
鉛 
フリー 

ELVRoHS注 
※ 印製品を除く 

サーマロイBBタイプは、鋼裏金にDタイプ系材料（B1/6、B1/8、BL2/8のいずれか）をライニングし
たものです。 
高荷重で、スペースがとれないところに適しています。 
スライドプレート用材料及び巻ブシュが標準寸法化されております。 

BBタイプ材料 

・特殊材として、裏金にステンレス材を使ったタイプもあります。 

合金系列 

青 銅 系 

※鉛青銅系 

材質記号 

BB1/6

BB1/8

BBL2/8

裏　　金 

鋼 裏 金 

18
金属系 サーマロイBBタイプ 

（固体潤滑剤分散型バイメタル軸受） 

プレート標準寸法表（ご注文生産品） 
（単位：ｍｍ） 

合金厚 

肉　　厚 

R
m
ax
＝（
２
～
８
）S

長　　さ 

幅
 

500

1.5±0.05

2.0±0.05

2.5±0.05

3.0±0.05

5.0±0.075

8.0±0.075

0.4

0.6

0.9

1.0

1.0

1.3

70

70

120

120

120

110

＋0.2
　0

＋5.0
　0

BBL2/8-P1.5

BBL2/8-P2

BBL2/8-P2.5

BBL2/8-P3

BBL2/8-P5

BBL2/8-P8

品　　　番 合　金　厚 幅 長さ 肉　　　厚 

���



ブシュ寸法推奨相手寸法
ブシュ
内　径 合金厚肉厚外径軸径ハウジング内径

２５２０１５１０

��������０.５－０.０１３
－０.０２８１.０＋０.０５１

＋０.０３３φ１２　０
－０.０１５φ１０h７＋０.０１８

　 ０φ１２H７１０

��������０.５－０.０１３
－０.０２８１.０＋０.０５１

＋０.０３３φ１４　０
－０.０１８φ１２h７＋０.０１８

　 ０φ１４H７１２

��������０.５－０.０１３
－０.０２８１.０＋０.０５１

＋０.０３３φ１６　０
－０.０１８φ１４h７＋０.０１８

　 ０φ１６H７１４

������������０.５－０.０１３
－０.０２８１.０＋０.０５１

＋０.０３３φ１７　０
－０.０１８φ１５h７＋０.０１８

　 ０φ１７H７１５

����������������０.５－０.０１３
－０.０２８１.０＋０.０５１

＋０.０３３φ１８　０
－０.０１８φ１６h７＋０.０１８

　 ０φ１８H７１６

����������������０.５－０.０１３
－０.０２８１.０＋０.０６２

＋０.０４１φ２０　０
－０.０１８φ１８h７＋０.０２１

　 ０φ２０H７１８

������������０.５－０.０１３
－０.０３３１.５＋０.０６２

＋０.０４１φ２３　０
－０.０２１φ２０h７＋０.０２１

　 ０φ２３H７２０

０.５－０.０１３
－０.０３３１.５＋０.０６２

＋０.０４１φ２５　０
－０.０２１φ２２h７＋０.０２１

　 ０φ２５H７２２

������������０.５－０.０１３
－０.０３３１.５＋０.０６２

＋０.０４１φ２７　０
－０.０２１φ２４h７＋０.０２１

　 ０φ２７H７２４

��������０.５－０.０１３
－０.０３３１.５＋０.０６２

＋０.０４１φ２８　０
－０.０２１φ２５h７＋０.０２１

　 ０φ２８H７２５

０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７３

＋０.０４８φ３２　０
