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kyエアまたはガスを含む製品向け

アルファ・ラバル MR-166S, -185S, -200S, -300S リキッドリング・ポンプ

.

用途
MRは、エアやガスを含む液体のポンプ専用に作られたリ
キッドリングポンプです。
ポンプは食料、化学品、医薬品および同様の業界で、
主に CIP 戻り用途で使用されています。

標準仕様
すべての製品の接液部 (ポンプ・ケーシング、ケーシング・カ
バー、およびインペラーなど) はl耐酸鋼 AISI 316L 製です。
シールはEPDMゴムで作られています。キャップナット、
脚部、脚部ブラケット、アダプタとシュラウドはステンレスス
チールで作られています。 シュラウドの内周には吸音装置
が付いています。

シャフト・シール
MR-166S、-185S および 200S では、メカニカル。シングル
シールには耐酸性 AISI 329 製の固定シールリングと、カーボ
ン製の回転シールリングがあります。
MR-300 にはカーボン製の固定シールリングと、耐酸性 AISI
329 製の回転シールリングがあります。

テクニカル データ

モーター
IEC 規格準拠のフット・フランジモーター、4 極 = 1500/1800rpm
(50/60Hz)、
IP55 (ラビリンス・プラグ付ドレンホール)、絶縁種別 F

モーターのサイズ

50 Hz 60 Hz
2.2 kW (166S) 2.6 kW (166S)
5.5 kW (MR-185S) 6.3 kW (MR-185S)
7.5, 11 kW (MR-200S) 8.6, 12.5 kW (MR-200S)
15, 18.5 kW (MR-300) 17, 21, 25 kW (MR-300)

運転データ

圧力
最大入口圧力: . . . . . . . . . . . . . . . 0.4MPa (4 bar)

温度
使用温度範囲: . . . . . . . . . . . . . . . -10℃ - +140℃ (EPDM)
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ポンプ具体メジャー

ポンプモデル MR-166S MRMR-185S/200S MR-300
A 129 154 205
B - - 190
C 117 140 -
D 233 260 350
E 150 173 -

モータ具体メジャー

モーター IEC IEC100 IEC132 IEC160 IEC180
モーター[kW] 2。2 5.5/7.5 11/15 18.5/22
F(最大)* 302 304 332 352
G 185 196 262 286
H 323 383 282 533
I 455 533 749 674

*F次元が最小化にすることが可能です。 すべてのポンプモデルは59ｍｍです。 小さいモデルは、F次元寸法を更に小さくす
ることが可能です。

モータ概要

ポンプモデル MR-166S MRMR-185S/200S MR-300
モータ範囲(IEC) IEC100 IEC132-IEC160 IEC160-IEC180

次元寸法データは、4極、ABBモーターに準拠しています。

接続

ポンプモデル MR-166S MRMR-185S/200S MR-300
ISO 2037 クランプ M1 21 21 21

M2 21 12 -
ユニオン ISO(IDF) M1 21 21 21

M2 21 21 -
ユニオン DIN/ISO M1 22 22 30

M2 22 32 -
ユニオン SMS M1 20 24 24

M2 20 24 -
ユニオン (BS)RJT M1 22 22 22

M2 22 22 -
J1* 51 / 2" 76,1 / 3" 76,1 / 3"
J2* 51 / 2" 76,1 / 3" 76,1 / 3"

* ご要求があれば、その他の次元寸法も可能です。
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オプション
A. その他の電圧と周波数
B. 耐炎性モーター (EEXE および EEXD)
C. シュラウドと脚部なし
D. シュラウド無しのポンプ
E. 騒音低減バルブ
F. ニトリル (NBR) または フッ素ゴム (FPM) の接液部シール
G. シーリング表面がシリコンカーバイドの固定側シールリン

グ (MR-185S および MR-200S のみ)
H. シリコンカーバイドの回転側シールリング (MR-185S お

よび MR-200S のみ)

ご注文方法
ご注文に際しては、以下の事項をお知らせください。

- ポンプ・タイプ
- 電圧および周波数
- 継手の種類
- 流量、圧力、温度
- 液の密度と粘度
- オプション
注意
詳細については、ESE00675 と ESE02051 指令もご覧ください。
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ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更さ

れることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有

する登録商標です。 © Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は

当社のウェブサイトで絶えず更新されています。

www.alfalaval.comにアクセスして

直接情報を入手してください。


	toc
	ky エアまたはガスを含む製品向け 
	用途
	標準仕様
	シャフト・シール

	テクニカル データ
	モーター
	モーターのサイズ 

	運転データ
	圧力
	温度
	ポンプ具体メジャー
	モータ具体メジャー
	モータ概要
	接続 
	オプション
	ご注文方法
	注意
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice


