
船舶・オフショア産業向け
ケーブル ＆ パイプ貫通部

http://www.roxtec.com/jp


目次
Protecting life and assets 3
Roxtec シーリングシステム 4
認証された保護性能 5
Roxtec Transit Designer™ 6
簡単な施工 7
高い安全性と運用信頼性の維持 8

複数の配線・配管向けソリューション 9
Roxtec S 貫通部 10
Roxtec SRC r20 貫通部 11
Roxtec SRC r40 貫通部 12
Roxtec SF 貫通部 13
Roxtec SK 貫通部 14
Roxtec SBTB 貫通部 15
Roxtec R 貫通部 + SL R 16
Roxtec R 貫通部 + SLA 17
Roxtec R X 貫通部 18
GK 耐火シーリングキット 19

単独の配線・配管向けソリューション 20
Roxtec RS シール + SL RS 21
Roxtec RS シール + SLF RS 22
Roxtec RS X シール 23
Roxtec RS シール + SLA 24
Roxtec SPM™ シール 25

単独プラスチック配管向けソリューション 26
Roxtec RS PPS/S シール + SL 27
Roxtec RS PPS/S F+WT シール + SL PPS 28
Roxtec Sleev-it™ 貫通部防火シール 29 
Roxtec Sleev-it™ 貫通部防水シール 30

キャビネット向けソリューション 31
Roxtec GHM 貫通部 32
Roxtec KFO 貫通部 33
Roxtec EzEntry™ 34
Roxtec ComSeal™ 35
Roxtec HD 貫通部 36



Protecting life and assets
世界で最も柔軟性に優れた配線・配管貫通部ソリューションは、場所や設備に関わら
ず大きなメリットをもたらします。 設計から施工に至るまでの工程、さらにお客様の設
備のライフサイクル全体に渡り、私たちの専門知識をぜひご活用ください。 私たちが
情熱を傾けているのは、革新的なシーリングソリューションです。そして、この世界をよ
り安全にすることを目標にしています。 そのため、お客様が効率性を高め運用信頼性
を確保できるよう長期的なパートナーシップを提供しています。

roxtec.com/jp

http://www.roxtec.com/jp


Roxtec シーリングシステム
スマート、安全、かつ柔軟性を備えたメカニカルな仕組みです。 角型、丸型、カスタマ
イズのソリューションがあり、複数か単独の配線・配管のシーリングに使えます。予め
必要部品を揃えたキットもあります。 柔軟性に優れているので、少ない構成部品でい
つでも確実にシーリング要件を満たすことができます。

フレーム モジュール ウェッジ

ステイプレート 潤滑剤

Roxtec 開発の Multidiameter™

調整しやすい剥がせるレイヤー構造
は、私たちの発明技術です。

この技術により、さまざまに異なる外
径の配線や配管に完璧にフィットし
ます。

強力かつ高信頼性のバリアを築き、
確かな運用性能を確保することがで
きます。
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認証された保護性能
Roxtec 配線・配管貫通部シールは、世界の至るところで、火、ガス、水、電磁干渉から 
人々、船舶、リグ、プラットフォームを守っています。 私たちのシールは危険場所での使
用を認証されていて、過酷な環境下でも設備が安全に稼動できるよう貢献します。

Roxtec シーリングシステムは複数のリスクから保護します：

火
A、H、ジェットファイア防火
煙の拡散防止

ガス
空気やガス圧力に対する確かな気密
性

水
設備を安全かつ乾燥状態に維持 
湿気や水の侵入、浸水からの保護

圧力
壊滅的および持続的な圧力からの
保護

電磁妨害
EMI、EMP、落雷の影響から保護

微粒子
埃、塵、塩害、薬物からの保護

爆風
爆発のリスク、振動、衝撃波からの
保護
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「作業時間を大幅に削減できました。特に変更が発生
した場合は最大80％もの時間削減です。」

Niels Ammundsen 氏 - OMT 社の最高工程管理責任者 (デンマーク)

