
Compact Dyna-Star®

輝ける新星 コンパクトダイナスター

適切なサイズのソリューション
Graco の Compact Dyna-Star (CDS) 自動潤滑システムは、大容量のフロー、堅

牢な耐久性、革新的コントロールを小さな設置面積で提供し、高い要件

が求められる今日の土木工事用重機や最も過酷な環境下で使用される重

機の稼働時間を延長します。

高い耐久性  
金属の構造により、ほとんどの過酷な
環境で信頼できるオペレーションを保
証します。

スマートなパワートレイン  
24 VDCのブラシレスモーターとメン
テナンス不要のギアドライブによ
り、潤滑剤を時間通りに提供しま
す。-40º F（-40º C）でもこれは変
わりません。

インテリジェントな監視  
オプションの圧力と潤滑レベル
のセンサーは、リアルタイムで
役に立つシステム情報を提供し
ます。

一体型自動充填シャットオフ  
このオプションにより、たった 1 人でも、電力をオフにしたり、
地上レベルでグリースの充填を行ったりすることができます。高
いところに登る必要もなく、オーバーフローを心配することもあ
りません。

コンパクトでパワフル  
スペースに制限のある用途に簡
単に対応します。要件の高い潤
滑間隔でも対応できるパワーが
あります。



Compact Dyna-Star®

見易い画面

高コントラストの画面に

は、テキストコード、フォ

ルト、他のデータが、ど

のような環境光のもと
でもわかりやすく表示
されます。

リアルタイムのシス
テムレポート  

幅広い範囲のカスタマ

イズ可能な機能をプロ

グラムし、表示します。

Graco の Compact Dyna-Star（CDS）自動潤滑ソリューションは、特

に過酷な環境で酷使に耐える必要のある土木工事用重機や鉱山

で使用される重機に対して設計されています。同製品は、高性

能・高流量・高精度制御を提供し、ノンストップの生産性を確

保します。小さな設置面積とお求め易い価格帯で、現場ニーズ

に合った故障しないポンプをご提供します。 

   注文情報

部品番号 説明

26A855
20 ft（6 m）ケーブル付き 
GLC X コントローラー

26A814 GLC X コントローラー

26A882
GLC X ワイヤリングハーネス、12 ワ 
イヤ、20 ft（6 m）片側バラ線

Bluetooth®に対応している最新型 GLC X コント

ローラーと Auto Lube アプリを利用すると、広

範囲の自動潤滑油システムで、プログラミン

グとリアルタイムデータの処理が簡単になり

ます。これには、競合他社のポンプにも使用

可能です。

   注文情報

技術仕様                               

最大作動圧力 3,500 psi (241 bar)

動作温度範囲 -40° F～149° F（-40° C～65° C）

リザーバーサイズ 12 または 20 リットル

最大吐出流量 4.5 in3/分（74 cm3/分）

潤滑油タイプ 最大 NLGI #2 グリスと油

保護グレード IP69K

取扱説明書 3A6941

GLC™ X コントロー
ラーと Auto Lube™  
アプリ

今すぐ弊社までお問い合わせください！

電話 045-593-7300、グラコ担当者にご相談ください。 
あるいは www.graco.com にアクセスして、 

詳細を確認してください。
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ポンプの説明

計量システムのフィードバック

レザーバー（タンク）

リザーバーのアクセサリー

コード 説明

1 12 Lレザーバーと20 Lペイル缶用、24 VDC

2 20 L レザーバー用、24 VDC

コード 説明

0
シリーズプログレッシブ用、ベントバルブなし、圧力 
フィードバックなし（出口ポートプラグ付き）

1
ベントバルブなし、圧力フィードバックなし 

（出口ポートプラグ付き）

2 ベントバルブ、圧力スイッチ

3 ベントバルブ、圧力レポートトランスデューサー

コード 説明

0 レザーバーなし、ベアポンプ（単品）

1 12 L スチールレザーバー、フォロープレート付き

2 20 L スチールレザーバー、フォロープレート付き

3 20 Lペイルキット

4 12 L スチールレザーバー、フォロープレート無

5 20 L スチールレザーバー、フォロープレート無

コード 説明

0 ベアポンプ（レザーバー無）、または20 Lペイルキット

1 低レベルスイッチ

2 レベルレポートトランスデューサー

3 自動充填シャットオフと低レベルスイッチ

4 自動充填シャットオフとレベルレポートトランスデューサー

部品番号 説明

26A883 GLC X から CDS への 3 ft（1 m）ケーブル

26A884
CDS 拡張ケーブル、12 ワイヤ、20 ft（6 m）
片側バラ線

26A889
12 ピン DT メス CDS メーティングコネクター
キット

25R001
12 リットルのリザーバー壁取り付けブラ
ケット

25R318

GLC X 用取り付けブラケット、Red Alert フィ
ルター、3 セクションと 5 セクションの MSP 
アセンブリまたは 3 バンクと 5 バンクの 
GL-1 シリーズインジェクター

   注文情報

CDS アクセサリー

スマートデバイス 
とモバイルアプリ

Auto Lube アプリにより、潤滑レベ

ルを監視し、設定を構成し、履

歴を追跡し、重要な診断を共有

します。
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