




Loop system with hydraulic
operated reversing valve

(KEP-16・N25形）

① タンク、ペール缶、ドラム缶
② ポンプ（手動式・電動式）
③ 切換弁（手動、油圧、電磁）
④ 主管
⑤ 枝管（主管→分配弁まで）
⑥ 分配弁
⑦ 給油管（分配弁→給油ポイントまで）

本システムの構成は

(KEP-41・51形）
吐出量を小さくして配管の圧力損失を減らすことで
配管のサイズダウンを可能にします。

油圧切換弁は、高背圧に耐える設計です。

次の給油は切換弁を切換える（手動又は油圧による自動、電磁弁による
自動）事により下側の主管に潤滑剤が流れ、分配弁は先に述べた動作と
逆の動作を行い給油ポイントへ給油を行います。

     Reversing valves requiring no pressure control 
valves are designed to withstand high back pressure.

HIGH PERFORMANCE REVERSING VALVES
ADOPTED



Hydraulic operated
reversing valve

Manual reversing valve
(installed in pump)

Electric operated
reversing valve

注） 給油範囲は使用グリースNLG1#0 KS-30形換算として示したものです。分配弁の種類、使用グリース、管径、温度条件などにより異なります。

KEP－51L

KEP－N25E

KEP－41L

KMP－221
KMP－231
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KEP－16SL
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KEP－51E
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・クレーン・印刷機・紙函機・起重機・工業炉
・水門・船舶・工作機械・成形機械・鍛圧機械
・車輌・浚渫船

・電動ポンプのバックアップ用
● For the backup of the electric pump.

● Effective where it is difficult to check the state of lubrication.
● Since almost all operations can be checked and adjusted in the 
  vicinity of the lubricating pump, the job efficiency is very high.
● It is best the case refueling point is often wide refueling area. 

・圧延機・コンベア・製紙機械・ダンボールプラント
・熱処理ライン・塗装洗浄ライン・鉱山機械・水門
・水車・ゲート・索道・叩解機

・給油確認がしにくいところ
・給油ポンプの周りで、ほとんどの動作確認や調整ができる
　ので、作業効率が高い

・給油ポイントが多く、給油エリア面積が広い場合に最適

・給油ポイントが一線上に長く散在している用途に最適
・スペース的に狭い場所
・未端の圧力チェックで給油確認するため、給油チェックが
　確実でシステム制御に便利です。

・高圧形ですので細い配管で、長いライン給油ができ経済的
　です。

Loop system with hydraulic operated reversing valve

Non-return system with manual pump and manual
reversing valve

End-of-line system with electric operated reversing valve



1. 主管、枝管は一般的に鋼管を使用し、給油管には
　銅管を使用します。
2. 可動部にはゴムホース、回転継手などが使用され
　ます。
3. 分配弁からの給油をシングルライン用分配弁で、
　さらに分配することも可能です。
　必要油量の少ない軸受などに使用します。



制御盤には運転状態に異常（電動機過負荷、主管油漏れ、
タンク空）が生ずるとポンプを自動的に停止する完全な
インターロック機能を備えています。給油漏れなどの場合は
設定運転時間オーバーを示す
「給油時間延長」の警報表示が
なされます。
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次の運転時には電磁切換弁は切り換わっているため
2本の主管の内、前回と異なる主管に潤滑剤が圧送さ
れ前回同様に分配弁が逐時作動して、すべての給油
箇所に供給されます。制御盤には運転状態に異常（電
動機過負荷、主管油漏れ、タンク空）が生ずるとポン
プを自動的に停止する完全なインターロック機能を
備えています。
給油漏れなどの場合は設定運転時間オーバーを示す
「給油時間延長」の警報表示が
なされます。

　 Pump ① is operated automatically at intervals predetermined by the timer on 
the electric control panel. When the pump starts, the lubricant passes through the 
main supply line and is sent into measuring valves, which start to operate 
sequentially to lubricate. When all lubrications are over, the pressure at the end of 
piping increases, and the electric operated reversing valve provided in the pump 
discharge section is changed over by the signal from pressure control valve 
(KCV-2), and the pump is stopped.
　 In next session of operation, since the reversing valve has been changed over, 
the lubricant is pumped into the other one of the two main supply lines, and the 
measuring valves operate similarly to lubricate all necessary parts. This system is 
furnished with an interlock mechanism which stops the operation of the pump 
automatically if any abnormality occurs in the operating conditions (such as 
overload, leak of lubricant, empty reservoir). When the lubricant leaks, for example, 
it is warned by the notice of “Lubrication Time Over” to show that the operation 
has exceeded the preset time.   

End-of-line system with electric operated reversing valve 
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KEP-51EKEP-41E KEP-51LKEP-41L

KRV-22SL(L)

KGP-420

● Y型ストレーナー
Y type Strainers

● スプレーバルブ
Spray valves

● グリースガン
Grease gun

KGP-710-LS

KS形 KW形

KRV-32SL(L) KMV-1 KCV-2

KMP-221 KMP-261 KEP-16SL
KEP-N25L

KEP-N25E



形　式 吐出量 質  量 適用グリース最高使用圧力

Mass Grease
( 　)(MPa) (ℓ)cm3/ストローク

cm3/Stroke.
Dis.Cap Working pressure

(Max.)
Reservoir cap.Model

タンク容量

KMP-221

KMP-231

KMP-261

NLG1
#0～#14.5 20.6

2
(アクリルタンク)

3

6

16

20

23

1. オイル用、屋外用、輸出用の場合は、別途お申し付けください。
2. 標準塗装色は、マンセル 2.5 G 6/2 です。
3. 取付ボルトナットM10×40L4 組が付いています。
4. 圧力計は、KMP-221・231・261 形は、35MPa が付いています。

1. Pumps for oil use, outdoor use, export use are optionally available upon request.
2. The standard painting coler is Munsell 2.5 G 6/2.
3. Four sets of mounting bolts and nuts, M10 × 40 long, are furnished.
4. The capacity of furnished pressure gauge is 35MPa in KMP-221,231,261.



