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「窒素ガス」の市場

電 機 / 電 子

ハンダ付け
リフロー炉の雰囲気ガス

水 処 理

変質防止/変色防止

樹 脂 成 型

PSA式窒素ガス発生装置とは？
PSA (Pressure Swing Adsor pti on) とは、

圧力スイング吸着法のことを指します。

PSA 式窒素ガス発生装置は、酸素分子と窒素

分子を分離する【分子諦炭】を利用して大気から

窒素ガスを取り出します。

食    品

風味保持/内圧保持

Market value of nitrogen gas

PSA式窒素ガス発生装置
PSA type nitrogen gas generator
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研 究 / 開 発

脱酸素水
（腐食防止·防爆用途）
・食品工場
煮沸殺菌、蒸気殺菌
•その他工場用水
原子炉の循環冷却水
ボイラー配管

様々な市場で
窒素ガス発生装置が

活躍！

金属 / 機 械

溶接時の変質
変色防止用途

分析装置や
実験機器の供給ガス

化   学

薬品の変質防止

他、可燃性物質の
防爆用途など
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省スペース・省エネ型PSA式窒素発生装置をラインナップしています。
ランニングコストにも地球環境にも優しい窒素ガス発生装置です。
省スペース・省エネ型PSA式窒素発生装置をラインナップしています。
ランニングコストにも地球環境にも優しい窒素ガス発生装置です。
省スペース・省エネ型PSA式窒素発生装置をラインナップしています。
ランニングコストにも地球環境にも優しい窒素ガス発生装置です。
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全機種省エネ製品
All models energy-saving products

全機種省エネ製品
All models energy-saving products

全機種省エネ製品
All models energy-saving products

TAC-mini seriesTAC series

THP series SLM series

Micro-mini series TN series

TAC-mini seriesTAC series

THP series SLM series

Micro-mini series TN series

TAC-mini seriesTAC series

THP series SLM series

Micro-mini series TN series
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コンプレッサーの発停を

制御することで従来機よ

り大幅な省エネ・COの

削減を実現、タッチパネ

ルもより使いやすく進化

マイコン制御ミニ窒素ガ

ス発生装置（ミニN2PS 

A)オイルフリーミニコン

プレッサー、酸素濃度セ

ンサー内蔵

高純度（99.99%)の装

置で発生量20％アップ

マイコン制御オイルフリーベビコン内臓・低価格を実現

必要な情報はLCDパネル（液晶パネル）に

表示できます

オイルフリー圧縮機内蔵、超小型窒素ガス発生装置

分析装置や研究・実験用途に

卓上の超小型PSA

オイルフリーミニコンプレッサ

ー内蔵。極限まで小型スリム化、

大幅な静音を実現

省エネ運転を搭載した上

位モデルTACシリーズの

特徴をそのままに、大幅な

小型化とコストパフォーマ

ンスを実現
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HIGH-PERFORMANCE NITROGEN GENERATORTAC-HPシリーズ

オイルフリースクロールコンプレッサーと冷凍式エアドライヤーを内蔵した窒素ガス発生装置

HIGH-PERFORMANCE :従来と同じ出力のコンプレッサーで性能アップ

窒素ガスが発生するプロセスを見直し、従来と同じ出力のコンプレッサーで性能アップを実現。
特に高純度では大幅に性能アップ。高精度酸素濃度計を内蔵し99.999％仕様も
標準モデルとしました。

吸脱着サイクル・コンプレッサーの発停コントロールに加えて内蔵コンプレッサーの台数及び内蔵しているPSAユニットも流量に応じて一体制御を
行います。複数のPSA ユニットを内蔵している装置(4.4 kW~11 kW) ではより精度の高い省エネ運転が可能。

オイルフリースクロールコンプレッサー内蔵タッチパネル操作窒素PSA

NEW TOTAL ACTIVE CONTROL : 3つの省エネ技術を組み合わせた新しいTAC省エネシステム

外部エアー運転切替に加え、複数のユニットを内蔵しているモデルでは1台のユニットに異常が発生した場合には残りのユニットにて
緊急運転を行うことが可能です。

外部エアー運転・緊急時運転が可能

PSAユニットを極限まで小型化し4.4kW~7.SkWの装置は更に小型化。スクロールコンプレッサーを内蔵しているので低騒音・低振動で
現場内設置も可能、住宅の密集地域や夜間でも安心して運転できます。

