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集じん・排気装置
アルミ製全溶接ボディ採用で漏洩を防ぐ！軽量でコンパクト！
コントロールボックス
不要な開口部（漏洩の原因となる隙間など）が少なく、すっきり
とした内部。配線は内部のボックスにまとめられています。

本体重量

約43kg

匠の技が光るアルミ溶接

すっきりとした内部

風量ボリュームスイッチ
負圧の状態を確認しながら、
ボリュームスイッチで風量の
調節が可能

あらゆる接合部を溶 接で仕上げ、密閉性を高めています。
粉じんの漏洩を防ぐことを何よりも重視した設計です。

ボリュームスイッチなので
細かい調節が可能です

風 量
電源・消費電力
高度な技術を要するアルミ溶接

キャスターと本体の接合部分
ネジが本体を貫通しない構造です

配線接続の穴を最小限に留めています

Max18.5㎥/分、Min4.6㎥/分（50Hz）
AC100V 50/60Hz 390/535W

外寸（mm）

600（高さ）×480（幅）×940（奥行）

重量（本体）

約43kg

※フィルタは別売りです。

AT-5000

より広い現場での使用に
風 量

HIGH112㎥/ 分、LOW60㎥/ 分

電源・消費電力 AC200V 50/60Hz 3.6kW
外寸（mm） 1460（高さ）×760（幅）×1130（奥行）
重量（本体） 約160kg
※フィルタは別売りです。

注意事項

石綿処理用途には、
「石綿処理機材マニュアル」を
ご覧ください。

ダイオキシン類処理用途には、
「ダイオキシン類処理マニュアル」を
ご覧ください。※製品仕様が異なります。

※掲載されている集じん・排気装置は、防爆タイプではありません。引火性・爆発性雰囲気では、使用しないでください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。
※指定のフィルタ以外の使用は、故障の原因になります。集じん・排気装置、及びフィルタの不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことを、予めご了承ください。
※予告なくデザイン・仕様等が変更されることがあります。
集じん・排気装置 製造元：株式会社アメニティ・テクノロジー

http://www.azearth.co.jp
本
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〒111‐8623 東京都台東区蔵前4-13-7
TEL（03）
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（06）6244‐1737

岡 山 事 業 所

〒719-0301 岡山県浅口郡里庄町里見9065-1
TEL（0865）
64-4090 FAX
（0865）
64-4091

九 州 営 業 所

〒830‐0003 福岡県久留米市東櫛原町1502-3
TEL（0942）
30‐3010 FAX
（0942）
30‐3012

ガーデンシティ3階

坂田ビル1階

Ver.2.0 2019年5月 191C05-967

周辺資機材 製品カタログ

20190528̲アゼアス̲A4̲ 集じん・排気装置周辺資機材製品カタログ̲ 中面 .ai
アゼアス 集じん・排気装置周辺資機材製品カタログ
【中面】 A3
20190528̲006

集じん・排気装置

各種フィルタ・周辺資機材

アルミ製ボディでより軽量に！溶接仕上げによる改良モデル！

①プライマリーフィルタ・リングフィルタ

コントロールボックス
配線をまとめることによって、コード等を外部へ取り出す
不要な開口部（漏洩の原因となる隙間など）を最小限にと
どめています。

プライマリーフィルタ

リングフィルタ

・寸法(mm)
AT-1000 Pro用：380×450
AT-2000 Pro/5000用：610×610

・プライマリー・セコンドリー兼用フィルタ
・寸法(mm)
AT-1000 Pro用：380×450
AT-2000 Pro/5000用：594×594

※AT-5000には2枚使用してください。

※AT-5000には2枚使用してください。

・フィルタ材質：ポリエステル
・入数：30枚入/ケース
・交換の目安：３〜 4回/日

・フィルタ材質：ポリエステル（鉄枠付）
・入数：12枚入/ケース
・交換の目安：３〜 4回/日

②セコンドリーフィルタ・チャコールフィルタ
本体重量

約57kg

配線接続部には真空装置用のパーツを
使用し、漏洩を防ぎます

・フィルタ材質：ポリエステル
・鉄網：アルミ
・入数：12枚入/ケース
・交換の目安：１回/日

③HEPA フィルタ

車輪径 約1.5倍
※従来品（AT-2000）比較

※AT-5000には2枚使用してください。

・入数：12枚入/ケース
・交換の目安：1回/日

石綿除去
工事向け

(AT-2000 Pro/5000用)

