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製品概要

CALEFFIのGEO® 110シリーズは、密閉式地中熱利用シス
テムの媒体流量制御および分配用のヘッダーです。
地熱ヒートポンプの回路内は非常に低温になることがあ
るため、通常、熱媒体には水と不凍液の混合液が使われ
ます。そのため部品には、このような用途に適した高性
能な材質が使用されています。
ヘッダーエンドセットと温度計付で、組み立て済みの状
態または組み立て式モジュールとしてご提供しておりま
す。
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警告
デバイスの設置およびメンテナンスを行う前に、必ず本説明書を熟読し内容を理解してください。
注意！ これらの指示に従わない場合、危害が生じる可能性があります！
注意！
ご自分の安全のための注意事項です！ これらの指示に従わない場合、負傷の可能性があります！
本説明書の対象製品をここでは「デバイス」と呼びます。

デバイスの設置、立ち上げ、メンテナンスは、国内規制や使用地の関連要件に従って資格を有する技術者が行わなければいけません。

本マニュアルに記載された指示内容に従わずにデバイスの設置、立ち上げ、メンテナンスを行いますと、デバイスが正常に機能しなかったりユー
ザーに危険が及んだりする可能性があります。

配管類に異物、錆、付着物、石灰アカ、溶接の残渣やその他の汚染物質がある場合には、それらをすべて除去してください。回路内は清潔な状態
になっていなければいけません。

全ての接続部が密閉されていて漏れがないことを確認してください。

送水管を接続する際はネジ山に過度の機械的応力がかからないようにしてください。過度の応力がかかると、時間の経過に伴い破損し、水漏れ
が発生して物や人への損害が生じることがあります。

水温が50ºCを超える場合、重大な火傷を負うことがあります。デバイスの設置、立ち上げ、整備作業を行う際には、そのような水温によって人
への危険が生じないよう、必要な措置を講じてください。

特に硬水や不純物が多い水を使用する場合は、現行規制に従い、デバイスに水が入る前にフィルターや適切な浄化措置を講じる必要があります。
これを怠りますと、デバイスが損傷したり正しく機能しなかったりすることがあります。

最適に稼働させるためには、媒体から空気を完全に抜く必要があります。空気の圧縮率が高いため、安全上の理由から、システム全体、特にバ
ルブの水漏れチェックへの圧縮空気の使用は推奨されません。

本来の用途以外へのデバイスの使用は禁止されています。

デバイスを他のシステムコンポーネントと組み合わせて使用する際には、両方のユニットの動作特性を考慮しなければいけません。不適切な組
み合わせを行うと、デバイスやシステムの動作に悪影響が生じる可能性があります。

本ユニットは、万が一漏れても人が負傷したり物損が発生したりしないような環境に設置してください。

本マニュアルはユーザー用の参考資料として保管しておいてください。製品の廃棄は現行規制に従って行ってください。

製品分類

110シリーズ 組立済み地熱システム用ヘッダー DN 50
111シリーズ ボールストップバルブ、内蔵式流量測定センサー用 Ø 25、Ø 32、Ø 40
112シリーズ バランス調整バルブ、流量計付 Ø 25、Ø 32、Ø 40
113シリーズ フロート流量計 Ø 25、Ø 32、Ø 40
130シリーズ 電子式流量測定ステーション、ボルテックス効果センサー接続用

製品仕様
ヘッダー

材質
往き側ヘッダー
本体： 強化樹脂 PA66G30
戻り側ヘッダー
本体： 強化樹脂 PA66G30
ヘッダーエンドセット

抽気弁
弁棒： 黄銅 EN 12164 CW614N
バネ： ステンレス
シーリング： EPDM
フロート： PP
給排液コック
本体： 真鍮 EN 12165 CW617N

性能
対応流体： 水、グリコール水溶液、塩類溶液
最大グリコール濃度： 50%

最大作動圧力： 0.6Mpa
回路テスト圧力： 1.0Mpa
作動温度範囲： -10–60ºC
対応室温範囲： -20–60ºC

ヘッダー接続部： 1 1/4”
分岐管接続： 42 p. 2.5 TR
間隔： 100 mm

製品仕様
シャットオフおよびバランス調整デバイス

材質
ストップバルブ
本体： 黄銅 EN 12165 CW617N
強化樹脂製キャップ： PA66G30
シールリング： ステンレス

バランス調整バルブ
本体： 黄銅 EN 12165 CW617N
ボール： 黄銅 EN 12164 CW614N
ボール制御棒： 黄銅 EN 12164 CW614N
ボールシーリング台座： PTFE

