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総合カタログ

Maschinenbau aus Deutschland
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ファミリー・カンパニーであるLinnenbrink-Technik-
Warburg Maschinenbau GmbHは1992年にドイツ
のWarburg市に設立されました。設立以来、LiTWは特
殊機械の設計・製作分野で世界的に有名なサプライヤ
ーへとなっています。主に電気駆動用ギアを含み、ギア
ボックス内のギア測定機の開発・設計・製作を行ってい
ます。 何十年にもわたる経験とノウハウにより、私たち
は世界で最も信頼できるパートナーの一つとなっていま
す。
2019年12月、LiTWはEFEグループの一員となり、事業
範囲が拡大しました。

The family company Linnenbrink-Technik-
Warburg Maschinenbau GmbH was foun-
ded in 1992 in Warburg. Since it was foun-
ded, the company has developed  itself as 
a well-known supplier in the field of special 
designed machine manufacturer on the 
world market. The focus is on testing run-
ning gears in gearboxes and for some time 
now, testing gears for electric drives. Custo-
mers from a wide variety of industries have 
trusted us since 1992.
In December 2019, LiTW was taken over 
by EFE HOLDING. Thus the product range 
could be expanded.

会社情報  about us  

私たちの強み  | Our Advantages

製品範囲
• ギアの精密測定
• ラミネート及びコーティング
• 自動車の排気技術や排気パイプ加工用工具や機

器の設計・製造
• 機能及びライフタイムのテストスタンド
• 風力発電機のソリューション
• など

Product Range
• Gear inspection
• Laminating and coating
• Tool and plant construction in the field of ex-

haust technology and pipe processing
• Function and service life test stands
• Solutions for wind turbines
• … and more

1. 顧客志向
オフラインでもインラインでも、お客様の自動化システ
ムに最適なソリューションを提供することが私たちの目
標です。 当社のエンジニアと技術者は、最初の打合せ
から生産完了までの開発フェーズ全体を通して、有能で
信頼できるパートナーとして常にあなたの側にいます。

厳選された販売パートナーは全世界に広がっています。 
世界中のどこででも、私たちの製品を必要としている人
には、プロフェッショナルなサービスを提供いたします。

1. Customer orientation
Whether offline or inline operation, our goal is to 
find the best solution for your automation task. 
From the initial brainstorming to production, our 
engineers and technicians are always at your side 
as competent and reliable partners throughout the 
entire development phase.

We have sales representatives worldwide. Wherever 
you need our expertise, we are on your disposal.

2. 能力のあるコンサルティング
高度な職人技と最新の製造技術を組み合わせた、生産
高度の高い近代的な機械設備が整備されています。お
客様の仕事を慎重丁寧に扱い、最適なアドバイスと綿
密なプランニングによりお客さまに利益をもたらすソリュ
ーションを開発します。

2. Competent consulting
With us, craftsmanship and the highest production 
technology are combined in a modern machinery 
park with a high production depth and that makes 
your request to our job. We advise you and deal spe-
cifically with your task. Structured planning is essen-
tial for a solid basis and a perfect solution.

3. パートナーシップ
顧客とパートナーの皆様には、私たちのサービスを
高く評価いただいております。品質、革新性、時間厳
守、信頼性、世界規模のサービスは、お客様の長期的
な満足の基盤です。私たちは経験、誠実さ、真面目さ、
信頼性へのご満足感と堅実で永続的な協力関係を
お約束いたします。
今日では、自動車、建設、フィルター、複合材、テクニカ
ルテキスタイル、エネルギー産業などの有名企業が当
社の顧客となっています。

3. Partnership & Reliability
Our customers and partners have valued us for our 
service since many years. Fundamental values such 
as experience, honesty, seriousness, trust and relia-
bility form the basic building blocks for a solid and 
lasting cooperation.
We work in a demand-innovative, flexible, cost-effi-
cient, prompt and punctual manner on time.
Today well-known companies in the automotive, 
construction, filtration, composite, technical textile 
and energy industries are our customers.

