
本　　　社
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目7番1号
TEL：06-7166-8326
FAX：06-7166-8514

お問い合わせ先

Head Office
7-1, Shinmachi 1-chome, Nishi-ku, Osaka, 550-0013 Japan
TEL :  81-(0)6-7166-8326
FAX :  81-(0)6-7166-8514

Contact Us

PILLAR Network Address List
販売ネットワーク 住所一覧

Domestic sale network 国内販売ネットワーク

東京支店

横浜支店

名古屋支店

京都支店

大阪支店

神戸支店

広島支店

九州支店

ピラーサービス販売株式会社

中部ピラーサービス販売株式会社

東京ピラー株式会社

北陸ピラー株式会社

ピラーエンジニアリング
　サービス株式会社

関東ピラーエンジニアリング
　サービス株式会社

山陽ピラーエンジニアリング
　サービス株式会社

日本ピラー九州株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2（富国生命ビル） 

〒231-0012 横浜市中区相生町6-113（オーク桜木町ビル）

〒461-0005 名古屋市東区東桜1-4-13（アイ高岳ビル）

〒600-8482 京都市下京区堀川通綾小路下ル綾堀川町293-1（堀川通四条ビル）

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目7番1号

〒673-0898 明石市樽屋町1-29（日工住友生命ビル）

〒732-0827 広島市南区稲荷町4-1（広島稲荷町NKビル）

〒861-1116 熊本県合志市福原1-25

〒590-0950 堺市堺区甲斐町西3-4-4

〒456-0031 名古屋市熱田区神宮2-3-4

〒210-0015 川崎市川崎区南町16-1（朝日生命川崎ビル）

【敦賀】〒914-0811　福井県敦賀市中央町1-15-28

〒712-8052　岡山県倉敷市松江3-3-28

〒299-0101　千葉県市原市青柳北2-6-1

〒745-0851　山口県周南市大字徳山3391-1

〒861-1116　熊本県合志市福原1-25

Tokyo Branch Office

Yokohama Branch Office

Nagoya Branch Office

Kyoto Branch Office

Osaka Branch Office

Kobe Branch office

Hiroshima Branch office

Kyushu Branch office

Pillar Service Sales Co.,Ltd

Chubu Pillar Service Sales Co.,Ltd

Tokyo Pillar Co.,Ltd

Hokuriku Pillar Co.,Ltd

Pillar Engineering Service Co.,Ltd

Kanto Pillar Engineering Service Co.,Ltd

Sanyo Pillar Engineering Service Co.,Ltd

Nippon Pillar Kyushu Co.,Ltd

2-2, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011, Japan

6-113, Aioi-cho Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 231-0012, Japan

4-13, Higashisakura 1-chome, Higashi-ku, Nagoya-shi, Aichi, 461-0005, Japan

293-1, Ayahorikawa-cho, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8482, Japan

7-1, Shinmachi 1-chome, Nishi-ku, Osaka, 550-0013 Japan

1-29 Taruyamachi ,Akashi-shi, Hyogo, 673-0898 Japan

4-1, Inarimachi Minami-ku, Hiroshima, 732-0827, Japan

1-25, Fukuhara, Koushi-shi, Kumamoto, 861-1116, Japan

4-4, Kainochonishi 3-chome, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka, 590-0950, Japan

3-4, Jingu 2-chome, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi, 456-0031, Japan

16-1 Minamimachi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 210-0015 Japan

15-28, Chuo-cho 1-chome, Tsuruga-shi, Fukui, 914-0811, Japan

3-28, Matsue 3-chome, Kurashiki-shi, Okayama, 712-8052, Japan

6-1, Aoyagikita 2-chome, Ichihara-shi, Chiba, 299-0101, Japan

3391-1 Tokuyama, Shunan-shi, Yamaguchi, 745-0851 Japan

1-25, Fukuhara, Koushi-shi, Kumamoto, 861-1116, Japan

本　　社

営業本部

〒550-0013　大阪市西区新町1丁目7番1号
TEL：06-7166-8326　FAX：06-7166-8514

Head office 7-1, Shinmachi 1-chome, Nishi-ku, Osaka, 550-0013 Japan
TEL: 81-(0)6-7166-8326  FAX: 81-(0)6-7166-8514

Sales Head Quarter 2-2, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011, Japan
TEL: 81-(0)3-3508-1800  FAX: 81-(0)3-3508-1881

Group corporations 海外販売ネットワーク
日本ピラーシンガポール株式会社

日本ピラーシンガポール株式会社
インドネシア駐在員事務所

日本ピラータイ株式会社

台湾ピラー工業株式会社

蘇州ピラー工業有限公司
（蘇州皮拉密封工業）

上海ピラートレーディング有限公司

韓国ピラー工業株式会社

日本ピラー中東株式会社

日本ピラーアメリカ株式会社
ヒューストンオフィス

日本ピラーアメリカ株式会社
フリーモントオフィス

日本ピラーメキシコ株式会社

日本ピラーヨーロッパ株式会社

No. 237 Pandan Loop #03-01 Westech Building, 
Singapore 128424
TEL：SINGAPORE(65)6861-7138
FAX：SINGAPORE(65)6862-9098
URL：http://www.pillar.com.sg/
e-mail: sales@pillar.com.sg
Jl.T.B.Simatupang, Kav.36 Sovereign Plaza 21st floor, 
Suite M23 Jakarta 12430 INDONESIA
TEL：Indonesia(62)21-2939-8831
FAX：Indonesia(62)21-2939-8833
NO.23/33 Sorachai Bldg., 15th Floor, Soi Sukhumvit 63,
Sukhumvit Rd., Klongtonnue, Wattana, Bangkok 10110
TEL：Thailand(66)2-726-9701
FAX：Thailand(66)2-726-9702
URL：http://www.pillar.co.th/
e-mail: info@pillar.co.th
台北市民権東路1段45号8楼 8F.
TEL：TAIPEI(886)2-2587-1911
FAX：TAIPEI(886)2-2585-3131
URL：http://www.taiwanpillar.com.tw/
e-mail: sales@taiwanpillar.com.tw
中国江蘇省蘇州高新区建林路666号 出口加工区配套工業園
46号厰房
TEL：CHINA(86)512-6607-0636
FAX：CHINA(86)512-6607-6627
上海市長寧区仙霞路319号遠東国際広場A棟810-811室
TEL：CHINA(86)21-6208-7711
FAX：CHINA(86)21-6235-0501
URL：URL：http://www.pillar-cn.com/
e-mail: sales@sh.pillar-cn.com
大韓民国SEOUL特別市中区退溪路173 Kukdong
BUILDING 1703号
TEL：KOREA(82)2-2277-4031
FAX：KOREA(82)2-2275-9140
URL：http://www.koreapillar.com/
e-mail: webmaster@koreapillar.com
6EA 133 Dubai Airport Free Zone P.O.Box371455,
Dubai,UAE
TEL：Dubai(971)4-2952907
FAX：Dubai(971)4-2952908
e-mail: info@nipponpillar.ae
6630 Roxburgh Drive, Suite 171, Houston, TX 77041
TEL：U.S.A(1)281-529-6367
FAX：U.S.A(1)281-529-6380
URL：http://www.nipponpillar.com/
e-mail: sales@nipponpillar.com
48521 Warm Springs Boulevard. Suite 317 Fremont, 
CA 94539
TEL：U.S.A(1)510-573-6146
FAX：U.S.A(1)510-573-6236
URL：http://www.nipponpillar.com/
e-mail: sales@nipponpillar.com
Av. Rita Perez 2001 D, Colonia Colinas de Lagos, 
Lagos de Moreno, Jalisco, Mexico C.P.47515
TEL：MEXICO(52)474-403-1609
URL：http://www.npk-mexico.com/
e-mail: info@npk-mexico.com
Marcel-Breuer-Strasse. 15, 80807 Munich Germany

Nippon Pillar Singapore Pte Ltd.