Roxtec Transit Designer™ のご利用には、roxtec.com/transitdesignerからご登録ください。

シンプルな入力情報：
配線・配管明細または概算数量
シーリング/認証要求
施工条件 
材質の選択

自動作成される出力資料：
2D 図面 (DXF および PDF 形式)
3D データ (STEP 形式)
部材表 (Excel 形式)
施工説明書
認証証明書

Roxtec Transit 
Designer™
無料オンライン設計ツールを利用すると、
製品を簡単に選定でき、工程全体のリス
クを軽減させることが可能になります。 
たった数分で何百もの配線・配管貫通部
を設計できるので、作業時間の短縮につ
ながります。  
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簡単な施工
Roxtec シールの施工は、素早く簡単に行えます。 後日設計変更が生じても、シールを
開いて再施工することが可能です。配線や配管を追加して設備のアップグレードを行う
際は、予め取っておいた予備スペースを使うことで作業時間を大幅に削減できます。 
施工に関するベストプラクティスは、roxtec.com/installationをご覧ください。

施工動画
最も安全なシーリングの施工方法を
ご覧ください。

施工補助ツール
補助ツールで日々の作業が素早く完
了します。  

施工研修
お客様のチームに施工のヒントとコ
ツを伝授します。

オンラインおよび現場でのサポート
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高い安全性と運用信頼性の維持
人命と資産の保護を目指すという場合、適切な施工と確実に機能するシーリング 
ソリューションが不可欠です。 私たちはシーリングの専門家として、高い安全基準に 
おいて配線・配管貫通部がいかに重要かを理解しています。 Roxtec 貫通部安全 
サービスと Roxtec デジタルツールは、設備のライフサイクル全体を通じた施工品質
の管理と維持に貢献します。 

詳しくは、roxtec.com/transit-safety-servicesをご覧ください。

サービスとデジタルツール

貫通部品質保証プログラム
 O 配線・配管貫通部の検査 
 O 新造案件における施工品質の検査確認
 O 経験豊富な検査官チーム

ソフトウェア Roxtec Transit Build™
 O 施工管理と文書化
 O 品質保証のための継続的な情報更新 
 O オーナーへの引渡し用完成レポート
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複数の配線・配管向けソリューション
お客様のニーズに合うソリューションを下の表からお探しください。 サポートが必要で
したらお近くの Roxtec までお気軽にご連絡ください。

S SRC SF SK SBTB R +  
SL R

R + 
SLA RX GK FS 

SK

防火 A級 o o o o o o o o o

防火 H級 o o o o o o

防火 ジェットファイア o o o o o

防水 4 bar o o o o o o

防水 2.5 bar o

気密 2.67 bar o o o o o o

溶接施工 o o o o o o

角型フレームソリューション o o o o o

一般的な用途 o

応力集中抑制 o

カットアウトの自由度 o

開口部の延長/傾斜施工 o

施工後耐圧試験/より高度な保護性能 o

配線密度に応じたパッキング構成可能 o o o o o

丸型スリーブソリューション o o o o

溶接不要スリーブ o o

固定パッキングスペース 30〜120 mm 四方 o o o

電線束 o

バスバー o

ES バージョン有り* o o o o o o

BG バージョン有り** o o o o

Ex バージョン有り*** o o o o o o

*電磁遮蔽用
**等電位ボンディングと接地対策用
***IECEx/ATEX 認証取得済 

製品詳細データはウェブサイトから
シーリングソリューションに関する最新の詳細情報は、roxtec.com/productsをご覧ください。 製品寸法、保護等級、認証証明書、図面、
施工説明書など全ての技術資料は、ウェブサイトから入手可能です。
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Roxtec S 貫通部
構造に溶接するタイプのケーブル・パイプ貫通部。

Roxtec S は、複数の配線や配管に適した貫通部ソリューションです。
フレームの材質は選ぶことができ、開口部は1つか複数の組合せタイ
プから選択可能です。貫通部フレームは10mm厚の金属製で、構造に
は溶接で固定します。シーリングモジュールは、異なる外径のケーブ
ルやパイプに合わせて調節でき、将来のニーズに備えて貫通部に予備
スペースを確保しておくことが可能です。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O メンテナンスと検査が容易
 O 予備スペースの確保

