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斬新なチェーンでお客さまを未来につなぐ、
DIDが誇る新しいラインナップでビジネスの駆動を加速する

NEW CHAIN REACTION
お客さまの新しいステージに寄り添い、
歩み続ける新しいステージのDID

昭和8年に創業し、誠意あふれる技術で人・自然を大切にした
ものづくりを継承してきました。
そして、つねに新しい技術に挑み、たゆまぬ努力をしています。
「伝える」「運ぶ」をカタチに、そして未来へ。私たちは挑戦を続けます。

昭和12年（1937年）から商標登録されている大同工業の代表的な商品ロゴ。
主に二輪用部品、産業機械用チェーンに使用されています。海外においても高い評価と
信頼性を獲得しており、世界中で「D.I.D」ブランドを確立しています。
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プラチェーン
安全な搬送で衛生的。

ケーブルチェーン
電線・油圧ホースをサポートし保護する。 

ＭＩＭ製品
複雑形状の部品を容易に製作。

•食品加工機 •電子部品トレイ搬送
•基板搬送 •包装機械

•二輪車部品 •精密配管部品 •鍵用部品
•理容具 •ＯＡ機器

•切断加工機 •荷役車輛 •起重機械等

倍速チェーン
低騒音で作業者にやさしい。

エプロンチェーン
切削屑・部品の搬送に効果的。

ＡＴＣチェーン
ツールの交換・ストックに。

•リサイクル設備 •スクラップ搬出 •金属切り屑搬出

•マシニングセンター

•電子部品パレット搬送 •自動車部品組立ライン

バーリング
チェーン

ケースの取付が容易に。

ミニチェーン
精密機器の伝動可能。

トルクリミター
機械を過負荷から保護。

•コンベヤ駆動部

•福祉機器 •健康器具 •サンプル（模型）

•スラットコンベヤ
P01 P03 P04

P08 P09 P10

P05 P06 P07

大同工業株式会社は2021年５月、
オリエンタルチエン工業株式会社と業務提携を締結。
より柔軟にお客様の期待に応えます。
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プラチェーン
安全な搬送で衛生的。

機能

プラスチックチェーンは、衛生、静音、搬送物の保護が求
められる食品、包装、精密部品などの搬送に適しています。
用途に合わせて樹脂だけでなく金属を組み合わせた製品も
提供しています。

ラインナップ

ग़থউছউঞشॺध५ॸথঞ५আথधੌा়ॎचञॳख़شথ
मؚ࿁ҩႡҩঃॵॡҩ৵भဦଛपਈి؛
থमؚش૮ஔఅઈૡऋ૭ચदৈິ୫ਙ॑થघॊೄॳख़؞
ୋؙেदওথॸॼথ५ਂਏभఠဦଛ॑૭ચपखऽघ؛

�৷ಥશप༂ႆؚத༂ႆؚਗ਼ؚৌؚৢऩन؞
லؙऋँॉऽघ؛

்ઁभग़থউছউঞشॺध५ॸথঞ५আথऊ્ग़থউছ
আথ॑ੌा়ॎचञઉဦଛ৷ॳख़شথ؛
ऩ৷ಥؚৃرੀఏभ૾॑৷खथःॊञी਼؞ ਚदઞ৷
ऋؙ૭ચदघ؛

ঽഞဋෟਙऋँॉ૮ஔఅઈૡऋदऌॊञी؞ ؚ༂ႆ ؚఠ�
दؙୋেदघ؛

৷ಥશप༂ራ؞ தؚ༂ራभலऋँॉऽघ؛

ଲॳख़شথदमਘ২ऋਂଌؚଲदमဦଛपം॑હऐ
ॊऩनभୖपిखञဦଛॳख़شথदघ؛
�धृ५ॸথঞ५ध৬ਛखञਗজথॡधؚृ५؞
ؙॸথঞ५भজথॡधআথभ३থউঝଡਛ
থ॑ధഔपଦखؚ৴ਢઈૡघॊଲभਗজথॡشॳख़؞
ؙदဦଛ॑५ॺॵॡؚँॊःमৎૃ॑૭ચपघॊဦଛ
ؙॳख़شথप৷ःथुဦଛध༂ႆಿऋ৵औऌञीؚဦଛ
ؙ॑घॊऒधऋँॉऽच॒؛

