
タイヤセット 16×3タイプ
（ベアリング付）

TR-16×3DX（デラックス）
重量 4.2㎏　エアータイヤ

本体価格 9,900円（税別）
運賃 20本で元払い（離島は別途）（4本梱包）

直径 約42.7㎝
タイヤ幅 約7.4㎝
ボス幅 約10.5㎝

（内ナット含む）
シャフト径 φ16

コマーシャルベアリングの潤滑について参考資料

当社の製品（アルベアや台車類）に使用している転がり軸受のほとんどが、
「コマーシャルベアリング」写真①と呼ばれる軸受です。車輌や工作機械等
に使用されるベアリングと比較して構造等が簡便で、ローラーコンベヤやキ
ャスター類に多く使用されています。この特徴により内部の「玉」同士の接
触による摩耗や、外部からのホコリの混入、油分の飛散等により、スムーズ
な回転が得られなかったり、「キイキイ」「ゴロゴロ」等の異音が発生する
ことがあります。このような場合、次の手順でメンテナンス（潤滑）をおこ
なうことにより、スムーズな回転や製品の寿命を伸ばすことが可能です。

スプレータイプのグリス系潤滑剤を使用しますが、ベアリングへの潤滑を推
奨するタイプを選定してください（例・呉工業社製「CRCプログリースＤ
Ｘ」・スズキ機工社製「ベルハンマー」等）。浸透性や揮発性の高い潤滑剤
は、その塗膜が薄く、油分を長期間残存させにくいとされています（例・
「CRC5-56一般品等」）。

製品の軸が垂直になるよう、また倒れないように保持します。軸受部をゆっ
くり回転させながら、「内輪とカバーのスキマ」写真②③④に少量塗布しま
す。はみ出たグリスはよく拭き取り、さらに数回空転させ油分を馴染ませま
す。

一部の製品に使用している樹脂成型品「すべり軸受（黒色）」写真⑤にも同等
の対応をすることにより、キシミ音の低減や円滑な回転等を得ることが可能
です。
また機械類に使用の「ピローブロック」写真⑥のベアリングなどは、油分の
密封性が高く、メンテナンスはほとんど不要です。

※分解や改造は禁止です。また屋外への放置も製品寿命が低下します。屋内
に保管してください。
※長期間使用しない場合はメンテナンスをして、風通しの良い屋内に保管し
てください。
※潤滑剤の使用はその取扱書に従い、正しく安全に使用してください。

写真①
写真はタイヤセットTR-2.50×4A
（NA）・3.50×4A（NA）に使用し
ているベアリングです。

写真⑤
写真はマキ太郎WS-15-50
です。
（本体はDR-100です。）

写真③
写真はタイヤセットTR-2.50
×4Aです。

写真②
写真はアルベアARCシリー
ズです。

写真⑥
写真はタマゾロイSP-200-
140のポリッシャーに使用
しているベアリングです。

写真④
写真はタイヤセットTR-14N
です。

タイヤセット

TR-2.50×4AJ
重量 2.9㎏
本体価格 8,580円（税別）

TR-FDS75

本体価格 3,300円（税別）

※自在金具部スチール製タイヤ本体は
　2.50×4Aを使用

25．9㎝

 10 取付ピッチ
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運賃 10本で元払い（離島は別途）（2本梱包）

TR-FDS100

本体価格 3,850円（税別） 本体価格 12,100円（税別）

TR-FDS150

運賃 別途

TR-3.50×4AJ　重量 3.5㎏
本体価格 9,680円（税別）※自在金具部スチール製タイヤ本体は

　3.50×4Aを使用

31．7㎝

 10 取付ピッチ
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9275

重量 0.49㎏
車輪径 φ75
車輪幅 2.5㎝

重量 0.6㎏
車輪径 φ100
車輪幅 2.5㎝

重量 2.7㎏
車輪径 φ150
車輪幅 3.8㎝

※ダブルストッパーとは車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックするストッパーです。

20．3㎝
13．2
㎝

ウレタン ウレタン

ダブル
ストッパー※ダブル

ストッパー※

ダブル
ストッパー※

10．4
㎝

ウレタン

ねじM16×40 ねじM16×40 ねじM24×40

タイヤセット キャスターシリーズ

自在シリーズ（全機種ベアリング付）

本体価格
本体価格

本体価格 本体価格 本体価格 本体価格

TR-TU2.50  2.50×4A用チューブ  注）1
（2.50×4Tへも取付けできます。）

TR-TU3.50  3.50×4A用チューブ
（3.50×4Tへも取付けできます。）

TR-TU13  13×3DX用チューブ
（13×3Tへも取付けできます。） 

TR-TU20  20×1.75TP用チューブ
（20×1.75Tへも取付けできます。） 

TR-TU26  26×1.95T用チューブ

TR-TU26.5  26×2-1/2T用チューブ  注）2

TR-GM2.50  2.50×4A用タイヤゴム   注）1 
（2.50×4Tへも取付けできます。）
 TR-GM3.50  3.50×4A用タイヤゴム

（3.50×4Tへも取付けできます。）

TR-AH4.0  共通アルミホイール（ベアリング付）

本体価格 1,210円（税別）

本体価格 1,540円（税別）

本体価格 1,320円（税別）

本体価格 1,760円（税別）

本体価格 2,200円（税別）

本体価格 3,300円（税別）

本体価格 1,430円（税別）

本体価格 1,980円（税別）

本体価格 3,080円（税別）

運賃 別途

運賃 別途

運賃 別途

注）2.50×4NA・3.50×4NAも同じアルミホイールを使用し
ていますが、ノーパンクタイヤは取付けが難しく購入しても
組み替えできないことが考えられます。ご注意ください。

