
設計時間短縮に
⼤きく貢献します。

電動スライダに取り付けられるベースプレートおよび、ワーク取付板のサンプルCADデータをご⽤意しました。
位置決めピンやねじのサイズ、位置情報をあらかじめ考慮しています。機械設計の時間短縮にお役⽴てください。

■サンプルCADデータの種類と概要

ベースプレート 概要 ワーク取付板 概要 組み合わせ活⽤術 概要

取り付けるワークの⼤きさに合わせて
ワーク取付板のサイズを⾃由に変え
てご使⽤下さい。

設置⽅向や、ケーブルの引き回しに合わせて
ベースプレートの⻑さを⾃由に変えてご使⽤
下さい。

組み合わせる事で、より機械設計の効率アップを
期待することができます。

●ベースプレートとワーク取付板の
2種類のサンプルCADデータをご⽤意しました。

●電動スライダ EASシリーズ、EZSシリーズ、EZSHシリーズの
3機種に対応しています。

●サンプルCADデータは、2D、3Dをそれぞれご⽤意しました。
2D CADデータ：DXF形式
3D CADデータ：STEP形式

ワーク取付板
電動スライダのテーブルに
ワークを取り付けるための板

ベースプレート
電動スライダを固定
するための板

機械設計者
朗報！

EASシリーズ EZSシリーズ EZSHシリーズ



同じシリーズ、型番で組み合わせる場合を想定し、ワーク取付板の
⻑さと、ベースプレートの幅が同じ⻑さになっています。取付⼯具の
スペースを考慮しプレートの幅、⻑さを調節してください。

六⾓⽳付ボルトの深座ぐり⽳を、無理なく加⼯できるように
考慮した設計としているため、電動スライダのテーブルよりも板
の幅が若⼲広い場合があります。

■サンプルCADデータの設計概要

ベースプレート 設計

ワーク取付板 設計

組み合わせ活⽤術 設計

折返しタイプのラインアップがない場合は、最も全⻑が短いAR
モーター搭載、⽚軸シャフトの場合のスライダ全⻑に合わせてい
ます。ケーブルの引き回し⽅向を変更する設計をする場合、
板の⻑さを調節してご使⽤ください。

ワーク取付板は、テーブルの⼤きさ、スライダの幅を考慮した⼤き
さになっています。

加⼯の余裕分

ベースプレートの⻑さは、ラインアップで最も全⻑が短いラインアップに
あわせています。ラインアップに折返しがある場合は、折返しタイプ
の全⻑にあわせています。

型番6の電動スライダは、ワーク取付板、ベースプレートの厚みが
12mmとなっています。型番2,3,4のベースプレートの厚みは、
10mmとなっています。型番6と型番2、3、4を組み合わせる場合
板の厚みを調節してください。

同じ⻑さ

■表⽰の説明

この注意事項に反した取り扱いをすると、傷害をおうまたは物理的損害が発⽣する場合があります。

必ず実⾏して頂く「強制」内容を⽰しています。

EZS6

EZS6

EZS3

12mm

12mm

EZS6 12mm

同じ⾼さに調節

電動スライダ取り付け板のサンプルCADデータの設計概要をご紹介します。

組み付け例

・折返しタイプとの組合わせ

・ストレートタイプとの組合わせ

ケーブルの引回し⽅向によって⻑さを調節
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■サンプルCAD番号の⾒⽅

●ワーク取付板
w E A S 4 Y S
① ③ ④ ⑤

●ベースプレート
b E A S 4 R s 0 2 5
① ③ ④

b E H 6 s 0 2 0 u
① ③ ⑥

② 組合わせ電動スライダ EAS：EASｼﾘｰｽﾞ、EZS：EZSｼﾘｰｽﾞ、EZSH：EZSHｼﾘｰｽﾞ

②

① 種類 w：ワーク取付板

③ 型番
2：型番2 3：型番3
4：型番4 6：型番6

④ テーブルの種類 X：Xﾃｰﾌﾞﾙ      Y：Yﾃｰﾌﾞﾙ　　なし：ステンレスシート
⑤ オプション取付⽤ S：センサセット取付⽤

② ⑤

② ⑤

① 種類 b：ベースプレート
② 組合わせ電動スライダ EAS：EASｼﾘｰｽﾞ、EZS：EZSｼﾘｰｽﾞ、EH：EZSHｼﾘｰｽﾞ

③ 型番
2：型番2 3：型番3
4：型番4 6：型番6

⑥ スライダ固定⽅向 u：上側から固定する場合、d：下側から固定する場合

④ モーター取付⽅向 R：折返タイプ      なし：ストレートタイプ
⑤ ストローク s005～130：50〜1300mm

3



EASシリーズ 取り付け概要
EASシリーズの設置⽅法と、ワークの固定⽅法をご紹介します。

■電動スライダの設置

設計のポイント

電動スライダの設置⽅向に制限はありません。振動の防⽌や電動スライダのたわみを考慮し、できるだけ強固な⾦属⾯（板
厚⽬安10 mm以上）へ確実に設置してください。電動スライダの底⾯全体が取付板へ接触するように固定してください。
また、ケーブルやエンコーダが取付板と⼲渉しないように取り付けてください。