ラインⅠ
line Ⅰ

ラインⅡ
line Ⅱ
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124
150 75

6095

225

C
10

13 13

Ｐｕｍｐ ｈａｎｄｌｅ
ポンプハンドル

43
208

42
B

６６２
１１１２

３００
５２５

４３７
６６２ 2722

寸　法 Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ
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上部図に於いて、ラインⅡ出口の通路は、連通孔を
介して、タンクに繋がっています。ラインⅠの給油
が完了し、次にラインⅡより給油する場合は、切換
え、バルブハンドルを点線の位置に引くことによ
り、ラインⅡへ吐出グリースが導かれます。
そして、ラインⅠはタンクに連通します。

配管方式は5ページの手動式エンドシステムを参照
してください。グリース充填は、グリースパック（23
ページ参照）により、必ずグリース補給口から充填し
てください。充填に伴い、フォロワーロッドが上昇し
ますので、上限を示す赤線が蓋より出た所で中止し
てください。これ以上充填してもオーバーフロー金
具からオーバーフローしてしまいます。（KMP-221は
除く）



他社に比類のないコンパクトさでまとまっています。
集中潤滑装置のループシステム、エンドシステムやその他特殊な苛酷で頻繁な
給油システムにも使用できるポンプステーションです。構成は電動機、減速装置
ポンプ、切換弁で、同種他社製品に比較しても、据付面積は最少です。
グリース補給口は左右どちらからでも取付できます。（16、N25形）
41、51形の減速機は減速比の変換が可能で、配管口径のサイズダウンや耐久性向
上に役立ちます。
マルチゾーンシステムにも使用できます。
41、51形ポンプは吐出能力が強力ですので、電磁切換弁を2ヶ以上離れた場所に
据付けて、その周辺に集中給油するマルチゾーンシステムにも十分使用できます。

ポンプ方式は、最も実績のあるプランジャ方式で、KEP-41、
51形はダブルプランジャ方式、KEP-16、N25形はシングルプ
ランジャ方式を採用しています。
KEP-41、51形は回転方向の指定はありますが、万一逆転させ
ても安全弁により、ポンプを保護するようにしています。
全てのポンプは、モーター付減速機を採用し減速比の変更
も可能です。
グリース補給口には、ストレーナーを内蔵し、ゴミなどのタ
ンク内進入を防止いたします。KEP-16、N25形の補給口は、
左右どちらにでも取付けできるようになっています。
ループシステムの油圧切換弁の切換圧力は4～18MPaの範
囲で調整が可能ですので、システムや給油条件に合わせて
最適値に設定できます。
タンク内には、グリース油面を目視できるフォロワーロッ
ド（油面指示棒）が設けてあり、又グリース油面を電気信号
として取り出し、各種制御ができるようにレベルスイッチ
がセットされています。16形には透明プラスチック製タン
クもあり、41形は40ℓが標準ですが、90ℓタンクも取り付け
可能です。

Exceptional compactness.
Versatile pump station applicable to loop system of centralized lubricating 
equipment, end system, and other special lubricating system requiring severe and 
frequent lubrications.  It mainly consists of motor, reduction gear, pump, and 
reversing valve.  It requires the minimum area for installation as compared with 
similar products by other manufacturers.
The grease filling port may be provided on either right or left side (types 16, N25).
The gear ratio may be changed in the reduction gears of types 41, 51, which may 
contribute to downsizing of piping diameter and enhancement of durability.
Applicable to multizone system.
The pumps of types 41, 51, have a powerful discharge capacity, so that the station 
may be used in a multizone system where two or more electric solenoid reversing 
valves are installed at distant places to lubricate the surrounding parts in 
centralized system.

The reversing valve is of hydraulic type in loop system, and of 
electromagnetic type in end system.
The pump system is double plunger type in models KEP-41, 51, 
and of single plunger type in KEP-16, N25 all using the 
distinguished plungers. The rotating direction is specified, but 
if rotated reversely, the pump is protected by the safety valve.
All models(KEP-16, N25, 41, 51) employ reduction gears with 
motor so that the reduction ratio may be changed.
The grease filling port contains a strainer to prevent entry of 
dust and foreign matter into the reservoir.
The changeover pressure of the hydraulic reversing valve of 
loop type system can be adjusted in a range of 4 to 18MPa, so 
that an optimum value may be set depending on the system 
and lubricating conditions.
A follwer rod (an oil level indicator) is provided in the reservoir 
so that the grease level may be checked at a glance. Besides, a 
level switch is provided for use in various controls by picking 
up the grease level as an electric signal.
Transparent plastic tanks are available for Type 16.
while a 40-liter tank is standard with Type 41, a 90-liter tank is 
mountable as well.

●

●

●

●

●

●

●

●

1.切換弁は ループシステムは油圧式
エンドシステムは電磁式です。

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.シングルプランジャタイプ（KEP-16SL・N25）

2.ダブルプランジャタイプ（KEP-41・51）

開く
Open



電動グリースポンステーションのスイッチ類並びに電磁弁の標準配線
は端子箱に下図の容量で結線してあります。(KEP-16を除く)
但し、電動機は単独設置ですので、ユーザー様で配線をお願い致します。

Our originally KRV-22 is adopted for the hydraulic reversing valves used 
for the loop line system. These make sure control by exactly detecting 
the return pressure and withstand high back pressure.