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
気密性:
2.67 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec ステイプレート Roxtec潤滑剤 Roxtecシーリング
キット

Roxtec Sフレーム Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec SRC r20 貫通部
荷重を受ける構造物に適した金属フレーム貫通部。

Roxtec SRC r20 は、フレームの四隅が丸みをおびたケーブル・パイプ貫
通部で、応力集中を防ぎフレーム周囲に亀裂が入るリスクを軽減したい
場合に最適です。金属製貫通部フレームの材質は選ぶことができ、開口
部は1つか複数の組合せタイプから選択可能です。構造には溶接で固定
します。標準モジュールは異なる外径のケーブルやパイプに合わせて調
整でき、将来のニーズに備えて貫通部に予備スペースを確保しておくこ
とが可能です。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O メンテナンスと検査が容易

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
気密性:
2.5 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SRCフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec潤滑剤Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec ステイプレートRoxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール



12

Roxtec SRC r40 貫通部
荷重を受ける構造物に適した金属フレーム貫通部。

Roxtec SRC r40 は、フレームの四隅が丸みをおびたケーブル・パイプ貫
通部で、応力集中を防ぎフレーム周囲に亀裂が入るリスクを軽減したい
場合に最適です。金属製貫通部フレームの材質は選ぶことができ、開口
部は1つか複数の組合せタイプから選択可能です。構造には溶接で固定
します。標準モジュールは異なる外径のケーブルやパイプに合わせて調
整でき、将来のニーズに備えて貫通部に予備スペースを確保しておくこと
が可能です。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O メンテナンスと検査が容易

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
気密性:
2.5 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SRCフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec ステイプレート Roxtec潤滑剤Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec SF 貫通部
構造へ溶接するタイプのフランジ付き金属フレームの
ケーブル・パイプ貫通部。

Roxtec SF は、様々な材質から選ぶことができるケーブル・ハイプ貫通
部です。開口部は、1つか複数の組合せタイプから選択可能です。貫通
部フレームは10mm厚の金属製で、正確でないカットアウトに溶接で固
定できるようフランジが付いています。標準モジュールは、異なる外径
のケーブルやパイプに合わせて調節でき、将来のニーズに備えて貫通部
に予備スペースを確保しておくことが可能です。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O メンテナンスと検査が容易
 O 予備スペースの確保

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
UL 1479
気密性:
2.5 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SFフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec ステイプレート Roxtec潤滑剤 Roxtecシーリング
キット

Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec SK 貫通部
金属フレームを構造へ溶接するタイプの深型貫通部。

Roxtec SK は、深型のケーブル・パイプ貫通部です。フレームの材質は
選ぶことができ、開口部は1つか複数の組合せタイプから選択可能で
す。金属製貫通部フレームは、溶接で構造に固定します。甲板や隔壁
に真っ直ぐ通せない硬いケーブルを収めるために、フレームを斜めに取
付けたい場合に最適です。また、パッキングスペースと構造の間に距
離を取りたい場合にも便利です。標準モジュールは、異なる外径のケー
ブルやパイプに合わせて調整でき、将来のニーズに備えて貫通部に予
備スペースを確保しておくことが可能です。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O メンテナンスと検査が容易

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
気密性:
2.5 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SKフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec ステイプレート Roxtec潤滑剤 Roxtecシーリング
キット

Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec SBTB 貫通部
特に高い耐火性能が要求される場所に適した金属フ
レーム貫通部。

Roxtec SBTB は、耐火要求が高い場所に最適なケーブル・パイプ貫通
部です。構造へは溶接で固定します。フレームの両端に、パッキング部
品をもう1セット追加で背面向かい合わせに取付けることで、耐圧試験
も容易に行うことができます。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O 予備スペースの確保

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
気密性:
2.5 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SBTBフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec ステイプレート Roxtec潤滑剤 Roxtecシーリング
キット

Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec R 貫通部 + SL R
狭いスペースで複数の配線・配管を密閉するための丸型
貫通部。