4.高い柔軟性とワールドワイド・サービス
私たちは技術とサービスの柔軟性を、当社の基礎と
考えています。技術開発を形成し、それを支援するこ
とは、当社のミッションステートメントの原則です。「
フルサービスプロバイダー」として、ご要望に応じて、
プロジェクトの計画からアフターサービスまで、完全
なサポートを提供することができます。
私たちは世界50カ国以上で事業を展開しております。
世界中どこででも、最善を尽くし、あなたをサポートいた
します。

4. Flexibility and worldwide 
service
We see flexibility in technology and service not as a 
performance, but as the basis of our company. Sha-
ping technical developments and helping to shape 
them is a principle of our mission statement. As a 
„full-service provider“ we offer you comprehensive 
support in all questions - from the idea to the ope-
rational handover, everything from a single source. 
In addition, we are represented in over 50 countries 
and can therefore react very quickly for service.
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サービス | Our services
カスタマイズ（顧客の要求に応じた）・ エンジニアリング
私たちはお客様が必要とする性能、品質、仕様及び予算に応じて、計画、設
計、開発、特殊機械の製作・カスタマイズ(特注)システムを提供いたします。

Special/customized engineering
We plan, design, develop and produce special machines and customi-
zed systems according to your requirements, performance and quality 
 specifications as well as your budget.

研究開発センター
お客様の製品開発や品質向上をサポート
するために、充実した設備のR&Dセンター
を用意しています。

R&D center
We offer our customers a fully equipped 
R&D Center for product development 
and tests.

受託製造
受託製造を25年以上続けている当社は、制御盤製作、プログラミング、電気計
画、電気工事を含むCAD設計とCAMインターフェイスを持つ機械・プラントエ
ンジニアリング分野の経験豊富な会社としてお客さまからご支持いただいてお
ります。当社の最新のCNC旋盤および作業場を使用して、単純なシステムか
ら非常に複雑なシステムまで、大型および小型のワークピース、溶接アセンブ
リおよび試作機など幅広く製造することができます。

Contract Manufacturing
We are established as an experienced company in the field of mechanical 
and plant engineering with CAD design and CAM interface including con-
trol cabinet construction, programming, electrical planning and electrical 
construction. With our modern CNC turning and work centers, we are able 
to manufacture simple to highly complex systems, large and small work-
pieces, welding assemblies and prototypes. 

治具製作
小型の単純なデバイスから複雑なアセンブリー用装置まで、お客様のご要望
に応じたソリューションを提供します。当社は機械設計、電気設計、プログラミ
ング、視覚化、生産およびアセンブリを含む技術的な受諾まで取り扱っていま
す。

Fixture construction
From smaller simple devices to devices for the assembly of complex as-
semblies, we offer a solution for your requirements. We like to take on M-
design, E-design, programming, visualization, production and assembly.

あなたのeDRIVEに最高のクオリティー
を
世界中の有名な自動車メーカーやサプライヤー、大手
機械エンジニアリング会社、電気グループなど、多くの
企業が、当社のシステムを利用しています。干渉源や誤
差原因（音響エラー、設計関連の弱点、組立、機能また
は製造エラー、欠損）が特定され、品質証明書が作成さ
れます。統計学の評価方法で、製造工程の変化や傾向
を再加工やスムージングマシンを用いて管理・選別・修
正することができます。歯に関するエラーを正確に記録
し、対処することができます。このような操作を繰り返す
ことで、製品の品質、製造の安全性、コスト効率に関す
る生産プロセスが、タイムリーで目標志向の方法で最
適化されます。時間と費用の無駄は、LiTWシステムの
力で上手に回避することができます。