The type KCV-2 Pressure Control Valve originally developed by us is 
adopted to the pressure control valves for the end line system.
This valve function to transmit signals to solenoid operated reversing 
valves and to regulate the pressure in piping.

KEP-16SL～51

KEP-16SL・N25L/SL・41L/SL・51L/SL

KEP-N25E・41E・51E

Loop system (KEP-N25L・41L・51)

(KEP-16には標準で端子箱は御座いません)

Short loop system (KEP-16SL・N25SL・41SL・51SL)

KEP-N25E～51

KEP-N25E～51-S1

KEP-N25E～51-S2

KEP-16SL～51-S1

KEP-16SL～51-S2

（注意）　※印はオプションです。 S1形はHLSが追加されます。 S2形は※マーク全てが追加されます。

●

●

ループラインシステムに採用される油圧切換弁には、当社独自の
KRV-22形を採用、戻り圧を正確にキャッチし、設定した圧力で確実に
コントロールします。高背圧に対応できるのも特長です。

エンドラインシステムに採用される圧力調整弁には、当社KCV-2形圧
力調整弁を採用、電磁切換弁への信号を送る機能と、配管内圧力を調
整する機能を兼ね備えています。



給油の対象となる箇所をすべてピックアップして、軸受の
種類、サイズなどを詳細に調べます。

背圧の高い給油箇所や細い配管を使用したり継手を多く使
わなければならない箇所の有無なども調べます。

それぞれの給油箇所毎の必要油量を調べます。

吐 出 圧 力
吐 出 量

減 速 比
ポンプ回転数
タンク容量
配 管 方 式
切 換 方 式
電 動 機

質 量

: 20.6Mpa(Max.)
: 37/45cm3/min.(50/60Hz)
  0.5cm3/ ストローク
: 1/20
: 75/90 r/min(50/60Hz)
: 6ℓ
: ショートループ
: 油圧方式（油圧切換弁）
: 三相籠形誘導電動機
  0.1kW、 4P.
  AC200V（AC400V）
: 43kg

: 20.6Mpa(Max.)
: 37/45cm3/min.(50/60Hz)
  0.5cm3/stroke
: 1/20
: 75/90 r/min(50/60Hz)
: 6 lit.
: Short loop system
: Automatic（Hydraulic actuated reversing valve）
: Three-phase induction motor
  (Ordinary squirrel-cage rotor)
  0.1kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 43kg

Discharge pressure
Discharge capacity

Reduction ratio
Pump revolution
Reservoir capacity
Piping system
Reversing system
Electric motor

Mass

(ｆｏｒ Ｈｏｉｓｔｉｎｇ)
４－φ２０（吊上用）

グリース補給口（フィルター付）
Ｇｒｅａｓｅ Ｆｉｌｌｉｎｇ Ｐｏｒｔ(ｗｉｔｈ Ｆｉｌｔｅｒ)

レリーフバルブ
Ｒｅｌｉｅｆ　Ｖａｌｖｅ

Ｈｙｄｒａｕｌｉｃ-Ｏｐｅｒａｔｅｄ
Ｒｅｖｅｒｓｉｎｇ Ｖａｌｖｅ

油圧切換弁KRV-22SL

Ｓｕｐｐｌｙ Ｌｉｎｅ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ
２－Ｒｃ３／８配管接続口

Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Gａｕｇｅ
圧力計35MPa

電動機
Ｍｏｔｏｒ

減速機
Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ Ｇｅａｒ

ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ
ＰＵＭＰ

ＣＥＮＴＲＡＬＩＺＥＤ　ＬＵＢＲＩＣＡＴＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ

ＫＯＷＡ　ＣＯＲＰ．
ＯＳＡＫＡ　ＪＡＰＡＮ

ＭＦＧ．ＮＯ

ＭＯＤＥＬ
ＭＡＸＩＭＵＭ
ＰＲＥＳＳＵＲＥ

Ｇｒｅａｓｅ Ｏｖｅｒｆｌｏｗ Ｐｏｒｔ
グリースオーバーフロー穴

40
95

25
2

13
2

79
0

46
7S
T

M
AX
.1
25
7

タンク
Ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ

ローレベルスイッチ
Ｌｏｗ Ｌｅｖｅｌ Ｓｗｉｔｃｈ

レベルロッド
Ｌｅｖｅｌ Ｒｏｄ

φ140

：　　　　　　　　　　ＭＰａ

40
129

ロックナット

切換圧力調整ボルト　　　　　
ＰＲＥＳＳＵＲＥ 
ＡＤＪＵＳＴＩＮＧ ＢＯＬＴ

ＬＯＣＫＮＵＴ

6

14ST

リード線３ｍ　　　　　　　　　
ＶＣＴＦ０．７５ｍｍ2
×３芯



形 式
駆 動 方 式
吐 出 圧 力
吐 出 量

減 速 比
ポンプ回転数
タンク容量
配 管 方 式
切 換 方 式
電 動 機

質 量

: KEP-N25L
: 電動式
: 20.6Mpa(Max.)
: 70/84cm3/min.(50/60Hz)
  1cm3/ ストローク
: 1/20
: 75/90 r/min(50/60Hz)
: 25ℓ
: ループ方式
: 油圧方式（油圧切換弁）
: 三相籠形誘導電動機
  0.2kW、 4P.
  AC200V（AC400V）
: 80kg

: KEP-N25L
: Motor drive
: 20.6Mpa(Max.)
: 70/84cm3/min.(50/60Hz)
  1cm3/stroke
: 1/20
: 75/90 r/min(50/60Hz)
: 25 lit.
: Loop type
: Automatic（Hydraulic actuated reversing valve）
: Three-phase induction motor
  (Ordinary squirrel-cage rotor)
  0.2kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 80kg