Roxtec R 貫通部 + SL R は、丸型の開口部にスリーブとセットで使うケー
ブル・パイプ貫通部です。圧縮する機能が貫通部フレームに組み込まれ
ていて、ゴムの膨張を利用して密閉します。標準モジュールは、異なる外
径のケーブルやパイプに合わせて調整でき、将来のニーズに備えて貫通
部に予備スペースを確保しておくことが可能です。下向き施工時に部品の
落下を防止するため、背面にネットが張ってあります (R 70 と R 75 はネッ
ト無し)。スリーブは溶接で構造に固定します。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O 防鼠
 O メンテナンスと検査が容易

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
気密性:
2.5 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SL Rスリーブ Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec潤滑剤Roxtec Rフレーム Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec R 貫通部 + SLA
ドリル孔へスリーブを取付けて使う複数配線貫通部。

Roxtec R 貫通部 + SLA は、丸型の開口部にスリーブを取付けて使う複
数配線に適した貫通部です。圧縮する機能が貫通部フレームに組み込ま
れていて、ゴムの膨張を利用して密閉します。標準モジュールは、異なる
外径のケーブルに合わせて調整でき、将来のニーズに備えて貫通部に予
備スペースを確保しておくことが可能です。スリーブにはねじ切り加工が
されていて、カウンターナットで構造に固定します。

特長
 O 耐火
 O 防水
 O 優れた面積効率
 O 改修に最適
 O 迅速で簡単な施工

規格と認証証明書
火災:
A等級
水密性:
2,5 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec SLAスリーブ Roxtec潤滑剤Roxtec Rフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール
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Roxtec R X 貫通部
スリーブの溶接やボルト固定が不要な、狭小スペースに
おける複数配線・配管の密閉に適した丸型貫通部。

Roxtec RX は、ゴムの膨張を利用してスリーブを取付ける丸型のケーブ
ル・パイプ貫通部です。標準モジュールは、異なる外径のケーブルやパ
イプに合わせて調整でき、将来のニーズに備えて貫通部に予備スペース
を確保しておくことが可能です。ボルトを締付けると、スリーブ外側のラ
バーガスケットが膨張し構造に固定できます。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 改修に最適
 O 迅速で簡単な施工
 O 異なる外径のケーブル・パイ
プに対応可能

規格と認証証明書
火災:
A等級
気密性:
2.67 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
膨張

シーリングコンポーネント

Roxtec R Xキット Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec潤滑剤Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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GK 耐火シーリングキット
ケーブル、ケーブル束、バスバーに最適な面積効率に優
れた貫通部処理ソリューション。

GK 耐火シーリングキットは、船舶の喫水線より上の用途にスリーブと合
わせて使用します。火災時もしくは150℃を超える温度上昇時に、キット
に組み込まれた熱膨張材が膨張することで空隙を塞ぎ、防煙と防火性能
を発揮します。キットは、広範な円形および楕円形スリーブに取付け可能
です。A-0 耐火要求の場所なら、追加の防熱処理は不要です。

特長
 O 耐火
 O 優れた面積効率
 O 迅速で簡単な施工

規格と認証証明書
火災:
A等級

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接
ボルト締め

シーリングコンポーネント

GK FS SK



単独の配線・配管向けソリューション
お客様のニーズに合うソリューションを下の表からお探しください。 サポートが必要で
したらお近くの Roxtec までお気軽にご連絡ください。

RS + SL RS RS + SLF RS RS X RS + SLA SPM

防火 A級 o o o o o

防火 H級 o o

防火 ジェットファイア o

防水 4 bar o o o

防水 2.5 bar o

防水 1 bar o

気密 2.67 bar o o o

気密 0.67 bar o

単独配管のみ o

溶接施工 o

溶接施工不要 o o o o

フランジのボルト固定 o

膨張による取付け o o

固定ナットでの取付け o

ES バージョン有り* o o

Ex バージョン有り ** o o

*電磁遮蔽用
**IECEx/ATEX 認証取得済 

製品詳細データはウェブサイトから
シーリングソリューションに関する最新の詳細情報は、roxtec.com/productsをご覧ください。 製品寸法、保護等級、認証証明書、図面、
施工説明書など全ての技術資料は、ウェブサイトから入手可能です。
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Roxtec RS シール +  
SL RS
単独配線や配管に適した貫通部シール。

