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水潤滑式オイルフリースクリューコンプレッサ

GPシリーズ

／㈱IHI回転機械エンジニアリング

クラス “0” 取得！
「潤滑油」の代わりに「水」を使用する、水潤滑式オイルフリースクリ
ューコンプレッサです。「水潤滑式」により高効率でありながら、シンプ
ルな単段圧縮。環境負荷を低減し、省エネルギー・省メンテナンスを実現
します。
■仕様
• 圧縮形式
：水潤滑オイルフリー式
• 主電動機出力：15 ～ 75kW
• 吐出空気量 ：0.7 ～ 12.7m3/min
• 吐出圧力
：0.49 ～ 0.88MPa（G）
• 容量調整方式：インバータ回転数制御＋全自動負荷＋無負荷

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：03-6703-0410 URL：http://www.ihi.co.jp/compressor/

オイルフリーターボコンプレッサ

T2シリーズ

／㈱IHI回転機械エンジニアリング

クラス０取得！
IHI 独自開発の新型インペラ・新型軸受の採用により、空力性能の改善
と機械損失の低減を実現するとともに、より高い圧力領域まで対応範囲を
広げました。
また、各種構成部品の見直し、最適化により、従来機と比べて部品点数
を削減。今まで以上に信頼性の向上を図りました。
使いやすさを追求するため、タッチパネル制御盤を標準搭載することに
より、操作性・視認性の向上とともに、機能を充実させています。
■仕様
T2シリーズ＜ Model「T2A」、吐出圧力 0.69MPa（G）のケース＞
• 圧縮形式
：遠心式
• 主電動機出力：125 ～ 230kW
• 吐出空気量 ：1,344 ～ 2,598m3/h

問い合わせ先／カスタマーセンター
TEL：03-6703-0410 URL：http://www.ihi.co.jp/compressor/

オイルフリースクロールコンプレッサSLP-Fシリーズ

／アネスト岩田㈱

第３７回 資源エネルギー庁長官賞受賞！！
クラスゼロの認証を取得したオイルフリースクロール
コンプレッサの定番モデル。
■特長
• 高い耐久性
基本設計の大幅見直しにより 保証期間が従来機
の 1.6 倍に延長しました。
• メンテナンスコストの低減
シンプル設計を追求することで メンテナンスコ
ストを最大 25％低減しました。
• 騒音地の低減（5.5kW）
防音パッケージを新規設計したことで、静音性が
大幅に向上しました。
■仕様
• モータ定格（kＷ）：5.5/7.5
• 吐出し空気量（L/min）：640/840
• 制御圧力（MPa）：0.65 ～ 0.8
• トップランナーモータ搭載

TEL：045-591-1122
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ブローマシン用高圧エアー供給設備

／㈱加地テック

ペットボトルブローマシン用高圧ドライエアー供給設備として、更なる高効率・
省エネ・省メンテナンスを追求し、スクリュー＆ブースタ方式を進化させました。圧
力は～ 4.5MPa、高露点（− 30℃大気圧下）の圧縮エアーを供給する設備として、過
去最高の効率を実現しました。オイルフリー（無給油式）圧縮機による昇圧のため、
極めてクリーンなエアーを供給します。
■特長
• ブースタ圧縮機全面見直しにて、高効率、省メンテナンス型へ進化。
（高性能化プログラム、自社製脈動解析及び 3D CAD の活用にて）
• スクリュー圧縮機・ドライヤは、一流専門メーカの高性能機種をベースに採用。
• 各機器の性能を最大限に発揮させるシステムを解析と実機試験を経て完成。
• 小容量設備は、１パッケージ製作のため、極めてコンパクト
■導入のメリット
• 電力量は、従来型圧縮設備（一括昇圧設備）と比較し、最大約 15％削減ができます。
• メンテナンスコストは、従来型圧縮設備（一括昇圧設備）と比較し、最大約
40％削減できます。

問い合わせ先／東京支社 営業一課
TEL：03-3232-2651 URL：http://www.kajitech.com/
東日本地区担当：東京支社（sales_east_02@kajitech.com）
西日本地区担当：大阪営業課（sales_west_03@kajitech.com）

スクリューブロワー

／ケーザー ･ コンプレッサー㈱
ケーザー製スクリューブロワーは、従来型の一般的なロータリー式ルーツブロワ
ーに比べ、30% 以上の省エネを実現。省エネに関するユーザーのご要望を満たす製品
群です。
■特長
効率性

