ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:PGWMS(OM)/PGWMS(OMH)/PGWMS/PGWMSL(OM)
SHOMサンプルプレート用ストレートピンサー

製品コード:PGWMS(OM)

【概要】
1) PGWMS(OM)には、SHOMサンプルプレートを取り出すための適切な溝が付けられて
います。
2) ピンサーによって保持されたサンプルプレートとの角度のクリアランスはサンプルのぶ
ら下がりを可能にする。
3) サンプルプレートをしっかりと固定するにはPGWMS(OMH)ハードグリップストレート
ピンサーとMDGデュアルシャフト直線回転導入機と組み合わせをお勧めします。
【仕様】
1) 開口部角度:35°
2) サンプルプレートとの角度クリアランス (水平方向および垂直方):±8°
3) ベークアウト温度:200℃
4) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
5) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

SHOMサンプルプレート用ハードグリップストレートピンサー

製品コード:PGWMS(OMH)

【概要】
1) PGWMS(OMH)は、より狭い溝を有しており、SHOMサンプルプレートのより少ない角
度クリアランスでより堅いグリップを可能にします。
2) MDGデュアルシャフト直線回転導入機との組み合わせをお勧めします。
3) サンプルプレートは、水平方向および垂直方向に±2°傾けてクリアランスを保って保持
されます。
【仕様】
1) 開口部角度:35°
2) サンプルプレートとの角度クリアランス (水平方向および垂直方):±2°
3) ベークアウト温度:200℃
4) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
5) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

サンプルプレート用溝なしベースストレートピンサー

製品コード:PGWMS

【概要】
1) PGWMSは、アプリケーションにより特殊または複雑なピンサーデザインにカスタマイ
ズするための溝のないベースピンサーモデルです。
【仕様】
1) 開口部角度:35°
2) ベークアウト温度:200℃
3) 溝なしピンサー
4) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
5) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

SHOMサンプルプレート用ロングストレートピンサー
製品コード:PGWMSL(OM)

【概要】
1) PGWMSL(OM)は、サンプルプレートをつかむためのスペースが少ない場合に便利なロ
ングピンサーバージョンです。
2) ピンサーによって保持されたサンプルプレートとの角度のクリアランスはサンプルのぶ
ら下がりを可能にする。
3) サンプルプレートをしっかりと固定するにはPGWMSL(OMH)ハードグリップストレー
トピンサーとMDGデュアルシャフト直線回転導入機と組み合わせをお勧めします。
【仕様】
1) 開口部角度:23°
2) サンプルプレートとの角度クリアランス (水平方向および垂直方):±8°
3) ベークアウト温度:200℃
4) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
5) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:PGWMSL(OMH)/PGWMS(VGS)/GRABSHOM7
SHOMサンプルプレート用ハードグリップロングストレートピンサー

製品コード:PGWMSL(OMH)

【概要】
1) PGWMSL(OMH)は、サンプルプレートをつかむためのスペースが少ない場合に便利な
ロングピンサーバージョンです。
2) サンプルプレートは、水平方向および垂直方向に±2°傾けてクリアランスを保って保持
されます。
3) サンプルプレートをしっかりと固定するPGWMSL(OMH)は、MDGデュアルシャフト直
線回転導入機との組み合わせをお勧めします。
【仕様】
1) 開口部角度:23°
2) サンプルプレートとの角度クリアランス (水平方向および垂直方):±2°
3) ベークアウト温度:200℃
4) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
5) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

VGスタブサンプルホルダー用ストレートピンサーグリップ

製品コード:PGWMS(VGS)

【概要】
1) PGWMS(VGS)ストレートピンサーグリップには、VG Microlabおよび旧VF ESCAラボ
用のVGスタブスタイルのサンプルホルダーを取り出すのに適した凹部があります。
2) それは左右対称に開いており、WMG40ウォブルスティックおよびMDG40直線回転導入
機と互換性があります。
【仕様】
1) 開口部角度:35°
2) ベークアウト温度:200℃
3) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
4) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)
5) VGスタブスタイルのサンプルホルダーとの互換性

