鉄鋼産業
トタルの潤滑剤を使うことで、製鋼設備から
最高の製品が得られます

最適化された潤滑により

節約を達成

鉄鋼産業内の激烈な競争世界にあっては、作業コストを減らしたり、生産性を改善
するための手段を何か考えなければなりません。
トタルルブリカンツは、ユーザーに寄り添い、その機械から最高のものを得るお手伝い
をすると共に、ユーザーが探し求めている信頼性と競争力の両方を提供します。
すなわち、
• 潤滑条件の最適化と、CERANグリースのようなそのクラスで一番の潤滑剤を使う
ことによる節約
• 機械の最高性能と保護によってもたらされる生産性
• ユーザーのほとんどのニーズをカバーする広範な製品レンジ（範囲）による使用
潤滑剤の合理化
• 無害で環境に優しい製品を使用することによる作業者の健康と安全保護
• 現地営業により提供される近接性（Proximity）
• 一貫生産のサプライチェーンによって保証された反応力

ＣＥＲＡＮ
（セラン）グリース：
鉄鋼産業向けの完璧なチョイス
その特殊なカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤のために、
ＣＥＲＡＮグリースは鉄鋼産業に完璧にマッチします。
その処方により提案されるのは：
• 傑出した耐水性
• 非常に高い耐荷重と高温性能
• 卓越した防食（錆止め）
• 優れた機械的安定性
これらの組み合わさった特性により
ＣＥＲＡＮグリースは鉄鋼産業の厳し
い作業条件（高負荷、高温、高い水汚
染）に理想的に適合します。
このことは鉄鋼産業の数多くの世界
的なユーザーとの２０年以上の経験
によって確認されています。
（丸いグラフの外輪の文字とその
下。１２時の位置から時計回りに）

CERAN
グリース
＊

リチウムコンプレック
スグリース

ポリウレアグリースは主に連続鋳造機で使われます。

ポリウレア
グリース＊

鉄鋼産業に特有の潤滑ニーズに向けて

コークス工場
CERAN レンジ
高温グリース

BLAST FURNACE
PRESLIA TURBINE OIL
Air compressors
GASO RANGE
Gas holder sealing oil

焼結工場

CERAN XM / ALTIS HV 1
High temperature greases

MULTIS EP 2/
MULTIS COMPLEX EP 2/HV 2
パレット車の軸受とシーリング
グリース
COPAL OGL
キルン、ミキサー、クラッシャーの
オープンギヤ
MULTIS MS 2/CERAN XM
ペレット製造工場向けの高荷重
グリース

ＤＲＩ／ＨＢＩ
（還元鉄）
COPAL OGL
キルンのスリップシール
とオープンギヤ
CERAN XM
ペレット製造工場向けの
高荷重グリース

連続鋳造
IRONCAST レンジ
離型オイル
CERAN XM/ ALTIS HV 1
ローラーベアリンググリース
HYDRANSAFE レンジ
難燃性油圧作動油

このドキュメントに含まれる情報は、暗示だけであり、トタル

リブリカンツは責任を負いません。さらに詳しい

用意された幅広い製品レンジ
最適化されたメンテナンスのために有効な製品
AZOLLA レンジ（ZS/AF）
油圧作動油

CARTERレンジ（EP/XEP/SH/SY）
鉱物及び合成ギヤオイル

MULTIS EP/LICAL EP
多目的極圧グリース

仕上げライン
CERAN XM/MULITS EP/
LICAL EP
ローラーグリース
HYDRANSAFE レンジ
難燃性油圧作動油
OSYRIS レンジ
防食（防錆）と前潤滑

熱間／冷間圧延機
CERAN XM
作業ロールの軸受グリース
CORTIS MS
バックアップロール/線材圧延機の仕上げ
スタンド軸受用の循環油
CERAN XM/MULTS EP/LICAL EP
コンベヤロール
CERAN MS
ティースカップリンググリース
CERAN ST 2
ユニバーサルカップリンググリース
VULSLOL MSF レンジ
ロール研削
DIEL MS レンジ
ロールテクスチャリング
HYDRANSAFE レンジ
難燃性油圧作動油