Roxtec RS シール + SL RS は、金属製のスリーブと合わせて使う、単独の配
線や配管に適したシールです。貫通部シールは2つに割れるデザインで、レ
イヤー構造になっています。レイヤーを剥がしてさまざまな外径の配線や配
管に合わせて調節できます。スリーブは構造へ溶接します。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O 迅速で簡単な施工
 O 優れたケーブル把持力

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
UL 1479
EI 60
EI 120
気密性:
2.67 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SL RSスリーブ Roxtec潤滑剤Roxtec RSシール
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Roxtec RS シール + 
SLF RS
単独配線や配管に適した貫通部シール。

Roxtec RS シール + SLF RS は、金属製のスリーブと合わせて使う、単
独の配線や配管に適したシールです。貫通部シールは2つに割れるデ
ザインで、レイヤー構造になっています。レイヤーを剥がしてさまざま
な外径のケーブルやパイプに合わせて調節できます。スリーブは、ボル
トで構造へ固定します。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O 迅速で簡単な施工
 O 優れたケーブル把持力

規格と認証証明書
火災:
A等級
H等級
UL 1479
EI 60
EI 120
気密性:
2.67 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
コンクリート/金属
サンドイッチ
石膏
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec SLF RSスリーブ Roxtec潤滑剤Roxtec RSシール
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Roxtec RS X シール
溶接が禁止または推奨されない場所に最適な
貫通部。

Roxtec RS X は、溶接不要のスリーブと合わせて使う、単独配
線や配管に適したシールです。修繕工事の際や、溶接を禁止ま
たは推奨されない場所での使用に理想的な貫通部です。ボル
トを締付けると、スリーブ外側のラバーガスケットが膨張し構造
に固定できるようデザインされています。Roxtec RS X シール
は、剥がせるレイヤー構造で、異なる外径のケーブルやパイプに
合わせて調節できます。

特長
 O 耐火
 O 防水
 O 防塵
 O 改修に最適

規格と認証証明書
火災:
 A等級 
 気密性:
 2.67 バール (壊滅的) 
 水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
膨張

シーリングコンポーネント

Roxtec RS Xキット
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Roxtec RS シール + 
SLA
ドリル孔へスリーブを取付けて使う配線貫通部。

Roxtec RS シール + SLA は、金属製のスリーブと合わせて使う、単独
配線に適したシールです。シールは2つに割れるデザインで、レイヤー
構造になっています。レイヤーを剥がしてさまざまな外径の配線に合
わせて調節できます。スリーブにはねじ切り加工がされていて、カウン
ターナットで構造に固定します。

特長
 O 耐火
 O 防水
 O 優れた面積効率
 O 改修に最適
 O 迅速で簡単な施工

規格と認証証明書
火災:
A等級
水密性:
2,5 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec SLAスリーブ Roxtec潤滑剤Roxtec RSシール
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Roxtec SPM™ シール
溶接が禁止または推奨されない場所における金属配
管のシール処理に最適な貫通部。

Roxtec SPM™ は、軽量かつ溶接不要な貫通部シールで、単独の金属
配管に適したソリューションです。パイプ外径や開口穴の凸凹にも柔
軟に対応ができます。シールは溶接せずに直接構造へ取付けること
が可能で、密閉のための圧縮が十分かどうか確認できるインジケー
タが付いています。

特長
 O 耐火
 O 防水
 O 軽量
 O 迅速で簡単な施工
 O メンテナンスと検査が容易

規格と認証証明書
火災:
A等級
気密性:
0.67 バール (壊滅的)
水密性:
1 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
膨張

シーリングコンポーネント

Roxtec SPM™シール



単独プラスチック配管向けソリューション
お客様のニーズに合うソリューションを下の表からお探しください。 サポートが必要で
したらお近くの Roxtec までお気軽にご連絡ください。

