
POLYURETHANE
設計資料

高機能・高精密・高品質

V856-E

2015年10月改訂

信頼の結束

高機能高機能

高精密高精密 高品質高品質



取り扱いを誤ったときに、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

取り扱いを誤ったときに、使用者が死亡または重傷を負う損害・危険が生じることが想定される場合。

かつ損害・危険の発生の可能性が高い場合。
取り扱いを誤ったときに、使用者が死亡または重傷を負う損害・危険が生じることが想定され、
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　製品のご使用に際しては、カタログ、設計資料などをよくお読みいただくと共に、以下の項目について十分注意を払い、正しい取り扱いをしていただくようお願い
します。なお、それぞれの項目の安全に対する影響度は、次のように区分しています。

内　容　の　基　準

ウレタンベルトを安全にお使いいただくために

と区分

＊ご使用の前に必ずお読みください
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ベルトの切断によって装置が空転、自走又は停止する場合は、必ず安全装置を別途設けてください。使用者が死亡又は重傷を負う高い可能性があります。
ベルトを吊り具、牽引具として使用しないでください。ベルトが切断し、対象物の落下や追突により、使用者が死亡又は重傷を負う高い可能性があります。
ベルト伝動装置で静電気が発生する場合は、静電防止タイプのベルトを使用し、装置側に除電機構を設けてください。静電気による火災や誤動作により、使
用者が死亡又は重傷を負う恐れがあります。
ベルトは絶縁体として使用しないでください。絶縁体として使用された場合、使用者が感電等により傷害を負う恐れがあります。ベルトの絶縁特性は種類によ
り異なりますので弊社にお問い合わせください。
ベルトが直接食品に触れる場合には、食品衛生法に適合したベルトを使用してください。食品衛生法に合致しないベルトを使用した場合、食品にベルトのオ
イル等の有害物が移行し、食品を食べた最終顧客が傷害を負う恐れがあります。
ベルトには、追加工をしないでください。ベルトの品質、性能を損ない、使用者が傷害を負う恐れがあります。

当カタログの製品は、ポリウレタンエラストマを主材料としています。ベルト使用中のトラブルを防止する上でも各々の特性、物性の使用範囲内でご使用くださ
い。ベルトが早期破損し、使用者が傷害を負う恐れがあります。
各ベルトのカタログ、設計資料などに記載されている「適用範囲」外では使用しないでください。ベルトが早期破損し、使用者が傷害を負う恐れがあります。
水、油、化学薬品、ペイント、粉塵などがベルトやプーリに付着すると、伝達力の低下や早期破損の原因となり、また、使用者が傷害を負う恐れがあります。
歯付ベルトは高速回転では騒音が大きくなることがあります。その場合は、防音カバーを設置してください。

ベルト、プーリを含めた回転部分には必ず安全カバーをしてください。使用者の髪や手袋、衣服などがベルト・プーリに巻きこまれ、死亡又は重傷を負う高い
可能性があります。また、ベルトの折損、プーリの破損が発生した場合、飛び出した破片で使用者が怪我をする高い可能性があります。
プーリアライメントはカタログなどに記載の平行度・偏心度の値に調整してください。アライメントに狂いがあると、ベルトの早期破損やフランジ脱落の原因と
なり、使用者が傷害を負う恐れがあります。
ベルトに張力の掛かった状態でナイフ、ハサミなどで切断しないでください。ベルトが弾けて使用者が傷害を負う恐れがあります。
ベルトが正しくプーリ溝に入っているか、確認のうえ使用してください。ベルトが正しくプーリ溝に入っていない場合、ベルトの早期破損の原因となり、使用者が
傷害を負う恐れがあります。
回転停止直後はベルトおよびプーリがかなり高温となっている場合があります。使用者が傷害を負う恐れがありますので、ベルトおよびプーリが冷えるまで手
を触れないでください。
ベルトの取付張力はカタログ、設計資料などの適正な張力を示すデータに従ってください。不適切な張力はベルトの早期破損や軸破損の原因となります。
プーリに追加工して使用されるときは、次の事項を実施してください。実施しない場合、ベルトやプーリの破損又は使用者の負傷の原因となります。
1) 加工部分のバリ、鋭角の除去。
2) 加工後の寸法精度の確保。
3) 加工後のプーリ強度の確保。
プーリにフランジを組み付けるときは、プーリ本体とフランジのはめ合い部に異物がないことを確認し、かしめなどによりフランジにガタのないよう固定してく
ださい。不適切な固定はフランジ外れの原因となります。