流量計
本体： 黄銅 EN 12165 CW617N
ヘッドキャップ： 黄銅 EN 12164 CW614N
棒弁： 黄銅 EN 12164 CW614N
バネ： ステンレス
シーリング： EPDM
流量計フロート： PSU
表示器カバー： PSU

フロート流量計
本体： 黄銅 EN 12165 CW617N
ボール： 黄銅 EN 12164 CW614N
ボール制御ステム： 黄銅 EN 12164 CW614N
ボールシーリング台座： PTFE
フロート： 黄銅 EN 12165 CW614N
シーリング： EPDM
目盛付計量器ブラケット： PSU
精度： 10%

111シリーズ ストップバルブ、112シリーズ バランス調整バルブ、
113シリーズ 流量計用メカニカルシール付出口接続
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構成部品
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組立済みユニットのセット構成：
1) 強化樹脂ヘッダー、シーリングガスケット付
2) 黄銅製ヘッダーエンドセット
3) 自動排気弁
4) 温度計、ポケット付
5) 給排液コック
6) ヘッダーエンド板
7) ステンレスブラケット 1対
8) ステンレスロッド、ガスケットおよび組付け用ボルト・ナット

パッケージ内容

パッケージ内容：
- 往き側ヘッダーと戻り側ヘッダー用モジュール
- ステンレスロッド8本、クランプシーリング用スクリューおよびボルト込
- ヘッダーエンドおよび閉鎖板、対応する絶縁付
- 自動抽気弁2個
- 給排液コック2個
- 温度計（ポケット付）2個
- ステンレスブラケット 1 対、壁固定用ウォールアンカー付
- 組立方法
- フロー方向および回路識別ラベルセット

メンテナンス

ヘッダーの清掃には化学薬品
を使用しないでください
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右側仕様の設置

1) 温度計と抽気弁を取り付けます。ヘッダーエンドセットには給
排液コックのみが装着されています。キャップ (a1)を開いて絶
縁を解き、内側(b1)のエンボスマークの位置に穴を開けます。

2) キャップを正面の接続部から外し、温度計用ポケットをスクリ
ューで固定し、最後まで締め付けます。

3) 断熱カバーを閉じ、自動排気弁を上側接続部に固定します。

2) ネジロッド上のヘッドキャップに対応する位置に同梱のナット
を回し込みます。最後まで締め付けないでください。

3) ヘッダーをクイックカプラーでブラケットに接続してからブラ
ケットを壁に取り付けます。この作業は、必要に応じてヘッダ
ーエンドに絶縁材を挿入せずに行ってもかまいません。ヘッダ
ーとブラケットを接続するスクリューが見えるので、このほう
が作業がしやすいことがあります。

組立済みヘッダー

組立済みヘッダーは右側接続仕様で納品されますが、採熱管対す
るヒートポンプの位置によっては左側接続も可能です。

固定用ブラケット - ヘッダー

1) 同梱のボルトをヘッダーエンドの後ろ側のネジ山に手で軽く何
回転か回して取り付けます： ヘッダーとブラケットの間のアン
カー点であるため、最後まで締め付けないでください。

右側仕様

左側仕様

a1 a2

b1 B2
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ストップバルブの設置

1) 戻り側ヘッダー (ヒートポンプから地中熱採熱管へ流れる媒体
用)を外し、ストップバルブを接続します。シーリングを位置決
め し 、 ナ ッ ト を ヘ ッ ダ ー の 出 口 側 に 締 め 付 け ま す 。

5) ヘッダーをブラケットに接続したら、ナットをエンドキャップ
と閉鎖板に締め付けます。必要に応じて、この操作はヘッダー
エンドに断熱カバーを挿入せずに行うこともできます。

4) ヘッダーを位置決めし、壁のウォールアンカー穴をあける位置
に印を付けます。ウォールアンカーを取り付け、ブラケットを
壁の取り付け用スロットに固定します。作業が楽になるのであ
れば、ブラケットを先に壁に固定してからヘッダーをブラケッ
トに接続してもかまいません。

2) 往き側ヘッダー (地中熱採熱管からヒートポンプ方向へ流れる
媒体用)を外し、調整バルブを接続します。ヘッダーは3種類の
回路バランス調整システムで使用できるようにできています。

