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強靭×軽量×耐久性
DURA-LITE™ コンポジット（複合材質） 軽量吊り天秤

＜クレーン側 1点吊り＞

■標準品

＜クレーン側 2点吊り＞＜クレーン側 1点吊り（調整式）＞

●高強度で軽量　●耐腐食性　●電気絶縁性　●全数の荷重テスト証明書付　●標準容量0.25～3トン
●驚くほどの強靭さと耐衝撃性　●特注品も対応可能

■主な取り扱いブランド&製品

■RUD
・スリングチェーン
 （ICE-G120、VIP-G100）

■RUD TECDOS
・リンクチェーン動力システム
・ツールムーバー

■RUD
・リフティングポイント
 （ボルト式、溶接式）

■Eilon
・ロードセル（荷重測定器）

■SpanSet
・繊維スリング
・エッジプロテクション

■Axzion他
・風力発電用リフティングツール

■elebia
・無線オート開閉フック ・特殊環境対応製品（防錆,防爆）

・ステンレス、FRP製品

■cromox, elebia, Caldwell

■資料請求・お問合せは… 取扱代理店

■ホームページ
https://www.rud.co.jp/

「株式会社ルッドリフティングジャパン」
Facebook公式ページもご覧ください。

QRコード読込
または、クリックで
「ブランドページ」
をご覧頂けます

★QRコード読込、または、クリックで「webカタログ」をご覧頂けます。

https://www.rud.co.jp/caldwell/
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/rud/lifting_16p_e21J.pdf
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/rud/slingchain-e2.pdf
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/rud/tecdos.pdf
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/spanset/spanset_edition_3.pdf
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/elebia/elebia_hook.pdf
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/cromox/cromox_edtion_1.pdf
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/axzion/axzion_lifting.pdf
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/eilon/Eilon-4p.pdf
https://www.rud.co.jp/
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■ワルダー社製
クロモックス ステンレスチェーンシリーズ

ROVフックは、軍用、レスキュー用など水中での作業で
用いられているROV（遠隔操作型無人潜水機）のアーム
搭載機向けに全く新しい構造で開発されました。

TECDOSリンクチェーン動力システムは、
荷を安全かつ確実に旋回、持ち上げ、移動、または回転させる必要がある、多くの作業に適応出来ます。
他の動力システムと比べ、耐腐食性、耐候性、耐摩耗性、耐久性に非常に優れています。
RUD社では、お客様の作業内容に応じて、オーダーメイドでシステムを設計致します。

他の動力システム例：　
●ラックアンドピニオン
●ワイヤロープ
●油圧 など

ルッド「リフティングポイント」や「スリングチェーン」を
併せて採用することでシステムをスリム化できます

ワイヤでラッチの開放も可能シンプルなロックシステム

水中の吊り作業をより効率的に! あらゆる荷の搬送に!  耐久性に最も優れた動力システム！

VCH 12.5 t
●弊社VIP-VVS,VV-GSCHに対応

国際規格コンテナのコーナーホールに対応
SLタイプは特許取得のロックボタン式で、取付け時に自動的にロックがかかり外れにくい構造です。取り外しはロックボタンを押すと外れます。

※吊り天秤が必要です。

使用範囲
30-60°
使用荷重
12.5t

使用荷重
10t

使用荷重
20t

使用荷重
・10t
・25t

使用範囲
30-60°

使用範囲
0-40°

30-60°
30-60°

30-60°
30-60°

0-40°0-40°

360°回転ボルト式

■ルッド社製
イノックススター（ステンレス・スターポイント）

●高強度・高耐食二相ステンレス鋼
　（JIS G3463 SUS329J3LTB,DIN1.4462相当）
●従来、孔食に強いとされているSUS316,SUS317よりも
優れた耐孔食性、耐すきま腐食性

●常温における耐力はSUS304,SUS316の約2倍
●100%磁気探傷試験済み（鍛造製造品）
●リング内側磨耗限界表示ノッチ入り（特許取得）
●機械指令2006/42/EGに適合
●使用現場：海中、沿岸部、半導体製造業、原子力、屋外設置等

