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Rotating unit 
(only available in LG-2)

Linear drive unit

Designation Value Unit: Metric

Weight 150 Kg.

Height 700 mm.

Width 835 mm.

 Depth 1750 mm.

Payload 20 kg

Speed Max Linear Y Axes 
(LG-1) 20 m/min

Rotate Speed (LG-2) 30 rpm
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Linear Hanger Gripper Unit (2 Axis and 1 Axis)
線形ハンガーグリッパーユニット（２軸と1軸）

LG-2

LG-1

LG-2

LG Series is a linear gripper unit to make a hanger 
running on overhead conveyor stable enough for robotic 
spraying. 2 versions are available in this series, LG-1 and 
LG-2. 
     LG-1 is a single axis linear gripper.  Its functions is to 
grip a hanger and track according to direction of an 
overhead conveyor.  LG-2 operates with the same 
concept as LG-1 but with an additional function of 
hanger rotation during tracking. 

LGシリーズは、ロボット塗装ができるようオーバーヘッドコンベアーで
移動するハンガーを安定した状態に保つためのグリッパーユニットで
す。このシリーズには、LG-1とLG-2の2タイプがございます。
LG-1は1軸タイプのグリッパーです。ハンガーをグリップし、それをコ
ンベアーの⻑向に従って追跡する機能があります。LG-2もLG-1と同
様のコンセプトの製品ですが、追跡中
にハンガーを回転させる追加機能を備えています

2 options available
Model: LG-1 Model: LG-2



In order to make LG Series work properly, a 
distance between the end of a jig and the lowest 
spray part is 200 mm.  The longer is the better to 
prevent a overspray contaminating a gripper unit.   

適切にお使いいただくために、ジグの端から塗装部分まで
200mmの間隔をあける必要があります。また、グリッパーユ
ニットの塗装による汚染を防⻑するためには、より広い間隔を
お取りいただくことをお勧めします。

  Minimum requested length for a hanger     
本製品のご使⻑に必要なハンガーの⻑さ
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  Work Flow of LG Series
   LGシリーズの動き方

Gripper (LG-2)

Start Process
プロセスを開始します。

System in Automatic mode
システムは⽌動で運転されます。

Limit check a hanger : ON
ハンガーをチェックするリミット：ON

A gripper clamps a hanger at start 
position and track a conveyor

グリッパーが開始位置でハンガーをつかみ、そのまま
コンベア上を追跡移動

Robot start spray paint and send the 
signal to turn a gripper (only in LG-2)

ロボットが塗装を開始（LG-2の場合はこのとき、グリッ
パーを回転させるシグナル送られる。）

A gripper finished turning and send 
a signal to confirm position

グリッパーの回転が⽌まり、位置を特定するためのシ
グナルが送られる。

Gripper unclamp at the end position
and rotate back to a start position

グリッパーは終了位置でグリップを解除し、開始位置まで回転し

て戻ってきます。

End Process
プロセスはこれで終了です。
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Linear Hanger Gripper Unit (2 Axis and 1 Axis)
線形ハンガーグリッパーユニット（２軸と1軸）

a minimum distance between the end 
of a jig and the lowest spray part is 
200 mm.
ジグの端から塗装部分まで最低でも200mm
の間隔を空けていただく必要があります。

200 mm.

Conveyor

Linear Gripper 