6) ヘッダーのフロー方向を見極め、ヘッダー同梱のラベルを貼り
付けます。これで回路およびそれぞれの調整バルブの設置がし
やすくなります。推奨フロー方向を次の図に示します：

111シリーズ
ボールストップバルブ、断熱
カバー付

112シリーズ
バランス調整バルブ、流量
計・断熱カバー付

113シリーズ
フロート流量計、断熱カバー
付
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分岐回路の接続

1) ブラケットにヘッダーが取り付けられた状態で分岐部を準備し
、固定具への接続寸法に合わせて切断します。ストップバルブ
とバランス調整バルブのいずれにも地中熱採熱管への接続用樹
脂管継手が装備されています。

設置の際の役に立つヒント

パイプの下準備

ホースの接続

ホースは直角に切断
します

斜めに切断しないで
ください

切り口のバリを取り
ます

樹脂管継手用用リン
グナットを外さずに
緩めます。

パイプを奥までしっ
かりと挿入します。

リ ン グ ナ ッ ト を し
っ か り と 締 め 付 け
ます。

コネクターを分解してはいけま
せん。また、ここでホースに部
品を取り付けてはいけません。

3) 3種類いずれにおいても、ガスケットを取り付けてナットをヘ
ッダー出口に締め付けます。

2) 管を樹脂管継手に差し込みやすくするため、シャットオフ/バラ
ンス調整バルブを一旦ヘッダーから取り外し、ホースをコネク
ターに接続してから、後でバルブをヘッダーに接続することも
できます。その場合、シーリングングガスケットを正しい位置
に取り付けるよう注意してください。

3) 回路識別ラベルを対応する分岐点に貼り付けます。これでシス
テムメンテナンスや漏れがあった場合に役に立ちます。

4) すべてのパイプに上記の手順を繰り返して行いますが、この際ヘ
ッダーの下のところで管がカーブしますのでご注意ください。
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ストップバルブの開閉

調整ハンドルでボール
バルブを開閉すること
ができます。レバーは
、封止キャップの加工
エッジと平行に取り付
けます。キャップを適
切に動かせるよう、く
ぼみに合わせて取り付
けてください。

調整バルブの開閉

フロート流量計 (113シリーズ )およびバランス調整バルブ
(112シリーズ)上にはバルブの全開全閉用スリットがあります。弁
棒上のスリットはバルブの状態を示します。制御棒を時計方向に
90º回しスリットがバルブ軸に対して直角になっていれば、バルブ
は全閉(A)で、ステムが反時計方向に90º最後まで回っていてバルブ
軸と平行になっていればバルブが全開(B)であることを示します。

制御レバーが縦の位置にあるとき、ボールバルブが開いており、
媒体が流れています(A)。レバーが横の位置のときには、ボールバ
ルブは閉じています。シートにより確実に密閉され、媒体の流れ
(B)が止まります。

5) 主管を接続します。
ボールバルブをヘッダーと主管の間に挿入し、地中熱回路を容
易に遮断できるようにすることをお勧めします。

6) ヘッダーの設置が完了したら断熱カバーが閉鎖されているこ
とを確認し、温度計を先に取り付けておいたポケットに差し
込みます。ポケット上のスクリューを締め付け、温度計を所
定の位置に保持します。

A B

A B

A B
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1) 断熱カバーをヘッダーから取り外します。

2) ナ ッ ト 4個 を 外 し 、 閉 鎖 板 と シ ー リ ン グ を 取 出 し ま す 。

3) モジュールをネジロッドから取り外します。

4) ドレンおよび封止キャップを外します。

左側仕様の設置

次の手順に従うと、標準の右側仕様のヘッダーを左側仕様にして
取り付けることができます：

5) ヘッダーエンドを鋼鉄ロ
ッドで上下に180º反転し
ます。

6) ヘッダーエンドを前後方向
に180º回し、前面の接続部
が図の通りの位置に来るよ
うにします。

注： 出口の数がこれより多い場合は、締め付け手順を数回繰り
返して行うことになります。

ヘッダーをブラケットに取り付けるには 「ヘッダーブラケットの
取り付け」の説明を参照してください。

7) ドレンを下接続に、温度計用ポケットを前面接続に取り付けま
す。

8) バーを基準にしながら、シーリングとモジュールを交互に挿入
し、ヘッダーを組み直します： すべてのモジュール上の突起
をエンドキャップと揃えます。

9) 出口の数と同数のモジュールを挿入したら、ガスケット、閉鎖
板（溝のある方を内側へ向けて）、締め付けナットでヘッダー
をしっかりと組み立てます。

10) ナットを締め付けるときは
、右の図に従って、次の手
順を行います：
- トルクレンチで5Nmに締

め付けます。
- トルクレンチで再度5Nm

確認しながら締め付けま
す。
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1) エンドキャップの下のドレンコックおよび前スレッド上の温度
計ポケットを締め付けます。

