
コンプレッサはメンテナンスが必要です

工場消費電力の20～ 50％を占めています。 平均4000時間／年以上働きます。これは、車
に換算すると、年間走行距離16万㎞／時速
40㎞にも相当します。

意外に高い電気代 過酷な運転
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余計な費用がかかるだけでなく、思いもよらない工場停止、

重大事故、環境破壊、ブランドイメージの低下につながります。

最適な周期でメンテナンスを実施することで、生産設備をサ

ポートし、コンプレッサの性能を最高水準に保ち、お客様の収

益を守ります。

定期整備を行うメリット

・突発トラブルに伴う予定外の修理費用を未然に低減

・突発トラブルに伴うマシンの停止期間による、製造損失の抑制

・突発トラブルによる危険性と重大事故の削減

・圧縮効率の低下による、電力コストの上昇を抑える

事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

コンプレッサのメンテナンスを怠ると…

例えば、吸入フィルタが汚れによって詰まった場合
0.004MPaの圧力損失が発生すると4％の動力を余分に消費してしまいます。
315（kW）×6000（Hrs）×15（￥）×4（％）＝￥1,134,000 -の電気代損失と
なります。
※年間の稼働時間は6，000時間　※電気代：￥15/ｋWh

効率低下

余分な電気代
寿命の低下

故障発生

修理費用
管理時間の増加
工場停止による
二次損害

環境汚染

CO2増加
振動、騒音の発生
オイル漏れ

重大事故

感電、火災

運転状態確認、データ採取（温度、圧力、SPM)
モータグリス給脂
ギアケースブリーザフィルタ交換
エアフィルタ交換
アンローダ装置分解整備
スロットルダイヤフラム交換
アフタークーラ、インタークーラドレントラップ分解整備
オイルフィルタ交換

8,000Hr毎
または
1年毎

16,000Hr毎
または
2年毎

8,000Hrメンテナンス
オイル交換  (※運転データ、運転状況により整備周期を判断)
スロットル部分解整備
逆止弁分解整備
HP エレメントバランシングピストンダイヤフラム交換
モータカップリングエレメント交換

周期 点検 ／ 整備内容

70
■：エネルギーの消費
■：保守費用
■：初期投資
■：その他

ライフサイクルコスト
コンプレッサのライフサイクルコストの

70%以上が実際の運転コストと言われています



メンテナンスプラン
アトラスコプコのサービスはお客様の収益を守ります

予防保全プラン 保証期間延長プラン 総合保証プラン

Preventive Maintenance
Plan

Extended Warranty Plus
Plan

EXTENDED
WARRANTY

5
YEARS

+

Total Responsibility Plan



事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

メンテナンスプランで“トータルコスト”を削減

メンテナンスプランとは、生産設備をサポートする空気圧縮機設備の性能を最高水準に保ち、

しかも、動力コストを含む運転コストの経済性の追求を目的とした、長期的な保守管理プラン

にもとづく事前契約システムです。

メンテナンスプラン

都度整備

コストアップ

リスクアップ

低 リスク

コスト
高

高 低

■ 生産保持のリスク
■ 修理リスク
■ 整備遅延コスト
■ 管理費
■ 作業費
■ 部分費

予防保全プラン

メンテナンス契約

保証プラン

予防保全プラン（Preventine Maintenance Plan）
取扱説明書に記載されている一般的な定期整備内容と使用
環境に合わせた巡回点検を含んだ定期整備計画を提案
する予防保全型のメンテナンスプランです。

保証期間延長プラン（Extend Warranty Plus Plan）
機器のお買い上げに付随する1年間の標準保証に付加して、
4年間の保証延長を行う保証型のメンテナンスプランです。

総合保証プラン（Total Responsibilty Plan）
アトラスコプコの保守システムに従った修理対応を含んだ
総合保証型メンテナンスプランです。

総合保証プラン

保証期間延長プラン

予防保全プラン

都度メンテナンス



AIRScanTM
エアスキャン省エネ診断システム

SMARTLink
システムの最適化を維持

省エネ改善提案
システム改善を提案

オプティマイズ（最適化）
ESコントローラの導入などによる
システム改善の実現

オプティマイズ（最適化）

実  証

調  査
現場訪問

省エネのポテンシャルを見積

ScanTM定期的なAIR
省エネを実証

ScanTMAIR
省エネのポテンシャルを認識

6 4

3
2

1

5



事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

■ AIRScanTM はコンプレッサ設備における省エネ、改善を提案する診断サービスです。
■ コンプレッサ設備における様々な視点（供給型、配管系統、消費側）から解析を行います。
■ 圧力・電力を記録し、現状の把握を行い、シミュレーションリストで解析し、最善の省エネ提案を
行います。

