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1. 工作機械用－１

■テレスコカバー

“高速対応”
特許取得のパンタグラフ機構：シンクロナイズド・パラレル・メカニズム
（SPM）により、120ｍ／min・2Ｇの速度にも対応可能です。
 
“走行安定性”
パンタグラフ（SPM）機構により走行安定性が増し、機械加工精度の安定も
図れます。

“基本材質”
本体・背板・取付板：SPCC、SPHC、SUS
ワイパー：NBR、ウレタン、テフロン
スライダー：PE、UPE
ローラー：UPE、真鍮
 
製作可能寸法：横幅3500㎜以下
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■ヨロイカバー

ヨロイ付ジャバラ

Stahlflex®

Stahlflex®はドイツ Moeller社の登録商標です。

ASアーマー

■エプロンカバー

VSアーマー

1. 工作機械用－2

“耐切粉、耐スパッタ用”
ジャバラ上面に金属製ヨロイを取り付けることで、切粉等の侵入を防ぎま
す。また、スパッタ対策にも有効です。
※ヨロイ形状は上面のみならず、上面＋側面にも対応出来ます。

“垂直用１面ヨロイカバー”
折ジャバラが無い構造により省スペース化を実現。

アルミ製の本体に連結部ゴム材に
はクーラント耐性に優れている
H-NBR製を採用

－ 2008年○モノづくり部品大賞　奨励賞 －
（特許出願中）

超
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溶着部

表生地

支持板

■AF（アドヴァンスドフォールディング）ジャバラ

■丸型ジャバラ（リング挿入タイプ）

■巻取りカバー

2. 産業機械用

単層構造であり且つジャバラの１山毎に支持板が溶着されていることを特
徴とします。全方向対応可能なジャバラです。

■OF（オリジナルフォールディング）ジャバラ
オリジナル素材での三層構造が基本となります。オリジナル製法との組合
せで、様々な特殊仕様に対応した製品をご提案致します。

門型

多角形

平型
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■ダイシングマシン用折ジャバラ

■クリーンルーム用　丸ジャバラ

■クリーンルーム用　折ジャバラ

■CMP用　丸ジャバラ

3. 半導体製造装置用

高周波溶着による完全密閉仕様　
防水仕様としても有効

オリジナル多層構造による防水・耐水＋耐切粉仕様

低発塵性不織布を使用

ウォーターディフェンサー
（特許出願中）
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■折りジャバラ

■芯線挿入式テーブル用ジャバラ

4. 昇降テーブル用

“Qua l i t y  o f  l i f e”
ナベルでは、安全性・難燃性・防水
性・防汚性などの基本的な機能に加
え、コスメティックな要素（美観）
も重要な機能だと考えています。

医療用

福祉機器用

Material Handling用

ファルタ製法（特許取得）
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■レーザ光路用ジャバラ

■センサージャバラ（特許取得）

■測定機器用ジャバラ

■検査装置用ジャバラ ■光学用ジャバラ

5. ナベルオリジナル

難燃性能＋センサー機能を合わせたレーザ光路用ジャバラ

（スクリーン製法　特許取得）
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■電磁波シールド用ジャバラ

■レトロフィットジャバラ

■トレーサビリティ

■ISO

1. 使用目的
2. 形状
3.MAX/MIN寸法
4. その他

まずは上記の項目からお気軽にご相談ください。
機能的にも経済的にも最適なご提案を差し上げます。

三重工場、山口工場の両工場にて
ISO9001＆14001を取得しております。

とは…

特殊繊維を編み込んだ多層構造仕様

折りジャバラでの後付け仕様。
ファスナー付よりもMINが小さくなる利点があります。

（特許出願中）

6. 品質管理

7. お問い合わせ

イタリア語で美しいことを意味します。
ナベルでは、お客様の機械との調和を図
るために、機能面のみならず美観を重
視したもの作りに努めております。

ナベルは銘板によりトレーサビリティを確保しております。
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40426 Airport Road New London,NC 28127 USA

E-mail:info@nabell.com

Phone:+1-704-986-2455

Fax:+1-704-986-2456

Nabell USA

本社（三重工場）

山口工場

Crystal Beach O/T 814,1394-286,Jung-dong,
Haeundae-gu,Busan,612-010,Korea
E-mail:nabell-korea@bellows.co.jp
Phone:+82-51-746-1771
Fax:+82-51-746-0617

Nabell Korea

●

●

●
●

●

IGA

BUSAN

NABELL
USA

YAMAGUCHI

敷地面積 7,379㎡
建物面積 4,623㎡

敷地面積 3,46acre
建物面積 6,000sf

KOREA

U S A

敷地面積 8,504㎡
建物面積 1,842㎡

〒759ｰ3622
山口県阿武郡阿武町大字奈古3485ｰ8
PHONE：08388ｰ2ｰ2027　FAX：08388ｰ2ｰ0030

〒518ｰ0873　三重県伊賀市上野丸之内181ｰ13
PHONE：0595ｰ21ｰ5060　FAX：0595ｰ23ｰ5059
〒518ｰ0131　三重県伊賀市ゆめが丘7ｰ2ｰ3
PHONE：0595ｰ21ｰ5060　FAX：0595ｰ23ｰ5059
〒518ｰ0809　三重県伊賀市西明寺2783ｰ1

本　　社

三重工場
（Bella-Flex）
（西明寺パーツセンター）

東京営業所
〒270ｰ0163
千葉県流山市南流山1-1-13  高雅ビル3F
PHONE：04ｰ7178ｰ8840　FAX：04ｰ7178ｰ8848

TOKYO
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