
プラスチックモジュラーチェーン
WT2705-K形
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形式 チェーン  
ピッチ

リンク
形状

チェーン  
幅 仕様記号

WT 27 05 ― K24 ― ＋B

リンク数 単位

80 L

注）1.注文時は文字･記号の間はスペースをつめてください。
　 2.最小数:2、最大数:99999。

チェーン
仕様

チェーンピッチ
mm 外観色 開孔率

%
最大許容張力
kN/m {kgf/m}

チェーン質量
kg/m2

使用温度範囲
℃ ピン材質 ピン止め

方式
普通仕様 (B)

27.2
ブルー

1.2
15.4{1570} 7.6

0 ～ 80 ポリプロピレン
プラグLFB ブラウン － 20～ (60)80 特殊エンプラ

HTW ホワイト 7.7{785} 5.2 5 ～ 105 ポリプロピレン

注 ) 1. 最大許容張力は室温（20℃）における値で、幅全体に均一に張力が作用した場合のものです。上表の最大許容張力はチェーン 1m幅の値を示しています。
チェーン幅に合わせて、（検討される幅）×（チェーン 1m幅の最大許容張力 ) にて算出してください。

2. 使用温度範囲の (60) はウェット条件の場合です。
3. 上記以外のチェーン仕様 ( 材質 ) の製作可否は当社までご相談ください。
4. プラグの色は、普通仕様、LFBがイエロー（材質：ポリアセタール）、HTWがブルー（材質：ポリプロピレン）になります。
5. チェーン許容速度は 50m/min です。
6. チェーン能力線図はWT2706-K 形と同一です。能力線図の詳細は
「つばき プラスチックモジュラーチェーン WT2706-K 形」カタログを参照してください。

チェーン形番表示例平面図

メンテナンス性に優れたWT2700 シリーズに
クローズタイプを新発売
ピン止め方式にプラグ式を採用しチェーンの
連結・分解が容易に行え、ピンの再使用が可能です。

特許登録

プラスチックトップチェーン

プラグ
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■お願い
このカタログに記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問合せください。
Ⓒ本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

製造 : ツバキ山久チエイン株式会社

530-0005大阪市北区中之島3-3-3（中之島三井ビルディング）〒

TEL（03）3445-8644　FAX（03）3445-8636　　ツバキ山久チエイン株式会社　〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16

カタログに関するお問合せは、お客様問合せ窓口をご利用ください。

つばきエコリンクⓇは、つばきグループが設定した
エコ評価基準をクリアした商品に付加されるマークです。

ホームページアドレス https://www.tsubakimoto.jp

東　 京 （03）6703-8405 札　 幌 （011）241-7164 仙　 台 （022）267-0165 大　 宮 （048）648-1700 名古屋  （052）571-8187
大 　阪 （06）6441-0309 北　 陸 （076）232-0115 広 　島 （082）568-0808 九　 州 （092）451-8881
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汎用タイプ

普通仕様BB
汎用ポリアセタール

機械的性質に（引張強さ、すべり
特性）優れた一般グレードのポリア
セタール樹脂を使用しています。
【用途】
●様々な用途で使用可能な汎用
タイプ

リンク色 : ブルー

搬送物の保護

低摩擦・耐摩耗仕様（LF仕様）LFBLFB
低摩擦・耐摩耗性に優れたポリアセタール

摩擦係数が普通仕様より15%～45%低く、アキュムレート時の
ラインプレシャを軽減、搬送物にきずが付きにくくなります。

【用途】
●使用条件が厳しく（高速・高張力）チェーンの摩耗伸びが早く、
普通仕様ではチェーンの取替えサイクルが短い場合。
●ラインプレッシャーが高く、製品の傷つきを特に防止したい場合。
リンク色 : ブラウン

1.

長寿命
チェーン張力の減少により寿命が普通仕様より1.2～2倍向上します。
2.

搬送物の分岐・集合がスムーズ3.
所要動力の減少4.

使用可能温度

耐薬品性

高摩擦

耐薬品性

高温仕様HTWHTW
耐熱薬品性に優れたポリプロピレン

熱水のかかる用途に最適です。
: 105℃。

【用途】
●飲料工場の熱水のかかる搬送ライン
●電池の搬送ライン
●わずかに傾斜のある搬送コンベヤ
リンク色 : ホワイト

1.