－０.０２１φ２８h７＋０.０２５

　 ０φ３２H７２８

����０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７３

＋０.０４８φ３４　０
－０.０２１φ３０h７＋０.０２５

　 ０φ３４H７３０

０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７３

＋０.０４８φ３６　０
－０.０２５φ３２h７＋０.０２５

　 ０φ３６H７３２

����０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７３

＋０.０４８φ３９　０
－０.０２５φ３５h７＋０.０２５

　 ０φ３９H７３５

０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７３

＋０.０４８φ４０　０
－０.０２５φ３６h７＋０.０２５

　 ０φ４０H７３６

０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７９

＋０.０５４φ４２　０
－０.０２５φ３８h７＋０.０２５

　 ０φ４２H７３８

����０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７９

＋０.０５４φ４４　０
－０.０２５φ４０h７＋０.０２５

　 ０φ４４H７４０

０.６－０.０１３
－０.０３３２.０＋０.０７９

＋０.０５４φ４６　０
－０.０２５φ４２h７＋０.０２５

　 ０φ４６H７４２

０.６－０.０２０
－０.０４５２.５＋０.０７９

＋０.０５４φ５０　０
－０.０２５φ４５h７＋０.０２５

　 ０φ５０H７４５

０.６－０.０２０
－０.０４５２.５＋０.０９６

＋０.０６６φ５５　０
－０.０２５φ５０h７＋０.０３０

　 ０φ５５H７５０

０.６－０.０２０
－０.０４５２.５＋０.０９６

＋０.０６６φ６０　０
－０.０３０φ５５h７＋０.０３０

　 ０φ６０H７５５

０.６－０.０２０
－０.０４５２.５＋０.０９６

＋０.０６６φ６５　０
－０.０３０φ６０h７＋０.０３０

　 ０φ６５H７６０

０.６－０.０２０
－０.０４５２.５＋０.１０５

＋０.０７５φ７０　０
－０.０３０φ６５h７＋０.０３０

　 ０φ７０H７６５

０.６－０.０２０
－０.０４５２.５＋０.１０５

＋０.０７５φ７５　０
－０.０３０φ７０h７＋０.０３０

　 ０φ７５H７７０

部品番号の表示方法 

BM   ◯◯   ◯◯ 
ブシュの長さ 
ブシュの呼び内径 
材質記号 

BM
Parts No.でご指示ください 
（本製品はご注文生産品です） 

1.内径φ160以上の長さ、外径公差は別途決定します。 
2.ご用命の際は合金材料のBB1/6・BB1/8・BBL2/8のいずれかと品番を併記してください。 
3.BBタイプ巻ブシュを取代付でハウジングに圧入した後に内径を仕上加工される場合には、径で0.2～0.3mmの 
　仕上代をつけて供給いたします。品番の後に「SS」記号を必ずつけてください。（BB1/8、BM5060SS） 
4.合金材料BBL2/8はRoHS・ELV規制対象外です。 

（注） 
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サーマロイBBタイプ寸法表 （ブシュ内径φ10～φ70） 