୫ષਃ༊ҩহਜਃ༊ҩੲਾਓਃஓऩनभಖഡਃ༊पਈిऩ
ဦଛॳख़شথदघ؛
জথॡप॑৷खؚ५ॸথঞ५ૻ؞ �ٕGE�भఠؚ
৺ؙ���ೄ৲

ؚك36قਗজথॡऋ५ॸথঞ५ல؞ ॽॵॣঝওॵय़லك31ق
ऊؙै৭උदऌऽघ؛

૮ஔఅઈૡऋ૭ચदৈິ୫ਙ॑થघॊञीؚୋেदॡ؞
জؙشথऩ୭॑दऌऽघ؛

3'উছॳख़شথभ્শ

7%3উছॳख़شথभ્শ

থभ્শش31উছওॖॺॳख़؞36

● 食品加工機
● 電子部品トレイ搬送
● 基板搬送
● 包装機械

3/.উছজথॡॳख़شথभ્শ
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電 子 四 輪 機 械 食品搬送 包装機械 一般搬送

倍速チェーン
低騒音で作業者にやさしい。

機能

倍速チェーンは、チェーン速度の2.5倍でパレットを搬送
する事が可能なため、低騒音を実現することができます。
また、搬送物の一時停止や解除後の素早い立ち上がり
を行うことができることから作業者にストレスを与えません。
用途に合わせて高摩耗、導電仕様のローラや、ニッケ
ルメッキを施し耐食性を向上させたチェーンも取り揃え
ています。

ケースの取付が容易に。

機能

バーリングチェーンは、スラット等アタッチメントの取付作
業を容易にすることができるローラチェーンです。
チェーンのアタッチメントにバーリング加工を施し、タップ
を立てることによりナットをなくし作業工程を大きく改善す
ることができます。

バーリング
チェーン

● 電子部品パレット搬送
● 自動車部品組立ライン

● スラットコンベヤ

சॳख़شথभ્শؙؙؙؙؙؙؙؙؙ
॔य़গشঞشॺقဦଛभৎૃكऋ૭ચ
ॳख़شথ॑ऊखञऽऽဦଛ॑ৎૃखञৃ় পؚྫྷটش
ছभૡमဦଛधુपૃऽॉؚ৵ྫྷটشছमॳख़شথऋ
ऌਢऐॊञीૡखऽघ؛ऒभৎؚপྫྷটشছध৵ྫྷটشছ
भद५জॵউघॊऒधद॔य़গشঞشॺऋ૭ચधऩॉऽ
घ؛৸ਙ॑উছ५घॊৣଆૃढ़ংشહऌலुँॉऽघ؛
আॵॳق ����� லभाك

ఠदৈசဦଛ
ॳख़شথச২पৌखथဦଛச২ऋ৺ ��� पऩॉؚॳख़شথ
ச২॑சपदऌॊञीఠपऩॉऽघ؛சॳख़شথ৷
भঞشঝऋਏदघ؛৵ྫྷটشছधঞشঝदਭऐؚপྫྷটش
ছदဦଛ॑ဦଛखऽघ؛ऒभधऌ৵ྫྷটشছधপྫྷটشছ
म༂ႆৡपेॉૡधऩॉऽघ؛
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ংشজথॢॳख़شথभ્শ
ংشজথॢॳख़شথ
॔ॱॵॳওথॺषॣش५ृ५ছॵॺ॑ॉહऐॊৎपॼॵॺ॑ਂ
ਏपघॊ ংؚشজথॢਸੵقॱॵউਸੵ॑كखञॳख़شথदघ؛
জথॢਸੵम൏ো૪৶॑खਘ২॑ન৳ؚॼॵॺઞ৷ৎشং؞
धؙங২भबगਯऋँॉऽघ؛

ॼॵॺਂਏद॔ॱॵॳওথॺषभॉહऐৎ॑ಢೠख؞
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製 鐵 重 機 鉄 鋼 環 境 四輪

ケーブル
チェーン

電線･油圧ホースをサポートし保護する。

機能

ケーブルチェーンは、工作機械や搬送機械、製鉄所
内でのさまざまな現場で、稼働部のケーブルやホース
の配線をまとめ、保護・案内するチェーンです。
お客様のニーズに答えさまざまな現場で広く使用され
ています。

切削屑・部品の搬送に効果的。

機能

エプロンチェーンは、鋳造品、自動車部品、切削くずの
搬送やリサイクル処理施設などさまざま場面で使用す
ることができます。
チェーンの左右には側板が重なる様に配置されてお
り、搬送物が落ちない構造となっています。
重量物搬送や腐食雰囲気など用途に合わせた製品
を揃えています。

