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油圧モータ   
スプールバルブ油圧モータ
ディスクバルブ油圧モータ
HP30油圧モータ
バルブインスター（VIS）油圧モータ
ダウマックスモータ
JMVシリーズ走行モータ、JMFシリーズ旋回モータ
ハイドロクラフトアキシャルピストンモータ
Dura Force モータ
油圧パワーステアリング
シリーズ5 オービットロール
標準オービットロールシリーズ
シリーズ10 オービットロール
シリーズ20 オービットロール
シリーズ25 オービットロール
シリーズ40 オービットロール
ステアリングコラム
ベーンポンプ   
VMQ
V10/V20
V/VQ(H)
開回路用ピストンポンプ
PVB
PVQ 
PVE
PVH
PVM
Dura Force HPR
PVXS
PVWS
420 ピストンポンプ
閉回路用ピストンポンプ
ハイドロクラフトアキシャルピストンポンプ
Dura Force HPV
斜軸モータ 固定・可変
重荷重用シリーズ1 斜板ピストンポンプ
重荷重用斜板ピストンモータ 固定・可変 
中荷重用マニュアルコントロールピストンポンプ
350シリーズ
中荷重斜板ピストンサーボポンプ
中荷重斜板ピストンモータ 固定・可変
軽荷重用トランスアクスル   
軽荷重用トランスアクスル
軽荷重用HST
ギヤポンプ＆ギヤモータ   
ギヤポンプ
ギヤモータ
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JMVシリーズ走行モータ
JMFシリーズ旋回モータ
●各種土木建設機械用に開発
された走行･旋回モータシリ
ーズです。
●各種押しのけ容積・減速比、パ
ーキングブレーキ、各種付属
バルブが準備されています。
●走行モータは2速機能が可能
です。



JMVシリーズ走行モータ
JMFシリーズ旋回モータ
●各種土木建設機械用に開発
された走行･旋回モータシリ
ーズです。
●各種押しのけ容積・減速比、パ
ーキングブレーキ、各種付属
バルブが準備されています。
●走行モータは2速機能が可能
です。











VMQ

ビッカーズのVMQポンプは高圧力仕様と
低騒音で世界をリードする製品です。シン
グル、ダブル、トリプル、スルードライブのシ
リーズがあります。他社製品には見られな
いユニークなウエハープレート設計によ
り、低温時における始動でもスムーズな運
転ができます。このVMQポンプはベーン
ポンプのなかでも、最高圧、低騒音のベー
ンポンプです。 

〈アプリケーション〉
舶用・鉄道用ウィンチ、削岩機、土木・建設
機械、高圧プラスチックインジェクション
モールディング、大型プレス、ゴミ収集車

〈仕様〉
●押しのけ容積：10～463cm3/rev
（トリプルポンプ結合時）
●圧力（最高）：～29.3MPa
●回転速度（最高）：～3000rpm

■ ベーンポンプ

シリーズ40
オービットロール  

シリーズ40オービットロールは大型
車両用パワーステアリングとして開
発された製品で、市場では最も高性
能な製品と評価されています。イー
トンの新しい特許技術を各所に採用
し、よりスムーズで安定したステアリ
ングを実現しています。

〈仕様〉
●最高圧力：24.1MPa(246kgf/cm2) 
●許容背圧：2.1MPa(21kgf/cm2) 
●最高流量：210 l/min 

ステアリングコラム

イートンはChar-Lynnブランドの
ステアリングコラム全種をライン
ナップ。ユーザーの細かい要望に
お応えします。マウントフランジは
頑丈な単溶接構造で摺動部の抵
抗が少なく、高スラスト、高ラジアル
荷重に耐えます。

シリーズ25オービットロールは革新
的なデザインと高品質を誇るイート
ンの伝統的な製品です。2種類の特
許構造が適用されたことにより、更
に高性能、高品質、低コストなものと
なっています。このシリーズはアー
ティキュレート式を含んだ産業車両
市場を主用途として開発された製品
です。 

〈仕様〉
●最高圧力：24.1MPa(246kgf/cm2)
●許容背圧：2.1MPa(21kgf/cm2)
●最高流量：150 l/min

シリーズ25
オービットロール 

シリーズ20オービットロールは高圧
で高流量のアプリケーション用で業
界1位を誇るイートンの特許開発製
品の一つです。このシリーズはアー
ティキュレート式を含んだ産業車両
市場を主用途として開発された製品
です。 

〈仕様〉
●最高圧力：24.1MPa(246kgf/cm2)
●許容背圧：1.0MPa(10kgf/cm2)
●最高流量：125 l/min

シリーズ20
オービットロール 

バランス構造デザインの採用により、
どのような作業条件下においてもス
ムーズなステアリングが可能です。

〈仕様〉
●押しのけ容積：40～737cm3/rev
●定格流量：4～60 l/min
●最高圧力：17.2MPa(175kgf/cm2) 

標準オービットロール
シリーズ

シリーズ５オービットロールは中小型
車両用に設計されたイートン・グロー
バル製品です。小型・軽量なコンパク
ト設計ながら、従来の中小型車両用
パワーステアリングユニットよりも低
圧力損失を実現しています。またオ
ープンセンター、パワービヨンド、ロ
ードセンシング等の各種回路に対応
しており、車両油圧回路設計の自由
度を向上します。     