Bring the quality into your edrive
A number of well-known automobile manufacturers 
and suppliers around the world, major mechanical 
engineering companies and electrical groups are 
successfully and reliably using our systems and dia-
gnostic systems. With the determined data of the 
different processes, statements are made about 
the quality. Interference sources or causes of errors 
(acoustic errors, assembly, functional or manufactu-
ring errors and damage) are identified and quality 
certificates are created. Statistical evaluations allow 
changes and trends in the manufacturing process to 
be recognized, controlled, sorted and corrected with 
reworking and smoothing machines. Tooth-precise 
errors can be recorded, marked and dealt with. By 
returning this information, industrial manufacturing 
processes with regard to product quality, manufac-
turing security and cost efficiency are optimized in a 
timely and goal-oriented manner. Time-consuming 
and expensive failures are avoided in good time with 
the help of the LiTW systems

ダブルフランクギアテスト
(ジオメトリー・エラー/ノイズテスト) 
一対の被検査ギアまた、被検査ギアとマスターギアは、
２歯面が接触している状態で互いにダイナミックな中心
間距離を有します。この分析により、下記の解析項目を
確認できます:

当社が独自に開発したソフトウェアによるジオメトリ検査:
• 中心間距離    a
• 歯みぞの振れ   Fr
• 両歯面１ピッチかみ合い誤差  fi‘‘
• 両歯面全かみ合い誤差　　　  Fi‘‘
• オーバーピン寸法測定   MdK

DISCOMソフトウェア連携によるノイズ解析:
• 最高値(ピーク) (Peak)
• オーバーオールエネルギー (Rms)
• クレスト値 (Peak/Rms)
• 打痕
• クルトシス(信号分布の４次モーメント)

製品
ギアの精密測定| Gear testing

Our Products

Double-Flank-Gear-Test 
(Geometrical/Noise Test) 
The specimen and the master gear have a dynamic 
center distance to each other, in which the two com-
ponents are in double-flank contact. With this ana-
lysis you are able to check the parameters:

The geometrical test via LiTW software
• Center distance     a
• Radial run-out     Fr
• Tooth to tooth composite deviation  fi‘‘
• Total composite deviation    Fi‘‘
• Two balls measurement    MdK

Noise check via DISCOM software integration:
• Highest value (Peak)
• Overall energy (Rms)
• Crest value (Peak/Rms)
• Nick
• Kurtosis (fourth moment of signal distribution)
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光学式表面検査
内蔵の散乱光センサー（独立した測定システム）によ
り、ギアシャフト用ベアリングシートの直径を光学的かつ
非接触で測定することができます。この検査は、ギアの
精密測定プロセスと並行して行うことができます。また、
お客様の生産ラインで製造されたすべでの部品を対象
に、縦方向の振れ、シャフトにある波形 、チャターマーク
を検出することができます。このシステムで得られた表
面粗さは、DIN EN ISO 4287で定義されている表面粗
さの特性（RzやRaなど）と相関性があります。この光学
式測定システムにより、接触式表面粗さの測定方法を
置き換えることができ、さらにより良く、より速く測定する
ことができます。

Optical surface inspection
With an integrated scattered light sensor (separate 
measuring system) it is possible to make an optical 
and non-tactile measuring of bearing seat diame-
ters of gear shafts. This can be done parallel to the 
gear measuring process. This optical measuring sys-
tem is able to detect radial run-outs, waviness and 
chatter marks of/on the outer diameter in a 100% 
measuring process. The roughness values given by 
this system can be correlated with the roughness 
characteristics defined by DIN EN ISO 4287 (e.g. Rz 
and Ra). This optical measuring system enables a 
tactile roughness measurement to be replaced and 
even to be better and faster.