ケーブルの引き回し⽅向の変更を想定される
場合は、スライダの形状を確認し、板の⻑さを
設計してください。

EAS2、AZ搭載のケーブル引き出し⽅向

4



EASシリーズ 取り付け概要
EASシリーズの設置⽅法と、ワークの固定⽅法をご紹介します。

5



EASシリーズは、専⽤のセンサセット（別売）をご⽤意しています。セット内容は、センサ、センサ取付⾦具、コネクタ付可動ケーブルが
3組と遮光板1個がセットになっています。取り付けに必要なねじも付属しています。遮光板は型番・テーブルのタイプによって形状が異な
ります。

■センサセットの概要

Xテーブルタイプの場合、センサセットに付属している遮光板を、製品のテーブルに取り付けることができます。
Yテーブルタイプの場合、センサセットに付属している遮光板を、お客様のワーク取付板に取り付けるための
ネジ⽳加⼯が必要となります。

■遮光板の取り付け

電動スライダ型番 L6 L7 L8 L9 L10

EAS2 30.3 36.3 24.4 17.9 6.7

EAS4 39.5 45.5 25.8 19.3 8.1

EAS6 48 54 37.3 30.8 19.6

PAES-S-2X/Y,4X/Y,6X/Y (NPNタイプ) PAES-SY-2X/Y,-4X/Y,6X/Y (PNPタイプ)

Xテーブルタイプ Yテーブルタイプ

EAS2

EAS4

EAS6

EAS2

EAS4

EAS6

●遮光板取付⽳位置参考図（単位：mm） ●遮光板外形図（単位：mm）

センサ
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EASシリーズのサンプルCADデータをご紹介します。
サンプルCADデータは取扱説明書を元に設計しています。

■サンプルCADデータの緒元

・深座ぐりの⽳は、六⾓⽳付ボルトを通すため、JIS B 1176(1999・2000）を参考に設計しています。
使⽤されるねじの公差、加⼯⽅法を考慮して深座ぐりの⼨法を調節してください。

・位置決めピンとスライダのテーブル部は「すきまばめ」で設計しています。

設計のポイント

ワーク取付板

ベースプレート

位置決めピン

六⾓⽳付ボルト

六⾓⽳付ボルト

位置決めピン

●ワーク取付板

位置決めピン丸⽳
位置決めピン溝

2 4 6
φ3H7,深さ4 φ4H7,深さ4 φ4H7,深さ4

ねじ⽳ M3,深さ6 M4,深さ8 M5,深さ10

厚み 10mm 10mm 12mm

位置決めピン⽳ φ3*,深さ6 φ4*,深さ6 φ4*,深さ6

深座ぐり 3.4キリ,φ6.5深さ4 4.5キリ,φ8深さ6 5.5キリ,φ9.5深さ6

位置決めピン （マイナス公差） φ3h7,長さ10 φ4h7,長さ10 φ4h7,長さ10

M3,首下12 M4,首下12 M5,首下16

ワーク取付板

六⾓⽳付ボルト

シリーズ EAS
型番

テーブル部
位置決めピン⽳

丸穴-溝

位置決めピン 六⾓⽳付ボルト

2×M2.5⾸下5
六⾓⽳付ボルト

遮光板

センサ

Yテーブルタイプは、センサセット（別売）の
取り付けを考慮したワーク取付板のCADデータも
ご⽤意しています。
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位置決めピン

六⾓⽳付ボルト

・深座ぐりの⽳は、六⾓⽳付ボルトを通すため、JIS B 1176(1999・2000）を参考に設計しています。
使⽤されるねじの公差、加⼯⽅法を考慮して深座ぐりの⼨法を調節してください。

・EASシリーズのガイド部の位置決めピン⽳は、ベースプレートの
加⼯公差を考慮し、H7より0.02mm⽳径を⼤きく設計しています。
位置決めピンは、h7（マイナス公差）の丸ピン2本でご使⽤頂くことが
できます。

＊ベースプレートと、位置決めピンはピンが落ちないように「中間ばめ」で
設計してください。CADデータ上では位置決めピン⽳はとまりになってい
ます。板の厚さと、加⼯⽅法を考慮して⽳の深さを設計してください。