ベルトの保守、点検、交換作業は、以下の項目を守ってください。守られない場合、使用者が巻き込まれて死亡又は重傷を負う高い可能性があります。
1) 必ずスイッチを切り、ベルト・プーリが完全に停止してから行ってください。
2) ベルトを取り外すことにより機械が動き出す恐れがある場合は、予め機械を固定してから作業を行ってください。
3) 作業中に不慮にスイッチが入らないようにしてください。
ベルトまたはプーリを交換する場合、使用されていたものと同等の品種のものを使用ください。品種が異なると早期破損の原因となり、使用者が傷害を負う恐
れがあります。
ベルトの交換はベルト張力を弛めてから行ってください。無理にフランジを乗り越えさせたり、ドライバなどでこじ入れると早期破損の原因となります。
多本掛けの場合は必ずすべてのベルトを同時に交換してください。ベルトの早期破損の原因となり、使用者が傷害を負う恐れがあります。

重量のあるベルトは、倒れたり、転がらないよう適切な治具やストッパを用いて保管ください。重量のあるベルトが倒れたり、転がると、使用者が挟まれて死
亡又は重傷を負う恐れがあります。
重量のあるベルトやプーリを運搬、取り扱うときは、重量に適した運搬器具、装置などを使用してください。手で持ち上げると腰などを痛めることがあります。
ベルトを無理に折り曲げたり、重量物を上に置いて輸送または保管しないでください。ベルトに癖や傷がついて早期破損の原因となり、使用者が傷害を負う
恐れがあります。
ベルトは温度-10℃～40℃の湿度の低い場所に保管してください。また、保管中ベルトに直射日光が当たらないようにしてください。ベルトの収縮又は弛緩に
より、適切に取り付けることができない場合があります。

密閉された空間でベルトを燃やさないでください。有害なガスが発生し、中毒により死亡又は重傷を負う恐れがあります。
開放された空間であっても、ベルトを燃やさないでください。有害なガスが発生し、中毒を起こし傷害を負う恐れがあります。
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1.特性編
ポリウレタン製品の特性
ポリウレタン製品の製品体系
ポリマックス®

リブスター®ベルトU
ミシンベルトMB
特殊形状製品
スリーブロール
プレンロープ



ポリウレタン製品の特性

JIS K6262

A80° A85° A90°

k

k

k

※ 摩 耗 減 量

※荷重9.8N(H-18)テーバー摩耗試験機使用、
その他はJIS K6264-2による

JIS K6268
JIS K6253
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6252
JIS K6273

・ポリウレタンは、一般ゴムに比べて次のような特性があります
　耐摩耗性　耐油性　耐オゾン性　耐引裂強度
　振動吸収性　高硬度　高弾性　高接着性
・乾燥環境で一般的に80℃までの使用に耐えることができます
・湿熱環境の場合、加水分解を起こすことがあります。温湯、蒸気などを避けてください
・酸、アルカリ、溶剤などに対し弱い物質なのでご注意下さい。