鉛 
フリー 

ELV

RoHS

注 

���



ブシュ
内　径内面取外面取

部品番号およびブシュの長さ　公差　 　±０.２５

７０６０５０４０３０

１０C０.２０.６×２０° 

１２C０.２０.６×２０° 

１４C０.２０.６×２０° 

１５C０.２０.６×２０° 

１６C０.２０.６×２０° 

１８C０.２０.６×２０° 

２０C０.５１.０×２０° ����

２２C０.５１.０×２０° ����

２４C０.５１.０×２０° ����

２５C０.５１.０×２０° ����

２８C０.５１.０×２０° ����

３０C０.５１.０×２０° ��������

３２C０.５１.０×２０° ����

３５C０.５１.０×２０° ��������

３６C０.５１.０×２０° ����

３８C０.５１.０×２０° ����

４０C０.５１.０×２０° ��������

４２C０.５１.０×２０° ����

４５C０.５１.０×２０° ������������

５０C０.５１.０×２０° ������������

５５C０.５１.０×２０° ����

６０C０.５１.０×２０° ������������

６５C０.５１.０×２０° ��������

７０C０.５１.０×２０° ��������

外
　　
径
 

肉
　　
厚
 

合
金
厚
 

Rmax＝（２～８）S

合わせ面 

長さ 

（単位：mm） 

���



ブシュ
内　径

ブシュ寸法推奨相手寸法
ブシュ
内　径 内面取外面取

部品番号およびブシュの長さ　公差　 ±０.２５
合金厚肉厚外径軸径ハウジング内径

１００８０６０

７５C０.５１.０×２０° �������������０.９－０.０２０
－０.０４５３.０＋０.１２６

＋０.０９１φ８１　０
－０.０３０φ７５h７＋０.０３５

　 ０φ８１H７７５

８０C０.５１.０×２０° �������������０.９－０.０２０
－０.０４５３.０＋０.１２６

＋０.０９１φ８６　０
－０.０３０φ８０h７＋０.０３５

　 ０φ８６H７８０

８５C０.５１.０×２０° �������������０.９－０.０２０
－０.０４５３.０＋０.１２６

＋０.０９１φ９１　０
－０.０３５φ８５h７＋０.０３５

　 ０φ９１H７８５

９０C０.５１.０×２０° �������������０.９－０.０２０
－０.０４５３.０＋０.１２６

＋０.０９１φ９６　０
－０.０３５φ９０h７＋０.０３５

　 ０φ９６H７９０

９５C０.５１.０×２０° �������������０.９－０.０２０
－０.０４５３.０＋０.１３９

＋０.１０４φ１０１　０
－０.０３５φ９５h７＋０.０３５

　 ０φ１０１H７９５

１００C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１３９

＋０.１０４φ１０６　０
－０.０３５φ１００h７＋０.０３５

　 ０φ１０６H７１００

１０５C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１３９

＋０.１０４φ１１１　０
－０.０３５φ１０５h７＋０.０３５

　 ０φ１１１H７１０５

１１０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１３９

＋０.１０４φ１１６　０
－０.０３５φ１１０h７＋０.０３５

　 ０φ１１６H７１１０

１１５C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１６２

＋０.１２２φ１２１　０
－０.０３５φ１１５h７＋０.０４０

　 ０φ１２１H７１１５

１２０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１６２

＋０.１２２φ１２６　０
－０.０３５φ１２０h７＋０.０４０

　 ０φ１２６H７１２０

１２５C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１６２

＋０.１２２φ１３１　０
－０.０４０φ１２５h７＋０.０４０

　 ０φ１３１H７１２５

１３０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１６２

＋０.１２２φ１３６　０
－０.０４０φ１３０h７＋０.０４０

　 ０φ１３６H７１３０

１３５C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１７４

＋０.１３４φ１４１　０
－０.０４０φ１３５h７＋０.０４０

　 ０φ１４１H７１３５

１４０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１７４

＋０.１３４φ１４６　０
－０.０４０φ１４０h７＋０.０４０

　 ０φ１４６H７１４０

１４５C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０５０３.０＋０.１７４

＋０.１３４φ１５１　０
－０.０４０φ１４５h７＋０.０４０

　 ０φ１５１H７１４５

１５０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０＋０.１７４

＋０.１３４φ１５６　０
－０.０４０φ１５０h７＋０.０４０

　 ０φ１５６H７１５０

１６０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０φ１６６　０

－０.０４０φ１６０h７＋０.０４０
　 ０φ１６６H７１６０

１８０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０φ１８６　０

－０.０４０φ１８０h７＋０.０４６
　 ０φ１８６H７１８０

２００C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０φ２０６　０

－０.０４６φ２００h７＋０.０４６
　 ０φ２０６H７２００

２２０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０φ２２６　０

－０.０４６φ２２０h７＋０.０４６
　 ０φ２２６H７２２０

２５０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０φ２５６　０

－０.０４６φ２５０h７＋０.０５２
　 ０φ２５６H７２５０

２８０C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０φ２８６　０

－０.０５２φ２８０h７＋０.０５２
　 ０φ２８６H７２８０

３００C０.５１.０×２０° ����������������０.９－０.０２５
－０.０６５３.０φ３０６　０

－０.０５２φ３００h７＋０.０５２
　 ０φ３０６H７３００

部品番号の表示方法 

BM   ◯◯   ◯◯ 
ブシュの長さ 
ブシュの呼び内径 
材質記号 

BM
（単位：ｍｍ） 

Parts No.でご指示ください 
（本製品はご注文生産品です） 

1.内径φ160以上の長さ、外径公差は別途決定します。 
2.ご用命の際は合金材料のBB1/6・BB1/8・BBL2/8のいずれかと品番を併記してください。 
3.BBタイプ巻ブシュを取代付でハウジングに圧入した後に内径を仕上加工される場合には、径で0.2～0.3mmの 
　仕上代をつけて供給いたします。品番の後に「SS」記号を必ずつけてください。（BB1/8、BM5060SS） 
4.合金材料BBL2/8はRoHS・ELV規制対象外です。 

（注） 
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サーマロイBBタイプ寸法表 （ブシュ内径φ75～φ300） 
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