Nippon Pillar Singapore Pte Ltd.  
Indonesia Representative Office

Nippon Pillar (Thailand) CO.,Ltd.

Taiwan Pillar Industry Co.,Ltd

Suzhou Pillar Industry Co., Ltd.

Shanghai Pillar Trading Co., Ltd.

Korea Pillar Packing Co.,Ltd

Nippon Pillar Middle East FZCO

NIPPON PILLAR CORPORATION 
OF AMERICA Houston Office

NIPPON PILLAR CORPORATION
OF AMERICA Fremont Office

Nippon Pillar (Mexico) CO.,Ltd.

Nippon Pillar Europe GmbH

No. 237 Pandan Loop #03-01 Westech Building, 
Singapore 128424
TEL：SINGAPORE(65)6861-7138
FAX：SINGAPORE(65)6862-9098
URL：http://www.pillar.com.sg/
e-mail: sales@pillar.com.sg
Jl.T.B.Simatupang, Kav.36 Sovereign Plaza 21st floor, 
Suite M23 Jakarta 12430 INDONESIA
TEL：Indonesia(62)21-2939-8831
FAX：Indonesia(62)21-2939-8833
NO.23/33 Sorachai Bldg., 15th Floor, Soi Sukhumvit 63,
Sukhumvit Rd., Klongtonnue, Wattana, Bangkok 10110
TEL：Thailand(66)2-726-9701
FAX：Thailand(66)2-726-9702
URL：http://www.pillar.co.th/
e-mail: info@pillar.co.th
8F, No.45, Section 1, Minquan East Road, 
Zhongshan District, Taipei City 104 52, Taiwan
TEL：TAIPEI(886)2-2587-1911   FAX：TAIPEI(886)2-2585-3131
URL：http://www.taiwanpillar.com.tw/
e-mail: sales@taiwanpillar.com.tw
NO.1 Dazhong Factory Building, 255 Hua Jin Road, 
Tong An Suzhou New District, Jiangsu, P. R. China （215153）
TEL：CHINA(86)512-6607-0636
FAX：CHINA(86)512-6607-6627
Far East International Plaza A-1111, No.319, Xianxia Road, 
Changning District, Shanghai China. (200051)
TEL：CHINA(86)21-6208-7711   FAX：CHINA(86)21-6235-0501
URL：http://www.pillar-cn.com/
e-mail: sales@sh.pillar-cn.com
Room 1703, Kukdong BUILDING Toegye-ro/173, 
Jung-gu, Seoul, Korea
TEL：KOREA(82)2-2277-4031
FAX：KOREA(82)2-2275-9140
URL：http://www.koreapillar.com/
e-mail: webmaster@koreapillar.com
6EA 133 Dubai Airport Free Zone P.O.Box371455,
Dubai,UAE
TEL：Dubai(971)4-2952907
FAX：Dubai(971)4-2952908
e-mail: info@nipponpillar.ae
6630 Roxburgh Drive, Suite 171, Houston, TX 77041
TEL：U.S.A(1)281-529-6367
FAX：U.S.A(1)281-529-6380
URL：http://www.nipponpillar.com/
e-mail: sales@nipponpillar.com
48521 Warm Springs Boulevard. Suite 317 Fremont, 
CA 94539
TEL：U.S.A(1)510-573-6146
FAX：U.S.A(1)510-573-6236
URL：http://www.nipponpillar.com/
e-mail: sales@nipponpillar.com
Av. Rita Perez 2001 D, Colonia Colinas de Lagos, 
Lagos de Moreno, Jalisco, Mexico C.P.47515
TEL：MEXICO(52)474-403-1609
URL：http://www.npk-mexico.com/en/
e-mail: info@npk-mexico.com
Marcel-Breuer-Strasse. 15, 80807 Munich Germany

PILLAR SLIDING BEARING MATERIAL PRODUCTS CATALOGUE
ピラーすべり材製品カタログ

CAT No.401103C 1810(S)

PPLC1105C

PILAFLON®, UNI-TON® and FLUOROGOLD are registered trademarks of NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD in Japan.
ピラフロン®、ユニトン支承®及びフロロゴールド®は日本ピラ－工業株式会社の登録商標です。

The data on this catalogue are solely for your reference and are not to be construed as constituting a warranty
このカタログに記載している数値は参考値であり、保証値ではありません。

〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2（富国生命ビル） 
TEL：03-3508-1800　FAX：03-3508-1881

https://www.pillar.co.jp/ https://www.pillar.co.jp/en/



流体制御技術をベースにさらなる飛躍を
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当社は1924 年の創業以来、「流体の漏れを止める技術」を基本技術として、材料技術、設計技術、

加工技術など、当社固有の流体制御技術を活用して、メカニカルシール、グランドパッキン、ガス

ケット、フッ素樹脂製品（継手・ポンプ・バルブ等）、フッ素樹脂応用製品 (ピラーユニトン支承、

絶縁ボルト、Uボルト等 )などの独創的で高品質な製品を提供してまいりました。これらの多くの製

品は電力、石油精製、化学、船舶、自動車、半導体、土木建築など、幅広い分野で活躍しており、

高機能製品として重要な役割を果たしております。また、事業環境の変化に迅速に対応し、省資源

と安全でクリーンな地球環境づくりに貢献するとともに、法令や社会規範を順守し、公正で健全な

企業活動に務め、良き企業市民として豊かな地域社会の発展に貢献することを目指しております。

Since our establishment in 1924, we have been supplying high-quality and creative 

products such as mechanical seal, gland packing, gasket, fluorine resin products

(fitting,pump and valve), fluorine resin applied products (UNI-TON Bearing System, PILLAR 

AC Bolts & Gasket and U-Bolt & Pad) applying our original fluid control technology 

including advanced material engineering, sophisticated design skill and precise 

production technique as a leakage stopping sealing manufacturer. Our products give a 

high performance in various industrial fields, for instance, electrics, petroleum refineries, 

chemicals, marine industries, automobiles, semiconductors and civil engineering and 

construction as highly functional products. In addition, we respond to the rapid change of 

business environment, and cooperate to make safe and clean environment.

