+シングルトランペット+穴開け加工済みケーブルスターグロメットゴム

48㎜ホース保護用プロテクションドーナツ+シングル+穴開け加工済みケーブルスターグロメットゴム
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Pos.

CCH0043 Cable star Ø 48 mm for ball joint termination
48㎜用ケーブルスターグロメットゴム    

1 + 2

Example of assembly

Bracket Ø 48 mm + ball joint termination Ø 48 mm + cable star Ø 48 mm
           

 

3

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Pos.

CCH0044 Cable star Ø 95 mm for ball joint termination
 95  mm用ケーブルスターグロメットゴム  

1 + 2

Example of assembly

Bracket Ø 95 mm + ball joint termination Ø 95 mm + cable star Ø 95 mm
           

 

3

1

1

2

2

3

3

Original color of the ball  joint  termination : black
本来のシングルトランペット製品色: 黒色

Original color of the ball  joint  termination : black
本来のシングルトランペット製品色: 黒色

組付け例

組付け例

48㎜ホース用樹脂ブラケット+シングルトランペット+穴開け加工済みケーブルスターグロメットゴム

95㎜ホース用樹脂ブラケット+シングルトランペット+穴開け加工済みケーブルスターグロメットゴム
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Components for smooth tube systems /
イエローアンビリカル部品

  
  

Part no. 
製品番号

Universal metal support
共通金属固定ブラケット

CST0001 Lowest height for single bracket 
最低高さブラケット

CST0002 50 mm high, for single bracket 
50 mm高さブラケット

CST0003 100 mm high, for single bracket 
100 mm高さブラケット

CST0004 150 mm high, for single bracket
150 mm高さブラケット

Additional robot-specific assemblies upon request. /ご希望により各ロボットに応じた組付け部品をご用意します。     
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Part no. 
製品番号

Rotating single bracket
回転ブラケット

Pos.

CST0005 Ø 40 mm adjustable every 22.5° 
40 mmイエローアンビリカル用22.5°単位調整用  回転ブラケット

1

CST0006 Ø 60 mm adjustable every 22.5° 2

CST0007 Ø 80 mm adjustable every 22.5° 
80  mmイエローアンビリカル用22.5°単位調整用  回転ブラケット

3

CST0008 Ø 100 mm adjustable every 22.5°
100  mmイエローアンビリカル用22.5°単位調整用  回転ブラケット

4

Rotating double  bracket
回転ダブルブラケット

CST0009 Ø 80 + 40 mm, adjustable every 45°

CST0010 Ø 80 + 60 mm, adjustable every 45°
5

CST0011 Ø 80 mm, adjustable every 45°

1

2

3

4

5

60  mmイエローアンビリカル用22.5°単位調整用  回転ブラケット

80  mm+40㎜イエローアンビリカル用45°単位調整用  回転ダブルブラケット

80  mm+60㎜イエローアンビリカル用45°単位調整用  回転ダブルブラケット

80  mm+80㎜イエローアンビリカル用45°単位調整用  回転ダブルブラケット
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Part no. 
製品番号

Fluted metal support
溝付き金属固定ブラケット

Pos.

CST0012 Lowest height for single bracket 1

CST0013 100 mm high, for single bracket 
100 mm高さブラケット

2

Additional robot-specific assemblies upon request. / ご希望により各ロボットに応じた組付け部品をご用意します。     

Part no. 
製品番号

Adjustable single bracket
回転ブラケット

Pos.

CST0014 Ø 60 mm adjustable every 22.5° 1

CST0015 Ø 80 mm adjustable every 22.5° 2

1

1

2

2

最低高さブラケット

60  mmイエローアンビリカル用22.5°単位調整用  回転ブラケット

80  mmイエローアンビリカル用22.5°単位調整用  回転ブラケット
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Part no. 
製品番号

Yellow rotating boot Suitable for universal bracket 
対応ブラケット

Pos.

CST0016 23 mm Inner Ø / 内径  

CST0005 1CST0017 24 mm   Inner Ø / 内径 

CST0018 27 mm   Inner Ø / 内径 

CST0019 36 mm   Inner Ø / 内径 

CST0006/CST0014 2CST0020 41 mm   Inner Ø / 内径 

CST0021 45 mm   Inner Ø / 内径 

CST0022 48.5 mm    Inner Ø / 内径 

CST0007/CST0033 3

CST0023 51 mm    Inner Ø / 内径 

CST0024 54 mm    Inner Ø / 内径 

CST0025 55 mm    Inner Ø / 内径 

CST0026 57 mm   Inner Ø / 内径 

CST0027 59 mm    Inner Ø / 内径 

CST0028 60.5 mm  Inner Ø / 内径 

CST0029 62 mm    Inner Ø / 内径 

CST0030 64 mm    Inner Ø / 内径 

CST0031 66 mm    Inner Ø / 内径 

CST0032 Tube clamp for pipe Ø 34 mm (2x)
2個 x 34㎜用チューブクランプ     

4

1

4

2

これらのアセンブリ例は、34mmイエローアンビリカル用ブラ

ケットと金属固定ブラケットおよびチューブクランプを示し

ています。
 

These assembly examples show yellow rotating boots, the correspond-
ing brackets and metal supports as well as tube clamps for pipe 
Ø 34 mm.

イエローアンビリカル
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1

3

2
4

Components for light weight and collaborative robots / 
協働ロボット向け製品

Part no. 
製品番号

Robot type 
ロボット

Description
詳細

Pos.

CLC0001 all / 全て LEONI B-Flex Kit short (5 holders & 10 hook and loop fasteners 30 x 360 mm)
LEONI B-Flexキット,ショートタイプ(ホルダ 5個  & 30 x 360 mm バンド 10本)

1, 2

CLC0002 all / 全て LEONI B-Flex Kit long (5 holders & 10 hook and loop fasteners 30 x 460 mm)
LEONI B-Flexキット,ショートタイプ(ホルダ 5個  & 30 x 460 mm バンド 10本)

1, 2

CLC0003 Universal 
Robots / 
UR 10

LEONI B-Flex complete set UR 10 - Ø 23 (1 holder axis 6 with wrist support Ø 63 mm,  
1 corrugated hose Ø 23 mm blue 3 m, 5 hook and loop fasteners 30 x 460 mm, 5 holders)
UR10用  LEONI B-Flex 23㎜ 用コンプリートセット  (63mm径  第6軸フランジ 取付け用樹脂フライパン  1個, 

コルゲートホース  3m, ホルダ  5個 & 30 x 460 mmバンド 5本)

1, 2, 3, 4

CLC0004 Universal 
Robots / 
UR 5

LEONI B-Flex complete set UR 5 - Ø 23 (1 holder axis 6 with wrist support Ø 63 mm, 1 corrugated hose Ø 23 mm blue 2 m, 
5 hook and loop fasteners 30 x 360 mm, 5 hook and loop fasteners 30 x 460 mm, 5 holders)
UR5用  LEONI  B-Flex 23㎜ 用コンプリートセット (63mm径 第6軸 フラ ンジ取付け用樹脂フライパン 1個,

コルゲートホース 2m, ホルダ 5個 & 30 x 360 mmバンド   5本 ＆ 30 x 460 mmバンド 5本

1, 2, 3, 4

CLC0005 Universal 
Robots / 
UR 3

LEONI B-Flex complete set UR 3 - Ø 23 (1 holder axis 6 with wrist support Ø 63 mm,  
1 corrugated hose Ø 23 mm blue 1,5 m, 5 hook and loop fasteners 30 x 360 mm, 3 holders) 
UR3用 LEONI B -Flex 23㎜用コンプリートセット (63mm径 第6軸フランジ取付け用樹脂フライパン 1個,コルゲート

ホース 1.5m, ホルダ 3個 & 30 x  360 mmバンド 5本)

1, 2, 3, 4

CLC0006 KUKA / IIWA LEONI B-Flex complete set KUKA IIWA 14 R820 - Ø 23 (1 holder axis 6 with wrist support Ø 63 mm,  
1 corrugated hose Ø 23 mm blue 2,5 m, 5 hook and loop fasteners 30 x 360 mm,  
5 hook and loop fasteners 30 x 460 mm, 5 holders) 
KUKA IIWA 14 R 820用 LEONI B- Flex 23 ㎜用コンプリートセット (63 mm 径 第6 軸フランジ取付け用樹脂フライ

パン 1個 ,コルゲートホース 2.5 m, ホ ルダ 5個 & 30 x 360  mmバ ンド 5本 ＆30 x 460 mmバンド 5本)

1, 2, 3, 4

Other LEONI B-Flex complete sets for ABB, Fanuc, Kuka, Yaskawa and others in preparation.
その他ABB, Fanuc, Kuka, Yaskawa向けLEONI B-Flexコンプリートセットも準備中
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Axis
軸

Type of assembly 
組付け方法

Pos.

CSW0001 LEONI connector for spot welding – comaptible to MC RobiFix A1
A1

Flat mounting
平面取付け

1

CSW0002 LEONI connector for spot welding – comaptible to MC RobiFix A1
A1

Flat mounting
平面取付け

2

CSW0003 LEONI connector for spot welding – comaptible to MC RobiFix A1
A1

Flange mounting
フランジ取付け

3

CSW0004 LEONI connector for spot welding – comaptible to MC RobiFix A1
A1

Flange mounting
フランジ取付け

4

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Axis
軸

Type of assembly 
組付け方法

Pos.

CSW0005 LEONI connector for spot welding – comaptible to MC RobiFix A3
A3

Flat mounting
平面取付け

1

CSW0006 LEONI connector for spot welding – comaptible to MC RobiFix A3
A3

Flat mounting
平面取付け

2

CSW0007 LEONI connector for spot welding – comaptible to MC RobiFix A6
A6

3

CSW0008 Socket contact / 8/25接続ソケット(上記コネクタ内部組込み用) 4

CSW0009 Socket contact / 8/35接続用ソケット(上記コネクタ内部組込み用
)

5

CSW0010 Pin contact / 8/25接続用ピン(上記コネクタ内部組込み用
)

6

CSW0011 Pin contact / 8/35接続用ピン(上記コネクタ内部組込み用
)

7

1

1

3

42

2

3

4 6

5 7

Connectors & contacts for spot welding /
スポット溶接用コネクタ

  

スポット溶接用LEONIコネクタ  -  MC  RobiFix対応

スポット溶接用LEONIコネクタ  -  MC  RobiFix対応

スポット溶接用LEONIコネクタ  -  MC  RobiFix対応

スポット溶接用LEONIコネクタ  -  MC  RobiFix対応

スポット溶接用LEONIコネクタ  -  MC  RobiFix対応

スポット溶接用LEONIコネクタ  -  MC  RobiFix対応

スポット溶接用LEONIコネクタ  -  MC  RobiFix対応
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Part no. 
製品番号

Description
詳細

Pos.