クロロプレンゴム

表1 表2

図1 図2

図3 図4
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●ポリマックス® → ページ 7

●リブスター®ベルトU → ページ11

●ミシンベルトMB → ページ13

●特殊形状製品 → ページ15

●スリーブロール → ページ16

ポリウレタン製品の製品体系

■注型タイプ ■押出タイプ（プレンロープ）

●押出タイプ〈プレンロープ〉（熱可塑性）

タイミングベルトU リブスター®ベルト-U

ポリマックス® ミシンベルトMB

ページ14
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ベルト角度を60°系の広角度とすることで、ベルトとプ
ーリ側壁面の垂直圧力［FN］を小さく抑えています。こ
れにより、①ベルトの変形が少なく、心線への力が均
一になる②ベルト、プーリ共に摩耗が減少するなどの
特長が生まれます。

配列

背面コグ

背面コグ

ポリマックス®

材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。

が高く、

ポリマックス®

の高い

空気温調ファン

●脈動負荷の激しい機械（ピークトルクの急激な変動がある機械）
　ベルトのスリップによる発熱で、ベルトが融解することがあります。
●ベルトに水や油のかかる伝動装置
　ベルトの摩擦係数が著しく低下し、スリップの原因となります。
●酸、アルカリあるいは水蒸気のある環境下での運転
　ポリウレタンエラストマが加水分解を起こします。

ポリマックス®

＜

＜ ＜

＞

＜

＜ ＜

＞

図5

表3
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（シングルタイプ）

ベルトの外周交差

＞＜

＞
＜

■標準ベルトサイズ
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±３.８
±５.１
±６.４
±７.６
±８.９

19～22

背面コグ

（マルチタイプ）

材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。

が高く

P P

表7

表8 表9

＞＜

＞＜

＞
＜

＞＜

＞＜

＞
＜

■マルチポリマックス®
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max

2 . 42
2 . 33
3 . 90
3 . 74
3 . 60
6 . 15
5 . 90
9 . 70
9 . 31

4 . 15
4 . 16
5 . 71
5 . 75
5 . 79
10 . 20
10 . 25
15 . 10
15 . 19

17～ 23以下
23＜

26 .5～ 32以下
32～ 67以下

67＜
42 .5～ 76以下

76＜
67～ 117以下

117＜

●プーリ軸に対し、溝角度の中心線がなす角度は 90°±0.5°としてください。

表10

表11

図6

＞

＜

＞＞

＞＜

＞＜

＞
＜

＞＜ ＞＜ ＞＜

＞
＜

＞
＜ ＜

＜ ＜

So SgSo

hg

＞
＜

hg

外
径

外
径

外
径
＋
2
K

K

So

＜
r

＜
r

bg

α

バリなきこと

d

3.2

3.2

＞＞

＞＜ ＞
＜

bg

α

バリなきこと

3.2

3.2

■プーリ溝寸法
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背面コグ

背面コグ

●JT形、HB形および表以外のリブ数をご希望のときは当社までお問い合わせください。

リブ高さ
リブ底～背面厚み

リ ブ 数 × リ ブ ピ ッ チ

心線

リブ本体

リブスター®ベルトU

材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。
また、放熱効果もあります。

12 15

表12

表13

表14

図7

リブスター®ベルトU

＞＜

＞
＜

＞＜

＞
＜

＞
＜

＞
＜

＞
＜

＞
＜

＞
＜

＞
＜

■標準ベルトサイズ
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図8

表15

外
径外
径

3.2

3.
2α±0.5°

C.P±0.02

＞

＜
＞＞＜ ＜

＞＞

＜

＜

＜＜

(C.P)リブ溝ピッチ (H)リブ溝深さ (α)リブ溝角度（°） (TR)リブ先丸み部の半径
Min.
Min.
Min.

