
安全にご使用いただくために
吸着脱臭機（ADS・Pi　　・VF-5HG・VF-5HN・VF-5H）
●ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●吸着脱臭機はヒュームの集塵とそれに伴う臭気を脱臭します。
●次の物質は吸引しないでください。
　

●火花を含む粉塵を吸引する場合は機種選定前に当社支店・営業所にご相談ください。
●本機は防爆仕様ではありません。法令等で定める危険場所には設置できません。
●引火性・腐食性の霧・煙・ガスが滞留する場所や爆発性のある可燃性粉塵が滞留する場所
　およびこれらの付近で使用しないでください。
●設置について法令および条例による規定がある場合はその規定に従ってください。
●使用環境温度は0℃～40℃です。
●感電防止のため必ずアースを接続してください。
●配管は粉塵のたまりがないように垂れさがりがなく集塵条件に合わせて最適な配管径で
　最短距離となるように設置してください。
●取扱説明書に記載された保守に関する指示に従い、日常点検および定期点検を励行してください。
　点検について法令および条例による規定がある場合はその規定に従ってください。
●本機は日本国内での取引並びに使用を前提とし、海外で使用する場合の保証等に関する責任は負いかねます。
　日本国外での使用を前提とする場合は、事前に当社とお打ち合わせください。

VOC除去装置（VRC　 ）
●ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●VRCは揮発性有機化合物の臭気を脱臭します。
●当社と打ち合せのうえ当機で吸引できることを確認した物のみを吸引対象としてください。
●次の物質は吸引しないでください。
・ 粉塵 …粉塵・ミストを多量に含むガスの直接吸引はしないでください。
　 …粉塵・ミストを含む場合は集塵機などで前処理をしてください。
●本機は防爆仕様ではありません。法令等で定める危険場所には設置できません。
●引火性の霧・煙・ガスが滞留する場所や爆発性のある可燃性粉塵が滞留する場所
　およびこれらの付近で使用しないでください。
●設置について法令および条例による規定がある場合はその規定に従ってください。
●使用環境温度は0℃～40℃です。
●感電防止のため必ずアースを接続してください。
●配管は垂れさがりがなく捕集条件に合わせて最適な配管径かつ最短距離となるように設置してください。
●取扱説明書に記載された保守に関する指示に従い、日常点検および定期点検を励行してください。
　点検について法令および条例による規定がある場合はその規定に従ってください。
●本機は日本国内での取引並びに使用を前提とし、海外で使用する場合の保証等に関する責任は負いかねます。
　日本国外での使用を前提とする場合は、事前に当社とお打ち合わせください。
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細江事業所

全国に広がるアマノサービスネットワーク

ご用命は信頼と実績の当店で 

〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目9番7号 トレランス銀座ビルディング5F

TEL（03）3543-4112　FAX（03）3543-4124

〒343-0045 埼玉県越谷市下間久里字前田167-1

TEL（0489）76-3811　FAX（0489）73-1128

〒223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜1丁目9番5号
TEL（045）540-8062　FAX（045）532-0404

〒464-0084 愛知県名古屋市千種区松軒2丁目14番11号
TEL（052）723-1305　FAX（052）719-1472

〒471-0843 愛知県豊田市清水町7丁目1番7号
TEL（0565）25-3560   FAX（0565）25-3561

〒612-8417 京都府京都市伏見区竹田向代町川町29-12
TEL（075）662-2171   FAX（075）692-3010

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1丁目6番17号
TEL（06）6531-9131　FAX（06）6539-2062

〒733-0034 広島県広島市西区南観音町23番10号
TEL（082）295-7261　FAX（082）235-2216

全国アマノサービス網でお客様をサポート 

〒812-0043 福岡県福岡市博多区堅粕3丁目6番15号

TEL（092）473-61   FAX（092）415-5004

粉塵濃度の高い場所に設置する場合は、電装部の粉塵対策を別途実施してください。●

粉塵濃度の高い場所に設置する場合は、電装部の粉塵対策を別途実施してください。●
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改正悪臭防止法は、特定悪臭物質だけではなく、
臭気そのものが規制の対象とされています。