機種別に専用の高効率設計のSigmaBシリーズのエアーエンドを採用
ISO1217 AnnexC&E準拠によるパッケージ機としての性能保証
台数制御盤との接続により圧力でなく酸素濃度などによる運転制御も可能
大型モニター制御盤と多様なセンサーによりリモート運転に加えてIoT対
応、遠隔診断も可能
設置環境
屋外仕様に加えて、周囲温度-15～+50℃まで対応可能。
各種オプション 1.インバーター制御 (400V/50Hzまたは460V/60Hz)
2.台数制御盤
3.船舶向け Non Essential Service
4.空冷式または水冷式アフタークーラー

■仕様
• モーター定格：7.5kWから110kW
• 流量レンジ：2.1m3/minから67m3/min
• 騒音値：70dB(A) から75dB(A)

問い合わせ先／営業部
TEL：03-3452-7571 URL：http://jp.kaeser.com

オイル循環式スクリューコンプレッサー（低圧使用） ／ケーザー・コンプレッサー㈱
ケーザー製スクリューコンプレッサーは、さらなる省エネ化を目的に低圧仕様コ
ンプレッサーの販売を開始しました。
■特長
効率性

機種別に専用の高効率設計のSigmaシリーズのエアーエンドの設計
を改良
0.35～0.5MPaでの運転可能
モーター・エアエンド直結構造
IE4（スーパープレミアムモーター）採用開始
電子制御温度調整弁による運転温度低減
IoT対応機種、SAM.2との接続により予知保全診断のみならず圧縮空
気システムの効率運転もチェック可能
各種オプション 1.インバーター制御 (400V/50Hzまたは460V/60Hz)
2.台数制御盤
■仕様
• モーター定格：30kWから400kW
• 流量レンジ：5.55m3/minから87.6m3/min

問い合わせ先／営業部
TEL：03-3452-7571 URL：http://jp.kaeser.com
油空圧技術

Y1905-03.indd 67

2019.7. 67

5/30/2019 2:32:40 PM

月刊「油空圧技術」製品ガイド 7 月号：コンプレッサ
コベルコ IoT クラウドサービス

Kobelink

／コベルコ・コンプレッサ㈱

当社は、最新のIoT技術を活用した遠隔通信機能Kobelink（コべリンク）
対応機を従来のALE Ⅳ型機・KOBELION Ⅳ型機から拡充し、既設機・従来
機※へ対応するKobelinkキットの販売を 2019 年 3 月から開始致しました。
本サービスはクラウドサービスを通じ、エネルギー消費や運転状態の “ 見
える化 ” を実現。複数台を管理する場合でも、いつ・どこからでも一つの
画面で詳細なステータスを確認でき、日常的な点検業務を効率化します。
更に、記録したデータは CSV データ形式で取り出すことが可能。運転記
録を分析することで、省エネ対策にも活用頂けます。万が一のトラブル発
生時にもアラームが端末へ通知されるので見逃しを予防し、安定操業に繋
げます。
また、トラブル発生時直前のデータを遡って詳細に記録するため、事前
のトラブルシューティングにより速やかな復旧対応に貢献します。
※対象機種は別途お問い合わせ下さい。

問い合わせ先／販売企画室
TEL：03-5496-0012 URL：http://www.kobelco-comp.co.jp

空冷・移動式モーターセット

YS-A シリーズ

／東亜潜水機㈱

全国の救急救助機関で活躍する高性能コンプレッサです。
■特長
• 余裕の吐出量で、速やかに充填できます。
• ガス混入のない安全な空気が充填できます。
• 資格者不要。どなたでも使用できます（都道府県への申請は届出だけ
で済むため、手軽です）。
• コンパクトで取り回しに優れ、災害現場での充填が可能です。
• 用途に応じて柔軟にカスタム化できます（独自なシンプルな機構によ
り、特殊仕様にも対応できます）。

問い合わせ先／東京工場 コンプレッサー事業部
TEL：03-3803-2253 FAX：03-3803-2255

水冷式

YS シリーズ

／東亜潜水機㈱
迅速的確な圧縮ガス製造を可能にさせるコンプレッサです。
■特長
• 高純度の圧縮ガスを生み出します。
• 厳選した材質と新技術の投入により、高い信頼性を発揮します。
• 低振動・低騒音。なめらかな運動を実現しました。
• 定評ある扱いやすさ、メンテナンスの容易さは、確実に生かされてい
ます。

問い合わせ先／東京工場 コンプレッサー事業部
TEL：03-3803-2253 FAX：03-3803-2255
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TOSCONタンクマウントシリーズ（VT形・VLT形）