設計のポイント

●ベースプレート

位置決めピン

2 4 6
φ4　　　　　深さ4 φ6　　　　　深さ5 φ6　　　　深さ5

穴間公差：100±0.02 穴間公差：100±0.02 穴間公差：100±0.02

ねじ⽳ M4,深さ4 M5,深さ6 M6,深さ9

厚み 10mm 10mm 12mm

位置決めピン⽳ φ4*,深さ6 φ6*,深さ5 φ6*,深さ5

深座グリ 4.5キリ,φ8深さ6 5.5キリ,φ9.5深さ6 6.6キリ,φ11深さ7

位置決めピン （マイナス公差） φ4h7,長さ10 φ6h7,長さ10 φ6h7,長さ10

M4,首下8 M5,首下10 M6,首下14六⾓⽳付ボルト

シリーズ EAS
型番

丸穴-丸穴ガイド部
位置決めピン⽳

ベースプレート

+0.06
+0.04

+0.06
+0.04

+0.06
+0.04

8



EZSシリーズの設置⽅法と、ワークの固定⽅法をご紹介します。

■スライダの設置
EZSシリーズは、⽔平取付、垂直取付、および壁掛け取付が可能です。振動の防⽌や電動スライダのたわみを考慮し、できる
だけ強固な⾦属⾯（板厚⽬安10 mm以上）へ確実に設置してください。電動スライダの底⾯全体が取付板へ接触するように
固定してください。

EZSシリーズ 取り付け概要
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■ワークの固定

12

■テーブルの負荷位置決め⽤ピン⽳



■サンプルCADデータの緒元

ワーク取付板

ベースプレート

●ワーク取付板

位置決めピン

六⾓⽳付ボルト

六⾓⽳付ボルト

位置決めピン

付属の
六⾓⽳付ボルト

・深座ぐりの⽳は、六⾓⽳付ボルトを通すため、JIS B 1176(1999・2000）を参考に設計しています。
使⽤されるねじの公差、加⼯⽅法を考慮して深座の⼨法を調節してください。

・位置決めピンとスライダのテーブル部は「すきまばめ」で設計しています。

設計のポイント

位置決めピン
六⾓⽳付ボルト

位置決めピン丸⽳

位置決めピン⻑⽳

EZSシリーズのサンプルCADデータをご紹介します。
サンプルCADデータは取扱説明書を元に設計しています。

3 4 6
φ3H8,深さ4 φ3H8,深さ4 φ3H8,深さ4

ねじ⽳ M4,深さ8 M4,深さ8 M5,深さ8

厚み 10mm 10mm 12mm

位置決めピン⽳ φ3*,深さ6 φ3*,深さ6 φ3*,深さ6

深座ぐり 4.5キリ,φ8深さ6 4.5キリ,φ8深さ6 5.5キリ,φ9.5深さ6

位置決めピン （マイナス公差） φ3h7,長さ10 φ3h7,長さ10 φ3h7,長さ10

M4,首下12 M4,首下12 M5,首下14

丸穴-長穴

ワーク取付板

EZS

六⾓⽳付ボルト

シリーズ
型番

テーブル部 位置決めピン⽳
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●ベースプレート

六⾓⽳付ボルト
位置決めピン

付属の六⾓⽳付ボルト

3 4 6
5.5 4 4

ねじ⽳ M5,深さ6 M5,深さ6 M5,深さ6

M5,首下45 M5,首下45 M5,首下65

厚み 10mm 10mm 12mm

位置決めピン⽳ φ3*,深さ5 φ3*,深さ5 φ3*,深さ5

深座グリ 5.5キリ,φ9.5深さ6 5.5キリ,φ9.5深さ6 5.5キリ,φ9.5深さ6

ねじ⽳ M5,深さ10 M5,深さ10 M5,深さ12

位置決めピン （マイナス公差） φ3h7,長さ10 φ3h7,長さ10 φ3h7,長さ10

M5,首下10 M5,首下10 M5,首下12六⾓⽳付ボルト

シリーズ EZS
型番

ガイド部
位置決めピン
溝深さ（mm） ガイドレールに突き当て

付属の六⾓⽳付ボルト

ベースプレート

設計のポイント

＊ベースプレートと、位置決めピンはピンが落ちないように「中間ばめ」で設計してください。CADデータ上では
位置決めピン⽳はとまりになっています。板の厚さと、加⼯⽅法を考慮して⽳の深さを設計してください。

・深座ぐりの⽳は、六⾓⽳付ボルトを通すため、JIS B 1176(1999・2000）を参考に設計しています。
使⽤されるねじの公差、加⼯⽅法を考慮して深座⼨法を調節してください。