2) ねじロッドを最後まで締め付けます。

6) 同梱のスクリューを数回手で回し、後ろ側のネジ穴に取り付け
ます： ヘッダーとブラケットの間のアンカー点であるため最
後まで締め付けないでください。

3) シーリングおよびヘッダー本体を、バーを参照にしてロッドに
差し込みます： モジュール上のバーをエンドキャップと揃え
てください。

4) 分岐の数と同数のモジュールを挿入したら、ガスケット、ヘッ
ダエンド板（溝のある方を内側へ向けて）、締め付けナットで
ヘッダーをしっかりと組み立てます。

モジュールヘッダー

分配ヘッダーはベンチに簡単に取り付けられるよう設計されてい
ます。
ヘッダーは可逆なのでヒートポンプの位置に応じて主接続を左右
どちらへも取り付けられます。
次の説明は 右仕様接続式ヘッダーについてですが、左側仕様も同
じ手順で取り付けられます。

7) 断熱カバーを閉鎖し、自動排気弁を付けて接続部に固定します
。

注： 出口の数がこれより多い場合は、締め付け手順を数回繰り
返すことになります。

5) ナットを締め付けるには右
の図に従って、次の手順を
行います：
- トルクレンチで5Nmに締め

付けます。
- トルクレンチで5Nmに再度

締め付けます。

右側仕様 左側仕様
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回路の充填

1) ストップバルブおよび調整バルブで地中熱回路への全出口を閉
じます。

2) 充填/排出コックの専用キャップを開け、ストップバルブが閉
じていることを確認してください。

5) 充填できたら第1回路のバルブを閉じ、他の回路全てについて
同じ作業を繰り返します。

3) システムテストポンプを往き側ヘッダー上の充填コックに、ド
レン管を戻り側ヘッダーのコックに繋ぎます。システム内の媒
体がグリコールを含む場合は、ドレン管を容器で受けてくださ
い。

4) 対応するバルブを開き、第1回路に充填しますが、この際回路
内から完全にエア抜きしてください。換気口のキャップは開い
ていることを確認してください。
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水圧テスト

1) 回路全てが充填できたら、回路のシーリ気密試験を行います
。

2) ドレンコックを閉じて
からドレン管を外しま
す。システムテストポ
ンプは接続したままに
しておきます。

3) 全回路ストップバルブを開きます。

立ち上げおよび回路のバランス調整

1) 回路の全てのストップバルブおよび主管の全ボールバルブ（あ
る場合）を開きます。

2) システム内から完全にエア抜きできるように媒体を循環させ
ます。

3) ヘッダーの構成に従って、流量調整バルブを開閉して流量バラ
ンスを調整します。

4) 所定の時間、回路を最大1.0Mpaまで加圧します。

テスト中、圧力は1.0Mpa
(10bar)を超えてはいけま
せん
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横置きの場合はセンサー(A)の挿入前に後部コック(B)でボールから
液体を排出させてください。液体が入っているとバルブ本体内で
のセンサーの正しい位置決めができなくなります。
センサーが低い側のタブ(C)に力を入れずに正しく挿入できること
を確認してください。

カルマン渦式流量測定センサー取り付け用ストップバルブ – 111シリ
ーズ

センサーの正しい設置
ストップバルブが閉のときは、センサーは往き側ヘッダー上のストッ
プバルブの封止キャップの位置に取り付けます。
キャップとセンサーの交換方法：

4) 固定リングを取り外します
。

3) ノブとリングストッパーを
取り外します。

5) キャップを取り外し、流量センサーを差し込みます。この際ホ
ルダータブを用いて正しく位置決めしてください。センサーが
回転するときにシート状態のタブはシーリングプロフィールの
下でスライドできる状態でなければいけません。