RS PPS/S + SL RS PPS/S F+WT  
+ SL PPS 

Sleev-it  
貫通部防火

Sleev-it  
貫通部防水

防火 A級 o o o o

防火 B級 o o o

防水 4 bar o o

気密 2.67 bar o o

防水 1 bar o

火災後の水密性能維持 o

溶接施工 o o o o

製品詳細データはウェブサイトから
シーリングソリューションに関する最新の詳細情報は、roxtec.com/productsをご覧ください。 製品寸法、保護等級、認証証明書、図面、
施工説明書など全ての技術資料は、ウェブサイトから入手可能です。
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Roxtec RS PPS/S  
シール + SL
片側のみの施工で済む、プラスチック配管に適した軽量
型シール。

Roxtec RS PPS/S シール + SL は、甲板や隔壁などの防火区画に設けら
れたプラスチック配管の貫通孔をシール処理するのに最適です。片側の
みの取付けで認証を取得していて、万が一の火災時、煙、炎、水を完全
に遮断します。貫通部シールは剥がせるレイヤー構造になっていて、さま
ざまに異なるパイプ外径に合わせて調節可能です。スリーブは構造へ溶
接します。対応可能なプラスチックパイプの外径は最大119mmまで。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O 迅速で簡単な施工

規格と認証証明書
火災:
A等級
気密性:
2 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SL RSスリーブ Roxtec潤滑剤Roxtec RS PPS/Sシール
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Roxtec RS PPS/S 
F+WT シール + SL PPS
プラスチック配管に適した、火災後も水密性を維持でき
るシール。

Roxtec RS PPS/S F+WT シール + SL PPS  は、2個のシールを背面向か
い合わせに取付けるタイプで、喫水線より下のプラスチック配管貫通部
に最適です。SOLAS Ch. II-1 Reg. 13.2.3 (2009 issue) と IMO MSC/circ. 
736 Par. 2.1. に準拠し、火災後も水密性能を維持する必要がある場合、
その要求に応えることができます。シールは2つに割れるデザインでレイ
ヤー構造になっているので、レイヤーを剥がすことでさまざまなパイプ外
径に合わせて調節できます。スリーブは構造へ溶接します。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O メンテナンスと検査が容易

規格と認証証明書
火災:
A等級
気密性:
2 バール (壊滅的)
水密性:
4 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec SL PPSスリーブ Roxtec潤滑剤Roxtec RS PPS/S F+WTシール
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Roxtec Sleev-it™ 
貫通部防火シール
単独プラスチック配管に適した貫通部防火シール。

Roxtec Sleev-it™ 貫通部防火シールは 、多用途の軽量型ソリューショ
ンです。ステンレス鋼製のケースには、熱膨張材が組み込まれていて、
万が一の火災時には貫通孔を塞ぎます。施工は片側からの作業で済
み、開閉式なので新造だけでなく修繕作業にも理想的なデザインで
す。材質は、鋼製とアルミニウム製から選択可能。

特長
 O 耐火
 O 軽量
 O 優れた面積効率
 O 迅速で簡単な施工

規格と認証証明書
火災:
A等級
B等級

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec Sleev-it™貫通
部防火シール

Roxtec耐火性シーラ
ント



30

Roxtec Sleev-it™ 
貫通部防水シール
プラスチック配管貫通部を火、ガス、水から保護する
シール。

Roxtec Sleev-it™ 貫通部防水シールは、軽量型のソリューションで
す。ステンレス鋼製のケースには、熱膨張材が組み込まれていて、万
が一の火災時には貫通孔を塞ぎます。ゴム製のグロメットは、さまざ
まなパイプ外径に合うようデザインされています。施工は片側からの
作業で済みます。材質は、鋼製とアルミニウム製から選択可能。

特長
 O 耐火
 O 防水
 O 軽量
 O 優れた面積効率
 O 迅速で簡単な施工

規格と認証証明書
火災:
A等級
B等級
水密性:
1 バール (壊滅的)