ピラーAC絶縁ボルト ＆ 絶縁ガスケット

09

PILLAR AC Bolts & Gasket

PILLAR AC Bolt
AC絶縁ボルト

Insulation Gasket
絶縁ガスケット

PILAFLON®
ピラフロン 11

ピラフロン® Uボルト ＆ パッド
PILAFLON® U-Bolt & Pad

ピラフロン® Uボルト ＆ パッド
PILAFLON® U-Bolt & Pad

ピラーユニトン支承®

UNI-TON® Bearing System

03MM型ユニトン支承®
Type MM UNI-TON® Bearing

RX型ユニトン支承®
Type RX UNI-TON® Bearing 07

フロロゴールド® スライド ベアリング
FLUOROGOLD Slide Bearings

フロロゴールド® スライドベアリング
FLUOROGOLD Slide Bearings

01

ごあいさつ
Greeting

事業所・グループ会社
Company Locations

Making greater strides, 
based on our unique 
fluid control technology

CONTENTS
PRODUCTS CATALOGUE
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剛すべり支承

Seismically isolated
sliding bearing

タイプA
Tyep-A

Tyep-B / Type-C

Company Locations
事業所・グループ会社

Houston  ヒューストン

Fremont  フリーモント

Taiwan  台湾

China  中国

Mexico  メキシコUAE アラブ首長国連邦

Singapore  シンガポール

Hongkong  香港

Indonesia  インドネシア

India  インド

Algeria  アルジェリア

Bayern  バイエルン

Malaysia  マレーシア
Thailand  タイ

NIPPON PILLAR PACKING CO., LTD.
日本ピラー工業株式会社

Head Office  本社
Subsidiary & Liaison Office
（販売）子会社と駐在員事務所
Overseas Agent  海外代理店

タイプB ・ タイプC

PILAFLON® is a brand name for fluororesin registered by PILLAR.
ピラフロン®とは四ふっ化エチレン樹脂成形品の弊社の商品です。
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Selection method
選定方法

建築構造物の渡り廊下・屋根などのエキスパンショ

ン部には、地震・風・温度変化などにより、建物に

揺れ・変位・たわみが生じます。

ピラーユニトン支承は、ローラー機能・ピン機能を

兼ね備えたすべり支承で、これらの変位やたわみを

吸収し、構造物の安全性を高めます。

建築や土木をはじめ、様々な市場に数多く採用され

ております。

Application example
使用箇所

Features
特　　徴

スライド面に自己潤滑性のあるふっ素樹脂を使用しており、低摩擦でローラー（すべり）機能を発揮します。 

密封したエラストマ（クロロプレンゴム）がいずれの方向にも自由にピン機能（たわみ、角度吸収）を発揮します。 

支承内に各種安全ストッパ（超過移動防止、浮き上がり防止）を装備することが可能です。 

コンパクトで取付けが容易です。 

豊富な品揃えに加えて、特殊設計条件にも対応可能です。

Since the PILLAR UNI-TON Bearing uses fluorine resin having high self-lubricity on 
its sliding surface, it assures the roller (sliding) function at low friction.

The sealed elastomer (chloroprene rubber) assures the pin function (absorption 
of deflection and angle) freely in any direction.

It is possible to equip the safety stopper of each type (prevention of excessive 
movement, floating) within bearing.

Since the PILLAR UNI-TON Bearing is designed compactly, it can be installed easily.

The PILLAR UNI-TON Bearing is available in rich assortment, and is compatible 
even to special design requirement.

Sole plate (SS400)
ソールプレート（SS400）

Slide plate (SUS304)
スライドプレート（SUS304）

Seal ring (PTFE)
シールリング（PTFE）

Shim (PTFE)
シム（PTFE）

Elastomer (CR)
エラストマ（CR）

Bearing (FLUOROGOLD)
ベアリング（フロロゴールド）

MM type
MMタイプ

Piston (SUS304)
ピストン（SUS304）

Base pot (SS400)
ベースポット（SS400）

The vibration, displacement or deflection may occur at the expansion point such as 

corridor, roof, etc. of building structure due to earthquake, wind or temperature 

change.

The PILLAR UNI-TON Bearing is a bearing provided with "Roller function" and "Pin 

function" in combination, which works to absorb such displacement and deflection, 

to enhance the safety of structure.

It has been adopted a lot to diversified market including building or civil work.

UNI-TON® Bearing
ユニトン支承®

Standard design criteria
標準設計条件

Standard design specification
標準仕様

PILLAR SLIDING BEARING MATERIAL series
ピラーすべり材シリーズ

Torsion
(Movement)
揺れ（移動）

Movable bearing
可動支承

Span
スパン

Roof  屋根

Wind
風

Earthquake  地震

Expansion  エキスパンション

Movable bearing
可動支承

Fixed bearing
固定支承

Span
スパン

Movable bearing
可動支承

Wind
風

Earthquake  地震

Vibration
振動

Load (snow,etc.)
荷重（雪など）

水平移動はありますか？
Horizontal movement?
水平移

Horizon

移動は全方向ですか？
Free movement?

はありますか？
movement?

水平方向への回転吸収が必要ですか？
Horizontal rotation?

浮き上がりストッパが必要ですか？
Uplift prevention?

浮き上がりストッパが必要ですか？
Uplift prevention?

浮き上がりストッパが必要ですか？
Uplift prevention?

浮き上がりストッパが必要ですか？
Uplift prevention?

MM RX . FM LM.UM RM US FS UP FP

YES NO

YES YES NONO

YES NO YES NO YES NO YES NO

全方向可動支承
・超過移動防止
・浮き上がり防止

Free movement type
・Excess movement
    prevention
・Uplift prevention

・Excess movement
    prevention
・Uplift prevention

・Excess movement
    prevention

・Horizontal rotation
・Vertical rotation
・Uplift prevention

・Horizontal rotation
・Vertical rotation

・Vertical rotation
・Uplift prevention

・Vertical rotation

Free movement type
・Excess movement
    prevention
    (only RX type)

全方向可動支承
・超過移動防止
（RXのみ）

一方向可動支承
・超過移動防止
・浮き上がり防止

One-way movement type

一方向可動支承
・超過移動防止

One-way movement type

Horizontal
水平面内

(appendix)
（別表）

(appendix)
（別表）

(appendix)
（別表）

(appendix)
（別表）

Free
自由

Free
自由

Free
自由

(Common to each type)
（各タイプ共通）

Rotation Angle
回転角

Movement
移動量
e（mm）

Vertical
鉛直面内

固定支承
・水平回転・鉛直回転
・浮き上がり防止

Fixed type Fixed type Fixed type Fixed type

固定支承
・水平回転
・鉛直回転

固定支承
・鉛直回転
・浮き上がり防止

固定支承
・鉛直回転

Type
タイプ

C
o

n
ten

ts

B
e

a
rin

g
 Ty

p
e

内  

容

Type-MM  UNI-TON® Bearing Type-RX  UNI-TON® Bearing
MM型 ユニトン支承® RX型 ユニトン支承®

Standard material
1. Metallic material

2. Bearing material

3. Rubber
4. Painting

…

…

………………
………………

JIS G3101:
Rolled steels for general structure (SS400)
FLUOROGOLD & JIS G4305:Cold-rolled
stainless steel plate (SUS304) 
JIS K6386 (Chloroprene rubber)
Primer coat after foundation is adjusted: 
Zincrich primer coating
 Groundwork   : Epoxy resin system paints
 Final coating  : Polyurethane resin system 
paints (Munsell N6.0 light-gray system)

標準材料

1. 金属材料
2. 摺動材料

3. ゴ　　ム
4. 塗　　装

………………
………………

………………
………………

JIS G3101 一般構造用圧延鋼材（SS400）
フロロゴールド及びJIS G4305
冷間圧延ステンレス鋼板（SUS304）
JIS K6386（クロロプレンゴム）
素地調整後ショッププライマー：ジンクリッチプライマー
 下地   ： エポキシ樹脂系塗料
 上塗   ： ポリウレタン樹脂系塗料
（マンセルN6.0ライトグレー系）

*Please contact PILLAR concerning your project’ s paint specifications.