情報はテクニカルデータシートや安全データシートを参照ください。

トタルの経験に基づくベネフィット
節約（省力）を実現するためのサービスと
現場サポート
選ぶ

最も効果的な潤滑剤

トタル ルブリカンツは、原料から完成品まで、ユーザーが製鋼工程
の効率を最適化しているのをお手伝いします。トタルのフィールド
エンジニアと技術チームが、ユーザーに寄り添って、用途に合った
正しい潤滑剤の選定と、それを確実に最大限利用できるようにしま
す。経験年数を利用しながら、トタルの潤滑知識によってユーザー
が鉄鋼業界で競争力を得られるようお手伝いします。
特に、CERAN XMグリースの最新世代は、耐荷重、温度および
耐水性の独自の組合わせにより、グリースの消費量、ベアリングの
故障や予定外の保全停止を減らすことにより保全コストの節約をユーザーにもたらすことについては証明
された実績があります。

モニター ＡＮＡＣオイル分析サービスにより機械の状態を観察します。
トタルの研究所の高度な専門的知識により、サンプリングや稼働中のオイルの分析を通じて、以下を可能に
します。
• 保全停止なしでユーザーの機械の機械的状態をモニターします。
• 故障や予定外の生産停止を減らすことで操業コストを減らします。
• オイルのドレンインターバルを延ばします。

訓練

LubInstitute

ユーザーのチームを養成します。

潤滑コストを減らす最も簡単な方法は、まず最初に、確実に考えられる最良の条件で潤滑剤が使われる
ようにすることです。トタル ルブリカンツはユーザーに、潤滑、安全、環境を管理することに関して
鉄鋼業界専用のトレーニングセッションを提供できます。最良の状態で使用される潤滑剤は、性能と装置
の寿命期間を高め、ユーザーの設備を守り、人の健康と環境を保護します。

ユーザーは私たちを信頼
しています！
CERAN XM 220を使用する
MECHEL チェリャビンスク
私たちは２０１２年１２月よりCERAN XM 220を
使用しています。それ以来、弊社の圧延機の軸受故障
は減少していて、結果として機械停止時間は３２.５％
以下になり、月間５０,０００ユーロ（６０,０００米ド
ル）を超える共同節減になりました。

MECHEL チェリャビンスク冶金工場
（チェリャビンスク，ロシア）

トタルは世界150カ国以上に製造、サプ
ライチェーン、商業拠点をもっており、
お客様のあらゆるニーズを満たす完全な
品ぞろえの潤滑油をお届けします。

照会先と
オリジナル機器製造業者

サポートと
パートナーシップ
現地の技術的な影響力のおかげで、
トタルはTotal Cost of Ownership
(製品価格と導入後の運用管理費用を
合わせた総所有価格）を最適化する
ためのハイレベルなサービスを提供
します。

トタルを選ぶ
５つの理由

トタル・ルブリカンツは お 客 様 の 機 械 の
最適性能と保護のために必要なハイテク
ノロジ―製品を創るために、機器製造業者
と協力しています。

革新と研究
品質と環境
トタル・ルブリカンツのＩＳＯ９００１認証は、弊社の
品質に対する長期的な取り組みの保証です。初期
の設計段階から、
トタルの研究チームは毒性リ
スクや環境への影響を最小化する製品を開発しよ
うと努めています。

トタルは自社の研究所が設計した製品
配合を通じて、省エネルギーを達成す
るのに最もふさわしい成分を見つけら
れるようバイオテクノロジ―に投資して
います。

トタル・ルブリカンツ・ジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目2番19号
赤坂シャスタ・イースト８階
Tel:(03)5562-5930 http://www.total-lub.jp

潤滑油の正しい選択
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