(BR)リブ底丸み部の半径 (f)プーリ端部に最も近い溝中心から
プーリ端部までの距離
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小型

富んだ

少なく

摩擦
●心線　  伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。
●芯ゴム　材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。

心線

芯ゴム

表16

表17

表18
図9

ミシンベルトMB
＞

＜

＞＜

＜ ＜

＜＜

＞＜

■構造
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（図11）

（図12）

（図13）

（図14）

（図15）

JIS K6268
JIS K6253
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6251
JIS K6252 kN/m

食品衛生法にも適合しております。

ポリウレタンのみで構成されており、簡単な熱溶着で、
押し出しタイプのウレタンベルトには、

表19 図10

表20

表21

表22

表23

表24

図11

図12

図13

図14

図15

プレンロープ

＞

＜

＞＜

＞
＜

＞ ＜

＞＜

＞
＜

＜ ＜

＞

＞

＞

＜

＞
＜

＞
＜

＞ ＜

＞ ＜

＞＜

＞ ＜

＞
＜

■外観写真
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さまざまな特殊形状製品

1. ベルト背面に様々な形状の突起をつけることが出来ます。
　特殊金型※を使用することにより、搬送物に最適な形状の突起をベルト背面に取り付けることが出来ます。
後加工、二次加工なしでできる為、納期短縮、コスト低減に役立ちます。
2. 複合機能を持たせることができます。
　伝動機能だけでなく、特殊形状を利用して、搬送、位置決め等複合機能を持たせることができます。
3. 突起剥離に強い。
　一体成形することにより、突起が剥がれにくくなっています。
4. ご希望の色に着色が可能です。
　着色可能なウレタンを使用しておりますので、ご希望に応じて着色することが出来ます。
5. 大量のご注文にも対応出来ます。
　金型で成形しますので、大量のご注文にも対応が可能です。

　※別途金型が必要となります。

特殊形状製品
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1

2

3

4

（mm）
（mm）

オーダー仕様については、

表25

図17

図16

スリーブロール
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2.設計編
ポリマックス® 設計手順
 設計計算例
 基準伝動容量表
 参考資料

リブスター®ベルトU 設計手順
 JBT基準伝動容量表

ミシンベルトMB 設計手順

プレンロープ 設計手順
 エンドレス作業手順



設計に必要な条件を
定めてください。

設計手順

1

ベルト耐久時間を
選定してください。

設計手順

2

ベルト形を
選定してください。

設計手順

4

設計動力を
求めてください。

設計手順

3

設計手順

使用環境（低温、油、水、ごみ）
高温、酸、アルカリでの使用は避けてください。

g

時間
時間
時間

求め方

③で求めた
（図18）からベルト形を選んでください。

表26

表27
表27

図18

伝動

19

2
設計編

ポリマックス®



大小プーリ、標準ベルト、
軸間距離を決定してください。

設計手順

5

軸間距離調整代を
確認してください。

設計手順

7

ベルト掛け本数を
定めてください。

設計手順

6

nd
nD

nd
nD

②選定された標準ベルトの

②で選定された
基準

伝動容量を

接触各補正係数を

表28

表29

表29）

8, 表５）

23～26）

図19から

図19

表30

図20

表28

20
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ポリマックス®



19、 表27）

19 18

：

③
①

①-aの機械種類・稼働形態より、

空調機械（業務用）
（ページ20、表29）

8

20, 表28

設計に必要な条件を
定めてください。

設計手順

1

ベルト耐久時間を
選定してください。

設計手順

2

ベルト形を
選定してください。

設計手順

4

大小プーリ、標準ベルト、
軸間距離を決定してください。

設計手順

5

設計動力を
求めてください。

設計手順

3

設計計算例

21
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20 19

24 33

ベルト呼称

表31

20 30

軸間距離調整代を
確認してください。

設計手順

7ベルト掛け本数を
定めてください。

設計手順

6

22
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3M 基準伝動容量表

（単位：kW）

（単位：kW）

（単位：kW）

表32

23
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5M 基準伝動容量表

（単位：kW）

（単位：kW）

（単位：kW）

表33

24
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7M 基準伝動容量表

（単位：kW）

（単位：kW）

（単位：kW）

表34

25
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11M 基準伝動容量表

（単位：kW）

表35

（単位：kW）

（単位：kW）

26
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参考資料　設計及び使用上の留意事項

ベルトの
張りについて

参考資料

A ベルト取り扱い
使用上の注意事項

参考資料

C

アイドラ
プーリの使用

参考資料

B

シングルポリマックス®の場合
1.12×106Pd

2.5

0 . 4

0 . 8

1. 4

1. 8

シングルタイプを多本掛けする場合は、マッチ
ドセットベルトを推奨します。マッチドセットの
場合のセット差は次の通りです。なお、ベルト長
さの不揃いなベルトを使用すると耐久力が減少
します。
ご注意ください。