錆に強い二相ステンレス鋼使用

ROV潜水機専用フック　ROVフック

VIP セルフロック・コンテナフック　VCH （ISO規格安全率4倍）

ステンレス製リフティングポイント・チェーンスリング

TECDOS（テクドス）　リンクチェーン動力システム

TECDOS オメガドライブ

用途例

垂直方向
用途に応じて、
ドライブユニットの多重配置も
可能（2、3、4基）

複数点持ち上げ
用途に応じて、
ドライブユニットの多重配置も
可能（3～4基）

水平方向
用途に応じて、
ドライブユニットの多重配置も
可能（3～4基）

QRコード読込
または、クリックで
「ブランドページ」
をご覧頂けます

用途例

TECDOS パイ/ガンマドライブ

VCH-K16(10t)
●弊社VIPチェーン16mmと接続

VCH-SL22(20t)
●弊社VIPチェーン22mmと接続

QRコード読込
または、クリックで
「動画」を
ご覧頂けます

インサート

特長
●細かな調整が可能
●取付が簡単な設計
●スリムで低振動
●他の動力システムとは異なり、導入が容易
●TECDOSラウンドリンクチェーン用で、特別に
設計したチェーンガイドによりスムーズに可動
●製品の分解が簡単でメンテナンスが容易

＜固定：回転＞
約350°の回転可能
（オメガドライブを固定）

＜移動：回転＞
約350°まで移動可能
（オメガドライブが移動）

＜ドライブ移動：直線＞
最大12m/分の速度で移動可能
（オメガドライブが移動）

＜ドライブ固定：直線＞
最大12m/分の速度で移動可能
（オメガドライブを固定）

特長
●180°稼働可能（インサート*装着時）
●90°～180°稼働可能（インサート*未装着）
●複数点を同時吊上げ可能
　（ドライブユニット多重配置）
●高耐久性、静寂性、信頼と安全
●コンパクトかつ高い使用荷重
●亜鉛メッキ処理
●他の動力システムと異なり、
TECDOSドライブシステムは導入が容易

QRコード読込
または、クリックで
「製品カタログ」
をご覧頂けます

https://www.rud.co.jp/rud/tecdos/
https://youtu.be/LP9ATqMLrq4
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/rud/ROVhook_e2.pdf
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特徴：
CM5塗装
　AISI規格対応

最適な分野：
海洋環境
用途：
洋上風力発電、
海上クレーン、ブイ

特徴：
オフショア用規格
　DNV2.22取得済

最適な分野：
オフショア
用途：
洋上風力発電、
海上クレーン

特徴：
IECEx規格ゾーン1、21対応
EU指令94/9/EC、
国際規格IECEx 準拠
ATEX: Ⅱ2GD ゾーン1、21
EU指令99/92/EC 準拠
最適な分野：
爆発の危険性がある雰囲気
用途：
オイル、ガス、鉱業、化学

1
磁石で吊り具を引き寄せ…

2
フックを引っかけ…

3
そして、吊上げ

無線オート開閉フック　evoシリーズ

無線オートリリースハッカー　C4

使用荷重：2t～20t

●複数のフックを同時操作可能
●荷重下では吊り荷が開放されないフェイルセーフ設計
●ロードセル機能（オプション）多機能リモコン

海洋環境オプション

遠隔操作で玉掛け作業が可能 無線で遠隔玉掛け・玉外し

遠隔操作で玉外し作業が可能
パイプ、鋼板、H鋼の搬入搬出作業に最適です
■仕様
型名：C4
使用荷重：4t

■特長：
●カラーのLEDで作業状況が確認できます
●安全・省力化・無人化を実現
●荷重下では吊り荷が開放されないフェイルセーフ設計

大口径オートフック　NEOシリーズ

海洋 船舶（DNV） 防爆（ATEX/IECEx）
新特許技術のエレビアは、遠隔操作で吊り荷の
搬入出作業を行う事が出来ます。ワイヤーロー
プ、チェーンスリング、マスターリンク、繊維スリ
ング、フレコンバックなど様々な吊り具に対応し
ます。エレビアフックシステムは高い安全性と
生産性を両立させます。

ロードセル機能で荷重を表示
（オプション） フェイルセーフ設計（安全設計）

不意な操作により吊り荷が落下する
事のないフェイルセーフ原則の下で
設計されています。

負荷が定位置に達すると、
接触センサーが検出し、
NEOが自動的に閉じます。

ベアリング入りスイベル

手動操作ボタン
位置エンコーダー

大容量バッテリー

オートクローズセンサー
（オプション）

高輝度LEDインジケーター
（オプション）

NEO16(20)/ NEO16s(20s)

■緑：ロック解除／リリース
■赤：吊り上げ禁止！
■青：ロック／吊り上げ
□白：バッテリー残量（少）

レーザーポインターボタン
大容量バッテリー

常時オン / 省電力 モードボタン

位置エンコーダー

ロードセル（オプション）

手動操作ボタン

レーザーポインター
（オプション）
手動オーバーライド
オートクローズセンサー
トリガー

高輝度LEDインジケーター

NEO40(50)/ NEO80(100)

■緑：ロック解除／リリース
■赤：吊り上げ禁止！
■青：ロック／吊り上げ
□白：バッテリー残量（少）

フェイルセーフ設計
（安全設計）

水中オートフック

●詳しくはお問い合わせください。

基板とバッテリーが入っ
たシリンダーには、アンテ
ナとフックの状態を知ら
せるLEDが付属してお
り、水中から出す。水中
フックには有線で接続。

フックは海洋オプション仕様。
モーターは絶縁、密閉されている。

オートフックとシリンダーを繋ぐ
通信ケーブルは30ｍ/100ft.