Model
Driving system
Discharge pressure
Discharge capacity

Reduction ratio
Pump revolution
Reservoir capacity
Piping system
Reversing system
Electric motor

Mass

形 式
駆 動 方 式
吐 出 圧 力
吐 出 量

減 速 比
ポンプ回転数
タンク容量
配 管 方 式
切 換 方 式

電 動 機

質 量

: KEP-N25E
: 電動式
: 20.6Mpa(Max.)
: 70/84cm3/min.(50/60Hz)
  1cm3/ ストローク
: 1/20
: 75/90 r/min(50/60Hz)
: 25ℓ
: エンド方式
: 電磁方式（電磁切換弁）
  ( 給油主管の末端に設置の圧力調整弁の
   リミットスイッチと連動）
: 三相籠形誘導電動機
  0.2kW、 4P.
  AC200V（AC400V）
: 80kg
: KEP-N25E
: Motor drive
: 20.6Mpa(Max.)
: 70/84cm3/min.(50/60Hz)
  1cm3/stroke
: 1/20
: 75/90 r/min(50/60Hz)
: 25 lit.
: End type
: Solenoid-operated reverse(Interlinked with a limit 
  switch and a pressure-control valve installed at the 
  end of the main supply pipe line)
: Three-phase induction motor
  (Ordinary squirrel-cage rotor)
  0.2kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 80kg

Model
Driving system
Discharge pressure
Discharge capacity

Reduction ratio
Pump revolution
Reservoir capacity
Piping system
Reversing system

Electric motor

Mass

KEP-N25L KEP-N25E

４－Ø１５取付穴
ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＨＯＬＥＳ

グリースオーバーフロー穴
ＧＲＥＡＳＥ ＯＶＥＲＦＬＯＷ ＰＯＲＴ

タンク
ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ

４－Ø２５（吊上用）
（ＦＯＲ ＨＯＩＳＴＩＮＧ） グリース補給口（フィルター付）

ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ（ＷＩＴＨ ＦＩＬＴＥＲ）

500
680

16
0
28
0

32
0

36
0

270

10
2

ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ
タンク空気抜

ローレベルスイッチ
ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

レベルロッド
ＬＥＶＥＬ ＲＯＤ

50
4

68
～
４３
１

ＭＯＴＯＲＴＥＲＭＩＮＡＬ ＢＯＸ
電動機    端子箱    

31
7

88
8～
M
AX
.1
25
1

吐出口

ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ
ＮＯ．１

ＮＯ．２
吐出口

80
12
16

5

圧力計
ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ

ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ
ポンプ空気抜ポンプ空気抜ポンプ空気抜ポンプ空気抜

14
0

90

ＳＯＲＥＮＯＩＤ－ＯＰＥＲＡＴＥＤ
ＲＥＶＥＲＳＩＮＧ ＶＡＬＶＥ

電磁切換弁

ＳＵＰＰＬＹ ＬＩＮＥ 
ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ

２－Ｒｃ 3/8 配管接続口
ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥ
レリーフバルブ



形 式
駆 動 方 式
吐 出 圧 力
吐 出 量

減 速 比
ポンプ回転数
タンク容量
配 管 方 式
切 換 方 式
電 動 機

質 量

: KEP-41L-S0
: 電動式
: 20.6Mpa(Max.)
: 210/252cm3/min.(50/60Hz)
  2.1cm3/ ストローク
: 1/15
: 100/120 r/min(50/60Hz)
: 40ℓ
: ループ方式
: 油圧方式（油圧切換弁）
: 三相籠形誘導電動機
  0.4kW、 4P.
  AC200V（AC400V）
: 181kg

: KEP-41L-S0
: Motor drive
: 20.6Mpa(Max.)
: 210/252cm3/min.(50/60Hz)
  2.1cm3/stroke
: 1/15
: 100/120 r/min(50/60Hz)
: 40 lit.
: Loop type
: Automatic（Hydraulic actuated reversing valve）
: Three-phase induction motor
  (Ordinary squirrel-cage rotor)
  0.4kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 181kg

Model
Driving system
Discharge pressure
Discharge capacity

Reduction ratio
Pump revolution
Reservoir capacity
Piping system
Reversing system
Electric motor

Mass

形 式
駆 動 方 式
吐 出 圧 力
吐 出 量

減 速 比
ポンプ回転数
タンク容量
配 管 方 式
切 換 方 式

電 動 機

質 量

: KEP-41E
: 電動式
: 20.6Mpa(Max.)
: 210/252cm3/min.(50/60Hz)
  2.1cm3/ ストローク
: 1/15
: 100/120 r/min(50/60Hz)
: 40ℓ
: エンド方式
: 電磁方式（電磁切換弁）
  ( 給油主管の末端に設置した圧力調整弁の
   リミットスイッチと連動）
: 三相籠形誘導電動機
  0.4kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 172kg
: KEP-41E
: Motor drive
: 20.6Mpa(Max.)
: 210/252cm3/min.(50/60Hz)  2.1cm3/stroke
: 1/15
: 100/120 r/min(50/60Hz)
: 40 lit.
: End type
: Solenoid-operated reverse(Interlinked with a limit 
  switch and a pressure-control valve installed at the 
  end of the main supply pipe line)
: Three-phase induction motor
  (Ordinary squirrel-cage rotor)
  0.4kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 172kg

Model
Driving system
Discharge pressure
Discharge capacity
Reduction ratio
Pump revolution
Reservoir capacity
Piping system
Reversing system