*Weld and installation surfaces are treated with shop primer only. 

*Surfaces that comes into contact with concrete are left unpainted.

*Parts should be painted after welding and installation. 

FM

RX

MM

RM

UM

LM

FP

UP

FS

US

RX

MM

LM

-

N×40%

N×40%

N×20%

N×20%

N×40%

N×40%

N×40%

N×40%

N×40%

-

-

N×20%

-

N×20%

N×20%

-

N×20%

-

N×20%

±55

±55

±55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

±2°

鉛直荷重
（長期）

N（kN） Q

水平力
（短期）

上揚力
（短期）

L1

移動量

e（mm）

Vertical Load
long-term

Horizontal
Load

short-term

Uplift 
Load

short-term

Movement

１．短期鉛直荷重は、長期鉛直荷重 x1. ５としています。
２．可動支承の水平力は、超過移動防止のストッパーが負担できる荷重を示します。
３．標準設計では、上揚力または短期鉛直荷重と水平力が同時に作用する場合を考慮していません。
４．上記標準設計に該当しないケースは特殊設計となります。別途ご相談ください。

±55 ±100 ±200 ±300 ±400 ±500

- ±100 ±200 ±300 ±400 ±500

±55 ±100 ±200 ±300 ±400 ±500

※ご指定の塗装仕様がある場合は、別途ご相談ください。
※溶接部、据付面はショッププライマーのみ。
※コンクリート接触面は無塗装。
※溶接取付後は、補修仕上塗装を行ってください。

支
承
タ
イ
プ

100(10tonf)

200(20tonf)

300(30tonf)

400(40tonf)

500(50tonf)

750(75tonf)

1000(100tonf)

1250(125tonf)

1500(150tonf)

1750(175tonf)

2000～6000
(200～600tonf)

8000(800tonf)

Free movement
type

全方向可動支承

Division of
bearing

支承の区分

One-way
movement

type

一方向可動支承

Fixed type

固定支承
Each 500kN
※500kN毎
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PILLAR SLIDING BEARING MATERIAL series
ピラーすべり材シリーズ

免震建物に、より高い免震性能を与えるため、ふっ素樹脂の低摩擦特

性を応用した剛すべり支承を開発しました。この剛すべり支承を付属施設

（エレベータ、階段、周辺低層部）などの比較的軽量な構造物の下に設置頂

く事で、免震システムをより効果的にすることができます。

To provide the seismic isolating building with furthermore high seismic 

isolation performance, Nippon PILLAR has developed the seismically 

isolated sliding bearing to which the fluorine resin of low-friction 

characteristic is applied. Installing this seismically isolated sliding 

bearing at the underside of relatively lightweight structure such as 

attached facility (elevator, staircase, surrounding short-story) will allow 

the seismic isolation system to be furthermore effective.

Seismically isolated sliding bearings are available in three types, each 

with a different coefficient of friction, to provide seismic isolation 

performance for a variety of base-isolated structures: Type A ( =0.011), 

Type B ( =0.1), and Type C ( =0.05). 

Features
特　　徴

Seismically isolated sliding bearing
ピラー剛すべり支承

Building Standards Act, Article 37 Item 2

ピラー剛すべり支承は、TypeA(μ=0.011)、TypeB(μ=0.1)、

TypeC(μ=0.05) の摩擦係数で 3 つのタイプをラインアップし、

様々な免震建物により高い免震性能を与えます。

建築基準法第３７条第二号

PILLAR seismically isolated sliding bearings have 
been approved by the Minister of Land, 
Infrastructure, and Transport based on the 
results of a performance evaluation conducted in 
accordance with the seismic isolation material 
requirements of the Building Standards Act.

剛すべり支承
Seismically isolated 
sliding bearing

標準設計条件Standard design criteria
認定番号：MVBR-0441
TypeA　μ＝0.011

認定番号：MVBR-0442
TypeB　μ＝0.1

認定番号：MVBR-0293
TypeC　μ＝0.05

※1． TypeA，TypeBは正弦波最大速度10cm/sの時、TypeCは20cm/sの時を示しております。
※2． 変位量±900mmは長期鉛直荷重15000kNまでとなります。
※3． 変位量は設計を考慮して広げることができます。
※4． 金属材料はSM材、SUS316材も対応可能です。
※5． メッキ仕様での対応可能です。

100kN～20000kN

±300、400、500、600、700、800、900ｍｍ※2

0.10.011 0.05

±20%±30% ±35%

200kN～20000kN
（長期鉛直荷重ｘ2.0）

100kN～10000kN

20N/mm2 30N/mm2

±500ｍｍ※3

200kN～40000kN
（長期鉛直荷重ｘ2.0）

摩擦係数※1

摩擦係数のばらつき

基準面圧

変位量

長期鉛直荷重

短期鉛直荷重

Long-term vertical load

Short-term vertical load

Friction coefficient *1

Dispersion of friction coefficient 

Standard bearing pressure

Movement

*1 The TypeA and TypeB show for case when the sine wave 
maximum speed is 10cm/s, while the TypeC shows for case 
when it is 20cm/s.

*2 Movement±900 is to long-term vertical load 15000kN.

*3 The movement may be extended with design taken into 
consideration.

*4 SM, SUS316 available for metalic material

*5 Galvanizing is available.

Structural Features 構　造

ベアリング
TypeA： PILAFLON （H4RS）
TypeB： PILAFLON （G5）
TypeC： PA（P1A）

Bearing
TypeA: PILAFLON (H4RS)
TypeB: PILAFLON (G5)
TypeC: PA (P1A)

Slide plate
TypeA: SUS304+PTFE Coating
TypeB, TypeC: Polished SUS304

スライドプレート
TypeA： SUS304+PTFEコーティング
TypeB， TypeC： SUS304（平滑処理）

Sole Plate SS400
ソールプレートSS400

1. Metallic material

2. Bearing material

3. Rubber
4. Painting

…

…

………………
………………

SS400 (JIS G 3101), 
SUS304 (JIS G 4303.4304.4305)
PILAFLON H4RS (TypeA), 
PILAFLON G5 (TypeB), polyamide P1A (TypeC), 
SUS304 + PTFE Coating (TypeA),
Polished SUS304 (TypeB / TypeC)
CR rubber (JIS K 6386-C08)
Surface preparation
 Groundwork

 Inside coating

 Final coating

(Munsell N6.0 light-gray system)