1971年に制定された悪臭防止法では、工場や事業場から発生する

悪臭について、アンモニア、硫化水素など、法に定められた特定悪臭

物質の個々の濃度によって規制される「物質濃度規制」が行われて

きました。しかし最近では、規制基準を下回る悪臭物質が多種排出さ

れ混ざり合った複合臭や、指定された悪臭物質以外の物質が原因

である苦情が増加しています。

そうした事態に対応するため、1995年に改正・悪臭防止法が施行さ

臭気指数とは、あらかじめ嗅覚が正常であることの検査に合格した被検者が、においの付
いた空気や水ににおいが感じられなくなるまで無臭空気(水の場合は無臭水)で薄めたと
きの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数値に10を乗じた数値です。臭気指数の
算出式は、次のとおりです。

臭気強度 内　容 規制基準の範囲 臭気指数

0 無臭
1 やっと感知できる臭い
2 何の臭いか分かる弱い臭い

2.5 (2と3の中間) その他地域(2.5-3.0) 10～15

3 楽に感知できる臭い 12～18

3.5 (3と4の中間) 工業地域等(3.0-3.5) 14～21
4 強い臭い
5 強烈な臭い

臭気指数基準の例

臭気指数=10× Log10( 臭気濃度 )
例えば、においを含んだ臭気や水を 100 倍に希釈した
とき、においを感じられなくなった場合、臭気濃度は
100、その臭気指数は 20となります。
臭気指数= 10 × Log10(100)