Electric motor

Mass

ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ
タンク

タンク空気抜
ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ

グリースオーバーフロー穴
ＧＲＥＡＳＥ ＯＶＥＲＦＬＯＷ ＰＯＲＴ

４－Ø１５取付穴
ＭＯＵＮＴＩＮＧ
ＨＯＬＥＳ

650
120410

Ø319

ＬＥＶＥＬ ＲＯＤ
レベルロッド

57
1

10
57

46
0

50
0

20

ローレベルスイッチ
ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ
ＳＷＩＴＣＨ

ロックナット

切換圧力調整ボルト　　　　　

ＯＩＬ ＧＡＵＧＥ
オイルゲージ

ＲＥＶＥＲＳＩＮＧ ＰＲＥＳＳ．

ＬＯＣＫＮＵＴ

エアー抜き
ＡＩＲ ＶＥＮＴ 
ＳＣＲＥＷ

404040101

84

11
8

（ＷＩＴＨ ＦＩＬＴＥＲ）

グリース補給口（フィルター付）
ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ

逆転安全弁
ＰＵＭＰ ＲＥＬＩＥＦ

端子箱
ＴＥＲＭＩＮＡＬ
ＢＯＸ

ＶＡＬＶＥ

４－Ø２５（吊上用）
（ＦＯＲ ＨＯＩＳＴＩＮＧ）

ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ

ＳＵＰＰＬＹ ＬＩＮＥ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ

ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ－ＯＰＥＲＡＴＥＤ
油圧切換弁ＫＲＶ－２２Ｌ

４－Ｒｃ３／８配管接続口
ＲＥＶＥＲＳＩＮＧ ＶＡＬＶＥ

6t

圧力計

レリーフバルブ
ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥ

オイル注入口
ＯＩＬ ＳＵＰＰＬＹ ＰＯＲＴ

ＲＥＤＵＣＴＩＯＮ
減速機

ＧＥＡＲ

ＭＯＴＯＲ
電動機

ＡＤＪＵＳＴ ＢＯＬＴ

OIL SUPPLY PORT

35
121

41012020

650

46
0

50
0

10
57

57
1

Ø319

6t

オイル注入口

AIR VENT SCREW
タンク空気抜

RELIEF VALVE
レリーフバルブ

PRESSURE 
GAUGE

圧力計 35MPa

(FOR HOISTING)
4-Ø25（吊上用）

83

80

グリースオーバーフロー穴
GREASE OVERFLOW PORT

タンク
RESERVOIR

端子箱
TERMINAL
BOX

OIL GAUGE
オイルゲージ

4-Ø15取付穴
MOUNTING 
HOLES

電動機電動機電動機電動機
MOTORMOTOR

REDUCTION GEAR
減速機

(SET:23MPa)

GREASE FILLING PORT
グリース補給口（フィルター付）

(WITH FILTER)

LEVEL ROD
レベルロッドローレベルスイッチ

LOW LEVEL SWITCH

AIR VENT VALVE
エアー抜きバルブ

逆転安全弁
PUMP RELIEF
VALVE

Ｎo．１ 吐出口
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

Ｎo．２ ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

電磁切換弁
SOLENOID-OPERATED
REVERSING VALVE

SUPPLY LINE 
CONNECTIONS

2-配管接続口 Rc3/8

吐出口



形 式
駆 動 方 式
吐 出 圧 力
吐 出 量

減 速 比
ポンプ回転数
タンク容量
配 管 方 式
切 換 方 式
電 動 機

質 量

: KEP-51L
: 電動式
: 20.6Mpa(Max.)
: 430/520cm3/min.(50/60Hz)
  3.8cm3/ ストローク
: 1/15
: 112/135 r/min(50/60Hz)
: 90ℓ
: ループ方式
: 油圧方式（油圧切換弁）
: 三相籠形誘導電動機
  0.75kW、 4P.
  AC200V（AC400V）
: 248kg

: KEP-51L
: Motor drive
: 20.6Mpa(Max.)
: 430/520cm3/min.(50/60Hz)
  3.8cm3/stroke
: 1/15
: 112/135 r/min(50/60Hz)
: 90 lit.
: Loop type
: Automatic（Hydraulic actuated reversing valve）
: Three-phase induction motor
  (Ordinary squirrel-cage rotor)
  0.75kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 248kg

Model
Driving system
Discharge pressure
Discharge capacity

Reduction ratio
Pump revolution
Reservoir capacity
Piping system
Reversing system
Electric motor

Mass

形 式
駆 動 方 式
吐 出 圧 力
吐 出 量

減 速 比
ポンプ回転数
タンク容量
配 管 方 式
切 換 方 式

電 動 機

質 量

: KEP-51E
: 電動式
: 20.6Mpa(Max.)
: 430/520cm3/min.(50/60Hz)
  3.8cm3/ ストローク
: 1/15
: 112/135 r/min(50/60Hz)
: 90ℓ
: エンド方式
: 電磁方式（電磁切換弁）
  ( 給油主管の末端に設置した圧力調整
   弁のリミットスイッチと連動）
: 三相籠形誘導電動機
  0.75kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 248kg
: KEP-51E
: Motor drive
: 20.6Mpa(Max.)
: 430/520cm3/min.(50/60Hz)  3.8cm3/stroke
: 1/15
: 112/135 r/min(50/60Hz)
: 90 lit.
: End type
: Solenoid-operated reverse(Interlinked with a 
  limit switch and a pressure-control valve 
  installed at the end of the main supply pipe line)
: Three-phase induction motor
  (Ordinary squirrel-cage rotor)
  0.75kW、 4P. AC200V（AC400V）
: 248kg

Model
Driving system
Discharge pressure
Discharge capacity
Reduction ratio
Pump revolution
Reservoir capacity
Piping system
Reversing system