SHOMプレート用グラバーツール ID7mm

製品コード:GRABSHOM7

【概要】
1) シングルシャフトウォブルスティックに取り付けてSHOMフラグスタイルのサンプルプ
レートを掴んで操作するために使用するツールです。
2) 先端のスリットにサンプルプレートを差し込んでいずれかの方向に90度ねじることによ
り、サンプルプレートはカチッと音がして所定の位置に固定され、スプリング式のピス
トンによってそっと保持されます。再び90度ねじることで、サンプルプレートを外すこ
とができます。
4) 競合他社の類似のグラバーツールとは違って、GRABSHOM7には、誤った方向に回転
させたり、トルクをかけ過ぎたりすると、曲がったり、最後にはサンプルプレートハン
ドル部(下図)から外れたりする可能性があるリミットストッパーが付いておりません。
その結果、サンプルプレートが挿入されている間、回転方向に関係なく外れずに連続回
転ができますので安全に操作できます。
【仕様】
1) GRABSHOM7(ID7mm):シングルシャフトウォブルスティック用
2) 安全な取り扱いのための連続回転
3) ベークアウト温度:200℃
4) 材料(特注材料可能):ステンレス(SUS304, SUS301)、PEEK
サンプルプレートハンドル部

・

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:PGWMO(OM)/PGWMP(OM)/PGWMP(OMH)/PGWMO(DC)
SHOMサンプルプレート用直交ピンサー

製品コード:PGWMO(OM)

【概要】
1) PGWMO(OM)直交ピンサーグリップは、STM1用のOmicron SA02-1862グリッパーと
同様の直交作動のサンプル交換機構と1:1の互換性があります。
2) ピンサーには、サンプルプレートをインラインで垂直に掴み、ぶら下がりを可能にする
ための適切な角度のクリアランスで溝が作られております。
【仕様】
1) 開口部角度:8°
2) サンプルプレートとの角度クリアランス (水平方向および垂直方向):±8°
3) ベークアウト温度:200℃
4) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
5) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

【UHVピンセット】SHOMサンプルプレート用ハードグリップパラレルピンサー
製品コード:PGWMP(OMH)

パラレル開閉

【概要】
1) PGWMP(OMH)は、WMG40ウォブルスティックと微調整オプションMKWMGFCとの
組み合わせで、非常に繊細な操作を行うための正確なピンセットのように使用できます。
2) PGWMP(OMH)の溝は、サンプルプレートをよりしっかりとグリップできるように最適
化されています。
3) MDG40直線回転導入機には、このしっかりしたOMHグリップを推奨します。
【仕様】
1) パラレル開閉量:0-13mm (開閉用作動ピンストローク:2.2mm)
2) サンプルプレートとの角度クリアランス (水平方向):±2°
3) ベークアウト温度:200℃
4) ピンサー・ジョー材料:ステンレス (SUS304)
5) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

DC加熱用絶縁ジョー付パラレルピンサー
製品コード:PGWMP(DC)

【概要】
1) PGWMO(DC)は、WMG40ウォブルスティックと微調整オプションMKWMGFCとの組
み合わせで、非常に繊細な操作を行うための正確なピンセットのように使用できます。
2) サンプルプレートの直流通電加熱/サンプルバイアス/電流測定が可能な電気的/熱的に絶
縁されたジョーを装備したピンサーです。
【仕様】
1) パラレル開閉量:0-13mm (開閉用作動ピンストローク:2.2mm)
2) サンプルプレートとの角度クリアランス (水平方向/垂直方向):±8°/±10°
3) ベークアウト温度:200℃
4) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
5) ジョー材料:モリブデン (Mo)
6) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)
7) 特注可能

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:PGWMSJTAFM3/PGWMSJTAFM4/PGWMS(OMUSLIMLTA)
WMG40(FC)-XXXX-YYYY

・

・
PGWMSJTAFM3

サンプルプレート位置

・
・センサー位置
WMG40(FC)-XXXX-YYYY

・

・
PGWMSJTAFM4

サンプルプレート位置

・
・センサー位置

JT-STM V3用ピンサーグリップ

製品コード:PGWMSJTAFM3

【概要】
1) PGWMSJTAFM3は、Specs TytoTM Precision STMヘッドのセンサーとサンプルプ
レートの両方を掴み交換するためにカスタムメイドされました。
2) 取り扱い易さを考慮して設計され、リリースされたセンサーを掴むための位置から180°
ねじるだけで、サンプルプレートを取り出すのに適切な位置になります。
3) 正確で安全な取り扱いのために、WMG40(FC)-XXXX-YYYYファインアジャスター付
デュアルシャフトウォブルスティックと組み合わせて使用することを推奨します。
【仕様】
1) 開口部角度:15.4°
2) ウォブルスティック軸からジョーのオフセット量:10.6mm
3) Specs TytoTM Precision STMヘッド用にカスタマイズされたジョー
4) ベークアウト温度:200℃
5) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
6) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