〈アプリケーション〉
中小型トラクタ、芝刈り機、フォークリ
フト、船舶等 

〈仕様〉
●押しのけ容積：31～146cm3/rev
●定格流量：11～19 l/min
●最高圧力：14MPa

シリーズ５
オービットロール

Vickers Hydrokraft™アキシャル
ピストンモータは海洋・舶用機械等の
最も過酷な使用条件にも耐え得るモ
ータです。産業用途に適しており長
寿命設計となっています。可変容量
のため、広範囲のコントロールが可
能です。ハイドロクラフト製品は様々
な作動油に対応しています。

〈アプリケーション〉
製鉄所、海洋・舶用機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：66～750cm3/rev
●定格圧力：35MPa
●最高圧力：42MPa
●定格回転数：1800～2800rpm

Eaton DuraForce™シリーズピスト
ンモータは高圧・高速運転が可能な
高性能ピストンモータです。21°の斜
板角を持つため、小型・軽量であり、
高い起動効率・優れた低速性能を持
つため、特に建設機械や特殊車両な
どに適しています。可変容量・圧力感
応制御・固定容量および調整機能付
固定容量モータがあり、両軸モータ・
ダブルモータなどのユニークなオプ
ションも準備されています。

〈アプリケーション〉
ホイールローダ、ショベル、走行台
車、各種クレーン

〈仕様〉
●押しのけ容積：28～280cm3/rev
●定格圧力：42MPa
●最高圧力：50MPa

DuraForceモータ

ハイドロクラフト
アキシャルピストンモータ

Char-Lynn®ＨＰ30油圧モータは
オービットモータの中で最新のプロ
ダクトになります。高い起動効率と
少ない無負荷損失のため大流量で
の使用が可能です。オプションでメ
カニカルブレーキと２speed（速度
比1：1.5）、スピードセンサーを付
けることができます。

〈アプリケーション〉
スキッドステアローダ、ハーベスター、
オーガ

〈仕様〉
●押しのけ容積：344～941cm3/rev
●最高圧力：34.5MPa

ＨＰ30油圧モータ

スプールバルブモータは、スプール
バルブとジロータ／ジローラによっ
て構成されており、特徴ある駆動系
で低速回転で高トルクを提供します。
各種の出力軸、ポート、取り付けフラ
ンジ、押しのけ容積、積層バルブがオ
プションとして準備されています。        

〈アプリケーション〉
工作機械、ねじ加工機械、オーガー、
コンベヤー、織機、スイーパー、ファン、
高所作業車、芝刈機 

〈仕様〉
●回転速度（最高）：～1000rpm
●出力トルク（最高）：～565Nm

対向ピストン、ダブル斜板方式の低
速、高トルクの油圧モータです。低速
から最高定格条件までスムーズな運
転が可能で、且つトルク変動が少な
いのが特長です。メカニカルブレー
キ、カウンターバランスバルブ、2速
モータ、遊星減速機がオプションとし
て用意されています。

〈アプリケーション〉
大型車両の旋回駆動、ウインチ駆
動、プロペラ駆動

〈仕様〉
●最高圧力：24.5～27.5ＭＰａ   
●出力トルク（最高）：～16136Nm
●回転速度（最高）：～1000rpm

JMVシリーズ走行モータとJMFシリ
ーズ旋回モータは、各種土木建設機
械用に開発された走行･旋回用モー
タシリーズです。各種押しのけ容積・
減速比、パーキングブレーキ、各種付
属バルブが準備されており、走行モー
タは2速機能が可能です。

〈アプリケーション〉
油圧ショベル、ミニショベル、他各種
土木建設機械、鉱山機械

〈仕様〉
JMVシリーズ走行モータ；
●モータ押しのけ容積：16～274cm3/rev  
●定格圧力：22～36MPa
●減速機：モータ単体から減速比最大73まで
●パーキングブレーキ、２速機能可能
JMFシリーズ旋回モータ；
●モータ押しのけ容積：23～250cm3/rev
●定格圧力：19～32MPa
●減速機：モータ単体から減速比最大24まで
●パーキングブレーキ、反転防止弁、各種バ
ルブ可能

ディスクバルブ油圧モータは、ジロー
ラ機構を採用しており、作動原理は
スプールバルブモータと同じです。
フラットなディスク形のバルブシス
テム構造で極低速回転での運転が
可能です。各種の出力軸、ポート、取
り付けフランジ、押しのけ容積、スピ
ードセンサー、積層バルブ、2速モー
タ（2000＆10000シリーズ）がオプ
ションとして準備されています。

〈アプリケーション〉
コンベヤー、オーガー、スクリュー、ス
プレッダー、ミキサー、グラインダー、
ウィンチ、リール駆動、スイーパー、
各種走行アプリケーション。 

〈仕様〉
●回転速度（最高）：～900rpm
●出力トルク（最高）：～3390Nm

■ 油圧モータ

スプールバルブ油圧モータ
シリーズ１０

オービットロール

16 17

シリーズ１０オービットロールは中型車
両用に最適設計した製品です。全油圧
ステアリング用パワーステアリングユ
ニットとして初めて高圧力２７．５ＭＰａ
を達成し、高圧化によるシリンダのサ
イズダウン等により車両全体のコスト
ダウンを実現します。またバーサステ
ア、Ｑ／Ａｍｐ、ワイドアングル、２スピ
ード等のイートン独自のステアリング
テクノロジーも適用可能です。