1. 金属材料

2. 摺動材料

3. ゴ　　ム
4. 塗　　装

………………

………………

………………
………………

ＳＳ400（JIS G 3101）、
ＳＵＳ304（JIS G 4303.4304.4305）
ピラフロンH4RS（TypeA）、
ピラフロンG5（TypeB）、ポリアミドP1A（TypeC）
SUS304＋PTFEコーティング（TypeA）、
SUS304平滑処理品（TypeB・TypeC）
ＣＲゴム（JIS K 6386-C08）
素地調整　下地   ： ジンクリッチペイント
　　　　　中塗   ： エポキシ樹脂系塗料
　　　　　上塗   ： エポキシ樹脂系塗料
　　　　 （マンセルN6.0ライトグレー系）

剛すべり支承設置例 剛すべり支承構造図

ピストンSUS304

upper structure concrete
上部構造RC

upper base plate
上部定着プレートSS400

Seismically isolated sliding bearing
日本ピラー工業型剛すべり支承

lower base plate
下部定着プレートSS400

lower structure concrete
下部構造 RC

Base pot SS400
ベースポットSS400

Elastomer(CR rubber)

Piston SUS304

エラストマCRゴム

Sealring PILAFLON H3
シールリングピラフロンH3

Standard material

Example of construction Structure

標準材料

Standard design specification 標準仕様

Approval no.: MVBR-0441
Approval no.: MVBR-0442
Approval no.: MVBR-0293

認定番号：MVBR-0441
認定番号：MVBR-0442
認定番号：MVBR-0293 MVBR-0293

e 
ucted in 
terial

Act.

MVBR-0441

The friction coefficient comes in three types, and the sliding bearing is slide at 
low friction coefficient.
TypeA: µ=0.011   TypeB: µ=0.1   TypeC: µ=0.05

The sliding bearing of this type makes it possible to readily assure the seismic 
isolation for a wide range of applications from short-story building to 
high-story building, factory facility, personal housing, etc.

The sliding bearing of this type makes it possible to solve various problems 
such as follow-up to drastic transformation, prolonged cycle, etc.

Since the sliding bearing of this type is of simplified construction, it can assure 
the simplified maintenance control.

Since the sliding bearing of this type has extremely low height, it is best 
suitable to the seismic isolation layer such as underside of elevator, underside 
of staircase, retrofit, etc. where the space(height) is limited.

特　

peC(μ=0.05) の摩擦係数で 3 つのタイプをラインアップし、

々な免震建物により高い免震性能を与えます。

lding Standards Act, Article 37 Item 2
AR seismically isolated sliding bearing

rticle 37 Item 2
gs have 

TypeB/TypeC

TypeA

ピラー剛すべり支承は、建築基準法第37条第二
号免震材料の規定に基づく性能評価及び国土交
通大臣認定を取得しています。

MVBR-0442

支承高さが非常に低く、高さスペースが小さな免震層に最適です。

シンプルな構造で維持管理が容易です。

大きな変形への追随、長周期化への対応が可能となります。

摩擦係数に3つのタイプがあり、低い摩擦係数で滑動します。 
TypeA: μ=0.011　TypeB: μ=0.1　TypeC: μ=0.05

低層建物から高層建物、工場設備、集合住宅など幅広い免震へ適応できます。 

Speed: (cm/s)   速度V（ｃｍ/s）
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摩擦係数の速度依存性
Speed dependency of friction coefficient

摩擦係数Friction coefficient
Bearing pressure dependency of friction coefficient

摩擦係数の面圧依存性

(TypeA:10cm/s   TypeB:10cm/s   TypeC:20cm/s)　(TypeA:20N/mm2   TypeB:20N/mm2   TypeC:30N/mm2)

0.024
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0.008

0.004

0.000
6010 20 30 40 500
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0.10
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0.06
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0.00
6040 503010 200

［TypeA］ ［TypeB ／ TypeC］［TypeA］ ［TypeB ／ TypeC］
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0.024
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0.012

0.008

0.004

0.000

Speed: (cm/s)   速度V（ｃｍ/s） Bearing pressure: σ(N/mm2)   面圧σ（N/mm2） Bearing pressure: σ(N/mm2)   面圧σ（N/mm2）

TypeB
（μ=0.1）

TypeC
（μ=0.05）

TypeB
（μ=0.1）

TypeC
（μ=0.05）

TypeA
（μ=0.011）

TypeA
（μ=0.011）

: Zincrich paint
: Epoxy resin system paints
: Epoxy resin system paints
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Connecting corridor
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Roof beam

橋梁関連
Bridge

石油・化学プラント関連
Petrochemical / plant
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Application example
使用箇所

Features
特　　徴

PILAFLON® Series
ピラフロン® シリー® ズ

低摩擦係数
ピラフロン同士やSUS特殊研磨板との組み合わせによって得られ
る摩擦系数（μ）は非常に小さく低速下では0.06程度となります。

自己潤滑性
ピラーフロロゴールドは自己潤滑性があり給油の必要もありません。
基本的にはメンテナンスフリーで長期にわたりご使用いただけます。

耐 候 性
ピラフロンは耐候性に優れ、広い温度範囲で使用することができま
す。氷点下でも安定しており吸水率は0.01％以下です。

耐 薬 品 性
ピラフロンは化学的に不活性で、ほとんどの薬液と反応しません。
したがって、海に隣接する地域でも安心してご使用いただけます。

コンパクト
ピラフロンの厚みは2.4㎜、鉄板の厚みは3.2㎜を標準としておりま
す。TOTAL厚みは5.6㎜と非常にコンパクトですので容易に設計い
ただけます。

Low coefficient of friction
Extremely low coefficients of friction (μ)—as low as about 
0.06 at low rates of movement—can be achieved by using 
PILAFLON on PILAFLON, or polished stainless steel plates 
on PILAFLON. 

Self-lubricating
PILLAR FLUOROGOLD is self-lubricating and requires no oil. 
FLUOROGOLD components are generally maintenance-free 
and can be used over extended periods of time.

Weather resistance
PILAFLON offers exceptional weather resistance and can 
be used in a broad range of temperatures. The material is 
stable even below freezing point and only has a coefficient 
of water absorption of 0.01% or less. 

Chemical resistance
PILAFLON is chemically inert and does not react with 
most substances. Consequently, it can be used with 
peace of mind, even in close proximity to saltwater.

Compact
Standard PILAFLON thickness of 2.4 mm and iron plate 
thickness of 3.2 mm combine for total thickness of just 
5.6 mm, simplifying the design process. 

The PILLAR FLUOROGOLD is made by joining the PILAFLON(PTFE) firmly to the 

metal plate. The PILLAR FLUOROGOLD serves to absorb the displacement of 

building caused due to earthquake, wind, temperature change, etc. by sliding 

the sliding bearing.

It has been applied to the diversified structures such as connecting corridor, 

roof, bridge, piping, boiler, electric dust collector, etc.

The PILAFLON(PTFE) of FLUOROGOLD is mixed with the special filling material, 

to provide the function to its maximum level as a sliding bearing.