JT-SPM V4用ピンサーグリップ

製品コード:PGWMSJTAFM4

【概要】
1) PGWMSJTAFM4は、Specs TytoTM Precision SPMヘッドのセンサーとサンプルプ
レートの両方を掴み交換するためにカスタムメイドされました。
2) 簡単な取り扱いのために設計され、リリースされたセンサーを掴むための位置から180°
のねじれだけで、サンプルプレートを取り出すのに正しい位置になります。
3) 正確で安全な取り扱いのために、WMG40(FC)-XXXX-YYYYファインアジャスター付
デュアルシャフトウォブルスティックと組み合わせて使用することを推奨します。
【仕様】
1) 開口部角度:15.4°
2) ウォブルスティック軸からジョーのオフセット量:6.85mm
3) Specs TytoTM Precision SPMヘッド用にカスタマイズされたジョー
4) ベークアウト温度:200℃
5) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
6) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)

SHOMサンプルプレート用ウルトラスリムストレートピンサー

製品コード:PGWMS(OMUSLIMLTA)

・
PGWMS
(OMUSLIMLTA)
サンプルプレート

・
・・
AFMチップホルダー
シートホルダー

【概要】
1) PGWMS(OMUSLIMLTA)には、Omicronスタイルのサンプルプレートを取り出すため
の適切な溝があり、特にOmicron LT-SPM用の特別なホルダーに取り付けられたAFM
チップを掴んで解放するように特別に設計されています。
2) PGWMS(OMUSLIMLTA)の狭いヘッド部により、サンプルプレートとAFMチップホル
ダーの視認性が向上します。
5) 対称的な開口部と特にスリムなジョーは、スペースがほとんどない場合に使用するため
に予め設計されています。
6) 正確で安全な取り扱いのために、WMG40(FC)-XXXX-YYYYファインアジャスター付
デュアルシャフトウォブルスティックまたはMDG40直線回転導入機と組み合わせて使用
することを推奨します。
【仕様】
1) 開口部角度:Max 23° / Min -2.3°
2) ベークアウト温度:200℃
3) ピンサー材料:ステンレス (SUS304)
4) 作動ピン材料:ベリリウム銅合金 (CuBe2)
5) OmicronスタイルのサンプルホルダーおよびLT-AFMチップホルダーとの互換性

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:ADOMO/ADOMO2/ADOMS/PGHFWMWAF
Omicronピンサーグリップ SA02-1862(STM1)用アダプター

製品コード:ADOMO

【概要】
1) オミクロンの古い真空システムで使用されている従来のベローズシール付ウォブルステ
ィックの寿命は、プッシュ/プル動作の回数によって制限されます。
2) 磁気結合のおかげで、Ferrovacウォブルスティックの寿命は⾧くなります。それらは、
ほとんどフォースフリーで動作し、機械的損傷の影響を受けにくくなっています。
3) Omicronピンサーは、通常は良好な形状であり、古いウォブルスティックから簡単に取
り外せるので、ADOMS、ADOMO、ADOMO2アダプターを使用して、WMG40に直
接取り付けることができます。
【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304)
2) ベークアウト温度:200℃

Omicronピンサーグリップ GA02-1810/GA02-1119用アダプター

製品コード:ADOMO2

【概要】
1) オミクロンの古い真空システムで使用されている従来のベローズシール付ウォブルステ
ィックの寿命は、プッシュ/プル動作の回数によって制限されます。
2) 磁気結合のおかげで、Ferrovacウォブルスティックの寿命は⾧くなります。それらは、
ほとんどフォースフリーで動作し、機械的損傷の影響を受けにくくなっています。
3) Omicronピンサーは、通常は良好な形状であり、古いウォブルスティックから簡単に取
り外せるので、ADOMS、ADOMO、ADOMO2アダプターを使用して、WMG40に直
接取り付けることができます。
【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304)
2) ベークアウト温度:200℃