〈アプリケーション〉
建設機械、大型農業機械等

〈仕様〉
●押しのけ容積：60～739cm3/rev
●定格流量：4～45 l/min（Q/Amp仕
様は8～76 l/min)
●最高圧力：27.5MPa

ディスクバルブ油圧モータ JMVシリーズ走行モータ
JMFシリーズ旋回モータ

VIS30・VIS40はコンパクトであり
ながら高トルク、大容量及び高い機
械効率を実現した高性能モータで
す。フレキシブルな圧力バランス構造
のウエアプレートによってリーク性能
をUPしています。また、長寿命化を
はかっています。

〈アプリケーション〉
スキッドステアローダー、噴霧機、葡萄
収穫機、特殊収穫機械、建設機械、
ロードローラー、掘削機 

〈仕様〉
●回転速度（最高）：～500rpm
●出力トルク（最高）：～5085Nm      

バルブインスター
（VIS）油圧モータ

ダウマックスモータ

■ 油圧パワーステアリング



VMQ

ビッカーズのVMQポンプは高圧力仕様と
低騒音で世界をリードする製品です。シン
グル、ダブル、トリプル、スルードライブのシ
リーズがあります。他社製品には見られな
いユニークなウエハープレート設計によ
り、低温時における始動でもスムーズな運
転ができます。このVMQポンプはベーン
ポンプのなかでも、最高圧、低騒音のベー
ンポンプです。 

〈アプリケーション〉
舶用・鉄道用ウィンチ、削岩機、土木・建設
機械、高圧プラスチックインジェクション
モールディング、大型プレス、ゴミ収集車

〈仕様〉
●押しのけ容積：10～463cm3/rev
（トリプルポンプ結合時）
●圧力（最高）：～29.3MPa
●回転速度（最高）：～3000rpm

■ ベーンポンプ

シリーズ40
オービットロール  

シリーズ40オービットロールは大型
車両用パワーステアリングとして開
発された製品で、市場では最も高性
能な製品と評価されています。イー
トンの新しい特許技術を各所に採用
し、よりスムーズで安定したステアリ
ングを実現しています。

〈仕様〉
●最高圧力：24.1MPa(246kgf/cm2) 
●許容背圧：2.1MPa(21kgf/cm2) 
●最高流量：210 l/min 

ステアリングコラム

イートンはChar-Lynnブランドの
ステアリングコラム全種をライン
ナップ。ユーザーの細かい要望に
お応えします。マウントフランジは
頑丈な単溶接構造で摺動部の抵
抗が少なく、高スラスト、高ラジアル
荷重に耐えます。

シリーズ25オービットロールは革新
的なデザインと高品質を誇るイート
ンの伝統的な製品です。2種類の特
許構造が適用されたことにより、更
に高性能、高品質、低コストなものと
なっています。このシリーズはアー
ティキュレート式を含んだ産業車両
市場を主用途として開発された製品
です。 

〈仕様〉
●最高圧力：24.1MPa(246kgf/cm2)
●許容背圧：2.1MPa(21kgf/cm2)
●最高流量：150 l/min

シリーズ25
オービットロール 

シリーズ20オービットロールは高圧
で高流量のアプリケーション用で業
界1位を誇るイートンの特許開発製
品の一つです。このシリーズはアー
ティキュレート式を含んだ産業車両
市場を主用途として開発された製品
です。 

〈仕様〉
●最高圧力：24.1MPa(246kgf/cm2)
●許容背圧：1.0MPa(10kgf/cm2)
●最高流量：125 l/min

シリーズ20
オービットロール 

バランス構造デザインの採用により、
どのような作業条件下においてもス
ムーズなステアリングが可能です。

〈仕様〉
●押しのけ容積：40～737cm3/rev
●定格流量：4～60 l/min
●最高圧力：17.2MPa(175kgf/cm2) 

標準オービットロール
シリーズ

シリーズ５オービットロールは中小型
車両用に設計されたイートン・グロー
バル製品です。小型・軽量なコンパク
ト設計ながら、従来の中小型車両用
パワーステアリングユニットよりも低
圧力損失を実現しています。またオ
ープンセンター、パワービヨンド、ロ
ードセンシング等の各種回路に対応
しており、車両油圧回路設計の自由
度を向上します。     

〈アプリケーション〉
中小型トラクタ、芝刈り機、フォークリ
フト、船舶等 

〈仕様〉
●押しのけ容積：31～146cm3/rev
●定格流量：11～19 l/min
●最高圧力：14MPa

シリーズ５
オービットロール

Vickers Hydrokraft™アキシャル
ピストンモータは海洋・舶用機械等の
最も過酷な使用条件にも耐え得るモ
ータです。産業用途に適しており長
寿命設計となっています。可変容量
のため、広範囲のコントロールが可
能です。ハイドロクラフト製品は様々
な作動油に対応しています。

〈アプリケーション〉
製鉄所、海洋・舶用機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：66～750cm3/rev
●定格圧力：35MPa
●最高圧力：42MPa
●定格回転数：1800～2800rpm

Eaton DuraForce™シリーズピスト
ンモータは高圧・高速運転が可能な
高性能ピストンモータです。21°の斜
板角を持つため、小型・軽量であり、
高い起動効率・優れた低速性能を持
つため、特に建設機械や特殊車両な
どに適しています。可変容量・圧力感
応制御・固定容量および調整機能付
固定容量モータがあり、両軸モータ・
ダブルモータなどのユニークなオプ
ションも準備されています。