CSP0002 Cutting knife Ø 48 mm, for crosscutting corrugated hoses
48mmホース切断用工具

1

CSP0003 Cutting knife Ø 70 mm, for crosscutting corrugated hoses
70mmホース切断用工具

CSP0004 Hose fitting insertion tool
ホースフィッティング用押込み工具

2

Assemblies & components     アセンブリ &  部品

1

1

2

2

Special Components & Tools /
オプション &  工具

  
   

Part no. 
製品番号

Description
詳細

Material
材料

Pos.

CSP0001 LEONI connector for feed-hose
リベット供給ホース保全用LEONI接続コネクタ

AL 1, 2
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We provide “Integration-Ready-Robots” including e. g. the  

robot dress, optimized dress packages, installed tools, installed 

process controllers, dense packs, electrical junction boxes etc. 

Amongst others we configure, set-up and test welding guns, 

software and Tool Center Point and also take care of the  

logistics.

Your advantage: one-stop

 

        

    

      

          

        

Robot function 
 packages
ロボット向け
ファンクション
パッケージ

 

当社では、ロボットドレス、最適化されたドレスパ

ッケージ、ツ ール、プロセス制御システム、デンス

パック、電気ジャンクショ
 
ンボックスなどで構成さ

れる「すぐに統合できるロボット」を
 
提供していま

す。さらに、溶接ガン、ソフトウェア、TCPの設定

、 セットアップ、テストのほか、物流の管理も当社

が

 

請け負います。

お客様のメリット: 1 つの業者ですべて対応
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このシステムは頼りになります。

         

 

 

■

■

■

■ お申し込みから 48  時間以内の回答  

■

■

 

  

The path from developing processes to starting production is 

a long one, and is characterised by many points of interface 

between production and business systems. Once we have done 

our work and the function package is ready, all that is left for 

you to do is plug in and produce. And this is how we operate:  

We plan for you and select only the best components. All the 

systems we design are assembled, set up and configured to your 

requirements. We take care of all coordination of components 

involved in the process, including the robot, and ensure that the 

corresponding programming, robot and tool calibration is in 

place. The brand of the robot – that you provide us with – does 

not matter.

When all tests have been faultlessly completed, the system is 

packed securely for transport and delivered to the set-up loca-

tion. It is your choice where we assemble the system, either at 

our  LEONI facilities, at your line builder or on-site. Thereafter, 

we will take care along with you of the final coordination and 

integration into the production process. We will familiarise your 

staff thoroughly with the system and, in the shortest possible 

amount of time, your robot will be welding its first spots, carry-

ing out the handling and assembly tasks or commence calibrat-

ing or gluing.We provide first-class support after production has 

successfully started as well: We train our customers’ employees, 

maintain the equipment and replace wear parts in a timely 

manner. This minimises production downtime and saves a lot of 

expense. And should a problem arise nevertheless,  LEONI cus-

tomers have a prompt repair service at their disposal.

The system does it

 LEONI provides well-founded advice > supplies first-class 

single components > installs > takes over the setup > provides 

a dependable maintenance and repair service. Yet our real 

strength lies in the system solution. Only if everything matches, 

the optimum is reached. 

Please contact us, we will be glad to make an offer.

■■ Large robot storage capability
■■ 48h notice on applications
■■ Professional logistic management system: 24h turn around 

(truck in / truck out)

GB D

プロセスの開発から生産の開始までの道のりは長く、

その特 徴は生産工程とビジネスシステムの間に多くの

インターフェイ
 
スが存在することです。

 
当社の担当す

る作業が完了し、機
 
能パッケージの準備が整ったら、

あとはお客様が実稼働へと

 
移行するだけです。

 
当社が

行う作業の流れは次のようにな

 

ります。

 

お客様に代わ

って計画を作成し、最適な部品だけ

 

を選択します。

 

当

社が設計したシステムを組み立て、お客様

 

の要件に従

って設置および設定します。

 

ロボットを含め、プ

 

ロセ

スに関係する部品については、すべて当社側で調整し

、対

 

応するプログラミングとロボットおよびツールの

較正が完了し

 

ていることを確認します。

 

お客様が選択

したロボットがどの

 

ブランドであっても関係ありませ

ん。

すべてのテストで異常が見つからなければ、システム

を安全な

 

状態で梱包し、設置場所に納入します。

 

シス

テムを組み立て

 

る場所はお客様が選択できます。

LEONI

 

の施設、お客様指定

 

のラインビルダー、設置場

所のいずれでもかまいません。

 

そ

 

の後、当社がお客様

とともに最終調整を行い、生産工程に統

 

合します。

 

当

社がシステムについてお客様に詳しく説明し、

 