ピラーフロロゴールドは、ピラフロン（PTFE）と金

属板が強固に接合されたものです。

ピラーフロロゴールドは、地震、風、温度変化な

どにより発生した建物の変位をすべらす事によって

吸収します。

渡り廊下、屋根、橋梁、配管、ボイラ、電気集塵

機などあらゆる構造物に使用頂いております。

フロロゴールドのピラフロン（PTFE）は、スライド

ベアリングとしての機能を最大限発揮するために

特殊充てん材を配合しています。 

Standard design specification
標準仕様

Type / Use method
タイプ・使用方法

PILLAR FLUOROGOLD Slide Bearings
ピラー フロロゴールド® スライドベアリング

A sliding combination consisting of FLUOROGOLD—2.4 mm of PILAFLON joined to an SS400 pedestal on 
which a 15 mm lip has been left—and special polished SUS304 plate. This is the most common usage method.
Bearing pressure: 0.5N/mm2~13.7N/mm2 temperature: -60ºC ~+200ºC

厚み2.4mm のピラフロンをSS400 の台座に15mm のリップを残して接合したフロロゴールド
と、SUS304 特殊研磨板との摺動組み合わせ。最も一般的な使用方法です。
面圧：0.5N/㎟～13.7N/㎟  温度：－60℃～＋200℃

A sliding combination with two FLUOROGOLD slide bearings, each of it consists of 2.4 mm of PILAFLON joined to an SS400 pedestal 
on which a 15 mm lip has been left. This combination is ideal when there is little horizontal space in which to install the system.
Bearing pressure: 0.5N/mm2~13.7N/mm2 temperature: -60ºC ~+200ºC

厚み2.4mm のピラフロンをSS400 の台座に15mm のリップを残して接合したフロロゴールド同
士の摺動組み合わせ。特に取付け部の平面スペースが取れない場合に適します。
面圧：0.5N/㎟～13.7N/㎟  温度：－60℃～＋200℃

Standard FLUOROGOLD product (1) with a dustproof seal. Use in environments characterized by the 
presence of a lot of dust. 
Bearing pressure: 0.5N/mm2~13.7N/mm2 temperature: -45ºC ~+100ºC

標準品（1）のフロロゴ－ルドに防塵用のダストシールを取付けたもの。粉塵が多い環境にご使用くだ
さい。
面圧：0.5N/㎟～13.7N/㎟　温度：－45℃～＋100℃

The same combination as standard product (2) with a base that is 19 mm thick to accommodate 
back welding. 
Bearing pressure: 0.5N/mm2~13.7N/mm2 temperature: -60ºC ~+200ºC

標準品（2）と同様な組み合わせですが、裏溶接をする場合は台金の厚みが19㎜となります。
面圧：0.5N/㎟～13.7N/㎟　温度：－60℃～＋200℃

Incorporates countersunk screw holes with machined screw stops and a base that is 4.5 mm thick. The type with 
screw stops is used when welding is not possible on-site, for example when mating with a hot-dip galvanized surface. 
Bearing pressure: 0.5N/mm2~13.7N/mm2 temperature: -60ºC ~+200ºC

ビス止め用の皿ビス穴加工をしたもので、台金の厚みが4.5㎜となります。被取付け部が溶融亜鉛
メッキなどで現場溶接ができない場合は、ビス止めタイプになります。
面圧：0.5N/㎟～13.7N/㎟　温度：－60℃～＋200℃

Consists of 2.4 mm of PILAFLON joined to a chloroprene rubber placed between  stainless steel plate. 
Height is determined by your project,s plans.
Bearing pressure: 0.5N/mm2~4.9N/mm2 temperature: -30ºC ~+100ºC

2.4㎜のピラフロンをステンレス板で挟んだクロロプレンゴムに接合したもの。
高さ寸法は個別設計により決定いたします。
面圧：0.5N/㎟～4.9N/㎟　温度：－30℃～＋100℃

Consists of 0.8 mm of PILAFON joined to a 0.8 mm punching stainless steel plate and welded to a 
3 mm stainless steel plate. Use as a sliding bearing for high loads such as equipment.
Bearing pressure: 0.5N/mm2~34.3N/mm2 temperature: -30ºC ~+100ºC

0.8㎜のピラフロンと0.8㎜のパンチングステンレス板とを接合し、3㎜のステンレス板に溶接にて取
付けたもの。機器などの高荷重用スライドベアリングとしてご使用ください。
面圧：0.5N/㎟～34.3N/㎟　温度：－30℃～＋100℃

Movable bearing
可動支承

Ring girder
リングガーター

Frame
架台

Sliding Direction
スライド方向

Sliding Direction
スライド方向

Sliding Direction
スライド方向

Torsion(Movement)
揺れ（移動）

Movable bearing
可動支承

Span
スパン

Load (snow,etc.)
荷重（雪など）

Roof  屋根

Wind
風

Earthquake  地震

Movable bearing
可動支承

Span
スパン

Movable bearing
可動支承

Wind
風

Earthquake  地震

Vibration
振動

FLUOROGOLD (Lower)
フロロゴールド(下側)

FLUOROGOLD(Upper side)
フロロゴールド(上側)

FLUOROGOLD(Lower)
フロロゴールド(下側)

Iron frame etc.
鉄骨など

FLUOROGOLD(Upper side)
フロロゴールド(上側)

FLUOROGOLD(Lower)
フロロゴールド(下側)

PILLAR LBP
ピラーLBP

FLUOROGOLD(Upper side)
フロロゴールド(上側)

FLUOROGOLD
フロロゴールド

FLUOROGOLD
フロロゴールド

Dust seal
ダストシール

Special Polished SUS304 plate
SUS304特殊研磨板

Special Polished SUS304 plate
SUS304特殊研磨板

Special Polished SUS304 plate
SUS304特殊研磨板

Special Polished SUS304 plate
SUS304特殊研磨板

FLUOROGOLD
with rubber type
ゴム付きフロロゴールド

Standard Type
標準タイプ

Special Type
特殊対応タイプ

Standard (1 )
標準品 (1)

FLUOROGOLD
フロロゴールド

Special Polished SUS304 plate
SUS304 特殊研磨板

vs

Standard (2 )
標準品 (2)

FLUOROGOLD
フロロゴールド

FLUOROGOLD
フロロゴールド

vs

Dust seal type
ダストシール付き

Machine screw stop type
ビス止めタイプ

LBP Slide Bearing
LBPスライドベアリング

Back welding type
裏溶接タイプ

FLUOROGOLD
with rubber type

ゴム付きフロロゴールド

Rough sketch
略図

Rough sketch
略図

How to Use
使用方法

How to Use
使用方法

❶

❷

❶

❷

Thickness : 2.4mm
厚み：2.4 ㎜

JIS K5674

Thickness : 3.2mm
厚み：3.2 ㎜

Remarks
備　考

Material & specification
材質・仕様

PILAFLON®

ピラフロン®

Lead-free, Chromium-free anticorrosive paint
鉛・クロムフリーさび止め塗料

SS400

Parts Name
部品名

Bearing
ベアリング

Metal plate
台　金

Painting
塗　装
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Normally, the clearance between bolt and bolt hole of flanges ranges from 2 mm 

to 3 mm. However, if insulation sleeve is applied to an ordinary bolt as was often 

attempted  conventionally, the available clearance for insulation material is 

unjustifiably small. When bolt holes on the matching flanges are not properly 

aligned, insertion work of insulation sleeve is extremely difficult, and often 

resulted in fractured sleeve.