〈アプリケーション〉
ホイールローダ、ショベル、走行台
車、各種クレーン

〈仕様〉
●押しのけ容積：28～280cm3/rev
●定格圧力：42MPa
●最高圧力：50MPa

DuraForceモータ

ハイドロクラフト
アキシャルピストンモータ

Char-Lynn®ＨＰ30油圧モータは
オービットモータの中で最新のプロ
ダクトになります。高い起動効率と
少ない無負荷損失のため大流量で
の使用が可能です。オプションでメ
カニカルブレーキと２speed（速度
比1：1.5）、スピードセンサーを付
けることができます。

〈アプリケーション〉
スキッドステアローダ、ハーベスター、
オーガ

〈仕様〉
●押しのけ容積：344～941cm3/rev
●最高圧力：34.5MPa

ＨＰ30油圧モータ

スプールバルブモータは、スプール
バルブとジロータ／ジローラによっ
て構成されており、特徴ある駆動系
で低速回転で高トルクを提供します。
各種の出力軸、ポート、取り付けフラ
ンジ、押しのけ容積、積層バルブがオ
プションとして準備されています。        

〈アプリケーション〉
工作機械、ねじ加工機械、オーガー、
コンベヤー、織機、スイーパー、ファン、
高所作業車、芝刈機 

〈仕様〉
●回転速度（最高）：～1000rpm
●出力トルク（最高）：～565Nm

対向ピストン、ダブル斜板方式の低
速、高トルクの油圧モータです。低速
から最高定格条件までスムーズな運
転が可能で、且つトルク変動が少な
いのが特長です。メカニカルブレー
キ、カウンターバランスバルブ、2速
モータ、遊星減速機がオプションとし
て用意されています。

〈アプリケーション〉
大型車両の旋回駆動、ウインチ駆
動、プロペラ駆動

〈仕様〉
●最高圧力：24.5～27.5ＭＰａ   
●出力トルク（最高）：～16136Nm
●回転速度（最高）：～1000rpm

JMVシリーズ走行モータとJMFシリ
ーズ旋回モータは、各種土木建設機
械用に開発された走行･旋回用モー
タシリーズです。各種押しのけ容積・
減速比、パーキングブレーキ、各種付
属バルブが準備されており、走行モー
タは2速機能が可能です。

〈アプリケーション〉
油圧ショベル、ミニショベル、他各種
土木建設機械、鉱山機械

〈仕様〉
JMVシリーズ走行モータ；
●モータ押しのけ容積：16～274cm3/rev  
●定格圧力：22～36MPa
●減速機：モータ単体から減速比最大73まで
●パーキングブレーキ、２速機能可能
JMFシリーズ旋回モータ；
●モータ押しのけ容積：23～250cm3/rev
●定格圧力：19～32MPa
●減速機：モータ単体から減速比最大24まで
●パーキングブレーキ、反転防止弁、各種バ
ルブ可能

ディスクバルブ油圧モータは、ジロー
ラ機構を採用しており、作動原理は
スプールバルブモータと同じです。
フラットなディスク形のバルブシス
テム構造で極低速回転での運転が
可能です。各種の出力軸、ポート、取
り付けフランジ、押しのけ容積、スピ
ードセンサー、積層バルブ、2速モー
タ（2000＆10000シリーズ）がオプ
ションとして準備されています。

〈アプリケーション〉
コンベヤー、オーガー、スクリュー、ス
プレッダー、ミキサー、グラインダー、
ウィンチ、リール駆動、スイーパー、
各種走行アプリケーション。 

〈仕様〉
●回転速度（最高）：～900rpm
●出力トルク（最高）：～3390Nm

■ 油圧モータ

スプールバルブ油圧モータ
シリーズ１０

オービットロール
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シリーズ１０オービットロールは中型車
両用に最適設計した製品です。全油圧
ステアリング用パワーステアリングユ
ニットとして初めて高圧力２７．５ＭＰａ
を達成し、高圧化によるシリンダのサ
イズダウン等により車両全体のコスト
ダウンを実現します。またバーサステ
ア、Ｑ／Ａｍｐ、ワイドアングル、２スピ
ード等のイートン独自のステアリング
テクノロジーも適用可能です。

〈アプリケーション〉
建設機械、大型農業機械等

〈仕様〉
●押しのけ容積：60～739cm3/rev
●定格流量：4～45 l/min（Q/Amp仕
様は8～76 l/min)
●最高圧力：27.5MPa

ディスクバルブ油圧モータ JMVシリーズ走行モータ
JMFシリーズ旋回モータ

VIS30・VIS40はコンパクトであり
ながら高トルク、大容量及び高い機
械効率を実現した高性能モータで
す。フレキシブルな圧力バランス構造
のウエアプレートによってリーク性能
をUPしています。また、長寿命化を
はかっています。

〈アプリケーション〉
スキッドステアローダー、噴霧機、葡萄
収穫機、特殊収穫機械、建設機械、
ロードローラー、掘削機 

〈仕様〉
●回転速度（最高）：～500rpm
●出力トルク（最高）：～5085Nm      

バルブインスター
（VIS）油圧モータ

ダウマックスモータ

■ 油圧パワーステアリング



閉回路ピストンポンプのDuraForce 
HPVシリーズは非常にコンパクトな
閉回路用ポンプで各種制御を準備し
ています。

 