エプロン
チェーン

থभ્শشঈঝॳख़شॣ
্टऐप༽ශघॊڮ৴ॳख़شথध৴घॊ१এشॱृ
ংشपेॉଡਛऔोॊॳख़شথदघ؛ॳख़شথম৬भ१এش
ॱृংشपਗ਼ृఅಓش५ಉ॑ৢघऒधदॣشঈঝृش
५ऋ൪ऽढञॉؚႆोँढञॉघॊऒधऩऎનৰप੧
दऌॊॳख़شথदघ؛ಕসधসभपઽವऔोञ
५ऩनप૮৶ऩৡऋਸॎॊऒधऩऎؚ५شঈঝृشॣ
ॺটشॡद༼୮ઈऋदऌऽघੵ؛ਃ༊ृဦଛਃ༊ؚள
ਚदभଲੵஙऩनभऔऽकऽऩਠৃदઁऎઞ৷औोथ
ःऽघ؛
৷ಥप়ॎचथ१এشॱؚংشऩन॑৭උदऌऽघ؛

থभઞ৷্১شঈঝॳख़شॣ
قথमਃ༊૭ীपॉહऐैोञഈشঈঝॳख़شॣ
ഈكधؚಕऔोञഈقಕഈكभ॑ଞपभ༽ශ
ྫྷ॑৳ठऩऋैਃ༊૭प୯జखऽघشॣ؛ঈঝॳख़ش
থप৳औोञؚॣشঈঝृش५मਗ਼ਞृั৬ऩन॑ஔ
घॊऒधऋदऌऽघ؛

ग़উটথॳख़شথभ્শ
ๆॉ়अ१ॖॻभડഝ॑ड़ই७ॵॺघॊऒधदဦଛ॑धऔऩःଡୗपऩढथःॊञी ؚऊःयैဦଛप๏ৡ॑มखऽघ؛
்भड़شॲشऋ૭ચऩೲഝभথ४উঞشॺपॡজشॺृ१ॖॻक़ॖথॢ॑ॉહऐؚ౮ரષभధഔဦଛृൊ॑ဦଛघॊऒधऋ
दऌऽघ؛ऽञؚဦଛؚഐేृᄩؚॉહऌଆૃऩनपટऩ્ऩலु૭ચदघ؛

ग़উটথॳख़شথभல
ॲঈঝআॵॳॳख़شথध॥থঋ॔ॳख़شথऊै৭උলਟऽघ؛

● 切断加工機
● 荷役車輛
● 起重機械等

থभ્শشঈঝॳख़شॣ

५ॺটشॡ

ਃ༊༎௮

ഈইজش५ঃথ

ಕഈR

●リサイクル設備
●スクラップ搬出
●金属切り屑搬出

ग़উটথॳख़شথभ્শؙؙؙؙؙؙؙؙؙ

ॲঈঝআॵॳॳख़شথ ॥থঋ॔ॳख़شথقઌमॡজشॺહऌك

ॳख़شথ⋾
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180
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60-350

80-500

100-600

125-600

75/90/125/145

125/145/200/250/300

200/250/300/400

250/300/400/500/600/700

DK N-KCS70

DK N-KCS100

DK N-KCS130

DK N-KCS180

আॵॳ १এشॱ் ༽ශྫྷ �5� റସ
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ॳख़شথ⋾ ઞ৷ॳख़شথ ग़উটথ் ಅઍৡ

DID EC2050‚DID EC2052 C2050‚C2052

DID EC2060H‚DID EC2062H C2060H‚C2062H

DID EC2080H‚DID EC2082H C2080H‚C2082H

DID EC2100H‚DID EC2102H C2100H‚C2102H

150/300

150/300

150/300

150/300

6.47

8.82

14.7

22.1

ॳख़شথ⋾ টشছॱॖউ ग़উটথ் ಅઍৡ

DK EC3075 ڻ؞ۇ؞ۈ

ڻ؞ۇ؞ۈ

ڻ؞ۇ؞ۈ

DK EC3100

DK EC5150

150/300/450

150/300/450

150/300/450

8.82

8.82

19.6
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医 療 機 械 二 輪 精　密 医 療

ミニチェーン
精密機器の伝動可能。

機能

世界最小レベルのミニチェーンと専用スプロケットを使
用することにより福祉機器、健康機器など精密機器を
正確に稼働させることができます。
ミニチュアサンプルにも活用することができます。

複雑形状の部品を容易に製作。

機能

MIM（Metal Injection Molding）製品は、鋳造、鍛
造、プレス、機械加工と比べ、素材の自由度が高く、切
削加工などの後加工が少なく高精度な金属部品を低
コストで大量生産できるため精密機器や二輪部品など
様 な々業界に活用されています。

ＭＩＭ製品
● 福祉機器
● 健康器具
● ミニチュアサンプル ( 模型）

਼ੀਈ৵ॡছ५भॳख़شথमୢ৷ಖഡਃஓपुઞ৷औोؚ৵दಖഡऩฌऋਏऩॣش५पਈిदघ؛
আॵॳमຐ౮भ����� ⋵ऊैؚ������ऽदभ१ॖ६॑५উটॣॵॺधુपছॖথॼॵউ؛
�����আॵॳپ லम -,6 ૠતदमँॉऽचؚ॒ऽञઞ৷্১ऩनप৺ऋँॉऽघ؛