施工
設置構造:
金属
取付方法:
溶接

シーリングコンポーネント

Roxtec Sleev-it™貫通部
防水シール



GHM KFO EzEntry ComSeal HD

ケーブル外径 (mm) 3.5–99 3.5–99 3.5–34.5 3.5–34.5 3.5–54

IP 55 o

IP 66/67 o o o o

UL/NEMA 3, 12, 12K o

UL/NEMA 4, 4X, 12, 13 o o o

合成樹脂製 o o

粉体塗装アルミニウム製 o

ステンレス鋼製 o

溶融亜鉛めっき軟鋼製 o

ES バージョン有り* o o

BG バージョン有り** o o

Ex バージョン有り*** o o

*電磁遮蔽用
**等電位ボンディングと接地対策用 
***IECEx/ATEX 認証取得済

キャビネット向けソリューション
お客様のニーズに合うソリューションを下の表からお探しください。 サポートが必要で
したらお近くの Roxtec までお気軽にご連絡ください。

製品詳細データはウェブサイトから
シーリングソリューションに関する最新の詳細情報は、roxtec.com/productsをご覧ください。 製品寸法、保護等級、認証証明書、図面、
施工説明書など全ての技術資料は、ウェブサイトから入手可能です。
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Roxtec GHM 貫通部 
(キャビネット用 )
密集する配線や太いケーブルに最適な貫通部。

Roxtec GHM は、配線引込み貫通部を密閉する軽量型シールです。取
付けはボルトで固定し、接着面はシーリングストリップで密閉します。
貫通部フレームの材質は選ぶことができ、開口部は1つか複数の組合
せタイプから選択可能です。シーリングモジュールは、異なる外径の
ケーブルやパイプに合わせて調節でき、将来のニーズに備えて貫通部
に予備スペースを確保しておくことができます。

特長
 O 耐火
 O 気密
 O 防水
 O 防塵
 O 防鼠
 O 優れた面積効率

規格と認証証明書
火災:
A等級
水密性:
3 バール (壊滅的)
Rating:
IP 66/67

施工
設置構造:
金属
キャビネット
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec GHMフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec ステイプレート Roxtec潤滑剤 Roxtecシーリング
キット

Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec KFO 貫通部
面積効率に優れた軽量型貫通部。

Roxtec KFO は、合成樹脂製の軽量型フレーム貫通部で、重量を最小
限に抑えたい場合に理想的です。フレームは開閉式なので、既設配線
の周りにも取付けることが可能です。シーリングモジュールは、異なる
外径のケーブルやパイプに合わせて調節でき、将来のニーズに備えて
貫通部に予備スペースを確保しておくことが可能です。

特長
 O 防水
 O 防塵
 O 軽量
 O 優れた面積効率
 O 改修に最適
 O 迅速で簡単な施工
 O 端末処理済みケーブル使用可

規格と認証証明書
Rating:
IP 66/67

施工
設置構造:
金属
サンドイッチ
キャビネット
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec KFOフレーム Multidiameter™
付きRoxtec RM

モジュール

Roxtec ステイプレート Roxtec潤滑剤 Roxtecシーリング
キット

Roxtecウェッジおよ
びウェッジキット

Roxtec RMソリッド
コンペンセーション 

モジュール
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Roxtec EzEntry™
合成樹脂製の軽量型配線貫通部シール。

Roxtec EzEntry™ は、合成樹脂フレームを使った軽量型の貫通部
シールで、標準的な開口部にフィットします。シールのサイズは6
種類あり、4～32本の配線を収容可能。IP 66/67 の保護性能があ
ります。

特長
 O 防水
 O 防塵
 O 耐腐食性
 O 優れた面積効率
 O 端末処理済みケーブル使用可

規格と認証証明書
Rating:
IP 66/67
UL/NEMA 4、4X、12、13

施工
設置構造:
キャビネット
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec EzEntry™フレーム Multidiameter™
付きRoxtec CM

モジュール

Roxtec潤滑剤Multidiameter™
付きRoxtec EM

モジュール

Multidiameter™
付きRoxtec GM

モジュール



35

Roxtec ComSeal™
IP 55 に対応したアルミニウム製フレームの貫通部
シール。

Roxtec ComSeal™ は、IP 55 の保護性能を発揮します。フレーム
は、アルミニウム製  (粉体塗装加工) かステンレス鋼製 (AISI316) 
から選べます。貫通部のサイズは6種類あり、最大32本の配線を
収容可能。