／東芝産業機器システム㈱

従来のモータに比べて効率が高い IE3 効率のトップランナーモータを搭載
（0.75kＷ以上）し、エネルギー消費量の抑制により環境保護に貢献します。
シリーズ

97
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作動圧力
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特長

潤滑方式

給油

◆中圧（1.4MPa)は2.2～11kWまでラインアップ。
◆中圧機種はオイルの白濁発生を抑制する中間
水分離器を標準装備。

（低圧タイプ(1.0MPa)の機種でオイルの白濁が懸念される
場合は、中間水分離器キットの取付けをご検討ください。）

◆潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要。
無給油 ◆3.7ｋＷ以上の機種には時間計を標準装備し、
メンテナンス時間の把握が可能。
特長

潤滑方式

◆中圧（1.4MPa)は2.2～11kWまでラインアップ。
◆中圧機種はオイルの白濁発生を抑制する中間
水分離器を標準装備。



97
0.8～1.0
給油

問い合わせ先／モータドライブ事業部
モータドライブ企画部
復帰圧力～
特長
シリーズ 容量(ｋＷ)
潤滑方式 （低圧タイプ(1.0MPa)の機種でオイルの白濁が懸念される

作動圧力
場合は、中間水分離器キットの取付けをご検討ください。）
 モータ企画・マーケティング担当


TEL：044-520-0390
URL：http://www.toshiba-tips.co.jp
◆低圧・中圧(1.4MPa/2.2～11kW)ともに冷凍式



エアドライヤ内蔵型もラインアップ。

◆低騒音対応のパッケージタイプ。

 0.7～0.85 給油 ◆中圧機種はオイルの白濁発生を抑制する中間
水分離器を標準装備。

◆潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要。

（低圧タイプ(1.0MPa)の機種でオイルの白濁が懸念される
9/7
0.8～1.0 無給油 ◆3.7ｋＷ以上の機種には時間計を標準装備し、

場合は、中間水分離器キットの取付けをご検討ください。）

◆オイルアラームを全機種標準装備。

メンテナンス時間の把握が可能。




従来のモータに比べて効率が高いIE3効率のトップランナーモータを搭載


◆冷凍式エアドライヤ内蔵型もラインアップ。
)3

TOSCON静音シリーズ（FP形・FLP形）

／東芝産業機器システム㈱

（0.75kＷ以上）し、エネルギー消費量の抑制により環境保護に貢献します。

◆低騒音対応のパッケージタイプ。
)/3
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0.7～0.85 無給油 ◆潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要。
復帰圧力～
特長
潤滑方式 ◆3.7ｋＷ以上の機種には時間計を標準装備し、
作動圧力
メンテナンス時間の把握が可能。

0.7～0.85

給油

◆低圧・中圧(1.4MPa/2.2～11kW)ともに冷凍式
エアドライヤ内蔵型もラインアップ。
◆低騒音対応のパッケージタイプ。
◆中圧機種はオイルの白濁発生を抑制する中間
水分離器を標準装備。

（低圧タイプ(1.0MPa)の機種でオイルの白濁が懸念される
場合は、中間水分離器キットの取付けをご検討ください。）

◆オイルアラームを全機種標準装備。

◆冷凍式エアドライヤ内蔵型もラインアップ。
◆低騒音対応のパッケージタイプ。
0.7～0.85 無給油 ◆潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要。
◆3.7ｋＷ以上の機種には時間計を標準装備し、
メンテナンス時間の把握が可能。

問い合わせ先／モータドライブ事業部 モータドライブ企画部
モータ企画・マーケティング担当
TEL：044-520-0390 URL：http://www.toshiba-tips.co.jp

大型オイルフリースクリュー圧縮機 SDS-NEXT Ⅲシリーズ

／㈱日立産機システム

大型オイルフリースクリュー圧縮機はIoTクラウド監視サービスに標準対応な
ど、機能アップした SDS-NEXT Ⅲシリーズ（60 ～ 770kW）を発売。
■特長
• クラウド監視に必要な通信機能を標準装備。
• 日立グループ内のクラウドに繋ぐことで面倒な工事が不要で容易に安全な
遠隔監視サービス「FitLive® サービス」のご利用が可能。
• 「FitLive® サービス」は、強固なセキュリティを確保した日立のクラウド環
境下で、24時間365日いつでもどこでもパソコンやスマートフォン、タブ
レット端末などを通じてリアルタイムに圧縮機の稼働状態を把握でき、稼
働情報や月報などの帳票出力も可能、圧縮機の異常時にはアラートメール
を自動配信。
契約プランは手軽にご利用できる無料プランと点検・修理履歴の帳票出力
や部品リクエストなどで保守工数の低減が可能な有料プランの選択制を導
入。

