
民間航空機、国防、および宇宙分野全般の機体やエン 
ジンといった重要アプリケーション向けに、高性能な 
金属製品を提供。 

AMTEKの高強度で優れた耐圧性と耐熱性を備えた軽量金属製品は、世界の航空
機のパフォーマンスと効率向上を目指して開発されています。 

•  高耐圧、高強度管
•  極薄、耐熱性箔
•  高導電性ニッケル帯材
•  精密金属帯材
•  高耐久性カスタム形状鋼線
•  特殊アトマイズ金属粉

航空宇宙



航空機の油圧および空気圧の制御系向けに開発さ
れた、NADCAP認証済みシームレスチタンパイ 
プは、重量比に対する強度に優れ、最大5,000 psi
の耐圧性を備えています。大幅な軽量化で燃料消
費とオペレーティングコストを低減します。
耐熱性ステンレス鋼とニッケル合金製のパイプ
は、超高温のエンジンアプリケーション向けの高
強度製品です。

製品

•  チタニウム: Ti CP (グレード1、2)、Ti 6Al-4V  
 (グレード5)、Ti 3Al-2.5V (グレード9)、Ti  
 6AI-4V ELI (グレード23)、Ti A-40
•  ステンレス鋼: 304、316、321、347、 
 15-5PH、17-4PH、21-6-9、FV607
•   ニッケル合金:75、263、600、625、718

、X-750、Waspaloy®

•  寸法:0.010 in (0.25 mm) ～ 1.5 in  
 (38.10 mm) OD
•   シームレス、溶接、溶接後リドロー  

(チタンシームレスのみ)

アプリケーション
•  油圧および空気圧の制御系統
•  アクチュエーター
•  計器類
•  ランディングギア
•  ピトー管
•  コンボリュート構造 / シール
•  エンジンフューエルライン
•  消火、ドレンライン、ブリードエアー系統
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耐圧性に優れた、高強度精密管

www.finetubes.com   |   www.superiortube.com

詳細はこちらをクリック 詳細はこちらをクリック



極薄、高耐熱性箔、精密帯鋼
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ほぼすべての合金に対応し、極薄金属帯および
箔を業界最高レベルの厳密な厚さ精度で1.5mm 
(0.060”) から最薄1.5μ (0.000060”) までの厚
さに圧延加工。 
厚さ精度および、機械、物理、電機、磁性の各特
性の管理、ならびに表面仕上の卓越した技術を誇
ります。

製品
•   精密耐熱ろう付箔 ― 膜厚  

0.0025mm ～ 0.01mm  
(0.0001” ～ 0.0004”)

•  特殊センサーダイアフラム向け帯鋼
•   合金: ステンレスと耐熱鋼、ニッケルと 

高ニッケル合金、ニッケル基超合金、コバル
ト基超合金、カスタム合金、銅および銅合
金、チタン、熱膨張制御合金

アプリケーション
•  ろう付箔: ジェットエンジンのファンブレー 
 ド、ベーン、およびハウジングに使用。メタ 
 ルハニカム両側の内側と外側スキンの間な 
 ど、重要なエンジンパーツを 接合します
•  ダイアフラム: 航空宇宙向け特殊センサー 
 アプリケーションに使用

www.hpmetals.com

詳細はこちらをクリック
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高導電性ニッケル帯材
AMETEKの高純度ニッケル帯材を使用したバ
ッテリー用コネクターは、従来のニッケル鋳鉄
帯鋼を使用したコネクターよりも導電性を15
～20%向上します。
弊社では、すべての帯材の製造に、現在市販さ
れているいる中で最高レベルの純度を達成し
た、確かな金属粉末鍛造プロセスを用いていま
す。これによりバッテリー端子コネクターのイ
ンピーダンスを低減し、導電性が向上するた
め、より多くの電力の送電が実現します。

製品
•  最高レベルの純度 (99.98%) で導電性を向上
•  低インピーダンス
•  提供しているニッケルグレード: Ni200、 
 Ni201、Ni270、899L、899A
•  板厚範囲: 最低50μ
•  標準およびカスタム寸法 & 焼入れ
•  素材のカスタマイズ対応
•  最小発注単位あり
•  短納期

アプリケーション
• 航空宇宙用バッテリー
• 熱交換器
• ベローズ

www.ametek-ct.com

詳細はこちらをクリック



高耐久性カスタム形状鋼線

www.ametek-ct.com
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特殊形状線および平線製品を、標準およびカスタ
ム形状ならびに各種合金から選択可能な広範な製
品種で提供。
弊社の金属粉末鍛造プロセスで製造される各製品
は、純度、安定性、細かな組成制御といった利点
が評価されています。これらの利点が、金型の摩
耗低減、成型やめっきの性能向上に貢献します。
航空宇宙分野では、主に航空機のリモート制御を
行うプッシュプルメカニズムに使用されます。弊
社の異形線は、ベアリングを使ったリンク機構を
使用した高い引張強度と圧縮力が要求されるアプ
リケーション向けデバイスや、厳密な半径寸法が
要求されるケーブルアセンブリ―のメーカーで使
用されています。