=10 × 2
=20

れています。この改正で、悪臭防止法に基づく規制方式に、人間の

嗅覚を用いてにおいの程度を判定する「臭気指数規制」が新たに導

入されています。臭気指数を算出する臭気測定法は臭いそのものを

測定するため、全ての臭気が対象となります。指定された悪臭物質

以外の物質が原因の悪臭も、規制されることになります。そのため、特

定悪臭物質を取り扱っていない事業場についても、規制の対象とな

り、適切な対応が必要となっています。

人の嗅覚で判定する「臭気指数規制」が新たに導入されています。

 臭気指数とは

1

特定悪臭物質
（悪臭防止法）

臭　　気　　強　　度 その他該当する法規
許容濃度 爆発下限界

1 2 2.5 3 3.5 4 5 安衛法 有機則 特化則

1 アンモニア 0.1 0.6 1 2 5 10 40 ○ ○ 25ppm 15%

2 メチルメルカプタン 0.0001 0.0007 0.002 0.004 0.01 0.03 0.2 ○ 0.5ppm 3.9%

3 硫化水素 0.0005 0.006 0.02 0.06 0.2 0.7 8 ○ ○ 10ppm 4.0%

4 硫化メチル   0.0001 0.002 0.01 0.05 0.2 0.8 20 ○ 10ppm 2.2%

5 二硫化メチル 0.0003 0.003 0.009 0.03 0.1 0.3 3 ○ 0.5ppm 1.1%

6 トリメチルアミン 0.0001 0.001 0.005 0.02 0.07 0.2 3 ○ 5ppm 2.0%

7 アセトアルデヒド 0.002 0.01 0.05 0.1 0.5 1 10 ○ 25ppm 4.0%

8 プロピオンアルデヒド 0.002 0.02 0.05 0.1 0.5 1 10 20ppm 2.6%

9 ノルマルブチルアルデヒド 0.0003 0.003 0.009 0.03 0.08 0.3 2 - 1.9%

10 イソブチルアルデヒド 0.0009 0.008 0.02 0.07 0.2 0.6 5 - 1.6%

11 ノルマルバレルアルデヒド 0.0007 0.004 0.009 0.02 0.05 0.1 0.6 50ppm 1.4%

12 イソバレルアルデヒド 0.0002 0.001 0.003 0.006 0.01 0.03 0.2 - -

13 イソブタノール 0.01 0.2 0.9 4 20 70 1000 ○ ○ 50ppm 1.7％

14 酢酸エチル 0.3 1 3 7 20 40 200 ○ ○ 400ppm 2.2％

15 メチルイソブチルケトン 0.2 0.7 1 3 6 10 50 ○ ○ 50ppm 1.4％

16 トルエン 0.9 5 10 30 60 100 700 ○ ○ 50ppm 1.2％

17 スチレン 0.03 0.2 0.4 0.8 2 4 20 ○ ○ 20ppm 1.1％

18 キシレン 0.1 0.5 1 2 5 10 50 ○ ○ 100ppm 0.9％

19 プロピオン酸 0.002 0.01 0.03 0.07 0.2 0.4 2 ○ 10ppm 2.1％

20 ノルマル酪酸 0.00007 0.0004 0.001 0.002 0.006 0.02 0.09 - 2.0％

21 ノルマル吉草酸 0.0001 0.0005 0.0009 0.002 0.004 0.008 0.04 - 1.6％

22 イソ吉草酸 0.00005 0.0004 0.001 0.04 0.01 0.03 0.3 - -

（単位:ppm）

臭気指数は、人の嗅覚を用いて測定する「嗅覚測定法」により算出されます。

特定悪臭物質の臭気強度と物質濃度の関係
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ADSORPTION DEODORIZER

吸着脱臭吸着脱臭
ご要望に合わせて最適なシステムを設計・施工します。

吸着脱臭システム

プラント設備全体をカバーでき、
高性能・高品質で安価なシステムを
実現できます。

ADSシリーズ

型式
大きさ［ｍｍ］ 処理風量

［㎥/min］
活性炭充填
容積［㎥］

本体質量
［ｋｇ］

層厚
［ｍｍ］

層速
［ｍ／ｓ］Ｗ Ｄ Ｈ

K180 1,800 2,300 2,150 ～180 3.28 1,900 400 0.4

K240 2,400 2,300 2,150 ～240 4.35 2,300 400 0.4

K300 3,000 2,300 2,150 ～300 5.48 2,600 400 0.4

K360 3,600 2,300 2,150 ～360 6.55 3,000 400 0.4

K420 4,200 2,300 2,150 ～420 7.62 3,500 400 0.4

K480 4,800 2,300 2,150 ～480 8.74 3,800 400 0.4

■ADS-２０００活性炭吸着塔シリーズ
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■特徴
安定した脱臭性能
・ ＡＤＳシリーズは、活性炭等の吸着剤を使用した脱臭システムです。
・ 臭気やガス成分・濃度に応じて吸着剤を選定し、幅広い用途に対応します。

オプション対応力
・ 作業工程によっては、吸着剤の性能を阻害する粉塵やミスト・ヒュームなど
と一緒に臭気が発生します。
ＡＤＳシリーズは、様々な条件に対応するオプションユニットを御用意して
おります。

■脱臭用途

ごみ処理施設 リサイクル施設

塗装施設 排水処理施設

塗料製造工場 鋳物工場

化学工場 その他溶剤臭

活性炭取扱い上の留意点
・ 湿潤活性炭は、空気中の酸素を吸着し、装置内では酸素欠乏状態に
なります。装置内に入る際は、労働安全衛生法に従ってください。
・ 活性炭を１０トン以上保管する場合は、消防法の指定可燃物扱いにな
ります。
・ 活性炭は触媒的性質を保有しています。処理物質によっては、分解反
応や酸化反応が促進され火災の原因となります。処理する物質に応
じて、適切な対策を講じてください。
・ その他の情報は、ＭＳＤＳを参照してください。