PILLAR AC Bolts give exceptional impact strength that has never been achieved 

by any other resin material of similar application, and thus they are absolutely 

free from undue cracks and fracture in the course of fixing operation.

The Inslation Lining portion of the PILLAR AC Bolts is designed to have the 

same diameter as the effective diameter of the thread of the bolt. As a 

result, the outside diameter of the insulation lining is always smaller than 

the full diameter of the external thread of the bolt thus permitting easy 

insertion work.

Features
特　　徴

Application example
使用箇所

Structural Features
構　　造

PILAFLON®-PVdF securely lined 

on a bolt offers extremely high 

electric insulation resistance and 

stable corrosion-resistance and 

weather-proof features. (PFA tube 

for high temperature use)

The standard material of insulation 

washers is FRP.  

(Heat Resisting FRP for high 

temperaturree use)

Bolts are manufactured according 

to the standards of ANSI and JIS.

Metal components are processed 

with rust prevention or galvanized 

treatment. 

（a）

（b）

（c）

（d）

通常フランジの穴径とボルト外径とのすき間は 2～

3㎜です。従来のように、通常のボルトに絶縁スリー

ブをかぶせたものではそのすき間は少なく、特にフ

ランジ間のずれが生じますとセット作業は困難で、

絶縁スリーブ材の破損事故につながります。

ピラーAC絶縁ボルトは衝撃強度も他の樹脂に見

られない程強く、取り付け時に割れたり、かけた

りする事はありません。

ピラーAC絶縁ボルトの絶縁ライニング又は

チューブ部分はネジ有効径と同一としたインロー

タイプになっており、外径がネジ山径よりも大き

くなる事はありませんので挿入が容易です。

絶縁ワッシャ（FRP又は耐熱FRP）

Hexagon Nut  六角ナット

Insulation Gasket  絶縁ガスケット

Steel Washer  鉄座金

Insulation Washer
 (FRP or Heat Resisting FRP)

絶縁ライニング又はチューブ
（硬質ピラフロン又はPFA）

Insulation Lining or Insulation Tube

Bolt  ボルト

PILLAR AC Bolts & Gasket
ピラーAC絶縁ボルト & 絶縁ガスケット

Insulation Series
防食シリーズ

絶縁ボルトは、ガス、石油、水道パイプラインの積

極的電気防食や、異種金属間の電位差で発生する

電食作用の防止の為の絶縁管フランジ用として、欠

かすことの出来ない機能部品です。ピラー絶縁ボル

トは、ボルト本体に硬質ピラフロンを強固にライニン

グしており、高度の絶縁性と安定した耐食性・耐候

性を示します。

The insulating bolt is a functional part indispensable 

to insulating pipe flange used for positive 

prevention of gas / oil / city water pipeline from 

electrical corrosion as well as electrical corrosion 

generated due to electrical potential difference 

between dissimilar metals. Since the hard 

PILAFLON is lined firmly on the PILLAR AC Bolts 

body, it can assure the excellent insulation 

performance and stabilized corrosion/weather 

resisting performance.

船　　舶
Marine Installations3

公共施設
Public Works and Utilities2 プラント

Production and Refinery Plants4

Ballast lines.
バラストラインに

Seawater piping, condensers, tanks, 
heat exchangers, hot water boilers, 
aerating equipment, etc., in power 
plants, iron works and petroleum 
plants.
発電所・製鉄所・石油プラント内の海水管、腹水器、
タンク、熱交換機、温水ボイラー、酸素装置など

Port and harbor facilities, tunnels, 
sub-ways,  bridges, etc.
港湾、トンネル、地下鉄、橋梁など

都市ガス・水道その他のパイプライン
Pipe lines for city gas, running water works and others1

10

the full diameter of the external thread of the bolt thus permitting easy 

insertion work.

Gaskets best suited to each application is 
open to user’s discretion where selection 
can be made from more than ten types of 
gaskets by referring to the specified fluid 
pressure and other technical data.

絶縁ガスケット
 Insulation Gaskets

ピラーAC絶縁ボルト
PILLAR AC Bolts

10余種のガスケットより、流体の

圧力等の仕様により、最適のガス

ケットを選定させていただきます。

専用のカタログ、資料をご要求ください。
Product catalog and technical data are available on request.

ボルトに強固にライニングされた

硬質ピラフロン（高温用はPFA

チューブ）は、高度の絶縁性と安

定した耐食性・耐候性を示します。

絶縁ワッシャは、FRP材（高温用

は耐熱FRP）を標準材質といた

します。

ボルト規格はANSI及びJISに基づ

くもので、ネジ規格はANSIユニ

ファイネジ、JISメートルネジを使

用しています。

常温用ボルトは、硬質ピラフロ

ン・金属SS400は電気亜鉛メッ

キ処理。高温用ボルトは、PFA

チューブ・金属SNB7は防錆処

理を行っています。

（a）

（b）

（c）

（d）
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Features
特　　徴

自己潤滑性と低摩擦係数のピラフロン材が配管の伸縮をスムーズに
します。

耐候性、耐荷重性、耐摩耗性、耐薬品性、耐熱性に優れています。

陸上用は電食防止のための電気絶縁性です。船舶用は火災発生防
止のため、導電性です。

Self-lubricating PILAFLON features a low coefficient of friction, 
allowing pipe runs to shrink and expand more smoothly. 

It also offers exceptional weather, load, friction, chemical, and heat 
resistance. 

Electrically insulated installations prevent corrosion in terrestrial 
applications, while conductive installations prevent fire in marine 
applications.

Standard design specification
標準仕様

PILAFLON® Series
ピラフロン® シリーズ®

PILAFLON U-Bolts consist of a metal U-Bolt with an inner groove into which 

filled PILAFLON square bar has been securely attached. PILAFLON Pads consist 

of a metal plate to which filled PILAFLON has been securely attached. Pads are 

designed to be used in conjunction with PILAFLON U-Bolts. 

ピラフロンUボルトは、金属製Uボルトの内周側

に溝加工を施し、充填材入ピラフロンの角材を強

固に取り付けたものです。ピラフロンパッドは、

金属板に充填材入ピラフロンを強固に取り付けた

もので、ピラフロンUボルトとのセットで用いられ

るものです。

Structural Features
構　　造

水道用、ガス用、各種プラント用、

大型油槽船等各種配管には流体

温度や外気温変化等により伸縮

が生じます。

従来のUボルト＆支持材では架台

に変形・ひずみ、管に亀裂等の

好ましくない状況が発生したり、

電食発生、火災発生等の危険が

問題となっていました。

ピラフロンUボルト＆パッドはこれ

らの諸問題を未然に防止します。

Each piping used for city water, gas, plant, large oil 

tanker, etc. may be expanded/shrunk due to fluid 

temperature, outside air temperature change, etc.

For conventional U-Bolt & support material, the 

undesir ab le  phenomena (occurrence of  

deformation or distortion in frame, occurrence of 

crack in pipe) occurred, or the electrical corrosion, 

fire, etc. occurred, which brought about problems.

The PILAFLON U-Bolt & Pad function to prevent 

such problems previously.