シングルフランク条件で TE-Test (伝達
誤差測定)
一対のエンコーダとDISCOMのソフトウェアを使用し
て、シングルフランクの伝達誤差を測定するもので
す。この解析では、固定された中心距離を維持し、約
100rpm（最大600rpm）の回転速度と最大60Nmのト
ルクに達することができます。このシステムにより、下
記の解析項目を確認できます。
• 片歯面の歯みぞの振れ Fr‘  
• 歯間の振幅   fi‘  
• 最大誤差   Fi‘ 
• 歯間の振幅-長波長成分 fl‘ 
• 歯間の振幅-短波長成分 fk‘  
• 伝達誤差、ダイナミックバックラッシュ

Under Single flank conditions: 
Transmission Error (TE test)
Two angle measuring systems and the software 
from DISCOM are used to check the single-flank 
transmission errors. A fixed center distance with a 
rotational speed of around 100rpm (mx. 600rpm) 
and torque up to 60Nm are decisive in this process.
With the Transmission Error analysis, you are able to 
check the parameters: 
• Fr‘  (first order of runout)
• fi‘  (tooth to tooth composite deviation)
• Fi‘ (max pitch deviation)
• fl‘ (long wave)
• fk‘  (short wave)
• Transmission Error and dynamic Backlash

測定・分析オプションのサンプル
Samples of different measurement and analyzing options

ギアの精密測定| Gear Testing ギアの精密測定| Gear Testing

TAC解析-良品

 Evaluation of the TAC test - good part Evaluation of the TAC test - damaged gear 
with tooth-precised marking - part not ok

TAC解析–欠損したギア-不良品      TAC解析-偏心誤差による 接触エラー―不良品

Eccentric gearing with contact pattern 
error - part not ok

シャフト・ギアの異音検査用システム
Noise test system for shafts and gears

シングルフランク条件で NVH解析 
(TAC-Test)
シングルフランクNVH解析には、TACセンサー（ねじり
加速度センサー）とDISCOM社のソフトウェアを使用
しています。このシステムでは、偏心、形状偏差、歯間
スペース、波打ちなどの典型的なギアの誤差を検出す
ることができます。この解析システムでは、一対の被検
査ギアまた、被検査ギアとマスターギアは、固定された
中心間距離を有し、最大3000rpmの回転速度と最大
60Nmのトルクに達することができます。

Single Flank NVH Analysis  
(TAC test)
The TAC sensor (torsional acceleration sensor) and 
the software from DISCOM are used for the single-
edge NVH analysis. With this system, the typical gear 
errors such as eccentricities, deviations from the 
circular shape, tooth spacing and surface waviness 
(ghost orders) can be detected. With this method, a 
fixed center distance with speeds (with ramp) up to 
3000 rpm and torque up to 60 Nm are decisive.

Input Master 29 Z
Output Gear 41 Z

Input 250RPM
Coast Condition

Nick on Input shaft
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マーキングと識別システム
自動化の度合いを高め、ハンドリングを向上させるため
に、マーキング・ラベリングシステムを提供しています。こ
のシステムは、ギアやギアシャフトの歯の該当部分をマ
ーキングして分類するシステムです。

Marking and identification 
systems
In order to increase the degree of automation and 
improve handling, we offer marking and labeling 
systems. These are used to mark and classify certain 
areas of the toothing on gears and gear shafts.

ギアのリワーク とスムージングマシン
スムージング加工は、歯車の凹凸や損傷を除去したり、平ら
にしたりするための独立した加工工程です（100％仕上げ）。

Rework and smoothing of gears
The post-processing and smoothing of gears is an independent 
machining process to remove or compensate unevenness and 
damages of the gear meshing surfaces (100% finishing).