ごく短

い時間の後には、ロボットがその種類によって、溶接

、

 

取り扱いと組立作業、較正または接着のいずれか

を開始しま

 

す。

 

生産が順調に開始された後も当社は

最高レベルのサポ

 

ートを提供します。

 

お客様の従業

員向けトレーニング、機器

 

の保守、摩耗部品の交換に

迅速に対応します。

 

これにより、

 

生産工程のダウン

時間が最小化され、費用の大幅削減が可

 

能となります

。

 

さらに、万一問題が発生したときには、LEONI

 

がお

客様のご希望に沿った修理サービスを迅速に提供しま

 

す。

 

大きなロボット保管能力 

プロフェッショナルな物流管理システム:  24 時間
以内のターンアラウンド (注文受領から発送まで)

LEONI  のプロジェクトの流れは、十分な根拠に基づ

いたアドバ イスの提供 > 最高品質の部品の供給 > 設

置
 
>

 
セットアッ

 
プ

 
>

 
信頼できる保守および修理サー

ビスとなります。
 
ただ

 
し、当社本来の強みはシステ

ムソリューションにあります。
 
す
 

べてが調和した

場合にのみ最適なソリューションとなります。当社

にお問い合わせいただければ、お見積を作成させて

いただ

 

きます。
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Robot function packages ロボット向けファンクションパッケージ     

Without LEONI / LEONI無しの場合

1

2

3

4

5

9

6

7
8

With  LEONI  /  LEONI有りの場合
 Robot / ロボット

 Robot controller / コントローラー

1

2

 Robot / ロボット

 Robot controller / コントローラー

 Robot dresspack / ドレスパック

 Robot end of arm tooling / ツール用ロボットエンド

  Power and media supply / 電源・エア・水等供給

1

2

3

4

5

 Programming service / プログラミングサービス

 Installation and setup  serice  /  据付けと設定サービス

 PLC/HMI controller / PLC/HMIコントローラー

 Media panel / 制御盤

6

7

8

9

Integration-ready robots = LEONI function packages
ロボットご使用前のインテグレーション 
= ファンクションパッケージ

Function Packages = Integration-Ready Robots /  
ファンクションパッケージ 
=

 
ロボットご使用前のインテグレーション
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Logistics *
物流* 

Line builder Tier 1

*  Possible scope of supply of LEONI /    LEONIから提供可能なサービス

ラインビルダー 客先
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Design 
設計

Install
据付け

Provide
供給 

Service
サービス

Receive Naked Robot 初期ロボットの受取り

■■ Check Robot Configurations 
& Options

■■ ロボット設定 &  オプション
確認

x

■■ Flexibility to Change Configura-
tion per Customer Request

■■ x x

Dresspack x x x x

Robot Controller 
■■ Safety Interface ■■ 安全用インターフェース x x x x

Power and Media Supply 電源・エア・水等供給

■■ I/O Cables ■■ I/Oケーブル x x x x
■■ Communication Cables ■■ 通信ケーブル x x x x

Programing Services プログラミングサービス

■■ PLC ■■ x x
■■ Core and Customization 

Software
■■ 基本及びカスタマイズ
ソフトウェア

x x

■■ Communication Mapping ■■ x x

Installation and set up Services 据付けとセットアップ

■■ Optimize Dress Pack ■■ ドレスパックの最適化 x x
■■ Mount EOAT ■■ EOAT(アームエンド)取付け x
■■ Tune Gun ■■ x x
■■ Tool Payload ■■ x
■■ Calibrate Gun Pressure ■■ ガン圧校正 x x

Application Power 
■■ Signal &  

Communication Cables
■■ 信号と通信ケーブル x x x x

■■ Power Cables ■■ x x x x
■■ Mount Controller ■■ コントローラ取付け x x x
■■ Special Hose or Tube ■■ 専用ホースまたはチューブ x x x x

Media Panel
■■ Air ■■ x x x x
■■ Air and Water ■■ エアーと水 x x x x

Additional Products and  
Services  
■■ Robot Programmers ■■ x x
■■ Vision Integration ■■ ビジョンカメラ調整 x x x x
■■ Robot and PLC Training ■■ ロボットとPLCトレーニング  x x

 LEONI creates the Function Packages based on customer’s 

 request and specification for applications such as spot welding, 

inert gas welding, measuring, handling, and others.

 LEONI co-operates and supports integrators and line builders 

complying with your individual requests.

 LEONIではお客様のご要望やスポット溶接、不活性ガ

ス溶接、計測、搬送及びその他仕様によりファンクシ

ョンパッケージを制作します。  

  

Scope of Supply / 提供サービス内容 

ご要求に応じた設定変更

ドレスパック

コントローラー

PLC

通信用マッピング

ガンの調整

ツール荷重

アプリケーション電源

電源ケーブル

媒体用パネル

エラー

その他製品とサービス

ロボットプログラミング

x

LEONIはインテグレーターとラインビルダーのそれぞれ

のご要望に対して協力、サポートします。
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In addition to our existing broad product portfolio we support 

you with an extensive integrated industrial service range, world-

wide – on site. 