Electric motor

Mass

KEP-51L KEP-51E

ＯＩＬ ＧＡＵＧＥ

11
14

60
9

ＬＥＶＥＬ ＲＯＤ

ＯＩＬ ＳＵＰＰＬＹ ＰＯＲＴ

20
50
0

46
0

410 120
650

Ø457

ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

レベルロッド

ローレベルスイッチ　

オイル注入口　　　

オイルゲージ

（43）

ＮＯ．１ 吐出口
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥ

圧力計 ３５ＭＰａ
ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ

a-SO
L

b-SO
L

ＮＯ．２ ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ
吐出口

121 80
２－配管接続口　
Ｒｃ３／８

83

46

電磁切換弁
ＳＯＬＥＮＯＩＤ－ＯＰＥＲＡＴＥＤ
ＲＥＶＥＲＳＩＮＧ ＶＡＬＶＥ

ＭＯＴＯＲ

ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＨＯＬＥＳ

電動機

４－Ø１５取付穴　

端子箱 　　　
ＴＥＲＭＩＮＡＬ
ＢＯＸ

ＰＵＭＰ ＲＥＬＩＥＦ 
ＶＡＬＶＥ

逆転安全弁　　　　　

タンク空気穴　　

グリースオーバー
フロー穴

タンク　　

グリース補給口（フィルター付）４－Ø２５（吊上用）

ＧＲＥＡＳＥ ＯＶＥＲＦＬＯＷ 
ＰＯＲＴ

ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ

ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ

（ＷＩＴＨ ＦＩＬＴＥＲ）
ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ（ＦＯＲ ＨＯＩＳＴＩＮＧ）

（ＳＥＴ：２３ＭＰａ）

レリーフバルブ

ＳＵＰＰＬＹ ＬＩＮＥ
ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ

ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＶＡＬＶＥ
エアー抜きバルブ

ＲＥＶＥＲＳＩＮＧ ＶＡＬＶＥ
ＨＹＤＲＡＵＬＩＣ－ＯＰＥＲＡＴＥＤ

ＳＵＰＰＬＹ ＬＩＮＥ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ

ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ

101404040

ＲＥＶＥＲＳＩＮＧ ＰＲＥＳＳ．

ＯＩＬ ＧＡＵＧＥ

11
14

60
9

ＬＥＶＥＬ ＲＯＤ

20
50
0

46
0

410 120
650

ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＨＯＬＥＳ

（ＦＯＲ ＨＯＩＳＴＩＮＧ） ＧＲＥＡＳＥ ＦＩＬＬＩＮＧ ＰＯＲＴ
（ＷＩＴＨ ＦＩＬＴＥＲ）

11
884

ＡＩＲ ＶＥＮＴ
ＳＣＲＥＷ

Ø457

ＬＯＷ ＬＥＶＥＬ ＳＷＩＴＣＨ

ＡＩＲ ＶＥＮＴ ＳＣＲＥＷ

ＲＥＳＥＲＶＯＩＲ

ＧＲＥＡＳＥ ＯＶＥＲＦＬＯＷ
ＰＯＲＴ

6t

４－Ø２５（吊上用） グリース補給口（フィルター付）

レベルロッド

ローレベルスイッチ　

エアー抜き　　　

タンク　　

オイル注入口　　　

グリースオーバー
フロー穴

タンク空気穴　　

電動機電動機

４－Ø１５取付穴　

圧力計 ３５ＭＰａ

レリーフバルブ
ＲＥＬＩＥＦ ＶＡＬＶＥ

油圧切換弁ＫＲＶ－２２Ｌ

４－Ｒｃ３／８配管接続口　　

逆転安全弁　　　　　
ＰＵＭＰ ＲＥＬＩＥＦ
ＶＡＬＶＥ

ＴＥＲＭＩＮＡＬ
ＢＯＸ

端子箱 　　　

切換圧力調整ボルト

ロックナット
ＬＯＣＫＮＵＴ

オイルゲージ

ＡＤＪＵＳＴ ＢＯＬＴ

（43）

ＮＯ．２

ＮＯ．１
ＮＯ．２

ＮＯ．１

吐出口

吐出口
ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

戻り口
ＲＥＴＵＲＮ ＰＯＲＴ

ＤＩＳＣＨＡＲＧＥ ＰＯＲＴ

戻り口

40
40
40

ＭＯＴＯＲＭＯＴＯＲ

ＯＩＬ ＳＵＰＰＬＹ ＰＯＲＴＯＩＬ ＳＵＰＰＬＹ ＰＯＲＴ



質量：10.52kg

質量：7.59kg

質量：9.85kg

戻り圧力を正確にキャッチし、設定した圧力で
確実に作動しますので、未端分配弁での給油が
保証されます。
高背圧に耐える設計で、苛酷な条件にもずば抜
けた耐久性を示します。

この油圧切換弁は、電動式ループシステムに使用さ
れるもので、ポンプと同一ステーションに組み付け
られています。ポンプから送られてくる潤滑剤を、
ループ状の2本の主管に交互に送り込む働きをし、切
換え動作は主管の戻り圧力を正確に検知して行いま
す。切換圧力は、4～18MPaの範囲で自由に設定でき、
設定はポンプのところで簡単に行えますのでシステ
ムに合わせた最適圧力値が選択できます。
なお、当社工場出荷時には、ループタイプは切換圧力
4MPaに、ショートループタイプは10MPaにセットし
てあります。

　This reversing valve is used in the motor-driven loop 
system, and is assembled in the same station as the 
pump. The valve is designed to send the lubricant 
delivered from the pump into the two loops of main 
supply line alternately, changing over the supply line by 
accurately detecting the return pressure from the main 
supply line. The changeover pressure may be freely set 
at the pump within a range of 4 to 18MPa, so that an 
optimum pressure suited to the system may be selected. 
The pressure of loop system is set at 4MPa, and the 
pressure of short loop system is set at 10MPa at the 
time of shipping from our works.