〈仕様〉
●押しのけ容積：55～280cm3/rev
●最高圧力：42MPa

DuraForce HPV 

■ 閉回路用ピストンポンプ

Ｘ/Ｗシリーズポンプは閉回路アキシ
ャルピストンポンプです。全ての重荷
重用産業機械や車両用途に適してお
り連続定格圧力は35MPa、許容圧力
は42MPa、先進の制御オプションを
備えています。ハイドロクラフトTVX
閉回路可変ピストンポンプ：TVXシリ
ーズは押しのけ容積66～90cc/rev
ハイドロクラフトTVW閉回路可変ピ
ストンポンプ：TVWシリーズは押しの
け容積は130～750cc/rev

〈アプリケーション〉
産業機械、車両

〈仕様〉
●押しのけ容積：66～750cm3/rev
●定格圧力：最高35MPa、許容42MPa
●定格回転数：1,800～2,600rpm

シリーズ１は耐久性に優れ、高出力
で、多彩なオプションとコントロール
が特長です。

〈アプリケーション〉
農業機械、トラックミキサー車、産業
用アプリケーション、フォークリフト、
木材収穫機、ロードローラー、ホイー
ルローダー、建設機械 

〈仕様〉
●押しのけ容積：54～125cm3/rev
（6種類）。
●最高回転速度：4510rpm  

重荷重用シリーズ1
斜板ピストンポンプ

ハイドロクラフトアキシャル
ピストンポンプ

420ピストンポンプ

420シリーズポンプは開回路アキシャ
ルピストンポンプです。各種コントロー
ルにより、ポンプを各アプリケーション
と合わせることが可能です。ポンプコ
ントロールの効率はシステムに必要な
冷却装置のダウンサイジングが可能
で、より小さく、安価な設計が可能。

〈アプリケーション〉
トラクタ、スキッドステアローダ、ラフ
テレーンフォークリフト、ホイールロ
ーダ、バックホーローダ

〈仕様〉
●押しのけ容積：41、49、62、80cm3/rev
●定格圧力：28MPa
●許容圧力：32MPa
●定格回転数：最高2,650rpm

ハイドロクラフトPVXSポンプは
産業機械市場を対象に設計された
高圧(定格35MPa)のアキシャルピ
ストンポンプです。PVXSは豊富な
制御で種々の回路に広く活用されて
います。

〈アプリケーション〉
メタルフォーミング、チューブベンディ
ング、プレス、舶用ウィンチ、ケミカルミ
キシンググラインディング/破砕装置、
油圧制御装置。

〈仕様〉
●押しのけ容積：66～180cm3/rev
（250cm3/revは補用のみ）
●定格圧力：35MPa、難燃性作動油に
も適合。
  

PVXS

開回路ピストンポンプのDuraForce 
HPRシリーズは非常にコンパクトな開
回路用ポンプで各種制御を準備して
います。

〈仕様〉
●押しのけ容積：55～280cm3/rev
●最高圧力：42MPa

DuraForce HPR

V/VQ(H)ベーンポンプは、産業用（Ｖ）、
車両用（ＶＱ）、及び高強度ボディを使用
した高圧（ＶＱＨ）でＥａｔｏｎベーンポンプ
の中核を構成する製品です。シングル、
ダブルポンプ、及びスルードライブ軸仕
様のバリエーションから多様なアプリケ
ーションに対応しています。イントラベ
ーンを採用するローター部品はカート
リッジ構造によりサービス性が高くカー
トリッジ交換や容量変更、回転方向の変
更にも容易に対応できます。

〈アプリケーション〉
土木・建設機械、舶用ウインチ、射出成形機、
ダイキャストマシーン、プレス、ゴミ収集車

〈仕様〉
●押しのけ容積：7～193cm3/rev 
（ダブルポンプの場合～314cm3/rev）
●圧力（最高）：～24.1MPa
●回転速度（最高）：～2700rpm

V/VQ(H)

イートンの斜軸モータはこれまでに
ない広い分野のあらゆる用途でお
使い頂けます。開・閉回路での使用
が可能で一般・車両などのアプリケ
ーションで幅広く活躍しています。固
定モータと可変モータがあり、フラ
ンジとギアボックス取付ができます。

〈アプリケーション〉
土木機械、建設機械、農業・木材用機
械、舶用機械、産業用輸送機械、ミキ
シング、プラント機械

〈仕様〉
●固定モータ：押しのけ容積11～
225cm3/rev（11種類）。
●可変モータ：押しのけ容積55～
225cm3/rev（5種類）。
●定格圧力：35MPa、ピーク時45MPa。
●最高回転速度：5590rpm 

イートンではあらゆるHSTに対応する固
定ピストンモータ・可変ピストンモータと
斜板ピストンモータをラインアップして
います。豊富なオプション（コントロー
ル、シャフト、バルブブロック、マウンティ
ング、ポートオプション）が他にないシス
テム応用性をお客様に提供します。

〈アプリケーション〉
農業機械、建設機械、草・芝管理機
械、多目的機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：54～125cm3/rev
●最高圧力：～43MPa
●最高回転速度：4510rpm   

重荷重用斜板ピストンモータ
固定・可変

斜軸モータ
固定・可変

ハイドロクラフトPVWSポンプは高圧
（定格35MPa）のアキシャルピストンポ
ンプです。この製品は産業機械市場を対
象に設計されたもので、垂直制御方式に
よりタンデムポンプの結合時全長短縮
が可能です。PVWSは豊富な制御で
種々の回路に広く活用されています。