●多本掛けの場合は、マルチタイプを推奨しま
す。
●シングルタイプを多本掛けする場合は、マッ
チドセットを推奨します。

●ポリマックス®の使用温度は-40℃～+80℃と
してください。

nd

・多本掛けの場合は、マルチタイプを推奨します。

20 19

ポリマックス®

（図21）

マルチポリマックス®の場合
ポリマックス®

（図22）

ポリマックス®

荷重

ポリマックス®

●プーリ軸の平行度および偏心度が正確でないと、ベルトの寿命
が著しく低下しますので、プーリのミスアライメント（図23のθ）
は1/3°以下でご使用下さい。

図21

表36

表37

図22
図23

＞

＜

＜

＜

＜

＜

＜＜

＜

＜

摩擦

摩擦

27
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設計手順

設計に必要な条件を
定めてください。

設計手順

1 設計動力を
求めてください。

設計手順

2

表38

表38

28

2
設計編

リブスター®ベルトU



ベルトのリブ数を
決定してください。

設計手順

4大小プーリ、標準ベルト、
軸間距離を決定してください。

設計手順

3

1.2～1.5

nd
nD

nd

nD

②で選定された標準ベルトの

（W）

11, 表13

表39

表40

30, 表41

29, 表39

29, 表40

29

2
設計編

リブスター®ベルトU



JBT 基準伝動容量表

表41

30
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設計に必要な条件を
定めてください。

設計手順

1

大小プーリ、標準ベルト、
軸間距離を決定してください。

設計手順

3

ベルト掛け本数を
定めてください。

設計手順

4

設計動力を
求めてください。

設計手順

2

設計手順

13 17

nd
nD

nd
nD

使用環境（低温、油、水、ごみ）
高温、酸、アルカリでの使用は避けてください。

g

伝動動力はベルトにかかる実際の負荷を使用するのが
理想ですが、一般的には原動機定格動力を使用します。

表42

表42

表44

表45

表43

表43

31, 表44
31, 表45

31
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設計に必要な伝動動力を
定めてください。

設計手順

1

有効張力を
求めてください。

設計手順

3

小プーリ径を
定めてください。

設計手順

2

設計手順

50

nd (m/sec)

nd

(N)

表46

表47

表48

表49

表50
表50

32
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エンドレス作業手順

5.多湿の場所での保管、ご使用は避けてください。

ベルト形、伸張率を
選定してください。

設計手順

4
33 48～50

上表は常温使用時の値です。

長手

小さく

表51

表53

表52

表54

33
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■国内事業場と海外の生産・営業拠点

三ツ星ベルト販賣株式会社事業場

●神戸本社
神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
〒653-0024
TEL（078）671-5071大代表
FAX（078）671-8879

●東京本社
東京都中央区日本橋2丁目3番4号
〒103-0027
TEL（03）5202-2500代表
FAX（03）5202-2520

●札幌営業所
札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号
〒062-0902
TEL(011)841-9135
FAX(011)812-0294

●福岡営業所
福岡市博多区板付1丁目3番1号
〒812-0888
TEL(092)441-4451
FAX(092)472-1497

●広島事務所
広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号
〒738-0004
TEL(0829)32-9223
FAX(0829)31-2261

●名古屋工場
愛知県小牧市大字西之島1818番地
〒485-0077
TEL（0568）72-4121代表
FAX（0568）73-1403

●神戸事業所
神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
〒653-0024
TEL（078）671-5071大代表
FAX（078）671-8879