PILAFLON® U-Bolt & Pad
ピラフロン®Uボルト ＆ パッド

陸上配管用：絶縁用
For land piping : insulation

船舶配管用：導電用
For ship piping : conduction

Usage example
使用例

ピラフロンUボルト UN型
PILAFLON U-BoltType UN

ピラフロンパッド AN型
PILAFLON PadTypeAN

ピラフロンUボルト US 型
PILAFLON U-BoltType US

Parts Name
部品名

Material
材　質

Remarks
備　考No.

PILAFLON®
ピラフロン® G41

2

3

Bearing
ベアリング

SS400 Electric galvanizing
電気亜鉛メッキ

U Bolt
Uボルト

SS400 Electric galvanizing
電気亜鉛メッキ

Hexagon Nut
六角ナット

Parts Name
部品名

Material
材　質

Remarks
備　考No.

PILAFLON®
ピラフロン® R31

2

3

Bearing
ベアリング

SS400 Electric galvanizing
電気亜鉛メッキ

U Bolt
Uボルト

SS400 Electric galvanizing
電気亜鉛メッキ

Hexagon Nut
六角ナット

Parts Name
部品名

Material
材　質

Remarks
備　考No.

PILAFLON®
ピラフロン®

SS400

R31

2

Bearing
ベアリング

Base plate
ベースプレート

Parts Name
部品名

Material
材　質

Remarks
備　考No.

PILAFLON®
ピラフロン® G41

2

Bearing
ベアリング

Base plate
ベースプレート

Weather resistance
steels

耐候性鋼板

Anticorrosive
paint

錆止め塗装

Parts Name
部品名

Material
材　質

Remarks
備　考No.

PILAFLON®
ピラフロン® R31

2

Bearing
ベアリング

Base plate
ベースプレート

FCD450 Hot dip
galvanizing
溶融亜鉛メッキ

ピラフロンパッド PW型
PILAFLON PadTypePW

ピラフロンパッド PS型
PILAFLON PadType PSピラフロンパッド CN型・DN型・EN型

PILAFLON PadType CN.DN.EN

❶❷❸

溶　接
Welding

P-W-80

溶　接
Welding

P-W-300
P-W-700
P-W-900

❶❷

❶❷❸

❶ ❷

❶ ❷❶ ❷

※Only P-S-900 FCD600
P-S-900のみFCD600

Parts Name
部品名

Material
材　質

Remarks
備　考No.

PILAFLON®
ピラフロン® G41

2

Bearing
ベアリング

Base plate
ベースプレート

Weather resistance
steels

耐候性鋼板

Anticorrosive
paint

錆止め塗装

Electric galvanizing
電気亜鉛メッキ

※取付材にはあらかじめソケットの加工が必要です。
*It is necessary to process the soket to the installation material.



PILLAR SLIDING BEARING MATERIAL series
ピラーすべり材シリーズ

業界トップクラスの免震評価試験機として圧縮力25MN(2,500t)の荷重

が載荷できる２軸せん断すべり試験機を導入しています。本試験機は主に

免震建物に使用される免震支承の性能を評価する試験機として使用して

います。

PILLAR has installed a biaxial tester (reciprocating sliding tester) capable 

of accommodating compression force loads of 25 MN (2,500 t), making it 

one of the industry,s leading seismic isolation testers. The system is 

utilized primarily in testing to evaluate the performance of seismic 

isolation bearings used in seismically isolated buildings. 

Biaxial tester (reciprocating sliding tester)
２軸せん断すべり試験機

試験中の状態を表示板で確認可能

A display allows workers to check the 
system status during testing.

性能確認試験中の試験体

A specimen undergoing performance 
confirmation testing.

Features
特　　徴

25MN（2,500t）までの荷重試験に対応可能。

2台の試験機を活用し、多彩な試験条件と試験項目に対応が可能。

大型の試験体（最大寸法：縦2,100㎜×横：2,200㎜×高さ640㎜）にも対応が可能。
※2MN試験機の試験体最大寸法は、縦1,100㎜×横1,100㎜×高さ500㎜となります。

The tester is able to accommodate loads of up to 25 MN (2,500 t).

PILLAR uses two testers to accommodate an extensive range of 
test conditions and characteristics.

The system can also accommodate large test specimens (up to 2,100 
[L] x2,200 [W] x640 [H] mm).

Specification
仕　　様

*The maximum test specimen dimensions for the 2 MN tester are 1,100 (L)x1,100 (W)x500 (H) mm. 

2MN試験機2MN Testing machine

25MN試験機25MN Testing machine

◉試験機及び試験技術を提供し、ご要望にお応えしますのでお問い合わせください。
◉To provide the test equipment and test techniques, so please meet your needs.

25MN Testing machine
25MN試験機

items
項目

Stroke
ストローク

Stroke
ストローク

Gross weight
総重量

Maximum speed
最大速度

Horizontal force applied
水平加力

Maximum speed
最大速度

Tension
引張力

Compressive force
圧縮力

2MN Testing machine
2MN試験機

25MN（2,500t）

2.5MN（250t）

1mm / sec

0～600mm

±3MN（300t）

±500mm

約300t

10mm / sec

2MN（2,00t）

1.2MN（120t）

10mm / sec

0～400mm

±0.3MN（30t）

±150mm

約50t
Approximately 300t Approximately 300t

500mm / sec

水
平
加
振
力

鉛
直
加
振
力

Vertical load
Horizontal load

MN試験機

試験中の

A displa
system

性能確認

A speci
confirm

2MN試験機e

m
8.8

m
3.4

資源有限の時代を迎えて、金属腐

食防止に対する関心の高まりと、

その技術革新は目ざましいものが

あります。弊社は、この新しい動

向に、絶縁ボルト、配管支承（フロ

ロゴールド、Uボルト・パッド）、ガ

スケットに改良を加えまして、一式

で防食のための絶縁を行い、ご好

評を得ています。

On the age of limited  resources, the upsurge of 

general interests in seeking ways of finding 

effective art of prevention of metal corrosions 

and the technical innovations being developed 

in this specific area are quite significant today.

To keep up with such industrial trend, PILLAR 

has newly developed sophisticated products 

such as insulation bolts ,  insulation pipe 

supports and saddles (FLUOROGOLD, U-Bolts 

and Pads), and insulation gaskets. Since they 

were marketed, new products have been 

contributing positively to a variety of industrial 

applications where high degree of electrical 

insulation is required in an integration of piping 

loop where they are gaining growing acceptance.

防食用管・フランジの
■ガスケット
■絶縁ボルト
■配管支承

PILLAR’s Indulation Bolts,
Insulation Gaskets and
Insulation Pipe Supports /
Saddles for Piping and 
Flanges where 
anti-corrosive features are 
essential

PILAFLON® is a brand name for 
fluororesin registered by PILLAR.

ピラフロン®とは四ふっ化エチレン樹脂成形品の
弊社の商品です。
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Insulation Series
防食シリーズ

ピラフロン® Uボルト ＆ パッド
PILAFLON® U-Bolt & Pad

フロロゴールド®
FLUOROGOLD

ピラーAC 絶縁ボルト
PILLAR AC Bolt

絶縁ガスケット
Insulation Gasket
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