低騒音・低振動・省スペース設計

ユニット切替弁には全てエアーオペレートバルブを採用、PSAユニットのメンテナンス周期は2年と長寿命メンテナンス時は
コンプレッサ一部と合わせて全国にあるサービス店にて迅速な対応が可能です。

高耐久：長いメンテナンスサイクル

装置にEthernetインターフェースを搭載（LAN) しています。ネットワークに接続すれば、事務所や
離れた場所からパソコンやスマートフォンを使った遠隔監視及び操作までも可能です。

Ethernet機能搭載

MODEL:TAC4-90HP MODEL:TAC4-45H
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高輝度LEDバックライトを搭載した視認性に優れた画面で6万時間以上の長寿命。運転状況の確認設定やメンテナンス管理に加えて
データのSDカード保存、省エネ状況の確認などさらに進化しています。

04

高解像度タッチパネル採用で簡単操作

仕様表

● 1 ）蔵内トッニユ1をトッニユASPとーサッレプンコ（ Wk7.3~Wk5.

）能可転運替切トッニユ蔵内トッニユ3~2をトッニユASPとーサッレプンコ（ Wk11~Wk4.4 ●

04



HIGH-PERFORMANCE NITROGEN GENERATORTAC-miniシリーズ

省エネ運転を搭載した上位モデルTAC シリーズの特徴をそのままに大幅な小型化とコストパフォーマンスを実現

HIGH-PERFORMANCE

高寿命のオイルフリーベビコンを搭載TACシリーズの特徴をそのままに大幅な
小型化とコストパフォーマンスを実現、もちろんタッチパネル操作で簡単に
オペレーティングが簡単です。

インバーター内蔵省エネ運転

三相モーターを採用しインバーターを内蔵50/60Hzどちらでも同じ性能で
使用可能、単相200Vも選択可能なので一般事務所などで三相電源がなくても
設置可能です。吸着時間コントロールによる省エネ制御も搭載、複数内蔵した
コンプレッサーを発停制御し無駄な運転は行いません。

長いメンテナンスサイクル

ユニット切替弁には全てエアーオペレートバルブを採用しPSAユニット
のメンテナンス周期は20,000時間の長寿命、コンプレッサーは
連続運転で10,000時間の耐久性を持ちユーザー様でも簡単に交換可能です。

Ethernetインターフェース(LAN)を搭載しています
ネットワークに接続すれば、
事務所や離れた場所からでも
パソコンやスマートフォンを
使い遠隔監視及び操作可能です。

外部エアー運転・緊急時運転が可能

内蔵コンプレッサーが止まった時や、工場エアーが余っている時には外部エアー供給に切り替えての経済運転が可能です。

オイルフリーベビコン内蔵タッチパネル操作窒素ガス発生装置

Ethernet機能搭載

仕様表

同出力の装置と同じ性能を持ちながら
寸法は容積比で72.5％を実現しました
装置騒音も実測値で60dB(A)程度。
キャスター付で設置場所を選びません

高性能・省スペース

MODEL:TACmini4-18HP

※ 1.5kW内蔵弊社同等クラスの装置にて比較
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HIGH-PERFORMANCE NITROGEN GENERATORTHPシリーズ
マイコン制御 オイルフリーベビコン内蔵 窒素ガス発生装置

HIGH-PERFORMANCE

上位機種と同じ性能を維持しながら機能面をシンプルにマイコン制御で
低価格を実現。必要な情報はLCDパネルに表示できます

国内メーカー製、三相モーターを使用したオイルフリー
ベビコンを搭載して信頼性と耐久性がアップしました。

運転設定確認・運転時間・酸素濃度・吐出流量
純度低下警報・コンプレッサー異常表示など。

長いメンテナンスサイクルで経済的

ユニット切替弁にはエアーオペレートバルブを採用しPSAユニットのメンテナンス周期は20,000時間の長寿命。
コンプレッサーは連続運転で10,000時間の耐久性を持ちユーザー様でも簡単に交換可能です。

内蔵コンプレッサーが止まった時や、工場エアーが余っている時には外部エアー供給に切り替えての経済運転が可能です。

外部エアー運転・緊急時運転が可能

仕様表

オイルフリーベビコン内蔵

オイルフリーベビコンをインバーターで制御し電源が50/60Hz 
どちらでも同じ性能で使用可能単相200Vも選択可能なので
一般事務所などで三相電源がなくても設置可能です。

インバーター内蔵設置場所を選びません
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MODEL:THP4-10
(0.75kW内蔵）