私たちの幅広い製品ラインナップに加えて世界各国

の 生産現場で広範囲の包括したサービスサポートを

行っ ております。

Dresspack  services
ドレスパック
システムサービス
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Scope of LEONI or customer 
  LEONIまたはお客様にて対応

Responsibility of LEONI
LEONIの責任範疇

Production
生産

Installation
据付け

Final check
最終検査

Validation
検証

Maintenance
保全

Repair, refurhment
修理・復旧 

Optimization
最適化

Training
トレー ニング

Robot programming
ロボットプログラミング

GB D

Dresspack services ドレスパックシステムサービス        

 

      

       

     

     

         

 

       

 

 

 

Starting with cable production through the installation,  

optimization and final check of the dresspack systems  LEONI  

can reduce your downtime. We also offer after sales services 

such as preventive maintenance, repair and refur～hment of 

dresspacks or according trainings.

LEONI recognizes the importance of providing professional 

installation services to secure a smooth operating schedule for 

the customer. Our globally experienced service teams make sure 

that LEONI dresspack systems are installed, professionally. 

Quickly, on-site, worldwide.

Installation

ケーブルの生産から、ドレスパックシステムの設置、

最適化、 最終検査に至るまで、LEONI はお客様のダウン

時間を短縮しま
 
す。

 
また、ドレスパックの予防保守、

修理、改修などのアフタ
 
ーサービスも行っています。

据付け

LEONI  が特に重視しているのは、稼働スケジュールを

円滑に進 めるために、専門的な設置サービスを提供す

ることです。
 
世

 
界中の熟練したサービスチームが、高

い専門技術により
 
LEONI

 
のドレスパックシステムを設

置します。世界のどこに
 
おいても、迅速なオンサイト

サービスを提供します。
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■

■

■

■

         

   
■

■

■

■

The optimization of dresspack systems goes hand in hand with 

robot programming. Only perfectly coordinated robot move-

ments and the corresponding positioning of the dresspack 

ensure a maximum lifetime of the total system – you can rely on 

us. 

LEONI offers you one-stop robot programming and optimization 

and during the whole lifecycle of your system. If you decide on 

robot programming being conducted by your own staff we sup-

port and advise them on site. The optimization includes among 

others
■■ Optimization of the interference-free trajectory
■■ Adjustment of the ideal length of the tool components at 

junction 6 and of the interface at junction 3
■■ Improving position and relocation of support parts 
■■ Test protocol of the optimization including pictures 

Our warranty extends to newly installed spare parts only. 

In particular critical applications can require extraordinary 

solutions. In such ones we are happy to offer you application-

specific mounting and guiding systems.

Optimization of dresspack systems 
and trajectories*

ドレスパックシステムと動作軌道の
最適化*

* Project specific differences regarding the scope of work are possible * 作業の範囲はプロジェクトによって異なる場合があります。

ドレスパックシステムの最適化は、ロボットのプログ

ラミングと 連携しながら行います。 完全に統制され

たロボットの動作と
 
それに対応するドレスパックの位

置決めによってのみシステ
 
ム全体の寿命を最大化で

きます。そのすべての作業を当社に

 
お任せいただけま

す。

LEONI  は、ロボットのプログラミングと最適化を一手

に引き受 け、それをシステムのライフサイクル全体に

わたって行います。
 
お客様のスタッフがロボットのプ

ログラミングを行う場合、当
 
社はオンサイトでサポー

トとアドバイスを提供します。
 
最適化

 
には以下の作

業が含まれます。

 

衝突のない軌道の最適化 

第 6軸 のツール部品および第3軸  のインターフェース

の理想的な長さの調整 

支持部品の位置および転位の改善

 写真を含む最適化のテスト記録

特に重要な用途では、追加のソリューションが必要と

なること があります。 特定用途向けの取付および誘導

システムを別
 
途提供します。

瑕疵担保責任は、スペアパーツの新たな取付けとな

ります。 
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最終検査は、瑕疵担保責任の法的範囲 (国ごとに異な

る ) を確認するために必要です。 この作業により、お

客様のシス
 

テムが仕様どおりに稼働し、軌道に沿って

正しい位置および
 

機能を果たすことを確認します。

■

■

■

■

         

    

 

       

          

       

A final check is required to establish the basis for  LEONI’s war-

ranty / product liability (country-specific). With this additional 

service we confirm the installation as compliant to the custom-

ers’ specifications and its suitability for serial production. 

The final check includes among others
■■ Improving position and relocation of support parts  

if necessary 
■■ Adjustment of the ideal length of the components  

at junction 6 and of the interface at junction 3

If the system is found to be damaged or if further optimization 

appears necessary (e. g. special support parts) we provide a list 

of these changes with a view to ensuring the maximum service 

life of the system. 

In any event and subject to customer approval a copy of the 

robot program at the time is documented. To complete the test 

record photo documentation of the final check can be provided. 

 LEONI conducts this final check worldwide, on-site.

