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■外観図

安全にご使用いただくために
●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。
●湿式集塵機SAシリーズは、マグネシウム粉塵を集塵対象とします。
●次の物質は吸引しないでください。
　・引火性物質 ………… ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など
　・火花 ………………… 火花、および火花を含む粉塵
　・火種 ………………… たばこの吸いがら・灰など
　・粘着性物質 ………… 水溶性ミスト・オイルミストなど
　・その他 ……………… 水・油・化学薬品およびアスベスト等の有害性粉塵
●集塵対象となる可燃性粉塵を変更する場合は、その都度粉塵爆発危険性の評価（有償）をおこない、当機で
集塵できることを確認した粉塵のみを対象としてください。

●粉塵爆発危険性の評価が不明な粉塵について、当社は集塵可否の判断責任を負いかねます。
●粉塵爆発危険性の評価については、当社支店・営業所までご相談ください。（株）環境衛生研究所にて評価
（有償）をさせていただきます。
●湿式集塵機は、粉塵爆発の抑止構造となっていますが、完全に爆発を防止できるわけではありません。
●湿式集塵機は、屋外に設置してください。
●本機内部に適正量の水位がない場合は、絶対に運転してはいけません。

型式 SA-30 SA-45 SA-60

電源（V・Hz） 3相200V  50/60Hz各専用

モーター
出力（kW） 3.7 5.5 7.5

仕様 安全増防爆型※1

風量（m3/min） 30 45 60

静圧（kPa） 1.39 1.43 1.14

騒音（dB［A］） 74±2以下 76±2以下 76±2以下

捕集効率 99％（JIS Z 8901 白色溶融アルミナ No.1（平均粒径2.01μm）ろ紙秤量法による）

水素抜き弁設置数（個） 4 8 8

爆発放散口設置数（個） 4 8 8

貯水量（L） 800 1200 1600

給水方式 自動給水弁と水位センサーによる自動制御

ダスト排出方法 掻き出し

電源コード 別売り（4心）※2

吸込口径（mm） φ200 φ250 φ250

大きさ（W×D×H）（mm） 2592×1296×3612 2677×1635×3812 2818×2010×3972

質量（kg） 880 1125 1400

塗装色 日塗工S11-344

■SAシリーズ仕様 集塵機本体は屋外仕様、制御盤は屋外仕様です。

●湿式集塵機内部の水が凍結すると使用できません。凍結のおそれがある場合は、当社支店・営業所にご相談ください。
●集塵した粉塵はスラッジとして毎日排出してください。スラッジは貴社の規定および関連法規に従い適正に処理してください。
●マグネシウム粉塵を集塵する場合は、マグネシウム粉塵専用とし、決して他の粉塵と共用してはいけません。
●本機の上方には、作業者や工場設備が位置しないよう設置してください。
●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・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飛散する場所、およびこれらの付近で使用しないでください。
●設置については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。

●万一、粉塵爆発が発生した場合には、当社へ点検を依頼してください。
●本機は日本国内専用機です。日本国外への輸出はできません。

※1：外部からの異物侵入防止、スパーク発生防止機能
を有するモーター。
※2：モーターと制御盤、及び制御盤と電源の間のコー
ドは、発注時に長さをご指定ください。（別途有償）
●制御盤本体取付仕様の場合モーターと制御盤間の
コードは標準設置です。ご指定の必要はありません。
その他、逆吸込口、指定色、指定電圧、電装箱本体取付
に対応可能です。詳細につきましては弊社担当販売員
へご相談ください。

環境計量証明事業登録第322号
作業環境測定機関登録第22-31号

株式会社 環境衛生研究所
〒431-2103 静岡県浜松市新都田1丁目6番2号
TEL(053)484-1475 FAX(053)484-1476
Email:Miyakoda_Lab@amano.co.jp

●ご相談ください。
　粉体爆発性試験から作業環境測定まで

本体内の水が凍結すると使用できません。寒冷地に
て、集塵機本体内の水が凍結する恐れがある場合は、
販売店・弊社支店・営業所までご連絡ください。

CAT-618407
K8706A1-2019.4

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。 
　また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。 
●製品・サービス等の詳細についてのお問い合わせ、ご相談は下記支店・営業所まで。 