MODEL:THP4-18
(l.SkW内蔵）



HIGH-PERFORMANCE NITROGEN GENERATORSLMシリーズ

操作パネルはシンプルに、必要な情報はLCDパネルに表示できます。

輸送時の圧縮機固定ビスがなくなり、電気配線、配管つなぎ込みも背面より筐体を開くことなく
可能、通常点検やメンテナンスは全面の扉を開くだけで行えます。

信頼性の高い国内メーカー製のオイルフリーコンプレッサーを複数台搭載。装置内の換気効率の
改善により温度の上昇を抑え大幅な高寿命化を実現。メンテナンスの際にはユーザー様でも簡単に交換可能です。

内蔵コンプレッサーが止まった時や、工場エアーが余っている時には外部エアー供給に切り替えての経済運転が可能です。

同等装置より大幅な小型化 上部集中排気で省スペース

同出力の装置と同じ性能を持ちながら寸法は容積比で34％小型化、
装置騒音も実測値でlOdB(A)以上低く抑えました。
※TNH4-19M5-2 とSLM-22L 装置にて比較

また装置の排気を従来の後方排気から上部への集中排気にしたことで
背面の換気スペースを無くすことができ、省スペースでの設置が可能です。
※排気の向きは従来通り背面にも変更可能です

オイルフリーミニコンプレッサー内蔵 窒素ガス発生装置

高解像度タッチパネル採用で簡単操作

設置場所を選ばすメンテナンスも簡単（内部構造は意匠登録済み）

長いメンテナンスサイクル

外部エアー運転・緊急時運転が可能

仕様表

高性能・省スペース

MODEL:SLM-22L

未来志向の技術で一新、すべての性能を大幅にアップさせ、極限まで小型スリム化、大幅な静音を実現
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Micro-miniシリーズ

Micro Mini Micro Mini SLIM
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内蔵エアーポンプ長寿命で低騒音

内蔵圧縮機を定格の50％の圧力で使用することにより10,000時間以上の
耐久性を持たせ、低消費電力、低騒音・低振動を実現。

内蔵電磁弁小型ユニット化

マニホールドにて電磁弁を極限まで小型ユニット化、メンテナンス性も向上しました。

オイルフリー圧縮機内蔵 超小型窒素ガス発生装置
大学・研究所の分析装置や研究・実験用途 卓上の超小型PSA

各種センサー搭載•LCD 表示 急なトラブルでも修理対応が可能

酸素濃度・流量センサー・電流センサーを内蔵、常に運転状態を表示し異常時はフェールセーフ機能にてエラーメッセージを表示し、
安全に停止します。メンテナンスや急なトラブルでも超小型のメリットを生かし返送いただき修理対応が可能。

仕様表 ※ 1 純度とは製品ガス(+Ar)に含まれる残存酸素濃度で保証しています※ 2．発生量は20℃（湿度60%R.H) での条件となります



TNシリーズ
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MODEL:TN3-1

マイコン制御•LCD表示

窒素ガス純度や運転時間をLCD表示器で確認可能。純度異常やコンプレッサー
にトラブルが発生すればLCDに原因を表示します。

※コンプレッサートラブルの場合ば停止します
※純度異常アラーム出力が必要な場合は注文時にお受けいたします

低騒音で高寿命設計

実績のある低騒音高寿命のオイルフリーコンプレッサー(1台～4台）を搭載し、
防音効果の高い構造により静かな室内でも使用できます。
小型軽量で水ドレン気化装置を内蔵していますので設置場所を選びません。

第二種圧力容器適用範囲外

圧力容器の適用範囲外の為、変圧器を内蔵（オプション）することにより
海外でも使用可能です。

オイルフリーミニコンプレッサー・酸素濃度センサー内蔵
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ガス名

O2

2H

CO

2CO

4CH

Ar

レベル

平均値 210,000

検出不能 検出不能 検出不能 検出不能

検出不能 検出不能 検出不能 検出不能

検出不能 検出不能 検出不能 検出不能

検出不能

940

960

2.3 3.3 3.7 3.6

2.5 3.5 3.9 3.7

9,500 14,000 12,000 12,000

9,500 14,500 12,000 12,300

20

28 3

検出不能 検出不能 検出不能

検出不能 検出不能

検出不能

10,000 1,000 100

最大値

平均値

最大値

平均値

最大値

平均値

最大値

平均値

最大値

平均値

最大値

原料ガス
( ppm )

99%
( ppm )

99.9%
( ppm )

99.99%
( ppm )

ー ー ー ー

窒素ガス発生装置の製品ガス成分表

ガスクロマトグラフによる測定