再加工が必要なパーツ
Testing part for post-processing

Applying a data matrix code 
using a laser marking system

レーザーマーキングを使用したデータ
マトリクスコード

歯の傷んだ部分のインクジェットマ
ーキング

Inkjet markings on tooth-
damaged areas

歯車の損傷を精度高くカラーマー
キング

Tooth-precise color markings 
of damages on gears

不良パーツ
Testing part faulty, not OK

加工後良品
Part OK after reworking process

事例紹介
Different machine concepts

マニュアル式測定設備
Manual test station

完全に自動化された連動型システム
Fully automated and linked system

ギアシャフト用仕上げ設備
Reworking and smoothing machine for shafts

自動化された連動型ノイズ試験システム
Automated interlinked noise testing system

全自動ノイズ測定システム
Fully automated noise testing sysem for gears with one toothing

マニュアル式シングル兼ダブルフランク測定設備
Manual Single and Doubleflank testing

ギアの精密測定| Gear Testing ギアの精密測定| Gear Testing
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ダブルベルトプレス
LiTW GmbHのダブルベルトプレスは連続的に稼働し、
異なる材料をラミネートしたり、接着したりするために使
用されます。ロールまたはシートのあらゆるタイプの材料
は、表面圧力、プレスローラー圧力、加熱温度、冷却温
度、速度、入口と出口のギャップなどの特定のプロセス
パラメータの影響下で、熱可塑性接着剤の助けを借り
て、接着、コーティング、または圧縮することができます。
これらのパラメータは、当社のテストセンターでのテスト
に基づいて事前に決定することが重要です。当社のテス
トセンターは、お客様のご要望に応じて設備を整えてお
り、一日一律の少額料金でいつでもご利用いただけま
す。各種接着剤メディアをご用意しております。用途や
プロセスに応じて、お客様のご希望に応じて最適なシス
テムソリューションをご提案いたします。

Double belt presses
The double belt presses from Linnenbrink-Technik-
Warburg Maschinenbau GmbH work continuously 
and are used to laminate or bond different mate-
rials together. Different types of materials in rolls or 
sheets can be glued, coated or compressed with the 
help of different types of thermoplastic adhesives 
under the influence of certain process parameters 
such as surface pressure, press roller pressure, hea-
ting temperature, cooling temperature, speed and 
inlet and outlet gap. It is important to determine 
these parameters beforehand on the basis of tests 
in our test laboratory. Our test laboratory is equip-
ped accordingly for our customers and can be boo-
ked and used at any time for a small daily flat rate. 
Various types of adhesive media are available here. 
Depending on the application and process, we can 
give our recommendations when selecting an opti-
mal system solution according to your wishes.

ラミネートとコーテイング|Laminating and Coating

ダブルベルトプレスのラインアップ
Variations of laminating machines:

ラミネートとコーテイング|Laminating and Coating

異なるラミネート加工のプロセス | Different laminating processes:

粉末散布と顆粒散布装置 (PSD/GSD)
散布システムは、所定の作業幅に均一に粉末を散布す
るのに役立ちます。粉末と粒状物、異なる量と異なる散
布幅への対応が可能です。ローラーの回転により、一
定量の材料がホッパーから排出されます。振動ブラシの
助けを借りて、粉末はローラーからブラッシングされ、表
面全体に均一に分散されます。

Powder scattering devices 
(PSD) and granulate scattering 
devices (GSD)
Scattering systems serve to spread the grit evenly 
over the working width to be applied. Powder and 
granulates, different amounts and different sprea-
ding widths are possible. The rotation of the roller 
removes a certain amount of material from the hop-
per. With the help of an oscillating brush, the grit 
is brushed off the roller and distributed homoge-
neously over the entire surface.

DBP-XXL

パウダーのラミネーション
Powder lamination

フィルムとウェブのラミネーション
Film- and web lamination

コーティング テクノロジー
Coating technologies

均一な加熱/冷却のためのフォームフ
ィットエレメント

Form-fitting elements for 
homogeneous heating/ cooling

メンテナンス時間を短縮するた
めのモジュール式クイックチェ
ンジエレメント
Modular quick-change 
elements for short 
maintenance times

分割された夫々のゾーンでの
温度設定

Division of the electrically 
heated heating system 
into different zones

高さ調節可能なプレスローラ（オ
プションで温度調節可能

Height-adjustable pair of 
press rollers (optionally 
temperature controllable)