8) ストッパーを挿入し、リ
ングを正しい位置にして
調整ハンドルを閉位置へ
回します。

7) 流量センサーを挿入し、シ
ールリングで固定します。

9) 調整ハンドルを回しボールバルブを開きます。流量調整が完了
したら、封止キャップとセンサーを入れ替えて取り付ける際に
も、この手順を極めて慎重に行う必要があります。
流量調整を行うには調整ハンドルを取り外し、デジタル流量計
のプラグを差し込みます。

1) 調整ハンドルを開位置へ回
します。

2) バルブを閉じます。

流量調整は同一回路内の戻り側ヘッダー上のストップバルブ調整
ハンドルで所定の数値になるまで行います。その後の分岐につい
ても、目標流量になるまでこの操作を繰り返して行います。



4) 流量調整が完了したら、それまで引いていた流量計の弁のリン
グ(2)を戻します。棒弁にはバネが内蔵されているので、自動的
に閉位置に戻ります。

5) 流量調整が完了したら、断熱
カバーをかぶせ、適切に閉じ
ていることを確認してくださ
い。

1312

バランス調整バルブ– 112シリーズ

流量調整手順： 

3) 弁棒を開いたまま、9 mmのスパナ等でバルブの制御ステム(4)
を回して流量を調整します。流量は、m3/minの目盛の付いた透
過ガイド(6)内で動く金属ボール(5)により表示されます。

1) インジケーター(1）を補助
としてバルブの設定目標で
ある基準流量に印をつけま
す。

2) リング(2)を引いて、通常
の使用状態では流量計(3)
内で媒体の流れを遮断する
弁棒を開きます。

流量調整後はデジタル流量計測器を外し、ストップバルブを次の
ようにして標準の使用状態に戻します：

10)調整ハンドルでバルブを閉じ、リングストップとリングを取
り外してセンサーを取り出します。

全回路についてこの操作を繰り返して行います。
センサー、デジタル流量計測器、調整ハンドルは設置後の運転開
始時のみに使用します。設置担当者は単一のキットでこの種のシ
ステムの作業すべてを行うことができます。そのためコストが削
減でき、流路の障害物による不要な圧力損失が防止できます。

11)キャップを元のように取り
付け、リングとストップで
固定します。

12)バルブを調整ハンドルで
再開します。

13)システム流量調整後は断熱
カバーを挿入し、適切に閉
じていることを確認してく
ださい。
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ヘッダーを113シリーズの 流量
計と組み合わせた場合は、流量
計の重力の影響があるため水平
設置はできません。

水平設置では、自動排気弁を中央位置に取り付けるだけで十分で
す。

外部ピットへの設置

ヘッダーは、111シリーズのストップバルブか112シリーズの流量調整
バルブと組み合わせた場合、外部ピットに横に設置することもできま
す。

1) エンドキャップの中央接続
部からキャップを取り外し
ます。

2) キャップを上部の接続部に
完全に差し込みます。

3) 必要に応じて穴を開け、断
熱カバーを閉じます。

4) 自動排気弁を中央接続部に
しっかりと取り付けます。

フロート流量計– 113シリーズ

1) ボールバルブに9 mmのスパ
ナ等を使用して流量を調整
します。

2) 流量は目盛付計量器のフ
ロートの上端で読み取れ
ます。

3) 全回路についてバランス調整を行います。

グリコール溶液を使用した場合に、実際の流量を測るにはフロー
ト流量計の読み取り値に対して次の係数で補正しなければいけま
せん：
-濃度20-30%では0.9
-濃度40-50%では0.8

4) 流量調整が完了したら、絶縁
断熱カバーをかぶせ、適切に
閉じていることを確認してく
ださい。
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アクセサリ

接続 目盛付計量器 (m3/h)

113
フロート流量計。
流量の直接読み取り。
流量調整用ボールバルブ。
本体は黄銅製。
キャプティブナット付メス接続部。
ポリエチレン 管用固定具付一式。
最大作動圧力： 1.0Mpa
作動温度範囲： -10–110ºC
室温範囲： -20–60ºC
媒体： 水、グリコール溶液、塩類溶液。
最大グリコール濃度： 50%.
精度： ±10%.
ヘッダーとの接続： 42 p.2.5 TR。

113
フロート流量計用断熱カバー
材質： 閉鎖セル拡張 PE-X
肉厚： 10 mm
密度： 内部30 kg/m3、外部： 80 kg/m3

伝熱性 (DIN 52612)：
0ºC： 0.038 W/(m·K)、40ºC： 0.045 W/(m·K)
対蒸気抵抗係数 (DIN 52615)：> 1.300.
作動温度範囲： 0–100ºC。
火炎に対する反応 (DIN 4102)： 等級B2。