MIMधम
0HWDO�,QMHFWLRQ�0ROGLQJؚك0,0ق সരଜলਛभऒधदؚ
�0ॡটথਰৣभসരଜधংॖথॲقشृডॵॡ५ऩनك
়॑खञਛ౫મؚ॑লਛखञुभؚ॑൏खञস
രଲષ॑ଲୗघॊૼभহदघ؛

0,0भ્শ
�0ॡটথਰৣभଜभञीએಖ২ऋଐः
ৼৌഡ২ऋ৺ ��٫धৈഡ২दৈਘ২
����٫भৈ১ಖ২
જచदमऩളහ૾ऋઍಔ
చ౫ृৈਡ౫भਛऋ૭ચ
౫માऋৈःञीৢଞ��J ਰৣभଲષऋిखऽघ؛

র૬0,0ଲ১॑৷
॔থॲشढ़ॵॺীऋেघॊజਟभਛपৌखथؚ
્ऩর॑ਹ৷खऒभਖ॑ॡজ॔ු؛ଲષु
ਛऋઍಔप૭ચदघ؛

ॽॳख़شথभ્শ ଲષभ્শؙؙؙؙؙؙؙؙؙۂھۂ

● 二輪車部品
● 精密配管部品
● 鍵用部品
● 理容具
● ＯＡ機器

ॳख़شথ⋾ আॵॳ ಅઍৡ റସ

','�6�� ������ ���� ����

','��� ������ ���� ����

ਜ਼؟ಅઍৡ �N1�ؚറସ �NJ�P�્ؚ੶૮ख �PP�
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工 作 コンベヤ

ＡＴＣチェーン
ツールの交換・ストックに。

機能

ＡＴＣチェーンは、ＡＴＣ（自動工具交換装置）に欠か
せない重要部品として多くのマシニングセンターに標準
で使用されています。
お客様ニーズに合わせた設計を行うため、アタッチメン
ト形やホローピン形などさまざまなタイプを取り揃えて
います。

機械を過負荷から保護。

機能

トルクリミターは、機械や装置などを過負荷から守ること
ができる安全装置です。
トルクの設定は容易に行うことができ、安全装置が作動
しても過負荷を取り除けば自動復帰します。
お客様のニーズに合わせて多様なドライブに使用できる
タイプを取り揃えています。

トルクリミター
● マシニングセンター ● コンベヤ駆動部

$7&ॳख़شথؙؙؙؙؙؙؙؙ
থधमشॳख़ڸۉڶ
$XWRPDWLF�7RRO�&KDQJHUك&7$قम ঐؚ३থথॢ७থॱؚشॱ ؛ऩनभੵਃ༊भੵ॑ঽपઐఌघॊಎ઼भহदघشॽথॢ७থॱش
॔ॱॵॳওথॺؚটشআথؚૡभگॱॖউਰਗपुउभॽش६प়ॎचथؚऔऽकऽऩॱॖউ॑ॉ⑫इथःऽघ؛

ૡ॔ॱॵॳওথॺ

টشআথ

ॺঝॡজॱصधम
༂ႆૄभૌ৳૧ਃஓभऒधदؚૌपৌखथ५উটॣॵॺಉभ७থॱشওথংشऋ५জॵউघॊऒधदಎ઼॑৳૧खऽघ؛
ॳख़شথध५উটॣॵॺभੌा়ॎचद༎௮রप౮॑፸ािऩनؚॳख़شথऋऊऩऎऩॉؚ५উটॣॵॺऋটॵॡऔोञৃ়
पॺঝॡজॱصऋ५জॵউघॊऒधदঔشॱصपमૌऋऊऊैङपऽॎॉਢऐऽघ؛

ॺঝॡজॱصभ્শ
৹ତॼॵॺृঝॺभഁीਸदලप५জॵউॺঝॡऋ৹ତदऌؚૌऊैਃ༊॑৳૧खऽघ؛
ૌऋऊऊोय५জॵউؚૌभਉ॑ॉऐयঽप୮షखऽघ؛
७থॱشওথংشम५উটॣॵॺृຓؚ9উشজشऩनહदऌऽघ؛
ॺঝॡઍपૢगथ৵धরऋँॉऽघ؛

તॺঝॡઍۜ؞ۃۚق ৵ك �����������ؙর ������������
డഡऩॺঝॡகभਝଵ৶मदऌऽच॒پ

ॺঝॡজॱؙؙؙؙؙؙؙؙش
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