原因の究明

計測と分析

特 徴

診断によるベストソリューションのご提案

■ AIRScanTMは、問題解決の方法をより具現化する最も効果的な方法です。
　具体的に示された報告書は、コンプレッサシステムの効率改善に大いに役立つことをお約束します。

問題の確認

お客様のご要求と
現状に対する協議

ソリューション提案

省エネ改善の
シミュレーション



ES Controller (ES4i/ES6i/ES6)
省エネルギーシステム（台数制御盤）



事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

シンプルなシステムにより低コストで導入！
短期間での投資回収が可能！！

設備のライフサイクルコストの内、電力消費費用は70％以上を占め、電力費の低減は大きなコストセービング
に繋がります。

コンプレッサ設備において、コンプレッサを効率的に運転管理することは最も即効性のある省エネ
ソリューションです。
・システム制御圧力をシングルポイントで管理（制御圧を狭く低く設定可能）
・VSD機（インバータ機）を効率回転域で運転制御
・非生産時にはコンプレッサの運転を停止し無駄な運転動力を抑制
・抑制下にあるコンプレッサの運転時間が均等になるよう運転
・自由且つ広範囲に優先順位を組み替えられるシーケンス制御

省エネ可能範囲

通常の設備 ESシステム導入

70 50

20

接続可能機器数
・コンプレッサ数

デジタルI/O接続の最大コンプレッサ数
外部出力信号の種類フィールドバス（オプション）

0
Modbus、EtherNet/IP

ES4i
最大4台

3.5 液晶スクリーン

一体型

ディスプレイ

圧力検知

装置本体寸法（奥×幅×高（㎜））

コントロール範囲

接続

機器

①コンプレッサ内蔵センサ
②オプション：外部圧力センサ

0
Modbus、EtherNet/IP

ES6i
最大6台

3.5 液晶スクリーン

一体型

①コンプレッサ内蔵センサ
②オプション：外部圧力センサ

6
Modbus、EtherNet/IP

ES6
最大6台

5.7 液晶スクリーン

210×400×400

外部圧力センサ

特 徴



ES Controller (ES16/ES360)
省エネルギーシステム（台数制御盤）



事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

設備のライフサイクルコストの内、電力消費費用は70％以上を占め、電力費の低減は大きなコストセービング
に繋がります。

コンプレッサ設備において、コンプレッサを効率的に運転管理することは最も即効性のある省エネ
ソリューションです。
測定圧力により流量を演算し、消費電力を管理しながら最適な省エネ制御が可能
・コンプレッサの運転効率やメンテナンスコストを考慮した省エネ制御運転
・システム制御圧力をシングルポイントで管理（制御圧を狭く低く設定可能）
・複数台VSD機（インバータ機）を効率回転域で運転制御
・非生産時にはコンプレッサの運転を停止し無駄な運転動力を抑制
・制御下にあるコンプレッサの運転時間が均等になるよう運転
・自由且つ広範囲に優先順位を組み替えられるシーケンス制御

省エネ可能範囲

通常の設備 ESシステム導入

70 50

20

接続可能機器数
・コンプレッサ数

デジタルI/O数
外部出力信号の種類フィールドバス（オプション）

データ保持期間（本体のみ／外部出力不可）

標準8点（DI4点、DO4点）

Modbus、EtherNet/IP
1週間

ES16
最大16台

7″カラータッチスクリーン
2個

210×400×400

ディスプレイ
圧力センサ
装置本体寸法（奥×幅×高（㎜））

コントロール範囲

接続

機器

標準8点（DI4点、DO4点）

Modbus、EtherNet/IP
1ヶ月間

ES360
最大30台（＋ドライヤ30台）

12″カラータッチスクリーン
8個

210×500×600

特 徴

厳格な制御で最高の省エネ運転！



SMARTLINK
遠隔モニタリング／メールサービス

お客様PC

電子メールサービス

モニタリング



事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

スマートリンクシステムは、予防保全のための
データ監視サービスと生産設備のダウンタイム
を最小限にする事が可能なEメールによる通知
サービスです。

スマートリンクのサービス
・エレクトロニコンを有したコンプレッサへの接続
・コンプレッサ8台まで接続可能
エアモニター設置にあたり必要な項目
・アナログ電話回線およびモデム
・インターネットプロバイダとの契約
・アトラスコプコサービスプランにもとづく保守契約
契約項目
・サーバ利用費、通信費、機材レンタル費

スマートリンクの特徴
■ LANあるいは電話モデムを経由することで場所や時間を選ばず、シンプルかつ広範囲にコンプレッサ
設備の運転状態や過去の経歴を確認することができます。（常時1年分のデータを保存）