コード

コード

接続 目盛付計量器 (m3/h)

112
流量調整バルブ、流量計付.
流量の直接読み取り。
流量調整用ボールバルブ。
目盛付計量器流量計、磁力動作型流量インジケー
ター搭載。
バルブ本体と流量計は黄銅製。
キャプティブナット付メス接続部
ポリエチレン管用固定具付一式。
最大作動圧力： 1.0Mpa
作動温度範囲： -10–110ºC
室温範囲： -20–60ºC
媒体： 水、グリコール水溶液、塩類溶液。
最大グリコール濃度： 50%.
精度： ±10%.
ヘッダーとの接続： 42 p.2.5 TR。

112
流量調整バルブ用断熱カバー。
材質： 閉鎖セル拡張PE-X。
肉厚： 10 mm
密度： 内部30 kg/m3、外部： 80 kg/m3。
伝熱性 (DIN 52612)：
0ºC： 0.038 W/(m·K)、40ºC： 0.045 W/(m·K)
対蒸気抵抗係数(DIN 52615)： > 1.300
作動温度範囲： 0–100ºC
火炎に対する反応(DIN 4102)： 等級B2

用途コード

コード

用途

接続

用途

111
ボール、ストップバルブ取り付け済み、
内蔵式流量測定センサー用。
本体は黄銅製。トップキャップは強化樹脂製。
キャプティブナット付メス接続部。
ポリエチレン 管用固定具付一式。
最大作動圧力： 0.6Mpa。
最大システムテスト圧力： 1.0Mpa。
作動温度範囲： -10–60ºC.
室温範囲： -20–60ºC.
媒体： 水、グリコール溶液、塩類溶液。
最大グリコール濃度： 50%.
ヘッダーとの接続： 42 p.2.5 TR。
特許出願番号MI2010A000476.

111
内蔵流量測定センサー、
カルマン渦式。
流量値精度： ±10%.

111
ストップバルブ用調整ハンドル
本体は強化樹脂製。

111
ストップバルブ用絶断熱カバー
材質： 閉鎖セル拡張PE-X
肉厚： 10 mm
密度： 内部30 kg/m3、外部80 kg/m3。
伝熱性 (DIN 52612)：
0ºC： 0.038 W/(m·K)、40ºC： 0.045 W/(m·K)。
対蒸気抵抗係数 (DIN 52615)： > 1.300
作動温度範囲： 0–100ºC
火炎に対する反応(DIN 4102)： 等級B2

130
カルマン渦式流量測定センサー接続用
流量電子測定ステーション。一式具備
：
- ボックス
- 電源装置
- 制御レバー
- ボルテックス効果式測定センサー
- 接続ケーブル
- センサーシールリング
9 V-NiMH充電池。

充電器用電源装置付。
流量測定尺度： l/h - l/min - GPM
流量： 300–1400 l/h
カルマン渦式センサーによる流量値精度： ±10%.
保護等級： IP 44

コード

コード

コード

コード

コード

113621
113631

Ø 25
Ø 32

0,3–1,2
0,3–1,2

113001

112621
112631
112641

Ø 25
Ø 32
Ø 40

0,3–1,2
0,3–1,2
0,3–1,2

Ø 25 - Ø 32
Ø 40

112001
112003

Ø 25 - Ø 32

111620
111630
111640

Ø 25
Ø 32
Ø 40

Ø 25 - Ø 32
Ø 40

111010

111002

111001
111003

130010
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115
ヒートポンプ用機器および付属品ホルダー、鋼鉄製ア
ンカー基礎込み一式。
接続部： 1 1/4” F
最大作動圧力： 0.25Mpa
作動温度範囲： -20–90ºC (温度計 50ºC)
室温範囲： -10–55ºC
媒体： 水、グリコール溶液、塩類溶液。
最大グリコール濃度： 50%.
媒体として塩類溶液を使用可。その場合、同梱圧力ゲ
ージをステンレスバージョン（コード 557596）と交
換する必要あり。

コード

寸法(高さ x 幅 x 奥行き)

115
機器ホルダーアンカー基礎115シリーズとの連結用ボ
ックス。
塗装済み鋼鉄製。
外枠およびドア構成。

コード

115700 1 1/4”

115080 900 x 860 x 175