製品 

•  合金: アルミ、銅、銅合金、ニッケル、 
 ニッケル合金、ステンレス鋼、特注
•  断面形状: 丸、正方形、長方形、半円、六角、 
 平線、束、特注
•  寸法: 長方形0.010” ～ 0.200”、 
 丸0.004” ～ 0.250”、平0.008” x 0.018”
•  角加工: スクエア、ラウンド、圧延状態、ラウ 
 ンド、完全ラウンド、 混合

アプリケーション 

•  航空機制御、燃料遮断、ファスナー、   
 ランディングギア、エマージェンシーコント 
 ロールの リモート操作に必要なプッシュプル 
 メカニズム
•  航空宇宙向けリベット用カラー固定テープ

詳細はこちらをクリック



特殊アトマイズ法金属粉

www.powderclad.com
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AS9100承認の金属粉メーカー経由で、複数の製
品を提供しています。弊社製品の多くは、航空宇
宙業界向けの金属溶射塗装用の主な混合材料や独
自素材として使用されています。

製品 

•  ニッケルクロム80/20
•  PF 60
•  Inconel 600

詳細はこちらをクリック



帯鋼
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管
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補助電源ユニット 
フューエルフィード

空調システム

動翼油圧サーボアクチュ
エータシステム

油圧高圧ポンプシステム。 
エンジン駆動ポンプ 
(EDP) アクチュエーター
システム 酸素配管

ランディングギア油圧格
納ジャッキ / ブレーキシ
ステムギャレー用ポータブル給水

システム

フューエルライン

排水系統

航空宇宙用バッテリー

熱交換器

ベローズ

航空宇宙向け特殊センサ
ーアプリケーション用ダ
イアフラム

ジェットエンジンのファ
ンブレード用、ろう付箔

航空宇宙向けリベット用カ
ラー固定テープ

プッシュプルメカニズム

油圧ノーズ  
ランディングギア

弊社の金属製品は民間機から戦闘機、衛星にまで使用され、航空宇宙分野の性
能向上に貢献しています。

弊社取引先:エアバス、ボーイング、ボンバルディア、エンブラエル、GE・ア
ビエーション、リープヘル、ロッキード・マーティン、レイセオン、ロールス
ロイス、スネクマ (サフラングループ)、UTC等。

溶射粉体塗装
スラストリバーサー 
ドアアクチュエーター

•

ピトー管

•  アフターバーナー
•  戦闘機油圧系統
•  高性能アクチュエーター
•  ピトー管
•  フレキシブルヒーター
•  レーダー / サウンド検知
•  ハイパワーバッテリー

防衛アプリケーション
•	 衛星推進システム
•	 衛星フレキシブルヒーター
•	 宇宙機ロケットエンジン
•	 宇宙船ローンチおよび   
 デトネーションシステム

宇宙アプリケーション

フューエルマニホールド
システム



AMETEK Specialty Metal Products (SMP) は、電子機器および電気
機械装置で世界をリードするメーカーAMETEKの1部門であり、年間売
上額は約50億ドルです。
AMETEKでは150以上の営業所に18,000人の従業員を擁し、世界
30か国以上にセールス、サービス、サポートのグローバルなネッ
トワークを誇ります。
スペシャルティメタルズ部門は5つの事業で構成し、アメリカ
合衆国と英国に事業所を置いています。すべての拠点で精密
金属帯、超薄箔、特殊形状鋼線、金属加工コンポーネント製
品、熱管理製品、高純度金属粉、精密管、クラッド板など
の最先端の金属製品を、定評ある専門技術で製造してい
ます。
弊社の高性能金属製品は、世界中の航空宇宙、オー
トモーティブ、防衛、医療、電子機器、石油、ガ
ス、原子力をはじめとする広範な業界で様々な重
要なアプリケーションに使用されています。

AMETEK SpEciAlTy METAl producTSについて

掲載されているデータは予告なく改訂されることがあります。AMETEKの製品、情報、および本書に掲載している推奨用途は、弊社の管理の及ばない範囲で使用される
場合があるため、弊社では弊社製品の適合性、適用性、あるいは情報や推奨用途の正確性について、いかなる状況においても明示または黙示を如何を問わず一切の保証
を行いません。AMETEK製品の適合性の判断に関しては、いかなる目的に関しても使用者が単独で責任を負うものとします。
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www.ametekmetals.com
Eメール: smp.connect@ametek.com   |   電話番号: +1 610.489.5260
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