●

●



質量：9.2kg

MODEL：KMV-1

この油圧調整弁は、電動式エンドシステムに使用さ
れるもので、配管末端（最も圧力の低い所）に取付け、
ポンプステーションの電磁弁を切換える信号を出す
バルブで、末端分配弁での給油が終了しました…と
いうフローセンサーに似た役目をはたすものです。
主管（ⅠとⅡ）の圧力を同時に設定できますので、設
定が容易です。

KCV－2－D1

4

3～20

質　　 　　　　量
Mass

35MPa)
35MPa)

(196)

79

171

130
110

85
65

6017.5

95

48
31
9

圧力計 ３５ＭＰａ

リミットスイッチ

配管接続口 ４－Ｒｃ３／８

取付穴 ４－Ø７
ＭＯＵＮＴＩＮＧ ＨＯＬＥＳ

ＳＵＰＰＬＹ ＬＩＮＥ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ

ＬＩＭＩＴ ＳＷＩＴＣＨ

ＰＲＥＳＳＵＲＥ ＧＡＵＧＥ

ＰＲＥＳＳＵＲＥ
ＡＤＪＵＳＴ‐ＳＣＲＥＷ

圧力スイッチ　
ＣＥ２５
ＰＲＥＳＳＵＲＥ　
ＳＷＩＴＣＨ

圧力調整ネジ

端子箱
ＴＥＲＭＩＮＡＬ ＢＯＸ

Ｎｏ．２ ＬＩＮＥ

Ｎｏ．１ ＬＩＮＥ

配線口 Ø２２
ＷＩＲＩＮＧ ＰＯＲＴ

高圧低圧

A Ba b

P T

262
131

13
8

70
20

40 40

67
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● An abundant delivery may be obtained from one discharge port.
● Since lubricating pistons operate in parallel system, unuded discharge
   ports may be covered with blind plug.
● Each piston is provided with indicator stem for monitoring of state of
   lubrication.
● Lubricating grease quantity may be adjusted in individual discharge
   ports. 
● A constant rate measuring system is incorporated to provide always a 
   constant discharge rate.

1 個の吐出口からKW型の倍の吐出量が得られます。
不要吐出口はどこでも盲プラグができます。
給油ピストン毎に指示棒が付いていますので個々に
給油確認ができます。
給油量は各吐出口単位で個々に調整が可能です。
定量分配方式ですので、常に一定の吐出量が得られます。

吐出口が倍数になっているため、給油口数の多い
場合に最適。
給油ピストン毎に指示棒が付いていますので個々に
給油確認ができます。
給油口数の調整は左端 1カ所のみ可能で、連通ポート
盲ネジをはずすことにより行います。この場合、吐出
量は倍量となります。
給油量は吐出口の上下 1対毎に調整が可能です。
定量分配方式ですので、常に一定の吐出量が得られます。

・
・
・
・
・

・
・
・

・
・

● Discharge ports are provided in multiple. This is ideally suited for the
   case when there are many lubricating ports.
● Each piston is provided with indicator stem for monitoring of state of
   lubrication.
● Adjustment of the number of lubricating ports is possible only in one
   place at the left end. This is carried out by removing the blined screw
   of the communicating port. The discharge rate will be doubled by this
   adjustment. 
● Amount of oil is and can be adjusted up and down a pair each of the outlet.
● Since the quantitative distribution valve, always certain of the discharge 
   amount can be obtained.

KS形分配弁は、デュアルラインに使用される可変容
量形吐出弁で、ポンプから2本の主管に交互に圧送さ
れる潤滑剤の圧力により作動し、各給油ポイントへ計
量後給油します。分配弁の動作は、それぞれのメイン
ピストンに設けたインジケータステムにより確認で
きます。又、このメインピストンのストロークを調整
ネジで調整することによって吐出量を変更すること
ができます。
シングル吐出口とは、メインピストンの往復吐出量を
分配弁内部で、1つの吐出口に合流させたものです。仕
様等に記載してある「吐出量cm3/ストローク」とはメ
インピストンの片側の動きに対する吐出量を表示し
ています。従って主管2本に交互に潤滑剤が圧送され、
分配弁が作動したとしますとメインピストンは1往復
したことになりますので、1個の吐出口からの量は
cm3/ストローク×2となり倍量出したことになります。
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カウンタ付分配弁も御座います。

There is also with counter.

4.

4.
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グリースの補給には
必ずグリース充填ポン
プ（グリースパック）を
ご使用下さい。
●汚れない。
●塵などの混入がない。
●簡単、確実な作業性。

手動式グリースパック
Hand-operated
grease pack

手動式グリースパック
Hand-operated
grease pack

Model
形 式

18kg, 16kg pail or 
16kg square can

40cm3/St.

Rubber hose 1.5m,
snap on hose coupling
(Common fitting with 

KMP type hand pump and 
various motor-driven pumps). 