ガラス繊維とガラスマットのラミネー
ション
Lamination for fiber glass 
compounds and glass mats

製品 Our Products
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周辺機器
お客様が必要とする生産システムを完成させるための
周辺装置の設計・製作を行っています。これらには、ウ
ェブ状の材料を扱う巻出し・巻取りユニット、製品を非
接触で加熱するための異なる制御可能な加熱ゾーン
にある赤外線加熱フィールドと予備加熱エリア、長さ
方向及び横方向をカットする異なるバリエーションの
切断システム、シート材料を積み下ろしするためのピッ
ク＆プレース・リニアハンドリングシステム、および各種
の巻取ユニットが含まれます。

応用例
Application examples

Peripheral components
We design and manufacture peripheral components 
to complete a production system required by our 
customers. These include Unwinding and rewinding 
units for the material handling of web-shaped mate-
rials, infrared heating fields and sintering channels 
in differently controllable heating zones for contact-
less heating of the goods, cutting systems in diffe-
rent variants for lengthwise and cross cutting, pick 
& place linear handling systems for loading and un-
loading blank goods and winding units in different 
designs.

自動車産業 
Automotive

  建築産業
  Building industry

フィルター産業 
Filter industry

  複合材料産業
  Composite industry

テクニカル繊維産業
Technical textile industry

ツールと機械の設計・製造|Tool and machine design

ユニバーサル成形ユニットとパンチング
ツール
交換可能なフォーミングとパンチングツールを備えたユ
ニバーサルフォーミング装置は、自動車排気管の非切
削成形のための全自動システムです。
この装置は、特定のパイプの種類に合わせて個別に設
計されたツールを装備することができます。それは最高
の再現性を持っています。

Universal moulding unit and 
punching tools 
The universal forming device with interchangeable 
forming and punching tools is a fully automatic sys-
tem for the non-cutting molding of automobile ex-
haust pipes.
The device can be equipped with tools that are indi-
vidually designed for a specific pipe type. It has the 
highest degree of repeatability.

パイプ及びパイプソケット用プッシュベン
ドシステム
プッシュベンドシステムは、パイプやパイプソケットの非
切削成形ための半自動システムです。システムは手動
でロードされますが、ワークピースの取り外しは自動化す
ることが望ましいです。
デバイスには、特定タイプのコンポーネント用に個別に
設計されたツールを備えることができ、それに応じてユニ
ット全体として交換できます。

Push-bend systems for pipes 
and pipe sockets
The push-bending system is a semi-automatic sys-
tem for the non-cutting shaping of pipes and pipe 
sockets. The system is loaded manually, while the 
workpiece removal is preferably automated.
The device can be equipped with tools that are in-
dividually designed for a certain type of component 
and can be exchanged accordingly as a complete 
unit.

加工したワークピースの事例
Examples of processed workpieces

自社のパイプ曲げツールで加工したエ
キゾーストマニホールドのパイプ
Pipes on the exhaust manifold 
bent with LiTW pipe bending tools

製品 Our Productsラミネートとコーテイング|Laminating and Coating

Activated carbon filter

Glass fiber PP honeycomb 
material

Glass and recycled fiber 
insulation materials

Honeycomb structure 
materials 2

Vehicle roof

Carbon fiber fabrics

Embossed seat covers

Glass mats

Aluminum lightweight 
construction

Aluminum honeycomb 
lamination

Carpet backing coating
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排気システム用制御装置
特別なゲージや複雑な完全に自動化された測定システ
ムが必要な場合、私たちは最適なパートナーです。継続
的な製造中にシリーズ製品の寸法精度を確保するコン
セプトをご提案いたします。
コンセプトは、シンプルなゲージや手動測定器だけでな
く、より複雑な形状のゲージや電気設備、空気圧、油圧
などの制御装置にも対応しています。

触媒コンバータ用テスト装置 
触媒コンバータの試験装置は、触媒コンバータの押圧
力（ハウジングプレート内のモノリスの密着度に関して）
の量産品測定用の半自動測定設備です。

Test devices for catalysts  
converters 
The test device is a semi-automatic machine for 
mass product testing of the pressing-forces of ca-
talytic converters (with regard to the tight fit of the 
monolith in the housing plate). 