※タイヤゴムは性質上ホイールとチューブをセットして空気を
入れるまでは変形しています。予めご了承ください。

※価格はアルミホイール（ベアリング付）左右セットに取付け用
のボルト・ナットを含みます。

※2.50×4A・3.50×4A共通アルミホイールです。また2.50×
　4T・3.50×4Tへも取付けできます。

参考資料
●2.50×4A用・3.50×4A用チューブ･タイヤゴムはホイールの側面に付

いている4箇所のボルトをはずして交換してください。
　注）1 ホイール側面にボルトが付いていないタイヤセットはチューブの交

換が困難です。注意してください。（当社の製品でも以前ボルトが付いてい
ない一体型のホイールを使用していましたのでご了承ください。）

●20×1.75TP・26×1.95T・26×2-1/2T用チューブは、自転車のタ
イヤの交換方法と同じです。チューブをセットする時にチューブにキズが
付かないように注意してください。注）2　また26×2-1/2Tのチューブ
交換はタイヤが太く硬いため強い力が必要です。

チューブ・タイヤ・ホイールの交換方法について

イラストは
タイヤセット
2.50×4A

バルブベアリング

ベアリング

チューブ

タイヤゴム

ホイール（アルミ）
（バルブ側）

ホイール
（アルミ）

別売部品 交換用チューブ・タイヤゴム・ホイール

9MO×10.5と7MO×10.5の適合シャフト径はシャフトが入る軸のと
ころへφ10.5の専用スペーサーとM8のボルトを使用しています。

運 賃 60本で元払い（離島は別途）（20本梱包）

タイヤセット エコノミータイヤシリーズ
（全機種ベアリングは付いていません）

注）3

TR-8×1.5
ノーパンクタイヤ  重量 0.74㎏
直径 約19.8㎝
タイヤ幅 約3.5㎝
ボス幅 約5.2㎝
適合シャフト径 φ9.5
本体価格 990円（税別）

TR-9MO×9.5
ノーパンクタイヤ  重量 0.2㎏
直径 約21.8㎝
タイヤ幅 約3.4㎝
ボス幅 約3㎝
適合シャフト径 φ9.5
本体価格 990円（税別）

TR-9MO×10.5
ノーパンクタイヤ  重量 0.2㎏
直径 約21.8㎝
タイヤ幅 約3.4㎝
ボス幅 約3㎝
適合シャフト径 φ10.5
(10.5専用スペーサー用） 注）3

本体価格 990円（税別）

TR-4M×5
ノーパンクタイヤ  重量 0.1㎏
直径 約13.7㎝
タイヤ幅 約3.6㎝
ボス幅 約3㎝
適合シャフト径 φ8.2
本体価格 770円（税別）

本体価格 880円（税別）

仕様（3機種共）
ノーパンクタイヤ  重量 0.15㎏
直径 約17.5㎝
タイヤ幅 約3.2㎝
ボス幅 約3㎝

TR-7MO×8.2
適合シャフト径 φ8.2

本体価格 880円（税別）

TR-7MO×9.5
適合シャフト径 φ9.5

本体価格 880円（税別）

TR-7MO×10.5
適合シャフト径 φ10.5
(10.5専用スペーサー用） 注）3

●米式バルブのタイヤには左の写真の先端のポンプの
口金をご使用ください。ただし2.50×4T・3.50×4Tは
Ⓐのように先端が1.6㎝未満の口金をご使用ください。

　Ⓑのように先端が太いとバルブにセットできませんか
らご注意ください。

　チューブがタイヤからはみ出た状態やタ
イヤ内でチューブがネジレたり折り畳まれ
た状態でエアーを入れるとチューブが破損
したり、パンクの原因になります。特にチ
ューブを交換する際はタイヤからはみ出る
ことなく、ネジレないよう均等に入れ、バ
ルブとリムを薄ナットでしっかり固定して
から、徐々にエアーを入れてください。ゲ
ージのないポンプではエアーの入れ過ぎや
不足に十分注意してください。空気圧をタ
イヤゲージ（空気圧計）で計れない英式バ
ルブや、タイヤゲージがない場合はタイヤ
に親指を強く押し当て、少しへこむ程度が
目安です。空気圧が多いとパンクやタイヤ
の破損、少ないと接地面積が広くなって走
行抵抗が大きくなるほか、パンクやタイヤ
損傷の原因になります。タイヤ側面に表示
された規定の圧力を守ってください。

空気圧の換算率
1KPa=0.01kgf/cm2=0.145PSI

参考資料 バルブの形式とエアーの入れ方 参考資料
エアーを入れる際の注意事項

※米式バルブと英式バルブではポ
ンプの口金の種類がちがいます。
正しい口金をお使いください。

米式バルブ

英式バルブ

1.6㎝
未満

1.6㎝
以上

Ⓐ Ⓑ

空 気 圧

1.7kgf/cm2

（25PSI）

2.5kgf/cm2

（36PSI）

当社使用の英式バルブタイヤ

・13×3T　　・13×3T-20
・13×3DX　・16×3DX

・20×1.75TP   ・20×1.75T
・26×1.95T　  ・26×2-1/2T

空 気 圧

2.1kgf/cm2

（30PSI）

当社使用の米式バルブタイヤ

・2.50×4A（自在）  ・2.50×4T
・3.50×4A（自在）  ・3.50×4T

●英式バルブには左の写真の口金をご使用ください。

本体価格
本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格
本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

本体価格

※タイヤセットの本体価格は１本の価格です。38 価格は本体価格（税別）であり、消費税は含まれておりません。38