: 酸、アルカリを含む耐薬品性に優れていま
す。薬品で洗浄される場合に適しています。

:ポリアセタール製のチェーンに対して40%程
度軽量です。所要動力の低減に効果があります。

:摩擦係数は普通仕様の約1.2倍～1.6倍。ドライ
条件で搬送物に油の付着がない場合のわずかな傾斜にもご使用できます。

2.

3.

4.

このカタログはSI 単位｛重力単位｝で記載しています。｛　　｝値は参考値です。

形番 歯数 ピッチ円径
Dp

外径
Do Dh 軸穴

形状
軸穴寸法
d

概略質量
kg 形 材質

WT-N2700-18T40S
18 156.64 159.7

52
四角

40 0.2 一
体
形

強化
ポリアミド
（黒色）

WT-N2700-18T60S 72 60 0.2
WT-N2700-18T65S 77 65 0.2

チェーン幅
X

普通 B 低摩擦 ･耐摩耗 LFB 高温 HTW
形式 形式 形式

228.6 WT2705-K09-B WT2705-K09-LFB WT2705-K09-HTW
304.8 WT2705-K12-B WT2705-K12-LFB WT2705-K12-HTW
381.0 WT2705-K15-B WT2705-K15-LFB WT2705-K15-HTW
457.2 WT2705-K18-B WT2705-K18-LFB WT2705-K18-HTW
609.6 WT2705-K24-B WT2705-K24-LFB WT2705-K24-HTW
762.0 WT2705-K30-B WT2705-K30-LFB WT2705-K30-HTW
914.4 WT2705-K36-B WT2705-K36-LFB WT2705-K36-HTW
1066.8 WT2705-K42-B WT2705-K42-LFB WT2705-K42-HTW
1219.2 WT2705-K48-B WT2705-K48-LFB WT2705-K48-HTW
1371.6 WT2705-K54-B WT2705-K54-LFB WT2705-K54-HTW
1524.0 WT2705-K60-B WT2705-K60-LFB WT2705-K60-HTW

本リーフレット記載以外のチェーン能力線図、コンベヤ選定・取扱、 警告、 注意、保証は
「つばき プラスチックモジュラーチェーン WT2706-K 形」カタログを、
プラレール、フレームサポートパーツ等アクセサリは「つばき トップチェーン＆スプロケット」
カタログをご参考ください。

WT2705-K 形用スプロケット

注 ) 1. 注文生産品です。
2. 使用温度範囲は－ 20 ～ 80℃となります。
3. スプロケットは、チェーンとコンベヤの熱膨張差、チェーンとスプロケットの据付誤差を吸収する
ため、シャフトとはルーズフィットとしています。

4. スプロケットの取付数、取付位置は荷重条件によって異なります。詳細は「つばき プラスチック
モジュラーチェーンWT2706-K 形」カタログを参照してください。

5. 一体形スプロケットWT-N2700-9T、分割形スプロケットWT-SW2700-20T、28Tも対応しています。
詳細は「つばき プラスチックモジュラーチェーン WT2705/2706-K形用スプロケット WT-N2700-9T/
WT-SW2700-20T&28T」をご参照ください。

チェーン（プラピン）

注）1.チェーン幅は 3インチ（76.2mm）単位が標準編成です。チェーン幅 1905mm以上のチェーンも製作いたします。当社までお問合せください。
2.モジュールをカットすることによりチェーン幅は最小 50.8mmから、1/3 インチ単位で編成可能です。
3.チェーン幅 Xは呼称幅であり、実際の幅は標準シリーズで－ 0.3％（20℃時）程度です。またチェーン幅は温度変化によって膨張、収縮します。
膨張、収縮は 20℃を基準として標準シリーズは 0.00012/℃です。高温（HTW）仕様は 0.00011/℃です。

4.使用雰囲気温度が 40℃を超える場合、チェーン幅 1905mm未満でご使用ください。ピン材質をポリプロピレンにすることで、チェーン幅 1905mm以上にも対応可能です。

仕様説明（プラスチックチェーン材質）