ツールと機械の設計・製造|Tool and machine Design ツールと機械の設計・製造|Tool and machine Design

Control device for 
exhaust  systems
When special gauges or complex and/or fully auto-
mated measuring systems are required, we present 
you with a concept with which you can ensure the 
dimensional accuracy of your series products during 
ongoing production.
The concept can provide for simple gauges and ma-
nual measuring equipment as well as more complex 
form gauges or control devices including electrical 
installation, pneumatics and hydraulics.

リークテスト装置
リークテスト装置は、ドライブボタンを押すと自動的にテ
ストが実行される手動装置付きの半自動設備です。
ワークピースは、空気圧シリンダーを使用してテストステ
ーション内で気密に固定されます。試験対象が正圧ま
で圧縮空気で満たされた後、空気の流れは落ち着きま
す。結果として生じる漏れ流量は、ワークピースの気密
性の試験基準として決定されます。

Leak testing device
It is a semi-automatic device with manual equip-
ment, in which the test process runs automatically 
after pressing a drive button.
The workpiece is clamped airtight in the test station 
using pneumatic cylinders. After the test body has 
been filled with compressed air to positive pressure, 
the air flow is calmed. The resulting leakage flow is 
determined as a test criterion for the tightness of 
the workpiece.

ソーパーツ・ホルダー
ソーパーツ・ホルダーは、丸鋸切断機に使用するための
パーツ専用デバイスです。
このタイプの装置は、三次元ベント管のような最も多様
で複雑な形状のワークピースを保持するのに特に適し
ています。
ご要望に応じて、自動切断機で使用する切断装置もご
用意いたします。
ソーパーツ・ホルダーは通常、当社の製品ポートフォリオ
の一部のデバイスやツールと組み合わせて使用されま
す。
一例：
• フォーミング・パンチングツール
• ベンディングツール
• 曲げゲージ／ベンディングツール用セッティング補

助装置
• コントロールデバイス

エキゾーストマニホールド・ア
センブリの制御装置
Control device for exhaust 
manifold assembly

パイプソケット用制御装置

Control device for pipe 
sockets

制御装置でのパイプテスト

Individual pipe test on a 
control device

Saw part holder
The saw part holder is a part-specific device for use 
in a circular saw machine.
This type of device is particularly suitable for holding 
workpieces with the most varied, even complex geo-
metries such as three-dimensional bent tubes.
Depending on the requirements, similar cutting fix-
tures can also be offered for use in automatic cut-
ting machines.
The saw part holders are usually used in conjunction 
with other devices and tools that are part of our pro-
duct portfolio.

These would be:
• Forming and punching tools
• bending tools
• Bending gauges / setting 

 aids for bending tools
• Control devices
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特殊/カスタマイズシステム|SPECIAL/CUSTOMIZED SYSTEM

お客様に合わせたソリューション:
風力タービンの旋回駆動装置
クラッチユニット付きローターターン駆動装置

電動ギアモータと切換可能なクラッチユニットからな
るロータターン駆動装置は、風力発電機のロータま
たはブレードをサービスポジションに回転させるた
めに使用されます。

ここで、ターンドライブの駆動ギアは、手動で調整レ
バーを操作することにより、風力タービンロータのメ
インギアに着脱可能です。

駆動部全部を動かすことでギアホイールの着脱が可
能で、最大調整力は150Nmに制限されています。

Rotor swivel drives for wind 
turbines
Rotor turn drive with clutch unit
The rotor turn drive, consisting of an electric gear 
motor and a switchable clutch unit, is used to turn 
a wind turbine rotor or blade into a service position.

Here, the drive gear of the turn drive can be connec-
ted or disconnected from the main gear of the wind 
turbine rotor by manually actuating an adjusting le-
ver.
The gear wheel is engaged/ disengaged by moving 
the entire drive unit, whereby the max. Adjustment 
force to be applied is limited to 150Nm.
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