問い合わせ先／空圧グローバル統括本部
空圧システム事業部 企画管理部
TEL：03-4345-6075 URL：http://www.hitachi-ies.co.jp/
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窒素ガス発生装置（N2パック）NEXT Ⅲシリーズ

／㈱日立産機システム

窒素ガス発生装置（N2 パック）は、このたびIoTクラウド監視サービス「FitLive®
サービス」対応など機能アップしたNEXT Ⅲシリーズ発売。
■特長
• 操作パネルでユーザー登録するだけで IoT クラウド監視サービスを手軽に
導入、24時間 365 日リアルタイムに圧縮機の稼働状態を把握可能なIoTク
ラウド監視サービス「FitLive®」に標準対応。
• バックアップ機能
複数台搭載した圧縮機の内、万が一 1 台の圧縮機が故障しても運転継続し
窒素ガス供給を継続。
※純度を維持するには、窒素ガス使用量を低減する必要があります。

• 省エネマルチドライブ制御で「勝手に省エネ」

圧縮機の運転台数を自動調整。窒素ガス使用量に応じ発生プロセスを最適
化し窒素ガス純度を維持しながら省エネを実現する「自動省エネモード」
搭載。

問い合わせ先／空圧グローバル統括本部
空圧システム事業部 企画管理部
TEL：03-4345-6075 URL：http://www.hitachi-ies.co.jp/

屋外設置型スクリュコンプレッサ

SMSシリーズ

／北越工業㈱ AIRMAN）

屋外にも設置できる専用のボンネット構造を採用。
運転音の静かな防音パッケージタイプで、モータ出力3.7〜75kWまでを
ラインナップ。省エネの、インバータ制御・二位置制御・レギュレータ制
御からお客様の用途に合った機種をお選びいただけます。
■特長

① 屋外にそのまま設置できるから
• コンプレッサ用の建物が不要です。
• 工場内のスペースを有効利用できます。
• 屋外の空き地を利用できます。
② 外気で直接冷却するから
• 夏場のオーバーヒートを回避できます。
• コンプレッサの熱が気になりません。
• ダクトや換気扇が不要です。
③ スクリュだから
• とても静かです。
• 振動が少ないです。
• ドライヤ内蔵型でコンパクトです。

問い合わせ先／販売促進部
TEL：03-3348-7251 URL：http://www.airman.co.jp

スクリュコンプレッサ

PROAIR ASシリーズ

／北越工業㈱（AIRMAN）

クラス最大級の空気量を実現した「PROAIR AS」シリーズ（モータ出力
15kW／22kW／37kW）に、待望の55kW・75kWクラスが新登場。
コンプレッサの心臓部である、スクリュロータの歯形を最適化したAS
ロータを搭載し、コンプレッサ本体の細部を見直すことで、クラス最大級
の空気量を実現しました。
従来機比で、最大15％空気量がアップし、省エネ性も向上。
インバータ制御・二位置制御・レギュレータ制御からユーザーの用途に
合った機種をお選びいただけます。
■特長

①大幅な空気量アップを実現した新開発の省エネコンプレッサ。
②とても静かな運転音を実現。
③周囲温度50℃まで標準対応。
④壁にぴったり設置可能で、スペースの有効活用が可能です。

問い合わせ先／販売促進部
TEL：03-3348-7251 URL：http://www.airman.co.jp
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熱回収式電動エアコンプレッサ

ＶＡシリーズ

／三浦工業㈱
／コベルコ・コンプレッサ㈱

エアコンプレッサで空気を圧縮する際に、高温の「圧縮熱」が発生します。
この圧縮熱は投入したエネルギーの90％以上になりますが、従来このエネルギー
は捨てられておりました。ミウラでは、長年、熱エネルギー利用技術に力を注いで
きた経験を活かして、圧縮熱を利用して温水を作り出します。温水をボイラ給水や
温水ユーティリティに使用することで、大幅なランニングコスト・CO2 削減を可能
にしました。
：① VA-1400CO ② VA-695CO ③ VA-540CF
• 型式
② 38.6
③ 38.1
• 圧縮機軸動力（kW） ：① 76
② 6.95
③ 5.4
• 吐出空気量（m3/min）：① 14.0
：① 60
② 35
③ 25
• 定格熱出力（kW）
：①給油式
②給油式
③オイルフリー式
• 潤滑方式