QRコード読込
または、クリックで
「動画」を
ご覧頂けます

QRコード読込
または、クリックで
「動画」を
ご覧頂けます

QRコード読込
または、クリックで
「動画」を
ご覧頂けます

NEW
遠隔操作で
水中リリース

※作業イメージ

遠隔からのリモコン操作で、
テトラポット等の水中リリースが可能

QRコード読込
または、クリックで
「ブランドページ」
をご覧頂けます

QRコード読込
または、クリックで
「ブランドページ」
をご覧頂けます

https://www.rud.co.jp/elebia/
https://www.rud.co.jp/elebia/
https://youtu.be/LOWVWY249bA
https://youtu.be/2XEL8_rhjl4
https://youtu.be/cuTdvhiYbL0


6 7

最大450tを１本で吊る
高強度材料を使用し、従来品よりも自重、幅が約50％に！
■マグナムX

■マグナムX
●スリーブに縫い目を作らない特殊製法により、コンパクトな
仕上がりを実現。 クレーンフックにスリングが重なる事を防ぐ

●10トン～450トンの豊富なラインナップ
●折り長さ30mまで製作可能
●使用荷重が一目でわかるラベル付
●RFIDチップ搭載

■マグナムX ショート
●0.375m～2mまでの短いサイズ展開
●10トン～30トンを標準ラインナップ
●大型の金型吊りに最適

■パワースターCS（4枚重ねタイプ）
●10トン（150mm幅）～20トン（300mm幅）
●1層、2層と比べ高い耐久性を誇り、より細いスリング幅を実現しました。
●吊り荷の下を通す、またはスリングを通すことの出来る幅が限られているなど、
取付けスペースが制限された重量物に最適な製品です。

●使用荷重表記を縫い付け
●保護チューブによりラベルの摩耗、汚れを阻止
●オプションでRFIDタグを取付け

特長
●軽量かつコンパクト設計で天井の低い室内でも使用が可能
●航空宇宙グレード鋼を使用、衝撃吸収設計で頑丈なデザイン
●取付穴を90°オフセットすることにより、
ロードセルに対する曲げ荷重を軽減し、安全性と精度が向上

●精度：フルスケールの±0.1％
●安全率：５以上
●0.5t～300tまで幅広いラインナップ
●バッテリー寿命：アルカリ電池使用で2000時間
（オプションで4000時間までアップグレード可能） 
●優れた製造技術による納期の短縮
●保証期間：5年間
●信頼できるデータ転送システムで常に正確な荷重監視
●安全性：40年間、世界中の企業に採用され続ける実績
●無料アプリを使ってスマートフォンやタブレット、PCで
複数台のロードセルの荷重監視可能

■マグナムX ショート

従来品（右）
との比較

エッジプロテクション
■ノーカットシリーズ
　（パッド・スリーブ・バンパー）

超軽量繊維スリング　「マグナムX」シリーズ 超小型ロードセル （無線式／有線式）

ボートスリング（4層重量物用ベルトスリング）

「洋上風力発電設備」工事用吊り具 各種

エッジプロテクション（オプション）

超小型・高性能で
使用範囲や用途が拡がり、
現場の安全性と
作業効率がUP。

自重
約60%
ダウン

他社従来品との比較
Ron 2501-S 他社

全高
約30%
ダウン

 90°
オフセット
（取付穴角度）

 360°
全方向電波受信
（無線式）

12.5t用
12t用

高品質 　　　　　　™
キャリーケース（別売）

PELICAN

QRコード読込
または、クリックで
「製品ページ」を
ご覧頂けます

QRコード読込
または、クリックで
「製品ページ」を
ご覧頂けます

QRコード読込
または、クリックで
「製品カタログ」
をご覧頂けます

QRコード読込
または、クリックで
「ブランドページ」
をご覧頂けます

両端シャックルタイプ 先端フックタイプ

https://www.rud.co.jp/spanset/sling/magnum-x.html
https://www.rud.co.jp/spanset/sling/heavy-belt-sling.html
https://www.rud.co.jp/common/pdf/catalog/axzion/axzion_lifting.pdf
https://www.rud.co.jp/eilon/