Omicronストレートピンサーグリップ GA02-182用アダプター

製品コード:ADOMS

【概要】
1) オミクロンの古い真空システムで使用されている従来のベローズシール付ウォブルステ
ィックの寿命は、プッシュ/プル動作の回数によって制限されます。
2) 磁気結合のおかげで、Ferrovacウォブルスティックの寿命は⾧くなります。それらは、
ほとんどフォースフリーで動作し、機械的損傷の影響を受けにくくなっています。
3) Omicronピンサーは、通常は良好な形状であり、古いウォーブルスティックから簡単に
取り外せるので、ADOMS、ADOMO、ADOMO2アダプターを使用して、WMG40に直
接取り付けることができます。
【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304)
2) ベークアウト温度:200℃

ウェハーハンドリング用ハイフォースピンサー

製品コード:PGHFWMWAF

【概要】
1) すべてのWMG40(RT)デュアルシャフトウォブルスティックに適合します。
2) パーキング位置または保管スタックからウエハーを取り出すことができます。
3) FKM Oリングはしっかりとしたグリップを保証すると同時に、ウエハーの傷を防ぎます。
4) ピンサーの開閉は、ウォブルスティックの外側のマグネットアセンブリを約4分の3回転
させて行います。
【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304L)、ベリリウム銅合金 (CuBe2)、PEEKおよびFKM
2) シリコンウエハーサイズ:2”(50mm) – 6”(152mm)
3) FKM VITON®Oリングによる安全で確かなグリップ

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:TSWMA/TSWMDL(3)/TSWMLR
ウォブルスティック用アライナー
製品コード:TSWMA

TSWMLR

【概要】
1) ウォブルスティック用の位置合わせツールです。
2) ウォブルスティックの軸を±8°調整するために、3本のローレットネジが使用されます。
3) ICF70フランジのボルトを使用して直接取り付けられます。
4) ウォブルスティックチューブを保護するために、TSWMFパーキング/プロテクションレ
ールを組み合わせることをお勧めします。
【仕様】
1) 偏向角:±8°
2) 取付方法:ICF70フランジ共締め

TSWMA

TSWMF

WMG40(FC)-0094-0063-TSWMLR-TSWMA-TSWMF

ウォブルスティック用偏向リミッター(3°)

製品コード:TSWMDL(3)

【概要】
1) TSWMDL(3)は、 WM40およびWMG40ウォブルスティックの偏向角度を3°に制限し
ます。
2) この制限は、角度範囲を大きくすると、ウォブルスティックが真空チャンバー内の他の
デバイスと衝突する可能性がある場合に役立ちます。
3) 衝突防止にTSWMパーキング/プロテクションレールを組み合わせることを推奨します。
TSWMDL(3)

【仕様】
1) 偏向角度:3° (設定角度特注可能)
WMG40-0100-0063-TSWMDL(3)

パーキング/プロテクションレール用ロックリング

製品コード:TSWMLR

TSWMLR

TSWMF

・

【概要】
1) 移動範囲が⾧いウォブルスティックでは、使用していないときにオペレーターが誤って
ウォブルスティックのシャフトを曲げないように最適なパーキング/プロテクションレー
ル(オプション)の使用が推奨されます。
・パーキング/プロテクションレール:TSWM, TSW
・インラインパーキング/プロテクションレール:TSWMIL
2) パーキング/プロテクションレールはウォブルスティックのフランジに差し込まれ、操作
中には引き抜かれます。
3) ロックリングの3本(4本)のローレットネジでパーキング/プロテクションレールをロック
できます。

WM40-0100-0060-TSWMLR-TSWMF

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:TSWMF-XXXX/TSWMF-XXXX/TSWMIL-XXXX/TSWMV-XXXX
ウォブルスティック用パーキング/プロテクションレール

製品コード:TSWM-XXXX

【概要】
1) 移動範囲が⾧いウォブルスティックでは、使用していないときにオペレーターが誤って
ウォブルスティックのシャフトを曲げないように保護しサポートします。
2) パーキング/プロテクションレールはウォブルスティックのフランジに差し込まれ、操作
中には引き抜かれます。
【仕様】
1) シャフト⾧:0 - 850mm