●四国工場
香川県さぬき市津田町津田2893番地
〒769-2401
TEL（0879）42-3181代表
FAX（0879）42-3186

●滋賀工場
滋賀県高島市マキノ町寺久保100-2
〒520-1834
TEL（0740）27-0133
FAX（0740）27-1870

●綾部事業所
京都府綾部市城山町7番1
〒623-0003
TEL（0773）43-3051 代表
FAX（0773）43-3061

●本社・関東支店・東京営業所
東京都中央区日本橋2丁目3番4号
〒103-0027
TEL(03)5202-2515
FAX(03)5202-2516

●札幌営業所
札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号
〒062-0902
TEL(011)841-9135
FAX(011)812-0294

●東北支店・仙台営業所
宮城県仙台市若林区卸町3丁目1-9
〒984-0015
TEL(022)232-0685
FAX(022)236-2140

●盛岡営業所
岩手県盛岡市大新町6番39号
〒020-0135
TEL(019)643-6555
FAX(019)643-6311

●山形営業所
山形県山形市桧町2丁目10-20
〒990-0813
TEL(023)681-4422
FAX(023)681-4420

●郡山営業所
福島県郡山市備前舘1丁目127番地
〒963-8044
TEL(024)927-5137
FAX(024)927-5138

●北関東営業所
栃木県佐野市赤坂町987
〒327-0004
TEL(0283)21-0072
FAX(0283)21-0092

●神奈川営業所
神奈川県座間市ひばりが丘5-13-8-102
〒252-0003
TEL(046)266-5020
FAX(046)266-5022

●山梨営業所
山梨県中巨摩郡昭和町西条2307-10
〒409-3866
TEL(055)268-5351
FAX(055)268-5352

●中日本支店・小牧営業所
愛知県小牧市西之島1818番地
〒485-0077
TEL(0568)41-4520
FAX(0568)41-4528

●静岡営業所
静岡県静岡市駿河区新川1丁目12番30号
〒422-8064
TEL(054)281-0215
FAX(054)282-4785

●浜松営業所
静岡県浜松市中区上島3丁目27番10号
〒433-8122
TEL(053)464-0351
FAX(053)463-8806

●金沢営業所
石川県金沢市広岡2丁目13番8号オフィスルーヴァ2F-2
〒920-0031
TEL(076)263-7606
FAX(076)263-7608

●名古屋営業所
愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町1丁目12
〒467-0868
TEL(052)889-3925
FAX(052)889-5607

●栗東営業所
滋賀県栗東市大橋4丁目6番26号
〒526-3046
TEL(077)551-2288
FAX(077)551-2287

●西日本支社･関西支店･神戸営業所
兵庫県神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
〒653-0024
TEL(078)651-1156
FAX(078)651-3256

●和歌山営業所
和歌山県和歌山市狐島386番地の1
〒640-8412
TEL(073)456-1515
FAX(073)456-1516

●岡山営業所
岡山県岡山市南区豊成2丁目10-1
〒700-0942
TEL(086)264-3101
FAX(086)262-1079

●福山営業所
広島県福山市引野町3丁目3-48
〒721-0942
TEL(084)943-2201
FAX(084)943-1706

●中国支店・広島営業所
広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号
〒738-0004
TEL(0829)32-9223
FAX(0829)31-2261