■脱臭用活性炭
活性炭の種類 除去対象物質 形状・粒度

中性ガス用活性炭
トルエン、キシレン、酢酸エチル、酢酸ブチル、ＭＥＫ、
ＭＩＢＫなど

v破砕状 ４－８メッシュ
または、

ペレット状４－６メッシュ

アルカリガス用活性炭 アンモニア、トリメチルアミンなど

酸性ガス用活性炭 硫化水素、硫化メチル、メチルメルカプタンなど

アルデヒドガス用活性炭 ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなど

特殊用途活性炭 水銀蒸気、ＰＣＢ、ダイオキシンなどの除去 －

※本体質量は、活性炭を除いた質量を表します。



VOC除去装置は、既存の触媒燃焼方式などと比べ、除去過程に
化石燃料を使わないため多量のCO2やNOXを発生しません。
また、排水や吸着剤廃棄物も発生しない方式です。
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VOC除去VOC除去
VOC REMOVER

高吸着能力ゼオライトでVOCを強力に
除去します。

※VOC:Volatile Organic Compoundの略であ
り一般的には印刷用のインク、接着剤、塗料など
の有機溶剤や部品洗浄用の溶剤のことをいう。

VRCシリーズ

処理風量 ～60㎥／min

型式 VRC-30 VRC-60
電源 3相200V  50/60Hz共用

電源消費量
起動時 16.8kW
無負荷時 ※9.4kW
※本体の主ブレーカー容量75A

起動時 32.5kW
無負荷時 ※17.0kW
※本体の主ブレーカー容量150A

処理風量 30㎥/min（at20℃）
※インバーターにより調整可

60㎡/min（at20℃）
※インバーターにより調整可

2次処理空気量 1.5㎥N/min
吸着ローター再生工程空気量

3.0㎥N/min
吸着ローター再生工程空気量

除去方式 ゼオライト濃縮プラズマ触媒酸化法
除去率 85%以上（トルエン100ppm時）
処理空気温度範囲 0～40℃
処理空気湿度範囲 80%以下
処理可能臭気物質 物件毎に検討
設置環境 非防爆環境屋内
使用環境温度範囲 0～40℃

吸引禁止物質

・ 高沸点物質（沸点200℃以上の物質）
・ オイルミスト・タール・ダスト
・ シリコン金属蒸気（鉛・亜鉛・水銀など）
・ リン化合物・ハロゲン類・硫黄化合物

HEPAフィルター
φ200mm

1140×757×1960
0kg

1次フィルター
吸込口径
大きさW×D×H［mm］
質量
騒音 66±2（dB［A］）以下

φ300mm 
1395×1325×1861 

■原理
処理空気中に含まれるVOC成分をゼオライトに通過させ除去し
清浄空気として排気します。

ゼオライトに吸着したVOC成分は熱風を通過させることに
より脱離しゼオライトを再生します。脱離したVOCは触媒部に
て酸化分解されます。

優れたVOC除去性能
・ 高吸着能力を持つゼオライトと酸化分解力の強い触媒装置により
高性能なVOC除去性能を発揮します。

低環境負荷
・ 活性炭吸着法などのように廃棄物は発生しません。
省エネ設計によりクリーンな電気エネルギー方式を採用することができました。

省エネルギー
・ ランニングコストは触媒燃焼方式の20分の1以下です。プラズマ触媒酸化法
により効率的な除去を実現しました。
熱交換器の使用により運転時の維持エネルギーを低減しました。

コンパクト
・ 吸着部と酸化分解部をコンパクトに一体化した省スペース設計です。

簡単な運転操作
・ 操作は運転スイッチの入切のみでおこなうことができます。
・ インバーター搭載により風量調節の自動化とファン省エネ化を実現しました。

■システムフロー

■仕様表

■特徴

揮発性有機化合物臭（VOC※）専用

※有機溶剤中毒予防規則による局所排気装置に準拠。
屋外排気を基本とします。
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悪臭は、原因物質の化学的性質によって異なるだけでなく、発生源や業種によっても変わってきます。そのため、脱臭装置も多種開発されています。脱臭方法の選定にあたって
は、脱臭効率が良いことはもちろん、イニシャルコスト、ランニングコストが安く、維持管理が容易な方法を十分検討することが大切です。 