水平/非水平使用ウォブルスティック用パーキング/プロテクションレール

製品コード:TSWMF-XXXX

【概要】
1) 移動範囲が⾧いウォブルスティックでは、使用していないときにオペレーターが誤って
ウォーブルスティックのシャフトを曲げないように保護しサポートします。
但し、水平ではありません。
2) パーキング/プロテクションレールはウォブルスティックのフランジに差し込まれ、操作
中は引き抜かれます。
【仕様】
1) シャフト⾧:0 – 500mm
2) 適合製品:
・WM40ウォブルスティック
・WMG40(FC)ウォブルスティック
WM40-0100-0060-TSWMF

WMG40(FC)-0100-0060-TSWMF

ウォブルスティック用インラインパーキング/プロテクションレール

製品コード:TSWMIL-XXXX

【概要】
1) 移動範囲が⾧いウォブルスティックでは、使用していないときにオペレーターが誤って
ウォブルスティックのシャフトを曲げないように保護しサポートします。
2) パーキング/プロテクションレールはウォブルスティックのフランジに差し込まれ、操作
中には引き抜かれます。
【仕様】
1)シャフト⾧:0 – 750mm

ウォブルスティック垂直用パーキング/プロテクションレール

製品コード:TSWMV-XXXX

【概要】
1) 垂直に取り付けられたウォブルスティック用パーキング/プロテクションレールです。
2) 移動範囲が⾧いウォブルスティックでは、使用していないときにオペレーターが誤って
ウォブルスティックのシャフトを曲げないように保護しサポートします。
3) パーキング/プロテクションレールはウォブルスティックのフランジに差し込まれ、操作
中には引き抜かれます。
【仕様】
1) シャフト⾧:0 – 750mm
2) 上部プレートのポケットが、ウォブルスティックを所定の位置に保持します。
WM40-TSWMV

WMG40-TSWMV

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:BP40/ZLCF63F40WM/ICF70ワイドチューブ(66x70mm)フランジ
ウォブルスティック用ベローズプロテクションフランジ

製品コード:BP40

【概要】
1) BP40は、ウォブルスティックの動作角度を制限することなく、またベローズの損傷リス
クがないようにしますので、ウォブルスティックの取付に使用することを推奨します。
2) ウォブルスティックを調整するには、TSWMAアライナーの使用をお勧めします。
【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304)
2) ベークアウト温度:200℃
3) 圧力範囲:1E-11mbar - 1000mbar
4) 附属品:2xアニール銅ガスケット

BP40

ウォブルスティック用ゼロレングスレデューサー

製品コード:ZLCF63CF40WM

【概要】
1) ZLCF63CF40WMのベローズとの衝突を避けるためフライス加工された内側エッジは、
取り付けられたウォブルスティックの全角度範囲を活用できるようにします。
2) 標準の変換フランジと違って、フランジに衝突することによるウォブルスティックのベ
ローズが損傷するリスクはありません。

17.5
7 x45°

Ø113.5

【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304)
2) 内側エッジフライス加工寸法:45°x7mm (深さ)
2) ベークアウト温度:200℃
3) 圧力範囲:1E-11mbar - 1000mbar

直線回転導入機/ウォブルスティック用ロックリング

製品コード:LRMD

【仕様】
1) 材料:アルマイト合金
2) 内径:φ11mm
3) すべてのWMおよびMDマニピュレーターに適合

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:FRKBS/FRKBSDM/HEXKEY-M, I-XXXX/HEXNUT-M, I-XXXX
ブロックサンプルホルダー用ストレートフォーク

製品コード:FRKBS

【概要】
1) このサンプル交換フォークは、すべてのWM40ウォブルスティックと組み合わせて使用
し、SHBSまたはSHBS(5)ブロックサンプルホルダーの交換操作ができます。
【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304)
2) ピン直径:φ1.6mm
3) ピン間隔:12mm
4) ベークアウト温度:200℃

ブロックサンプルホルダー用ショートフォーク

製品コード:FRKBSDM

【概要】
1) このサンプル交換フォークは、すべてのWM40ウォブルスティックと組み合わせて使用
し、SHBSまたはSHBS(5)ブロックスサンプルホルダーの交換操作ができます。
2) ショートフォークは、ウォブルスティックのシャフトにM4ネジで直接取り付けます。
【仕様】
1) 材料:ステンレス (SUS304)
2) ピン直径:φ1.6mm
3) ピン間隔:12mm
4) 取付方法:M4ネジ
5) ベークアウト温度:200℃