特長
 O 防水
 O 防塵
 O 防鼠
 O 耐腐食性
 O 軽量
 O 優れた面積効率

規格と認証証明書
Rating:
IP 55
UL/NEMA 3、12、12K

施工
設置構造:
キャビネット
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec ComSeal™フレーム Multidiameter™
付きRoxtec CM

モジュール

Roxtec CMソリッド
コンペンセーション

モジュール
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Roxtec HD 貫通部
密集する配線に適した 316Lフレームの貫通部デバイス。

Roxtec HD 貫通部は、過酷かつ危険な環境に最適なケーブル貫通部デ
バイスで、開口部あたり最大32本のケーブルを収めて密閉することが可
能です。 サイズは3種類あります。 ステンレス鋼 (316L) フレームは、さ
まざまなサイズのケーブルに対応できるシーリングモジュールと合わせて
使用します。 

特長
 O 防水
 O 防塵
 O 防鼠
 O 耐腐食性
 O 優れた面積効率
 O 端末処理済みケーブル使用可

規格と認証証明書
Rating:
IP 66/67
UL/NEMA 4、4X、12、13

施工
設置構造:
キャビネット
取付方法:
ボルト締め

シーリングコンポーネント

Roxtec HDフレーム Multidiameter™
付きRoxtec HD

モジュール

Roxtec HDソリッド
コンペンセーション

モジュール
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免責条項
「Roxtecケーブル貫通部シーリングシステム」（「Roxtec system」）はコンポーネント部品
で構成されるモジュラーベースのシーリングシステムです。それぞれのコンポーネント部品は
Roxtec systemが最高の性能を発揮するために欠かすことは出来ません。Roxtec systemは
様々なアプリケーションに対応する為、数多くの認証を取得しております。このため、Roxtec 
systemに設置された全てのコンポーネント部品がRoxtecまたはライセンス許可を受けた（
「認定製造業者」）により製造されなければ、認証は無効となります。Roxtecは下記の要
件が満たされない限り、Roxtec systemの性能は保証することが出来ません。（I）Roxtec 
systemの一部として設置された全てのコンポーネント部品は認定製造業者より製造されて
いること、および（II）買主は下記の(a)ならびに(b)を順守すること。
(a)Roxtec systemまたはそのコンポーネントは室内において元の梱包通りに室温で保管され
ること。
(b)設置はその時点で有効であるRoxtecの取付方法説明書に従って行われること。
Roxtecにより提供された製品情報は、Roxtec systemまたはその一部を購入した買主によ

る本製品の用途、設置および／または使用の適合性の確認義務を放棄するものではありま
せん。
Roxtecは、認定製造業者に製造されていないコンポーネント部品を含むRoxtec systemsが
使用された場合、および／またはRoxtec systemが意図された設計・用途以外の方法で使用
または適用された場合、Roxtec systemまたはその一部を保証するものではなく、上記によ
り生じた直接的、間接的、結果的に発声し得る利益の損失やその他の損失や損害に責任を
負うものではありません。
Roxtecは商品性および特定目的への適合性の黙示保証、ならびに制定法または判例法によ
り定められた全ての明示または黙示の表明と保証を明示的に除外します。ユーザーは意図さ
れた使用に関するRoxtex systemの適合性を判断し、関連する全ての危険性と責任を負うも
のとします。いかなる場合にもRoxtecは間接的、結果的、懲罰的、特別、付随的損害または
損失に責任を負うことはありません。」





Protecting 
life and 
assets

Roxtec は、柔軟性に優れた配線・配管貫通部製品の世
界的なリーダーです。 1990年にスウェーデンで創業して
以来、全ての大陸に拠点を構えるまでに成長しました。 
私たちが情熱を傾けているのは、革新的なシーリングソ
リューションであり、この世界をより安全にすることを目
標にしています。

 O 豊富な研究開発資源と先進的な試験施設
 O Multidiameter™ の発明
 O 80以上の国と地域でお客様をサポート

CAT2021000511 ver_1/JP/2134/thoge
Roxtec ® および Multidiameter ® は、スウェーデンおよ

びその他の国における Roxtec の登録商標です。

http://www.roxtec.com/jp