脱臭装置の種類と概要および適用 悪臭の種類によって脱臭装置も多種多様。
脱臭効率、コストなどを踏まえて的確な選定が必要です。

脱臭装置 概　要 長　所 短　所 対応業種

燃
焼
法

直接燃焼装置

・ 600～750℃に加熱し無害の炭酸ガ
スと水に酸化分解して脱臭。

・ 広範囲の有機溶剤が脱臭可能。脱臭
効率の経年劣化はない。

・ 廃熱回収しなければ運転費が高価。
・ NOx、SOxの発生。

化製場、塗装、印刷、パルプ工場

蓄熱式燃焼装置

・ 蓄熱材により熱交換効率(85～
95%)を高めた燃焼装置。
・ 燃焼温度800℃以上。

・ 燃料費が大幅に低減され経済的に脱
臭が可能。
・ NOxの発生が少ない。

・ 設置スペース、重量が大きい。
・ 設備コストが高い。

塗装、印刷、ラミネート、化学工場

触媒燃焼装置

・ 触媒によって250～350℃の低温で
酸化分解して脱臭。

・ 直接燃焼法より運転費が安い。
・ NOxの発生が少ない。

・ 触媒劣化物質が含まれている場合は
対策が必要。

印刷、塗料、インキ製造、医薬品、食品加
工業

プ
ラ
ズ
マ
法

プラズマ脱臭法

・ 放電により活性分子、ラジカル、オゾン
を発生させ酸化分解して脱臭。

・ 低環境負荷、省エネルギー
・ 装置がコンパクト
・ 運転操作が簡単
・ 低ランニングコスト

・ ミスト、ダストを含む場合は前処理が
必要。
・ 設備コストが高い。

塗装、接着、印刷、化学製品製造、洗浄

吸
着
法
活性炭吸着法
ゼオライト吸着法

・ 吸着剤や酸化剤を充填し通風。
・ 充填材の効果がなくなれば、再生また
は新品と交換。

・ 装置費が安価。
・ 装置がコンパクト。
・ 運転操作が簡単。

・ 超低濃度に限定される。(濃度が高い
と交換費用が高価)