Final check* 最終検査*

* Project specific differences regarding the scope of work are possible * 作業の範囲はプロジェクトによって異なる場合があります。

最終検査には以下の作業が含まれます

支持部品の位置および転位の改善

第6軸のツール部品および第3軸のインターフェイ

スの理想的な長さの調整

システムが破損した場合や追加の最適化 (特別な支持部

品 の取り付けなど)  か必要になった場合は、システムの

理想的
 
な耐用年数を保証するために必要な変更のリス

トをお客様に
 
送付します。

また、いずれの場合も、お客様の便宜を図るため、ロ

ボットプ ログラムの最新のコピーを文書化して、お客

様に承認いただき
 
ます。

 
お客様には、テストの結果と

ともに最終検査の
 
写真記録をお渡しすることもできま

す。

 
この最終検査は世界

 
のどこにおいてもオンサイト

で実施します。
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 LEONI  は、ドレスパック専門の保守サポートを提供し

ていま す。  このサービスでは、性能の改善に結び付く

長期の観察に
 
基づく故障モードの分析やシステム監査

 

(TPM
 
指標などによ

 
る目標と実績の比較)

 
を行います 。 

これには保守ガイドライ
 

ンの作成も含まれます。
 

さら

に、LEONI

 

は、お客様へのサポ

 

ートとして、コンピュ

ータを使用した革新的な保守管理ツール

 

や

 

LEONI

 

のサ

ービス技術者による定期的な出張保守も提供

 

していま

す。

 

サービス技術者は、お客様の工場において継続

 
的

なサポートを行います。

 

そのため、最適化や摩耗の可

能性

 

を早期に指摘し、適切なスペアパーツの選択につ

いてアドバイ

 

スすることができます。

 

LEONI

 

のサービ

ス技術者は、お客様

 

による保守作業へのサポートとし

て緊急措置の必要性を指摘

 

し、コストを伴う生産停止

に至る前に絶好のタイミングで部

 

品を交換できるよう

にします。

 

これにより工場の稼働時間が

 

さらに増加す

るため、お客様にとって大きな利益となります。

 

LEONI

 

のサービス技術者の特徴は、特殊用途向けソリュ

ーシ

 

ョンの分野に関しても柔軟性と広範なノウハウを

備えているこ

 

とです。

        

     

       

       

       

         

     

    

      

        

       

         

       

        

        

       

       

 

 LEONI provides specialised dresspack maintenance support. 

This includes the analysis of failure-modes based on long-term 

observation as well as system audits (target-performance 

comparison of e. g. TPM measures) with resultant performance 

improvement to the customer. It also implies the creation of 

maintenance guidelines. Moreover  LEONI supports you with 

innovative, computer-aided maintenance management tools as 

well as routine maintenance visits conducted by the  LEONI ser-

vice technician. The service technician will support you at your 

plant on an ongoing basis. He will therefore be able to point 

out potentials for optimization and identify wear-and-tear at 

an early stage.  LEONI’s service technician will support your own 

maintenance work with advice on the correct spares and with 

additional pointers for urgent measures thereby ensuring the 

timely exchange of parts before costly production stoppages 

occur. This is a major benefit to our customers, whose plant 

uptime is thereby further increased. Flexibility and broad know-

how, also in the area involving solutions for special applications, 

are features that characterise the  LEONI service technician.

.

Maintenance “management”  
service*

保守メンテナンス管理*

* Project specific differences regarding the scope of work are possible * 作業の範囲はプロジェクトによって異なる場合があります。
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 LEONI  であれば、迅速で効果的な支援を確実に得るこ

とがで きます。  異常が発生したときには、当社が故障

した部品を交
 
換し、正常な部品を再利用して新しいシ

ステムを再構築しま
 
す。

 
さらに、当社ではシステムの

改修も請け負います。改修
 
とは、古いシステムを解体

して適切な方法で処分し、最先端

 

の手法を採り入れて

新しいシステムを設置することです。

 

これは、直接的

なコスト削減につながります。

       

      

      

        

      

          

   

製品寿命は幾つかの要因が影響します:製品個体の品

質だけではなく、現場エンジニアのスキルが影響をし

ます。私たちの技術コーチスタッフは100%の知識を確

実に伝えるため、貴社現場スタッフ自身でのドレスパ

ックの修理、変更と交換ができる様にトレーニングコ

ースを準備しております。

 

           

      

       

        

        

    

   

With LEONI, quick and effective help is secured. In the event of 

a breakdown we exchange broken parts, reuse functional com-

ponents to rebuild and re-integrate into new systems. Moreover 

the refurbishment, i.e. dismantling and proper disposal of the 

old system as well as the installation of a new system consider-

ing state of the art technique is taken care of by us. This results 

in direct cost savings for our customers.

Service life is influenced by a number of factors: it is directly 

affected not only by the quality of the components but also by 

the skills of the local service technician. Our specialised team 

of technical coaches works to ensure 100% knowledge transfer 

and offers on-site training courses for your personnel to ensure 

that they can carry out repairs, changes and replacements for 

dresspack components both independently and to a profes-

sional standard.