〈アプリケーション〉
メタルフォーミング、チューブベンデ
ィング、プレス、舶用ウィンチ、ケミカ
ルミキシンググラインディング/破砕
装置、油圧制御装置

〈仕様〉
●押しのけ容積：250～750cm3/rev
●定格圧力：35MPa、難燃性作動油
にも適合。
  

PVWS

PVＭシリーズのピストンポンプは産業
機械用に設計された低騒音の中圧ポ
ンプです。クレードル斜板採用により
低音を実現しました。

〈アプリケーション〉
メタルフォーミング、チューブベンデ
ィング、工作機械、プレシジョンソー
イング、ファクトリーオートメーショ
ン、プレス、油圧制御装置 

〈仕様〉
●押しのけ容積：18～141cm3/rev
●定格圧力：27.5MPa
●最高圧力：35MPa。難燃性作動油
にも適合。
●圧力補償制御、圧力/流量補償制御

PVM

PVB PVE

産業機械用オープン回路ピストンポン
プとして最も知られている製品です。
幅広い制御でアプリケーションのあら
ゆるニーズにお応えします。

〈アプリケーション〉
ファクトリーオートメーション、油圧パワー
ユニット、小型車両の補助回路

〈仕様〉
●押しのけ容積：10～198cm3/rev  
●圧力（最高）：～20.6MPa  
●回転速度（最高）：～1800rpm  

PVEオープン回路ピストンポンプは
車両用を対象にデザインされたポン
プで頑丈な設計により長寿命を実現
しています。

〈アプリケーション〉
農業用トラクター、農業機械、多目的作
業車、建設機械、その他各種車両

〈仕様〉
●押しのけ容積：25～45cm3/rev 
●圧力（最高）：～20.6MPa 
●回転速度（最高）：～3000rpm

PVQ PVH

V10/V20

シングル・ダブル、固定・可変タイプが
あります。ダブルポンプは一つのパワ
ーソースで2種の異なる油圧回路へ
の供給ができます。また、各セクション
の組合せにより大容量にも対応でき
ます。

〈アプリケーション〉
舶用・鉄道用ウィンチ、土木機械、ゴミ
収集車、パワーステアリング用ポンプ 

〈仕様〉
●押しのけ容積：～83.6cm3/rev
（V2020ダブルポンプの場合） 
●圧力（最高）：～20.6MPa 
●回転速度（最高）：～2700rpm

産業用のPVB/PVEオープン回路
ピストンポンプを基に開発されたQ
シリーズは騒音を大幅に低減しまし
た。幅広い制御でアプリケーション
のあらゆるニーズにお応えします。

〈アプリケーション〉
ファクトリーオートメーション、油圧パ
ワーユニット、食品加工機械、工作機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：10～45cm3/rev 
●圧力（最高）：～20.6MPa 
●回転速度（最高）：～1800rpm 

ＰＶＨシリーズオープン回路アキシャル
ピストンポンプは各種車両用と産業用
アプリケーションにパワーを供給しま
す。クレードルタイプ斜板採用により高
い応答性を実現しています。

〈アプリケーション〉
車両用：ホイールローダー、グレーダ
ー、スクレーパー、多目的作業車、ブル
ドーザー、木材収穫機、削岩機
産業用：メタルフォーミング、油圧パワー
ユニット、プレス、ファクトリーオートメー
ション、工作機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：57～141cm3/rev  
●圧力（最高）：～24.5MPa  
●回転速度（最高）：～2400rpm  

■ ベーンポンプ
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■ 開回路用ピストンポンプ ■ 開回路用ピストンポンプ ■ 閉回路用ピストンポンプ



閉回路ピストンポンプのDuraForce 
HPVシリーズは非常にコンパクトな
閉回路用ポンプで各種制御を準備し
ています。

 

〈仕様〉
●押しのけ容積：55～280cm3/rev
●最高圧力：42MPa

DuraForce HPV 

■ 閉回路用ピストンポンプ

Ｘ/Ｗシリーズポンプは閉回路アキシ
ャルピストンポンプです。全ての重荷
重用産業機械や車両用途に適してお
り連続定格圧力は35MPa、許容圧力
は42MPa、先進の制御オプションを
備えています。ハイドロクラフトTVX
閉回路可変ピストンポンプ：TVXシリ
ーズは押しのけ容積66～90cc/rev
ハイドロクラフトTVW閉回路可変ピ
ストンポンプ：TVWシリーズは押しの
け容積は130～750cc/rev

〈アプリケーション〉
産業機械、車両

〈仕様〉
●押しのけ容積：66～750cm3/rev
●定格圧力：最高35MPa、許容42MPa
●定格回転数：1,800～2,600rpm

シリーズ１は耐久性に優れ、高出力
で、多彩なオプションとコントロール
が特長です。

〈アプリケーション〉
農業機械、トラックミキサー車、産業
用アプリケーション、フォークリフト、
木材収穫機、ロードローラー、ホイー
ルローダー、建設機械 

〈仕様〉
●押しのけ容積：54～125cm3/rev
（6種類）。
●最高回転速度：4510rpm  

重荷重用シリーズ1
斜板ピストンポンプ

ハイドロクラフトアキシャル
ピストンポンプ

420ピストンポンプ

420シリーズポンプは開回路アキシャ
ルピストンポンプです。各種コントロー
ルにより、ポンプを各アプリケーション
と合わせることが可能です。ポンプコ
ントロールの効率はシステムに必要な
冷却装置のダウンサイジングが可能
で、より小さく、安価な設計が可能。