問い合わせ先／三浦工業㈱ SD推進部 SD推進課
TEL：03-5793-1060 URL：http://www.miuraz.co.jp
／コベルコ・コンプレッサ㈱ 販売企画室
TEL：03-5496-0012 URL：http://www.kobelco-comp.co.jp

蒸気駆動エアコンプレッサ

SD シリーズ

／三浦工業㈱

工場におけるエアコンプレッサの消費電力は、かなり大きなウェイトを
占めます。
ミウラは、エアコンプレッサの「熱回収（システム効率の向上）」「蒸
気駆動」という発想で、ランニングコストとCO2排出量の大幅な削減を実
現します。
• 型式
：①SD-1310COH ②SD-1310COH ③SD-695CO ④SD-770CF
• 圧縮機軸動力（kW） ：①75
②75
③38.6
④55
• 吐出空気量（m3/min）：①13.1
②13.1
③6.95
④7.7
• 定格熱出力（kW）
：①170
②131
③60
④78
• 入口蒸気圧力（MPa） ：①1.96
②0.98
③0.98
④0.98
• 定格蒸気量（t/h）
：①6.3
②3.8
③2.4
④2.4
• 潤滑方式
：①給油式
②給油式
③給油式
④オイルフリー式

問い合わせ先／三浦工業㈱ SD推進部 SD推進課
TEL：03-5793-1060 URL：http://www.miuraz.co.jp

コンプレッサ Zgaiard X シリーズ

／三井精機工業㈱

コンプレッサの歴代十代目の節目となった「Zgaiard X シリーズ」22・
37・55kW は、独自の圧縮機構「Ｚスクリュー」を極限まで高め、吐出し
空気量最大10％増大を実現しています。トップランナー規制対応モータを
採用し、高効率・省エネを両立。更に省エネロジックとして瞬時起動シス
テムの採用。地球温暖化対応機として周囲温度50℃でも異常停止しない運
転を可能にしました。従来より好評のカラー液晶モニター（タッチパネル
式）を7.0インチワイド液晶モニターに変更。解像度・応答スピードアッ
プ・IT通信機能の拡張性を充実し、使いやすさの面でも進化しています。

問い合わせ先／営業本部
TEL：049-297-6333 URL：http://www.mitsuiseiki.co.jp/
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水潤滑インバータオイルフリーコンプレッサi-14000X

／三井精機工業㈱

「i-14000Xシリーズ」15・22・37kWは、独自の圧縮機構「Z スクリュー」
を極限まで高め、吐出し空気量最大 7％増大を実現します。圧縮機の見直
しと高効率な永久磁石（IPM）モータを採用し、高効率・省エネを両立し
ています。自動水質制御ユニット内蔵により水質管理を簡素化・水質を安
定化。SUSロータとクラスゼロにより更に高品質なエアーを提供します。
また、省エネロジックとして瞬時起動システムの採用し地球温暖化対応
機として周囲温度50℃での過酷運転も可能にしました。従来より好評を頂
いている、カラー液晶モニター（タッチパネル式）を7.0インチワイドカ
ラー液晶モニターで解像度・応答スピードアップ・IT通信機能の拡張性を
充実し使いやすさの面でも進化しています。
３品業会（食品、薬品、化粧品）等、油分を嫌うユーザーに合った圧縮
空気を提供しています。

問い合わせ先／営業本部
TEL：049-297-6333 URL：http://www.mitsuiseiki.co.jp/

デュアルレシプロコンプレッサAPK（H）
-Dシリーズ

／㈱明治機械製作所

• 圧縮機本体を２台搭載した1.0MPa／1.4MPa仕様オイル式パッケージコンプレッ
サに加え22kW仕様の追加ラインナップ

• 使用空気量に応じで稼働本体を使い分けする事で動力費を節約
• マルチ運転・圧縮機本体２台同時運転や単独運転も可能

• 主機・補機の設定を前面スイッチで楽々切り替え
• 同等性能の補機を設置した場合と比較して 25％の省スペース化を実現
• トラブル・故障時のバックアップ機をお考えのユーザーにお勧め
• 普段は１台分の空気使用量で一時的に空気量が不足するユーザーにお勧め
• ２台同時運転は空気使用量が多く、変動が少ないユーザーにお勧め
• 1.4MPa仕様はタイヤ業界など休日に稼動するコンプレッサが故障した際の機会
損失の備えに

問い合わせ先／営業部 販売管理課
TEL：06-6309-1225 URL：https://www.meijiair.co.jp

30mm

www.nikko-pb.co.jp/
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