Repair and refurbishment  
of dresspack systems*

Training

 ドレスパックシステム
修理と更新*

* Project specific differences regarding the scope of work are possible * 作業の範囲はプロジェクトによって異なる場合があります。

トレーニング
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Conversion 

Conversion inch – centimeter  / インチ － センチ変換  

1 inch  = 2.54 cm

2 inch  = 5.08 cm

3 inch  = 7.62 cm

4 inch  = 10.16 cm

5 inch  = 12.70 cm

6 inch  = 15.24 cm

7 inch  = 17.78 cm

8 inch  = 20.32 cm

9 inch  = 22.86 cm

10 inch  = 25.40 cm

20 inch  = 50.80 cm

30 inch  = 76.20 cm

40 inch  = 101.60 cm

50 inch  = 127.00 cm

60 inch  = 152.40 cm

70 inch  = 177.80 cm

80 inch  = 203.20 cm

90 inch  = 228.60 cm

100 inch  = 254.00 cm

1000 inch  = 2540.00 cm

Conversion centimeter – inch / センチ － インチ変換

1 cm = 0.3937 inch  

2 cm = 0.7874 inch  

3 cm = 1.1811 inch  

4 cm = 1.5748 inch  

5 cm = 1.9685 inch  

6 cm = 2.3622 inch  

7 cm = 2.7559 inch  

8 cm = 3.1496 inch  

9 cm = 3.5433 inch  

10 cm = 3.9370 inch  

20 cm = 7.8740 inch  

30 cm = 11.8110 inch  

40 cm = 15.7480 inch  

50 cm = 19.6850 inch  

60 cm = 23.6220 inch  

70 cm = 27.5591 inch  

80 cm = 31.4961 inch  

90 cm = 35.4331 inch  

100 cm = 39.3701 inch  

1000 cm = 393.7008 inch  

Conversion Fahrenheit to Celsius / 華氏 - 摂氏 変換 F – 32 * 5 / 9 =℃

Conversion Celsius to Fahrenheit / 摂氏  - 華氏 変換 (℃ * 9 / 5) + 32 = F

℃ F ℃ F ℃ F ℃ F

–18 0 1 34 20 68 39 102

–17 1 2 36 21 70 40 104 

–16 3 3 37 22 72 41 106 

–15 5 4 39 23 73 42 108 

–14 7 5 41 24 75 43 109 

–13 9 6 43 25 77 44 111 

–12 10 7 45 26 79 45 113 

–11 12 8 46 27 81 46 115 

–10 14 9 48 28 82 47 117 

–9 16 10 50 29 84 48 118 

–8 18 11 52 30 86 49 120 

–7 19 12 54 31 88 50 122 

–6 21 13 55 32 90 51 124 

–5 23 14 57 33 91 52 126 

–4 25 15 59 34 93 53 127 

–3 27 16 61 35 95 54 129 

–2 28 17 63 36 97 55 131 

–1 30 18 64 37 99 56 133 

0 32 19 66 38 100 57 135 

Conversion     単位変換表

単位変換表
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The LEONI Group 
Intelligent solutions for energy and data management 

LEONI is a global provider of products, solutions and services 

for energy and data management in the automotive sector and 

other industries. The group of companies, listed on the German 

MDAX index, has more than 86,000 employees in 31 countries 

and generated consolidated sales of EUR 4.9 billion in 2017.

  

LEONI’s largest customer group comprises the global car, 

commercial vehicle and component supply industry. LEONI 

furthermore supplies products and services to these markets: 

data communication & networks, healthcare, process industry, 

transportation, energy & infrastructure, factory automation, ma-

chinery & sensors as well as marine. An integrated network for 

research & development, production as well as distribution and 

service gives customers the assurance of tailor-made support at 

more than 90 locations around the globe.  LEONI operates as a 

solutions provider with pronounced development and systems 

expertise.

Innovative solutions based on development and systems 

partnership 

Especially in the automotive industry,  LEONI offers substantial 

added value to motor vehicle manufacturers in both techno-

logical and commercial terms by being an innovation partner 

based on profound understanding of the overall system and by 

being involved in the early stages of development. In addition 

to standard and special cables as well as custom-developed wir-

ing systems and related components, the Company’s offering 

also includes software solutions and such services as architec-

ture design and simulation.  LEONI concentrates its automotive 

research and development work on the sector’s major trends 

such as electromobility, autonomous driving and connectivity – 

enhanced by lightweight construction solutions, multi-voltage 

and function integration, but also by logistics and engineering 

expertise.

Digital transformation thanks to intelligent products  

and smart services 

 LEONI pursues the aim of becoming a leading solutions provider 

of intelligent systems for the megatrends of energy transmission 

and data management. To achieve this, the Company’s offering 

will in the future also include intelligent cables, cable systems 

and components – which is gaining importance particularly 

in the wake of digitalization and the development of fail-safe 

systems with a high level of connectivity. The Company is con-

sequently enhancing its know-how in such fields as electronics, 

sensor technology and big data, and provides such customised 

smart services as predictive maintenance and error analyses. 

The digital transformation within  LEONI manifests itself in digi-

tal processes and software expertise, which is used, for instance, 

to implement more automated production. Together with inter-

national customer networks and strategic partnerships, this is 

creating new, digital business models – individually tailored to 

customers’ requirements.