〈アプリケーション〉
トラクタ、スキッドステアローダ、ラフ
テレーンフォークリフト、ホイールロ
ーダ、バックホーローダ

〈仕様〉
●押しのけ容積：41、49、62、80cm3/rev
●定格圧力：28MPa
●許容圧力：32MPa
●定格回転数：最高2,650rpm

ハイドロクラフトPVXSポンプは
産業機械市場を対象に設計された
高圧(定格35MPa)のアキシャルピ
ストンポンプです。PVXSは豊富な
制御で種々の回路に広く活用されて
います。

〈アプリケーション〉
メタルフォーミング、チューブベンディ
ング、プレス、舶用ウィンチ、ケミカルミ
キシンググラインディング/破砕装置、
油圧制御装置。

〈仕様〉
●押しのけ容積：66～180cm3/rev
（250cm3/revは補用のみ）
●定格圧力：35MPa、難燃性作動油に
も適合。
  

PVXS

開回路ピストンポンプのDuraForce 
HPRシリーズは非常にコンパクトな開
回路用ポンプで各種制御を準備して
います。

〈仕様〉
●押しのけ容積：55～280cm3/rev
●最高圧力：42MPa

DuraForce HPR

V/VQ(H)ベーンポンプは、産業用（Ｖ）、
車両用（ＶＱ）、及び高強度ボディを使用
した高圧（ＶＱＨ）でＥａｔｏｎベーンポンプ
の中核を構成する製品です。シングル、
ダブルポンプ、及びスルードライブ軸仕
様のバリエーションから多様なアプリケ
ーションに対応しています。イントラベ
ーンを採用するローター部品はカート
リッジ構造によりサービス性が高くカー
トリッジ交換や容量変更、回転方向の変
更にも容易に対応できます。

〈アプリケーション〉
土木・建設機械、舶用ウインチ、射出成形機、
ダイキャストマシーン、プレス、ゴミ収集車

〈仕様〉
●押しのけ容積：7～193cm3/rev 
（ダブルポンプの場合～314cm3/rev）
●圧力（最高）：～24.1MPa
●回転速度（最高）：～2700rpm

V/VQ(H)

イートンの斜軸モータはこれまでに
ない広い分野のあらゆる用途でお
使い頂けます。開・閉回路での使用
が可能で一般・車両などのアプリケ
ーションで幅広く活躍しています。固
定モータと可変モータがあり、フラ
ンジとギアボックス取付ができます。

〈アプリケーション〉
土木機械、建設機械、農業・木材用機
械、舶用機械、産業用輸送機械、ミキ
シング、プラント機械

〈仕様〉
●固定モータ：押しのけ容積11～
225cm3/rev（11種類）。
●可変モータ：押しのけ容積55～
225cm3/rev（5種類）。
●定格圧力：35MPa、ピーク時45MPa。
●最高回転速度：5590rpm 

イートンではあらゆるHSTに対応する固
定ピストンモータ・可変ピストンモータと
斜板ピストンモータをラインアップして
います。豊富なオプション（コントロー
ル、シャフト、バルブブロック、マウンティ
ング、ポートオプション）が他にないシス
テム応用性をお客様に提供します。

〈アプリケーション〉
農業機械、建設機械、草・芝管理機
械、多目的機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：54～125cm3/rev
●最高圧力：～43MPa
●最高回転速度：4510rpm   

重荷重用斜板ピストンモータ
固定・可変

斜軸モータ
固定・可変

ハイドロクラフトPVWSポンプは高圧
（定格35MPa）のアキシャルピストンポ
ンプです。この製品は産業機械市場を対
象に設計されたもので、垂直制御方式に
よりタンデムポンプの結合時全長短縮
が可能です。PVWSは豊富な制御で
種々の回路に広く活用されています。

〈アプリケーション〉
メタルフォーミング、チューブベンデ
ィング、プレス、舶用ウィンチ、ケミカ
ルミキシンググラインディング/破砕
装置、油圧制御装置

〈仕様〉
●押しのけ容積：250～750cm3/rev
●定格圧力：35MPa、難燃性作動油
にも適合。
  

PVWS

PVＭシリーズのピストンポンプは産業
機械用に設計された低騒音の中圧ポ
ンプです。クレードル斜板採用により
低音を実現しました。

〈アプリケーション〉
メタルフォーミング、チューブベンデ
ィング、工作機械、プレシジョンソー
イング、ファクトリーオートメーショ
ン、プレス、油圧制御装置 

〈仕様〉
●押しのけ容積：18～141cm3/rev
●定格圧力：27.5MPa
●最高圧力：35MPa。難燃性作動油
にも適合。
●圧力補償制御、圧力/流量補償制御

PVM

PVB PVE

産業機械用オープン回路ピストンポン
プとして最も知られている製品です。
幅広い制御でアプリケーションのあら
ゆるニーズにお応えします。

〈アプリケーション〉
ファクトリーオートメーション、油圧パワー
ユニット、小型車両の補助回路

〈仕様〉
●押しのけ容積：10～198cm3/rev  
●圧力（最高）：～20.6MPa  
●回転速度（最高）：～1800rpm  

PVEオープン回路ピストンポンプは
車両用を対象にデザインされたポン
プで頑丈な設計により長寿命を実現
しています。

〈アプリケーション〉
農業用トラクター、農業機械、多目的作
業車、建設機械、その他各種車両

〈仕様〉
●押しのけ容積：25～45cm3/rev 
●圧力（最高）：～20.6MPa 
●回転速度（最高）：～3000rpm

PVQ PVH

V10/V20

シングル・ダブル、固定・可変タイプが
あります。ダブルポンプは一つのパワ
ーソースで2種の異なる油圧回路へ
の供給ができます。また、各セクション
の組合せにより大容量にも対応でき
ます。