■ e-mailを経由して警報や異常停止の状況が通知されます。
■ 正確な状況判断により不用意なサービス員派検が避けられます。
■ 継続的な監視で、より効率的な保守計画を立案いただけます。
■ 早急かつ適切な情報の入手で、ダウンタイムを最小限に抑え、適正な保守の実施で総合的な費用が低減
できます。

■ 定期的データの採取で来歴が把握でき、それらを分析評価することにより、より効果的な改善案を提
言できます。

コンプレッサ設備の適正な保守が、突然の圧縮空気の供給停止による生産設備を防ぐ唯一の方法です。
エアモニタを加えたサービスプランが、圧縮空気設備を常に最高品質に維持することをお約束します。

安心の遠隔監視システム

メールサービス

遠隔モニタリング

インターネット



Energy Recovery
エネルギ回収システム



事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

熱エネルギの再利用

省エネ

プラグ・プレイのコンセプト

自立型装置

補助装置の制御

熱回収

対象器

工程、および関連する補助系統（ファン、ポンプ
など）への燃料の外部からの供給量を抑えられ
ます。

エネルギ回収装置はすでに組み立てた状態で
納品されるため、コンプレッサに接続すればす
ぐに使えます。

モータの総点検や自動温調バルブの取付を容
易に行え、メンテナンスも簡単です。

コンプレッサルーム全体のエネルギ消費を最適
化します。

環境への影響を軽減します。

アトラスコプコ社製GAコンプレッサ

メリット特性

工業用のエアコンプレッサが消費す
る電気エネルギの実に94%が、圧縮
行程において熱に変換され、放熱に
より失われています。残りの6%は、圧
縮空気の熱損失となります。

アトラスコプコ社の新しいコンプ
レッサは熱回収できるようになって
おります。これに加え、現在は自立型
のエネルギ回収システム（ER）も提供
しています。これにより、お客様は、こ
れまで利用していなかった熱を効率
良く回収できることで、エネルギの消
費量を低減し、コストを抑制し、CO2
を少なくすることができます。

①投入電気エネルギ
②モータの発熱 9%
③オイルクーラの発熱 72%
④大気中への放熱 2%
⑤ガスクーラの発熱 13%
⑥圧縮空気の残留熱 4%
⑦回収可能エネルギ 94%
回収可能エリア：②、③、⑤

ボイラ

冷水

冷水

電力

空気

圧縮空気

温水

冷水

冷水

エネルギ回収

オイルサーキット

ヒータ

シャワー

熱回収イメージ



エアネット計装配管システム



事業本部 〒105-0014 東京都港区芝2-13-4 住友不動産芝ビル4号館5F TEL.03-5765-7824

仙台営業所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22　仙台松村ビル4階 TEL.022-265-1634

北関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-103大宮大鷹ビル607 TEL.048-657-9582
神奈川営業所 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島16-1 TEL.044-288-2104

静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地二丁目4-43 TEL.054-236-5376

名古屋営業所 〒460-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル7F TEL.052-935-3416

金沢営業所 〒920-0025  石川県金沢市駅西本町1-14-29 サン金沢5F TEL.076-231-1861

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル5F TEL.06-6886-6139

広島営業所 〒733-0842 広島県広島市西区井口5丁目16-19 TEL.082-501-5821

福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-3-14 TEL.092-587-0184

四国出張所 〒769-0205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁55-6 ラヴィル川原102号 TEL.0877-56-7822

熊本出張所 〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王寺町47-5 TEL.096-334-6188

スピーディ・簡単・高い信頼性の配管

特徴 簡単作業で効率アップ！　時短でコストダウン！

AIRnetフィッティング設計

安心のAIRnet10年保証
AIRnetの製品はヨーロッパの認証機関であるLloyd認証を受けておりますが、高い水準の性能を誇って
おり、ご安心してお使い頂くために、フィッティングとアルミニウム製パイプを対象に、素材の欠陥を原因
とする損傷について一定条件の基10年間の保証期間を設けています。（保証の詳細条件は、別途お問い合
わせください）

強化グリップ内部設計
グリップ、強度、および安全性を高めた新設計
（ステンレス鋼製の留め金リング付き）
独特のナット設計
V字型の刻み目が付いており、ナット自体を
損傷させずにAIRnetスパナで固定すること
ができます。
独特の本体設計
本体の内径が非常に大きいため、抵抗が少なく
圧力損失が抑制できます。
独特のインレットガイド
パイプを容易に挿入し、位置を簡単に揃える
ことができます。
部品の識別情報
部品番号や直径は加工表示されています。
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