粉塵爆発圧力放散型
高性能湿式集塵機

SAシリーズ
WET TYPE DUST COLLECTOR

マグネシウム合金粉塵に最適

当機をご購入される際は、弊社との打ち合わせを記録した『打ち合わせ確認書』のご提出をいただいたうえで、商談を進めさせていただきます。商談条件

安全性をすべてにおいて優先しました。
捕集効率99％を達成した（2μm粉塵）
湿式集塵機の決定版です。

細江事業所 

ご用命は信頼と実績の当店で 

05490
ノート注釈
05490 : Marked



湿式集塵機は捕集性能が低くてあたりまえ。

乾式集塵機ではマグネシウム合金粉塵の集塵は不可。

アマノではこれらの悩みを解決するべく

粉塵爆発対策機能と高い捕集性能をかね備えた

湿式集塵機『SAシリーズ』を開発しました。

点検扉を開けて集塵部
を引き出すだけで簡単
に集塵機内部を洗浄す
ることができます。工具
は不要です。

2段式S字インペラ集塵機構に
より、高い捕集効率を実現しま
した。高濃度の粉塵が発生する
ショットブラストマシンなどに
も設置することができます。ま
た、フィルターレス構造のため
使用済みフィルターの廃棄が発
生しません。

スラッジ排出口
（掻き出し式）

■性能曲線

集塵機は定期的な
メンテナンスが必要です。

■集塵部

マグネシウム合金粉塵の集塵は、日本マグネシウム協会の“マグネシウム
の取扱い安全手引き”で湿式集塵機を使用することとされています。

■各部の機能　数々の安全対策機能を備えています。

爆発放散口
万一、集塵機内部で爆発が発生したとき、上
部の蓋が開いて爆風を放散し、内圧の上昇
を抑制します。

水素抜き弁
マグネシウム合金と水が反応して発生す
る爆発性のある水素ガスを集塵機内部よ
り機外へ逃します。上部配置のため水素溜
まりがありません。

排気マフラー
安全性を高めるため排気をモーターに接
触させません。

水位センサー/自動給水弁
集塵機内部の水位を水位センサーと自動
給水弁の連動により自動で調整します。
水位異常時には運転を自動停止します。

逆止弁（バタフライ方式）
万一、集塵機内部で爆発が発生したとき、
爆風と火炎の集塵配管への逆流を防止し
ます。従来機と比べ圧力損失を大幅に低減
しています。

散水ガン
湿式集塵機内部に散水して付着粉塵を洗
い落とすための散水ガンです。

■捕集対象
マグネシウム合金粉塵
アルミニウム合金粉塵　など

●湿式集塵機SAシリーズの機種選定・設置計画・施工につきま
しては弊社販売担当と打ち合わせください。

●湿式集塵機SAシリーズは万一の機内粉塵爆発に対し、安全
対策を施していますが、粉塵爆発を完全に防止する機能、お
よびすべての爆発状況に対する安全性を保証するものでは
ありません。

■制御方法
●遠隔操作
集塵機と対象設備機械を連動させることができます。
●インターロック回路
集塵機を始動しないと対象設備機械が始動せず集塵機が停止すると
対象設備機械が停止します。

●水位警告
水位異常信号を出力することができます。

排気マフラー

ファン
（アルミ製インペラー）

自動給水弁

散水ガン接続口

水位センサー

水位確認窓

水素抜き弁

爆発放散口

吸込口

逆止弁

驚異の捕集効率99％（湿式ではクラスNo.1）
試験粉体:JIS Z 8901 白色溶融アルミナ No.1（平均粒径2.04μm）
測定方法:ろ紙秤量法による（入口濃度は粉体質量測定により算出）
測定条件:使用点風量（性能曲線に記載）にて使用の場合

制御盤は本体取付と本体別置が選択可能です。
ご発注時にご指定ください。（電源コードは別売り）

一次集塵部

二次集塵部

清浄空気

含塵空気

※マノメーターが標準付属しています。

給水口

トップレベルの捕集効率 工具不要。簡単メンテナンス

安全増防爆型
モーター

制御盤

特許登録

特許登録 特許登録

スラッジバルブ

上水バルブ

濁水バルブ

SA-30 SA-45 SA-60
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