〈アプリケーション〉
舶用・鉄道用ウィンチ、土木機械、ゴミ
収集車、パワーステアリング用ポンプ 

〈仕様〉
●押しのけ容積：～83.6cm3/rev
（V2020ダブルポンプの場合） 
●圧力（最高）：～20.6MPa 
●回転速度（最高）：～2700rpm

産業用のPVB/PVEオープン回路
ピストンポンプを基に開発されたQ
シリーズは騒音を大幅に低減しまし
た。幅広い制御でアプリケーション
のあらゆるニーズにお応えします。

〈アプリケーション〉
ファクトリーオートメーション、油圧パ
ワーユニット、食品加工機械、工作機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：10～45cm3/rev 
●圧力（最高）：～20.6MPa 
●回転速度（最高）：～1800rpm 

ＰＶＨシリーズオープン回路アキシャル
ピストンポンプは各種車両用と産業用
アプリケーションにパワーを供給しま
す。クレードルタイプ斜板採用により高
い応答性を実現しています。

〈アプリケーション〉
車両用：ホイールローダー、グレーダ
ー、スクレーパー、多目的作業車、ブル
ドーザー、木材収穫機、削岩機
産業用：メタルフォーミング、油圧パワー
ユニット、プレス、ファクトリーオートメー
ション、工作機械

〈仕様〉
●押しのけ容積：57～141cm3/rev  
●圧力（最高）：～24.5MPa  
●回転速度（最高）：～2400rpm  

■ ベーンポンプ
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■ 開回路用ピストンポンプ ■ 開回路用ピストンポンプ ■ 閉回路用ピストンポンプ







ギヤポンプ、バルブ、タンク、電動機を
一体複合化した、小型軽量な油圧源で
す。各種リフター装置や、設備用の油
圧源として使用できます。リフター装
置においては、負荷の大小にかかわら
ず常に安定した降下速度が得られま
す。（圧力補償弁付の場合）。

〈アプリケーション〉
小型リフター、自動車用リフター、
設備用油圧装置

〈仕様〉
●ポンプ押しのけ容積：1.09～6.16 cc
●最高圧力：20.6 MPa
●電動機：AC200V、三相0.4～2.2 kW
●オイルタンク容積：0.8～6.0 l

優れた圧力調整機能により、小さな
力で精密なコントロールを可能に
し、オペレーターの疲労軽減や作業
性向上を実現しています。HRCはキ
ャビン，その他あらゆる箇所に設置
可能で、多くのアプリケーションに適
応できます。更にJeil製品が加わり、
バリエーションが充実しました。

〈アプリケーション〉
ホイールローダー、スキッドステアー
ローダー、バックホーローダー、油圧
ショベル、クレーン、フォークリフト、木
材用機械

〈仕様〉
●定格流量：8～30 l/min
●コントロール圧力：0～3MPa

ビッカーズ、インターノーメンのフィ
ルタは、インライン用、オフライン用
で、最高圧力140MPa、最大流量
20,000 l/minまでラインアップし
ており、産業用/車両用の多くの用途
で使用されます。高圧の切換型や、
マニホールドマウント型、ステンレス
製等の広範な製品群で、各種の用途
に対応し、作動油の粒度コントロー
ルに加え、水分コントロールも可能
にします。また、バイパスバルブや、
目詰まりインジケータも各種揃え、
インジケータについては、目視式、電
気式、防爆型、およびセンサ型から選
択できます。

フィルタ

■ フィルタ

HRC - 油圧リモート
コントロールバルブ

■ 油圧シリンダ、空圧シリンダ、
　　電気油圧シリンダ

シリンダ

産業用・車両用ニーズに対応すべく標準・特殊
仕様、また製造能力に最適設計なシングル・ダ
ブルシリンダを豊富にラインナップしています。

〈アプリケーション〉
成型機、射出成形機、工作機械、スチー
ルミル、チューブベンダー、梱包機械・
物流搬送機械、食品加工機械、舶用ア
プリケーション、ダム・ゲート用

〈仕様〉
●定格圧力：［標準］～32MPa、［特
殊］～71MPa
●サイズ：［口径］20～1500mm、
［ロッド］8～1270mm   
●ストローク：～20m   

CMXセクショナルバルブは油圧又は電気
で作動し、車輌への取付・設置に非常に便
利です。負荷の種類やシリンダー受圧面
積比に合わせてバルブを調節し、油圧を
使用することなく負荷を降下させるため
には、メータイン/メータアウトが事前に選
定可能です。圧力補償メーターイン機能
により、2つ以上の作業を同時に行う際の
調節がよりスムーズになり、パイロット回
路における優先制御が可能となります。 

〈アプリケーション〉
木材用機械、ホイールローダー、ラフテ
レンリフトトラック、ブームマンリフト

〈仕様〉
●定格流量：98&160 l/min
●ポート圧力：～36MPa（ポートの
配置による。）
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