
精錬工程 
ソリューション

イントラロックスの精錬工程ソリューションはベルトの修理、滑り落ち、蛇行、エッジ損傷、製品

付着、ゴムへの異物混入リスクを最小限に抑えます。変化し続けるミキシング用途のニーズ

に対応できるよう専用に開発されたイントラロックスのソリューションは、世界中で12,000件以

上導入され、お客様の課題解決に役立っています。

イントラロックス製品および保証の総合的なラインナップで工場を最適化すれば、操業の目

覚ましい効率化が実現します。



精錬工程から完成品検査までのタイヤ搬送を最適化

当社は、タイヤメーカーが工場の混合および精錬工程で抱える搬送課題を最小の総所有コス

トで解決するお手伝いを30年以上にわたって続けています。

総合的な精錬工程ソリューション

製品のラインナップ 
当社精錬工程ソリューションの概要をお客様によく知っていただき、最
適なものをお薦めできるよう、当社は幅広い製品を総合的なラインナッ
プで用意しています。

お約束と保証 
イントラロックスと手を組んだお客様は、業界最高の書面による保証で完全
にサポートされ、特定のニーズに必ず適した製品を入手できます。

業界の専門知識 
当社の専門家は用途に適した製品を選択することによって、お客様が
コストを節約し、工場を効率化し、メンテナンス時間節減で工場の貴重
な人的資源を浮かすお手伝いをします。
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ミキサー搬入
過酷なミキシング用途に適した頑丈な当社ソリューションで異物混入リスクと蛇行を削減。

ソリューション

•• 1400シリーズ・フラットトップポリプロピレン

•• 1400シリーズ・フラットトップイージーリリース 

 トレーサブル

 • 4500シリーズ・フラットトップポリプロピレン

 • 4500シリーズ・フラットトップイージーリリース  

トレーサブル

利点

 • ベルトが長寿命

 • メンテナンスの減少

 • ベルトエッジのほつれや異物混入の解消

 • トラッキングトラブルの解消

 • 耐衝撃性、耐化学薬品性 

1400シリーズ・フラットトップ 

ポリプロピレン

1400シリーズ・フラットトップ 

イージーリリーストレーサブル

4500シリーズ・フラットトップ 

ポリプロピレン

4500シリーズ・フラットトップ 

イージーリリーストレーサブル
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精錬引出し
当社の非粘着性ソリューションは、タイヤ工場で生産される粘着性の高いコンパウンドにおいてさえも、ゴム詰まりのリスクを低減し、操業効率

を向上させます。  

ソリューション

 • 1400シリーズ・フラットトップポリプロピレン

 • 1400シリーズ・フラットトップイージーリリース 
トレーサブル

 • 1400シリーズ・フラットトップ耐熱性ナイロン

 • 1400シリーズ・埋込みダイヤモンドトップ 
ポリプロピレン 

 • 1400シリーズ・埋込みダイヤモンドトップ 
耐熱性ナイロン 

 • 4500シリーズ・フラットトップポリプロピレン

 • 4500シリーズ・フラットトップイージーリリース 
トレーサブル

 • 4500シリーズ・埋込みダイヤモンドトップ 

ポリプロピレン

利点

 • ベルトが長寿命

 • メンテナンスの減少

 • ベルトエッジのほつれや異物混入の解消

 • トラッキングトラブルの解消

 • 耐衝撃性、耐化学薬品性

4500シリーズ・フラットトップ 

イージーリリーストレーサブル

1400シリーズ・埋込みダイヤ 

モンドトップポリプロピレン

1400シリーズ・埋込みダイヤ 

モンドトップ耐熱性ナイロン

4500シリーズ・フラットトップ

ポリプロピレン

1400シリーズ・フラットトップ

ポリプロピレン
1400シリーズ・フラットトップ 

イージーリリーストレーサブル

1400シリーズ・フラットトップ

耐熱性ナイロン
4500シリーズ・埋込みダイヤ 

モンドトップポリプロピレン
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ソリューション

 • 1700シリーズ・フラッシュグリッドナイロン

 • 1700シリーズ・フラッシュグリッドナブトップナイロン

 • 1700シリーズ・フラッシュグリッドナブトップ 

トレーサブル

利点

 • ベルトが長寿命

 • 詰まりを防止

 • 裏面被覆の向上

 • スラリーのキャリーオーバーと発泡が減少

 • 空気の閉じ込めを最少化

ディップタンク
イントラロックスのベルトは、効率と生産性を向上させ、それと同時に、製品廃棄と工場の生産停止時間を最小化します。

1700シリーズ・フラッシュグリッド 

ナブトップトレーサブル

1700シリーズ・フラッシュグリッドナ

イロン

1700シリーズ・フラッシュグリッド 

ナブトップナイロン






精錬工程から完成品検査までのタイヤ搬送を最適化

ソリューション

 • 1200シリーズ・フラットトップポリプロピレン 

複合材料

 • 1200シリーズ・ノンスキッドポリプロピレン 

複合材料 

 • 1400シリーズ・ノンスキッドポリプロピレン

 • 1400シリーズ・フラットトップポリプロピレン

 • 4500シリーズ・フラットトップポリプロピレン

 • 900シリーズ・フラッシュグリッドポリプロピレン

利点

 • ベルトが長寿命

 • メンテナンスの減少

 • トラッキングトラブルの解消

 • ゴムを引き出すグリップ性

フェスツーン引出し
ノンスキッド仕上げ、耐化学薬品性仕上げのイントラロックスベルトは、工場で異物混入を排除します。

1200シリーズ・フラットトップ 

ポリプロピレン複合材料

1400シリーズ・ノンスキッド 

ポリプロピレン
900シリーズ・フラッシュグリッド

ポリプロピレン

1200シリーズ・ノンスキッド 

ポリプロピレン複合材料

1400シリーズ・フラットトップ 

ポリプロピレン

4500シリーズ・フラットトップ

ポリプロピレン
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ソリューション

 • 1400シリーズ・フラットトップアセタール 

 • 900シリーズ・フラッシュグリッドアセタール 

利点

 • ベルトが長寿命

 • メンテナンスの減少

 • ベルトのトラッキングが容易

ウィグワグ
費用効率の高いイントラロックスのソリューションは、ゴムを正確に積んで下流工程の中断を解消します。

1400シリーズ・フラットトップ 

アセタール 
900シリーズ・フラッシュグリッド 

アセタール 
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ソリューション

 • 1400シリーズ・フラットトップポリプロピレン  

 • 1400シリーズ・フラットトップアセタール

利点

 • ベルトが長寿命

 • 生産停止時間とメンテナンスの減少

 • ベルトのトラッキングトラブルを解消

 • ジグザグ型配置は不要 

階上垂直搬送ハッガー
イントラロックスのハッガー用ソリューションは、ベルトのトラッキングトラブルとジグザク型配置を排除できるので、複雑な垂直型用途に最適で

す。

1400シリーズ・フラットトップ 

ポリプロピレン

1400シリーズ・フラットトップ 

アセタール
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お問い合わせ
革新的な当社ソリューションについてさらに詳しく知りたい方は、 intralox.comをご覧ください。
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