THV-610W-SPG-BG

(AT-1000 Pro用)

(AT-2000 Pro/5000用のみ)

キャスターと本体の接合部分は
ネジが本体を貫通していません

風 量
電源・消費電力

キャスター部分

HIGH56㎥/ 分、LOW28㎥/ 分
AC100V 50/60Hz 1.5kW

外寸（mm）

837（高さ）×690（幅）×930（奥行）

※AT-5000には2枚使用してください。

※AT-5000には2枚使用してください。

・交換の目安：500 〜 700時間

重量（本体）

約57kg

操作盤

⑤
④

②

・交換の目安：500〜700時間

空気の吸排気用に使用できます。

ポリチューブ

ペットクリア
ダクト

フレックスアルミ
ダクト

・必要な長さに切って
使えるポリエチレン
ダクト
・排気用
サイズ
・0.1mm×500mm
×100m（300φ）

・スプリングワイヤー
入りのポリエステル
ダクト
・吸気・排気用
サイズ
・300φ×10m
・300φ×20m
・300φ×30m

・熱に強く、強度と遮断性を
兼ね備えたダクト
・吸気・排気用
サイズ
・300φ×10m
・350φ×10m

※集じん・排気装置、マニホールドの接続口サイズをご確認の上、使用してください。

①プライマリーフィルタ（もしくはリングフィルタ）
③

重量：約19kg

差圧計・タイムカウンタ・風量切り替えスイッチ

※フィルタは別売りです。

集じん・排気装置構造図例
①

④ダクト

橋梁工事
向け

・ろ材をV字型に組み込み、表面積を
大きくしたフィルタ。
・寸法(mm)
AT-2000 Pro/5000用：610×610×292

・寸法(mm)
AT-1000 Pro用：380×450×290
AT-2000 Pro/5000用：610×610×290

VH-100-560AA（AT-2000 Pro/5000用） 重量：約15kg

取っ手部分

(AT-2000 Pro/5000用のみ)

・活性炭が含浸されており、悪臭を低減させる
効果があります。
・寸法(mm)
AT-2000 Pro/5000用：595×595×45

定格流量で粒径0.3μmの粒子に対して99.97％以上の粒子捕集効率を有し、
かつ、初期圧力損失が245Pa以下の性能を有します。
（JIS T 8122）

VH-100-560AA
VH-100-217AA

あらゆる接合部分

TP2424-2C 紙枠活性炭フィルタ

・寸法(mm)
AT-1000 Pro用：380×450×45
AT-2000 Pro/5000用：594×594×45
※AT-5000には2枚使用してください。

大型キャスターで本体の移動がスムーズです。また、本体
にネジの穴を開けずに済む様、キャスターの取り付け方に
も工夫を凝らしました。

可能な限り溶接加工を施し、
隙間などを減らしました。
また、ネジの緩みによる性能
劣化も低 減することが 可能
になりました。

有害粉じんを捕集する2番目のフィルタ。
HEPAフィルターに届く前の粉じんを捕集します。

セコンドリーフィルタ
ネジ穴が少なく、すっきりとした内部

大型キャスター
溶接仕上げにより性能 UP！

有害粉じんを捕集する一番目のフィルタ。
一番交換頻度の高いフィルタです。

④

⑤マニホールド

吸気口側にダクトを接続する場合に使用します。

②セコンドリーフィルタ（もしくはチャコールフィルタ）

マニホールド

③HEPAフィルタ

・AT-1000 Pro用

④ダクト

寸法（mm）
460（縦）×390（横）約300φ

・AT-2000 Pro/5000用
寸法（mm）
600（縦）×630（横）約300φ
※AT-5000には2つ使用してください。

⑤マニホールド
※写真はAT-2000 Pro/5000用のマニホールドです。

※AT-1000用のフィルタ及びマニホールドは、H1000にも使用可能です。※AT-2000 Pro/5000用のマニホールドは、H2000Ajにも使用可能です。H5000には２つ使用してください。
※AT-2000 Pro/5000用のフィルタは、H2000Aj、C2000、DASH20E、H5000にも使用可能です。H5000には2つずつ使用してください。
※AT-1000Pro用HEPAフィルタVH-100-217PW（木枠）は、2019年3月よりH-100-217AA（アルミ枠）へ切り替わりました。