下水処理場、ゴミ処理場、食品加工、
ペットショップ、ゴム工場、プラスチック
製造業など

洗
浄
法
洗浄(スクラバー)式脱臭
装置

・ 薬剤をスプレーし、化学反応によって
脱臭。
・ 悪臭物質の種類によって、水、酸、アル
カリ、酸化剤水溶液等を使用。

・ 設備費が安価。
・ ミスト、ダストも同時処理可能。
・ ガスの冷却効果がある。

・ 廃水処理が必要。
・ 薬液濃度調整や計器点検など、日常管
理がシビアに必要。
・ 薬品に対する安全対策、装置の腐食対
策が必要。

下水処理場、し尿処理場、ゴミ処理場、
食料品製造、化学工場、畜産農場、と畜
場、ビルピット

オ
ゾ
ン
法
オゾン脱臭法

・ 放電により酸素を原料としたオゾンを
発生させ酸化分解して脱臭。

・ 装置がコンパクト
・ 広範囲における脱臭が可能
・ 運転費が非常に安価

・ オゾン濃度の調整が必要。
・ 余剰オゾンの処理が必要。

ゴミ処理場、老健施設、病院、厨房、
店舗

生
物
脱
臭
法

土壌脱臭法

・悪臭を土壌に通風して土壌中の微生物
によって分解脱臭。

・ 運転費が非常に安価。
・ 維持管理が容易。
・ 土壌の上層は花壇等、緑地に利用可
能。

・ 処理可能な悪臭物質に制限がある。
・ 通常低濃度臭気に適用。
・ 降雨時に通気抵抗が大きくなり、リー
クが生じる。
・ 広いスペースが必要。

下水処理場、し尿処理場、化製場、
浄化槽、動物飼育、堆肥など

充填塔式脱臭法

・ 微生物をつけた担体を充填した塔に
通風し、微生物によって分解脱臭。

・ 装置がコンパクト。
・ 維持管理が容易。
・ 運転費が非常に安価。

・ 処理できる悪臭物質に制限がある。
・ 微生物の馴致期間が必要。
・ 酸性廃液処理が必要な場合がある。

下水処理場、し尿処理場、ゴミ処理場、
浄化槽、化学工場、畜産農業、
ビルピットなど

そ
の
他
マスキング法
脱臭剤散布法

・ 悪臭に消臭・脱臭・芳香剤を噴霧、混
入、発生源に散布、被覆、滴下させ臭
気レベルの低下、脱臭。

・ 簡便で安価。
・ 低濃度臭気に効果。

・ 高濃度臭気には不適。
・ 臭気に合った消臭・脱臭剤の選定が
必要。

畜産農業、ゴミ処理場、下水処理場、
食料品製造、印刷、食品加工業、ペット
ショップ、ゴミ置場、ビルピット、堆肥など

60
67±2（dB［A］）以下

11   0kg7

NN

排気

2次側排気

VOC処理空気吸込口 2次空気吸入口

③1次ファン

⑦2次ファン

回転

⑧触媒部
（触媒加熱ヒーター）

②吸着ローター

①1次フィルター

④2次フィルター

受熱側 放熱側

熱交換⑤

⑥ローター加熱
ヒーター

■VRC-30 ■VRC-60

757 13251140

19
60

1395

18
61

自
ON/OFF
動運転通電点検

（単位：mm）
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DEODORIZATION FUME COLLECTOR

脱臭ヒュームコレクター脱臭ヒュームコレクター

簡単らくらくメンテ
ダストパック感覚で手を汚さずにフィル
ターと脱臭剤を交換できます。もちろん工
具不要です。

快適環境
有害ガス・粉塵・ヒューム・ニオイを除去し、
快適な作業環境間をつくります。

低価格で取り扱いが簡単な
レーザマーカ用脱臭ヒュームコレクターです。

VF-5HN

電源 単相100V 50/60Hz各専用
3相200V 50/60Hz各専用

出力 0.4kW
最大風量 3.6±0.2㎥/min
最大静圧 2.65kPa
騒音 65±2dB［A］以下

フィルター

ろ過方式 内面ろ過
面積 2.3㎡
内容積 約15リットル
材質 エレクトレット（電石不織布）
個数 1個

脱臭剤 活性炭（20リットル［8.4kg］）
電源コード 2.3m（プラグ付）
吸込口［別売］ φ63mm、φ75mm、φ100mm
大きさ　W×D×H［mm］ 400×400×780mm
質量［脱臭剤含］ 53kg
遠隔操作機能 有り
使用環境温度 0～40℃