●松江営業所
島根県松江市古志原2丁目24-1
〒690-0012
TEL(0852)21-1156
FAX(0852)21-1215

●九州支店・福岡営業所
福岡県福岡市博多区板付1丁目3番1号
〒812-0888
TEL(092)441-4474
FAX(092)472-1497

●熊本営業所
熊本県熊本市東区長嶺南7丁目1-8
〒861-8039
TEL(096)389-9500
FAX(096)389-9511

●宮崎営業所
宮崎県宮崎市下北方町井手下南28-1
〒880-0035
TEL(0985)60-4118
FAX(0985)29-4414

●鹿児島営業所
鹿児島県鹿児島市東郡元町12-12
〒890-0068
TEL(099)299-5210
FAX(099)299-5215

●沖縄営業所
沖縄県浦添市伊奈武瀬1-9-3
〒901-2128
TEL(098)917-5508
FAX(098)917-5509

2015年11月現在

●MBL (USA) CORPORATION
 601 Dayton Road Ottawa Illinois 
61350-9535 USA

 Tel:+1-815-434-1282  Fax:+1-815-434-2897

●MBL Antriebstechnik 
Deutschland GmbH

 Hansemannstrasse 63, 41468 Neuss 
Germany

 Tel:+49- 2131-740940  Fax:+49- 2131-7409424

●MITSUBOSHI POLAND Sp.z o.o.
 Budynek B8 ul. 3-go Maja 8, 
05-800 Pruszkow, Poland

 Tel:+48-22-7383930  Fax:+48-22-7383939

●MITSUBOSHI OVERSEAS 
HEADQUARTERS PRIVATE LIMITED

 14 Jurong Port Road, Singapore 619091
 Tel:+65-6265-3933  Fax:+65-6265-0954

●Stars Technologies Industrial Limited
 Eastern Seaboard Industrial Estate 
64/40 Moo 4, Tambon Pluakdaeng, 
Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140 Thailand

 Tel:+66-38-954-738  Fax:+66-38-954-740

●PT. Mitsuboshi Belting Indonesia
 Km.8 Raya Serang, 
 Jl. Industri Raya Blok D No.4, 
Jatiuwung, Tangerang 15135, Indonesia

 Tel:+62-21-590-2070  Fax:+62-21-590-2071

●P.T. SEIWA INDONESIA
 Jl. Lombok Ⅰ, Blok M-2-2, Kawasan Berikat, 
MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, 
Bekasi 17520, INDONESIA

 Tel:+62-21-898-0324  Fax:+62-21-898-0325

●MBL Shanghai International Trading Co., Ltd.
 F8, NO.601 Tianshan Road, Shanghai, China
 Tel:+86-21-5206-7008  Fax:+86-21-5206-7011

●SUZHOU MITSUBOSHI BELTING CO., LTD.
 277 Liangang Road Suzhou New District 
Jiangsu 215129, China

 Tel:+86-512-6665-8880  Fax:+86-512-6665-8886

●MOI TECH HONG KONG LIMITED
 Unit 10, 21/F, CCT Telecom Building,
 No.11 Wo Shing Street, Shatin,
 New Territories, Hong Kong
 Tel:+852-2403-5978  Fax:+852-2422-8308

●MITSUBOSHI BELTING-INDIA 
PRIVATE LIMITED

 W-191F, TTC Industrial Area, MIDC, 
Thane-Belapur Road, Navi Mumbai 400710, 
Maharashutra, India

 Tel:+91-22-27788431  Fax:+91-22-27788439

●Mitsuboshi Belting VIETNAM Co., Ltd.
 Room No.1511, 15th Floor, ICON4 Tower,
 No.243A De La Thanh St., Dong Da Dist,
 Hanoi, VIETNAM
 Tel:+84-4-3760-6625  Fax:+84-4-6266-2608



V85605001510UR01738958

①お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
②最新のカタログかどうか、お確かめください。
③ご不明の点がありましたら、上記までお問い合わせください。

この印刷物は環境に優しい
大豆油インキを使用しています。

PRINTED WITH

SOYINK
Trademark of American Soybean Association

T M

産業資材営業第1事業部
●神戸本社 〒653-0024　神戸市長田区浜添通4丁目1番21号　

TEL（078）685-5855 FAX（078）685-5672
●東京本社 〒103-0027　東京都中央区日本橋2丁目3番4号　

TEL（03）5202-2501 FAX（03）5202-2521
www.mitsuboshi.co.jp
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