ウォブルスティック用六角キー

製品コード:HEXKEY-M-XXXX/HEXKEY-I-XXXX
【注文コード】
1) 六角キータイプ:
M (メトリック):HEXKEY-M-1.5, -M-2
I (インチ):HEXKEY-I-1/8”, -I-3/32”
2) 六角キーサイズ:15 – 60mm
【仕様】
1) 六角キー材料:クロムメッキ工具鋼
2) アダプター材料:ステンレス (SUS304)
3) 最大トルク:～0.5Nm (ウォブルスティック)
4) ベークアウト温度:200℃

ウォブルスティック用六角ナット

製品コード:HEXNUT-M-XXXX/HEXNUT-I-XXXX

【注文コード】
1)六角ナットタイプ:
M (メトリック):HEXKEY-M-1.5, -M-2
I (インチ):HEXKEY-I-1/8”, -I-3/32”
2) 六角ナットサイズ:1SW - 5SW
【仕様】
1) 六角ナット材料:ステンレス (SUS304)
2) 最大トルク:～0.5Nm (ウォブルスティック)
3) ベークアウト温度:200℃

ウォブルスティック・アクセサリー
製品コード:SERKWM40/SERKWM40(S5)/SERFCYWMG40-XXXX-YYYY-ZZZZ/SERFWMG40
7mmシャフトWM40ウォブルスティック用サービスキット

製品コード:SERKWM40

【概要】
1) スライドベアリングは、ウォブルスティックの唯一の摩耗する部品です。
2) ウォブルスティックの使用中に引っかき音が聞こえたり、異常な摩擦を感じたり、動き
の滑らかさを確認することが重要です。
3) 摩耗したベアリングは、動作中の広範なガス放出の原因となりますので、上記のいずれ
かが発生した場合、スライドベアリングを交換します。
【仕様】
1) フルUHV適合材料
2) UHV規格準拠
3) ベークアウト温度:200℃
4) 交換手順:WM40マニュアル(6.2章参照)

5mmシャフトWM40ウォブルスティック用サービスキット

製品コード:SERKWM40(S5)

【概要】
1) スライドベアリングは、ウォブルスティックの唯一の摩耗する部品です。
2) ウォブルスティックの使用中に引っかき音が聞こえたり、異常な摩擦を感じたり、動き
の滑らかさを時々確認することが重要です。
3) 摩耗したベアリングは、動作中の広範なガス放出の原因となりますので、上記のいずれ
かが発生した場合、スライドベアリングを交換します。
【仕様】
1) フルUHV適合材料
2) UHV規格準拠
3) ベークアウト温度:200℃
4) 交換手順:WM40マニュアル(6.2章参照)

WMG40ウォブルスティック工場改造サービス

製品コード:SERFCYWMG40-XXXX-YYYY-ZZZZ
【概要】
1) フルサービスチェック、超音波洗浄等インナーシャフト再調整の工場改造サービスです。
【仕様】
1) フルサービスチェック
2) 分解と超音波洗浄
3) インナーシャフトカスタム⾧改造
・直線移動距離 (XXXX):50 – 700mm
・新リトラクト⾧ (YYYY):63 – 200mm (標準:63mm)
・旧リトラクト⾧ (ZZZZ):63 – 200mm (標準:63mm)
4) 機能検査
5) フルUHV適合材料
6) UHV規格準拠
7) 必要添付書類:“Declaration of contamination of manipulator”

WMG40ウォブルスティック工場オーバーホールサービス

製品コード:SERFWMG40

【概要】
1) スライドベアリングは、ウォブルスティックの唯一の摩耗する部品です。
2) 繰り返されるベーキングは、スライドベアリングのわずかな変形につながり、滑らかな
運動が妨げられることで、ガス放出率が高くなる可能性があります。
3) インナーベアリングとアウターベアリングのフルオーバーホールとあらゆるウォブルス
ティックの工場再調整サービスです。
【仕様】
1) 分解と超音波洗浄
2) 大気側・真空側のスライドベアリング交換
3) 機能検査
4) フルUHV適合材料
5) UHV規格準拠
6) 必要添付書類:“Declaration of contamination of manipulator”