レーザマーカ

フィルター 脱臭剤（活性炭）

により長期間にわたり安定した吸引力を発揮します。

手が汚れにくく工具不要
フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れない構造です。

ボディはステンレス製と鉄製2タイプ

レーザマーカ用脱臭ヒュームコレクターの決定版。
自動風量制御と新フィルターによりフィルターが長寿命になりました。

VF-5HG レーザマーカ

■仕様表

■仕様表

電源
3相200V 単相100V

　50/60Hz共用

モーター ブラシレスブロワーモーター

出力 1100W 875W

最大風量 3.0±0.3㎥/min 2.8±0.3㎥/min

最大静圧 20±3.0kPa 17±2.3kPa

騒音

フィルター

面積

内容積

材質

捕集性能

個数

脱臭剤

電源コード

吸込口

大きさ　W×D×H［mm］

質量

外板材質

運転制御

使用環境温度

70±2dB［A］以下
2.3㎡（内面ろ過式）
約15リットル

エレクトレット（電石不織布）

4

コンパクトボディー
活性炭ユニットとろ過助剤「ゼオパワー
\ZEOPOWER」自動舞い上げ機構内蔵でコ
ンパクトになりました。

長時間の安定集塵を実現
樹脂加工で発生する付着性ヒュームは
フィルターに積層されたろ過助剤「ゼオ
パワー\ZEOPOWER」で吸着しますので
フィルターのダメージを大幅に緩和しま
す。長期間の安定集塵を実現し、フィル
ター交換のサイクルが長くなります。

ゼオパワー 舞い上げ機構
ろ過助剤「ゼオパワー\ZEOPOWER」
をフィルター表面に自動で積層します。

パルスジェット運転間隔の設定可能

パルスジェット搭載。ろ過助剤「ゼオパワー 」をフィルター表面に積層。
フィルターのダメージを大幅に抑え長期間の安定集塵を実現します。

省スペース
軽量・小型で設置スペースが少なくてすみます。

ろ過助剤ゼオパワー 使用
安価な専用ろ過助剤「ゼオパワー\ZEOPOWER 」を使用
します。

ゼオパワー 舞い上げ機構
圧縮空気不要。本体内に供給された専用ろ過助剤「ゼオ
パワー\ZEOPOWER 」は、独自の舞い上げ方式でフィル
ター表面に積層することができます。（特許登録）

フィルターのダメージ緩和
樹脂加工で発生する付着性ヒュームはフィルターに積層
された「ゼオパワー\ZEOPOWER 」で吸着しますので、
フィルターのダメージを大幅に緩和することができます。

確実に臭気を吸着
臭気はこの専用ろ過 剤「ゼオパワー\ZEOPOWER 」
と、フィルターの下流にセットれた脱臭ユニット（活性
炭入り）で吸着捕集します。

ろ過助剤「ゼオパワー 」をフィルター表面に積層。
フィルターのダメージを大幅に抑え長期間の安定集塵を実現する小
型脱臭ヒュームコレクターです。

Pi

電源
出力
風量
静圧
騒音

フィルター
面積
個数
払い落とし

脱臭剤［活性炭］
ろ過助剤
［ゼオパワー\ZEOPOWER ］
バケット容量
電源コード
吸込口径
大きさ　W×D×H［mm］
質量［脱臭剤含む］
使用環境温度［℃］

単相100V50/60Hz各専用
0.4kW
1.6㎥/min
2.5kPa

63±2dB［A］以下
1.6㎡
1個

自動振動式
10kg

3リットル
2.3m（2心・プラグ付） 

φ50
380×500×847 

66.8kg
0～40

レーザマーカ
レーザプロッタ

VF-5H
レーザマーカ
レーザプロッタ

■仕様表

■仕様表

自動風量制御でフィルター長持ち
「自動風量一定制御」「エレクトレットフィルター」「高圧ブロ　ー」

2.0μm粒子　99.9%
1個

活性炭（20リットル［8.4kg］）
2.8m（プラグなし）

別売（φ38,φ50,φ65mmを用意） 
440×488×798mm

78kg

鉄製：塗装仕上げ（日塗工 ）
ステンレス製：ヘアライン仕上げ

自動風量一定制御（調節範囲0.4～2.2㎥/min） 
5～40℃

ワ

    1.6kg

F-H

コンパク
活性炭ユニ
\ZEOPOW
ンパクトに

長時間の
樹脂加工で
フィルター
パワー\ZE
フィルター
す。長期間
ター交換の

ゼオパワ
ろ過助剤
をフィルタ

パルスジ