Less than NLG1 #1

Discharge capacity
吐 出 量

Discharge pressure
吐 出 圧 力

Attachments
付 属 品

Usable container capacity
対 象 容 器

Grease used
使 用 グ リ ー ス

Mass
質 量

KGP-420
40cm3/ストローク

集中潤滑用グリース
NLG1 #1

ゴムホース1.5m、
クイックカップリング
KMP形手動ポンプ及び
各種電動ポンプと共通口金

14kg

1MPa

18kg ・ 16kgペール缶
16kg角缶

18kgまたは16kgペール缶、あるいは16kg角缶をそのまま収容
し、補給できる本格的タイプです。
又、吐出部には、フィルターが内蔵されておりますので、常に
清浄なグリースをポンプに補給することができます。



Model
形 式

Driving system Motor driven

3-phase induction motor

Drum (180kg)

Less than NLG1 #1、#0

駆 動 方 式

Discharge capacity
吐 出 量

Discharge pressure
吐 出 圧 力

Electric motor
電 動 機

Pump revolution
ポ ン プ 回 転 数

Reduction ratio
減 速 比

Usable container capacity
対 象 容 器

Grease used
使 用 グ リ ー ス

Mass
質 量

KGP-710
電動式

663/800cm3/min
at 50/60Hz

69/83 r/min
at 50/60Hz

集中潤滑用グリース
NLG1 #1、#0

1/21

68kg

ドラム缶

MAX 5MPa

三相籠形誘導電動機
（全閉外扇形）

AC200/220V、AC400/440V、
0.4kW、4P

3-セットボルト

点検口

∅62
0

5

φ620

11
25

ギャードモータ

圧力計 10MPa

3-M10 アイボルト

ドラム缶

攪拌羽根

Drum Can

Hanger

Flexible Hose
フレキホース(2m)

Agitator

Pressure gauge

Geared Motor

Check Port

Set Bolt

ホース不使用時接続
When Hose is not used

（ポンプ補給口に接続）
Snap-on Hose Coupling

クイックカップリング

∅745

180kgのドラム缶から直接グリースを吸い上げ、補充を必要とする給油
ポンプタンクへ、グリースを充填する電動式ポンプです。また、ドラム缶 
空の信号が出せるようにローレベルスイッチが付いたKGP-710LS形も
あります。

KGP-710

This is a motor-driven grease filling pump intended to fill the reservoir of 
grease by sucking up grease directly from a 180kg drum. Type KGP-710LS 
equipped with a low level switch to allow a drum-empty signal to be 
emitted is also available. 

（ローレベルスイッチはオプションです）

グリース残量低減式もあります。
A grease residual quantity reduction type.

仕様 SPECIFICATION

寸法図 DIMENSIONS

KGP-710



盤構造は鋼板製表面扉付壁掛形屋内用で、標準塗装色はマンセル記号5Y 7/1です。屋外
用、防塵、防爆または自立形など、及び特殊電圧の場合は、別途ご指示ください。
KCP-16DLは、簡易コンパクトタイプです。水のかかるところや粉塵の多いところで御使
用の場合はKCP-16L-S0形を御使用ください。
形式説明

1.

2.

3.

KEP-16SL
KEP-N25
KEP-41L,51L

KEP-N25L
KEP-41L
KEP-51L

KEP-N25L-S1
KEP-41L-S1
KEP-51L-S1
(KGP-710)

KEP-N25E-S1
KEP-41E-S1
KEP-51E-S1
(KGP-710)

KEP-N25E-S2
KEP-41E-S2
KEP-51E-S2
(KGP-710-LS)

KEP-N25E-S2
KEP-41E-S2
KEP-51E-S2
(KV-A200)

KEP-16SL

KEP-N25L-S2
KEP-41L-S2
KEP-51L-S2
(KGP-710-LS)

KEP-N25L-S2
KEP-41L-S2
KEP-51L-S2
(KV-A200)

Motor overload
Overtime
Tank Low-level

Motor overload
Overtime
Tank Low-level
Tank High-level

Motor overload
Overtime
Tank Low-level

Lub. Motor overload
Overtime
Tank Low-level
Tank High-level
Filling-motor overload

□：16, N25,
　　41, 51

□：N25,
　  41, 51

□：N25,
　  41, 51

□：N25,
　  41, 51

□：N25,
　  41, 51

□：N25,
　  41, 51

□：N25,
　  41, 51

□：N25,
　  41, 51

小型のタッチパネル制御盤も御座います。

There is also a small touch-screen control panel.

●

●

タイマーコントロール自在●

完全なインターロック機能を備えています。●

給油時間、給油間隔の調整はタイマーの設定で自
由調節でき、タイマーにより自動的に起動し1回の
給油が終了すれば自動的に停止します。
次回の起動もタイマー起動で繰り返されます。

「モータの過負荷運転」になれば自動停止し、
ランプで知らせます。
「タンクの潤滑剤が空」になれば自動停止し、
ランプで知らせます。
「油漏れ」「切換弁・圧力調整弁の作動不良」「ポ
ンプ空転」「回路内の弁の開きっ放し…」など
で運転時間が異常に延びた場合は、ポンプを
自動的に停止し、ランプで警報を発します。

○

○

○
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FCD400
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Mass







　手動ポンプの場合は上式において　　をポンプハンドル
1ストローク当たりの吐出量cm3/ストロークにより計算し
ます。この場合は　 はポンプハンドルの操作回数（スト
ローク）で示されます。一般的には20ストローク以内として
計算します。
分配弁のKW形を使用する場合は、その吐出量（　 ）は1/2と
して計算します。

Hydraulic operated reversing valve or pressure control valve(cm3)

計算設計上Max.17MPaとする。

調整弁の調整圧力Max.17MPaとする。

a と b の条件により分配弁の入口附近の配管の圧力
損失はMax.12MPaとなるように設計する。

5MPaとする。

In designing and calculating, the maximum delivery pressure should be 17MPa.

It should be 5MPa.
[With the measuring valve and pressure control valve installed under identical 
conditions, when the pressure control valve is placed nearer to the pump, the 
maximum adjustable pressure of the pressure control valve should be 17MPa.]
P = Working pressure of measuring valve 3MPa (piston pressure loss + 
greasing pipe pressure loss + bearing back pressure) + safety pressure 2MPa 
=5MPa

Regarding the conditions a and b, it should be designed so that the pressure 
loss of the piping in the vicinity of the inlet of measuring valve be 12MPa at 
maximum.

● Delivery pressure of pump

● Changeover pressure

●
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