For further information, please visit www.leoni.com

http://www.leoni-factory-automation.com
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 LEONIは自動車分野やその他産業分野で電力及びデータ

マネジメントの製品、ソリューション及びサービスを

提供するグリーバル企業です。
 
グループ会社はドイツ

MDAXインデックスに記載され、86,000人以上の従業 員

を31か国に展開し、2017年度には約6,400億円の売上

げを記録しています 。

       
        

LEONIの最大の顧客市場は世界の乗用車及び商用車と

その部品供給産業です。さらにデータ通信＆ネットワ

ーク、ヘルスケア、プロセスオートメーション、交通

、電力＆

 
       

      

インフラ設備、ファクトリーオートメーショ

ン、機械＆センサー及び海洋分野に至るまで幅広く製

品を提供しています。

       
      

      
      

         
       

       
         

         
     

      
      
        

       
        

         
         

         
      

    

  

 

 

 

 

 

 

Intelligente Lösungen für das Energie- und Daten management 

 

       

 

 

 

        

        

        

      

        

         

     

         

        

        

     

      

      

    

 さらなる情報は  www.leoni.comをご覧下さい

LEONIグループ

標準および特殊ケーブル、特注の配線システムおよび

関連部品に加えて、私たちの製品には、ソフトウェア

ソリューションや構造設計やシミュレーションなどの

サービスも含まれます。

 
LEONIは、自動車の研究開発

、物流、エンジニアリングの専門知識を、業界の主要

動向である、電気自動車、自動運転と接続、軽量設計

ソリューションの強化、多種電圧と機能の統合に集中

しています。

インテリジェント製品とスマートサービスによるデジ

タル変換

LEONIは、電力伝送とデータ管理のメガトレンドに向

けたインテリジェントシステムを提供するリーディン

グカンパニーとなる事を目標としています。

   
        

      
        
       

       
        

      
      
       

       
      

      
      

      
  

これを実

現するため、将来的にデジタル化と高レベルの接続性

を備えたフェールセー

 

フシステムの開発において特に

重要になるインテリジェントケーブル、ケーブル シス

テム、構成部品を提案していきます。 その結果、エレ

クトロニクス 、センサー技術、ビッグデ ータなどの

分野でノウハウを強化し、予兆保守やエラー分析など

のカスタマイズされたスマートサービスを提供を実現

しています。

 

LEONI 内のデジタル改変は、デジ

 

タルプロセスとソフ

トウェアの

 

専門知識を実例として使用され、さらに自

動化設備に実装される事で更に明らかになっていきま

す。世界的な顧客ネットワークと戦略的なパートナシ

ップを結ぶ、顧客毎に要求仕様を実現することで新た

なデジタル化のビジネスモデルを構築し続けていきま

す。

        
      

      
        

      
     

        
     

       
        

       
      

       
         

        
        

         
      

        
        

      
       

        
        

      
      

       
      

      

研究開発、生産、流通およびサービスのための統合ネ

ットワークにより、世界90拠点以上の場所で顧客合わ

せた最適なサポートを保証します。

 

LEONIは、著しい

開発とシステムの専門知識を持ち合わせたソリューシ

ョンプロバイダーとして機能しています。

システム開発とパートナーシップに基いた革新的な

ソリューション

特に自動車業界では、LEONIは、システム全体の深い

理 解に基づくイノベーションパートナーであると共に

、 業界に携わり、開発の初期段階から関わることによ

っ て、技術的にも商業的にも自動車メーカーに大きな

付 加価値を提供します。

 

http://www.leoni-factory-automation.com
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USA

Germany   

   
China

Japan
   

Turkey  

South Africa   

India   

France  

Italy  
Spain  

BeNeLux

Brazil   

Mexico  

 LEONI
 パートナー会社 

Canada  

Singapore
   

Poland  

Argentina   

Colombia / Kolumbien

Russia  

Thailand

Malaysia

Czech Republic
   

Robotics expertise worldwide /世界の拠点(ロボット事業) 

Germany / ドイツ

LEONI elocab GmbH

LEONI protec cable systems GmbH

France / フランス

LEONI CIA Cable Systems S.A.S.

Great Britain / 英国

LEONI Tailor-Made Cable UK Ltd.

Spain / スペイン 

LEONI Systems Spain, S.L.

Czech Republic / チェコ

neumatic cz, s.r.o.

Canada / カナダ

LEONI Elocab Ltd.

USA / アメリカ

LEONI Engineering Products & Services, Inc.

India / インド

LEONI Cable Solutions (India) Private Limited

China / 中国

LEONI Cable (China) Co., Ltd. 

Japan / 日本 
LEONI Wire & Cable Solutions Japan K.K.

Singapore / シンガポール

LEONI (SEA) Pte. Ltd.

South Korea / 韓国

LEONI Wiring Systems Korea, Inc.

世界各国のパートナー会社: 
www.leoni-factory-automation.com

You can find the contact details of our international  

partners on www.leoni-factory-automation.com

LEONI Industrial Solutions – Competence Centers / サポート拠点

Germany

South Korea

http://www.leoni-factory-automation.com
http://www.leoni-factory-automation.com
http://www.leoni-factory-automation.com
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Singapore /  
Singapur

 LEONI Wire & Cable Solutions Japan株式会社

〒465-0051

愛知県名古屋市名東区社が丘2-１１１８ 

Your contact / おお問問合合せせ先先

電 話  : 052-364-9515

F A X   : 052-364-9526

  メール : info.japan@leoni.com 

株式会社イリス（ロボティクス製品日本総代理店）
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-12-18 イリスビル
Tel. : 03-3443-4143
Fax : 03-3443-7511
www.irisu.jp

http://www.leoni-factory-automation.com
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