
アクセスソリューション
産業用途向け製品



コンプレッション ＆ カムラッチ

パッチン錠

プッシュ-クローズ ラッチ

クイックアクセス ＆ 脱落防止ねじ

回転ラッチ ＆ アクチュエータ

ヒンジ ＆ モニタ取付金具

製品カテゴリー



サウスコは、お客様の製品設計の課題を解決する専門
のカスタム製品設計能力と、さまざまな産業で認められ
た実績の45,000点の標準製品で、お客様の Connect 
(つながり)・Create(創造し)・Innovate(革新する)力を
サポートします。
お困りではありませんか？

... 設計の競争力をより高める設計

... 組立工程の効率化 

... 安全性とパフォーマンスの最大化

サウスコは、設計の課題解決をサポートします

 安全性  ステンレス鋼  耐振動性  耐火性

規格認証・適合
各業界規格や認証に適合したサウスコの製品は、お客
様の製品開発における適合性試験にかかる時間を短縮
し、スピーディーな設計を可能にします。

• 安全性：機械指令(Machinery Directive)2006/42/EC
• 耐火性：火災安全規格 EN45545-3 
• 防塵・防水性：IP65/NEMA4 および IP69K

頼れるソリューションプロバイダー 設計の差別化

オフィス＆製造設備

ヒンジ＆モニタ取付金具

お客様の製品により直感的な操作性とスタイリッシュな外観
を可能にすることで、製品の差別化に貢献します。コンスタン
ト(定)トルクを組み込んだポジショニングヒンジやモニタ取
付金具などの位置決めソリューションは、スムーズな操作性
と人間工学的なより良い使いやすさを可能にします。

• エンドユーザーのニーズに合わせトルク調整済みで納品
• モニタ使用中の横滑りや動きを防ぐ位置保持性能と、位  
 置調整時の動かしやすさを両立
• ヒンジ部分が外から見えないすっきりした外観 
• 製品デザインにマッチする幅広い標準またはカスタム仕  
 上げと色展開 



安全＆セキュリティ 効率性＆一貫性  
お客様製品の安全に関する法令や規定遵守を確保するソリュ
ーションをお届けします。1／4回転で迅速にしっかりと締結す
るDZUS®(ズース)クオーターターンファスナの脱落防止バージョ
ンは、製造機械や装置のサイドパネルを確実に固定し、安全な
機器の稼働に寄与します。

• 締結部品の紛失や脱落を防ぐ脱落防止リセプタクル
• 機械や装置の安全な稼働に寄与する耐振動性の金物・  
 締結部品
• 取付時間を短縮しコストを低減するスナップイン／クリッ  
 プ オン式のリセプタクル 
 

構成部品点数を少なくすることで、組立および製造工程の効
率性を向上します。サウスコのVISE ACTION®(バイスアクショ
ン)コンプレッションラッチ シリーズなどの固定グリップ式およ
び調整済のラッチ製品は、パネルをしっかりと固定することで
機器を汚染やノイズから保護するだけでなく、製造ラインの効
率化や取付コスト低減に寄与します。 

• ユーザーによる調整が不要な、規定のドア・パネル厚向  
 け固定グリップ式オプション
• 少ない部品点数で取付作業を効率化
• 繰り返し使用に耐えるコンプレッション性能で、一貫した  
 安定性
• 取付が簡単な単穴取付スタイル

空調機器製造機械＆装置

クイックアクセスファスナ＆脱落防止ねじ コンプレッション ＆ カムラッチ



効率性＆一貫性  性能 柔軟性
屋内および屋外環境で優れた耐久性を持つ部品は、機器の長
寿命化を可能にします。サウスコの小型ステンレス製パッチン
錠は、カバーやパネルをしっかりと密閉し、あらゆる気象や温
度条件下で機器の最適稼働に寄与します。

• ステンレス鋼製で、屋外環境での耐腐食性
• 内部機器に干渉しない、筐体外側への取付に対応
• ドロースプリングで耐振動性＆ノイズ低減

個々の設計課題に応えるソリューションには、高い柔軟性が求
められています。ドアやパネルをしっかり閉じるサウスコのR4
回転ラッチシリーズ製品は、機能から取付スタイルまで、さま
ざまな用途のニーズに向け幅広い製品を取り揃えています。

• 製品外観を向上するコンシールド（外側から見えない）ラ  
 ッチおよびアクチュエータオプション
• 安全で、ユーザー操作性に優れ使いやすいプッシュ-クロ  
 ーズ機能
• 1箇所または2箇所のラッチポイントで小さいドアから大  
 型ドアまでしっかりと閉鎖
• 遠隔ラッチアクチュエーションで、操作位置を柔軟に指  
 定可能

空港照明器具 家電 ＆ 民生機器

パッチン錠 機械式＆電子回転ラッチ
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100年以上にわたり、サウスコはお客様の挑戦と問題解決をお
手伝いしてまいりました。今日もサウスコは、お客様の製品のタ
ッチポイントに価値を付加し、また製品差別化のお役に立つソ
リューションをお届けしてまいります。

サウスコは世界を舞台に活動するグローバルサプライヤーで
す。世界20か国を超える拠点から3000名以上の従業員と、30
を超える国々で展開する営業、流通、エンジニア、カスタマーサ
ービスセンター、そして14の製造拠点から、サウスコは世界中
のネットワークからお客様をサポートいたします。

CAD ファイルダウンロード

サンプル注文

在庫確認

印刷版製品カタログ請求

オンライン版製品カタログ

ユーザーアカウント

コンプライアンス基本方針

オンラインチャット

www.southco.com をご参照ください。

アクセスソリューションで実績あるグローバルリーダー

ブラジル Tel: (55 11) 4617 9988
カナダ Tel: (1) 905 855 0309
メキシコ Tel: (1) 877 821 0666
アメリカ合衆国 Tel: (1) 610 459 4000 
 
 
 
 
 
 
 

オーストリア  Tel: 0800 281 831
フランス   Tel: 0800 912 756
ドイツ  Tel: 0800 1800 380
イタリア   Tel: 800 780 953
スペイン   Tel: 900 968917
スウェーデン Tel: 020 790 366
イギリス   Tel: 0845 117 922 
 
 
 
 

オーストラリア Tel: (61) 03 9330 5000
中国 Tel: (800) 820 0272 
 Tel: (400) 880 8900
インド Tel: (91) (21) 3867 0538
日本 Tel: (81) 6 6466 1200
韓国   Tel: 0505 777 1234
マレーシア Tel: 1800 801 119
シンガポール Tel: 800 18 11016
台湾   Tel: 0800 558 015

米州グローバル本社
Concordville, PA · USA
Tel: (1) 610 459 4000

欧州本社
Worcester · UK
Tel: (44) (0) 1905 346722

アジア本社
中国 · 香港
Tel: (852) 3127 1503

世界の製造および在庫拠点
Concordville, Pennsylvania, USA · Honeoye Falls, New York, USA · Philadelphia, Pennsylvania, USA · Warminster, Pennsylvania, USA · Chihuahua, Mexico · Tecate, Mexico 
São Paulo, Brazil · Farnham, UK · Worcester, UK · Hong Kong, China · Shenzhen, China · Shanghai, China · Seoul, Korea · Melbourne, Australia · Pune, India · 日本 大阪