・EZSシリーズは、左右いずれかのガイドレール側⾯で位置決めする基準⾯としてご使⽤頂くことができます。
ベースプレートのCADデータは、反モーター側から⾒て右のガイドレール側⾯を基準として作成しています。

右

位置決めピン

反モーター側

モーター側

ガイドレール

ベースプレート

14



EZSHシリーズの設置⽅法と、ワークの固定⽅法をご紹介します。

■設置
電動スライダのたわみ、振動防⽌を考慮し、できるだけ強固な⾦属⾯へ確実に取り付けてください。また、モーターのケーブルクランプ部や
センサ部が⼲渉しないように取り付けてください。EZSHスライダの設置⽅法は次の2つの⽅法があります。

●電動スライダの上側から固定する⽅法
サイドカバーを取り外して設置します。

●電動スライダの下側から固定する⽅法
サイドカバーを取り外さずに、設置できます。

※取付ねじや位置決めピンの取付板からの⻑さは、必ず規定値以下にしてください。
規定値を超えるとテーブルが破損して、けが、機械破損の原因になります。

EZSHシリーズ 取り付け概要

15

※表に書かれている取付板の厚さは、取り付けに必要な最低条件です。
精度を要求する場合は、負荷条件、剛性⾯、振動などの設置条件を
考慮して取付板の厚みを設計してください。



■ワークの固定
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●ワーク取付板

■サンプルCADデータの緒元

ワーク取付板

ベースプレート

位置決めピン丸⽳

位置決めピン丸⽳

位置決めピン 六⾓⽳付ボルト

EZSHシリーズのサンプルCADデータをご紹介します。サンプルCADデータは取扱説明書を元に設計しています。
EZSHシリーズのベースプレートは、設置⽅法に合わせてデータを2種類⽤意しました。

ねじ⽳
厚み

位置決めピン⽳
深座ぐり

位置決めピン （マイナス公差）

12mm

φ3H7,深さ5

5.5キリ,φ9.5深さ5.5

φ3h7,長さ10

M5,首下14

EZSH
6

φ3H7,深さ5

丸穴-丸穴

M5,深さ8.5

ワーク取付板

六⾓⽳付ボルト

シリーズ
型番

テーブル部
位置決めピン⽳

位置決めピン

六⾓⽳付ボルト

六⾓⽳付ボルト

位置決めピン

【スライダを下側から固定する場合】 【スライダを上側から固定する場合】

設計のポイント
・深座ぐりの⽳は、六⾓⽳付ボルトを通すため、JIS B 1176(1999・2000）を参考に設計しています。
使⽤されるねじの公差、加⼯⽅法を考慮して深座⼨法を調節してください。

・位置決めピンとスライダのテーブル部は「すきまばめ」で設計しています。
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●ベースプレート

位置決めピン

スライダ取付⽅向 スライダ下側から固定 スライダ上側から固定

ねじ⽳ M5,深さ7 -

深座ぐり - 5.5キリ,φ9.5深さ5.1

厚み
位置決めピン⽳
深座グリ 5.5キリ,φ9.5深さ7 -

ねじ⽳ - M5,深さ7

位置決めピン （マイナス公差） φ5h7,長さ10

六⾓⽳付ボルト M5,首下12

シリーズ
型番

位置決めピン⽳
丸穴-長穴

EZSH
6

φ5H7深さ5-長穴の幅5

ベースプレート

12mm

φ5*,深さ5

ガイド部

+0.03
0

設計のポイント
・深座ぐりの⽳は、六⾓⽳付ボルトを通すため、JIS B 1176(1999・2000）を参考に設計しています。
使⽤されるねじの公差、加⼯⽅法を考慮して深座ぐり⼨法を調節してください。

＊ベースプレートと、位置決めピンはピンが落ちないように「中間ばめ」で設計してください。CADデータ上では位置決めピン⽳はとまりに
なっています。板の厚さと、加⼯⽅法を考慮して⽳の深さを設計してください。

【スライダを下側から固定する場合】

【スライダを上側から固定する場合】
六⾓⽳付ボルト
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• 本資料の⼀部または全部を無断で転載、 複製することは、禁⽌されています。
• 本資料に記載されている情報、 機器、および装置の利⽤に関して産業財産権上の問題が⽣じても、 当社は
⼀切の責任を負いません。

• 本資料には正確な情報を記載するよう努めていますが、 万⼀ご不審な点や誤り、 記載もれなどにお気づきの点
がありましたら、最寄りのお客様ご相談センターまでご連絡ください。

• は、 ⽇本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。

■本資料について
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