
Alfa Laval M line 15
サニタリー用ガスケットプレート式熱交換器

はじめに 

アルファ・ラバルの M ラインは、飲料、食品、その他のサニ

タリー用途で使用されるガスケットプレート式熱交換器シ

リーズです。M ラインは、設計圧力が 10 barg（145 psig）

を超えるか、または長いプレートパックが必要になるときに

使用されます。幅広い種類のプレートタイプとガスケット

タイプがあります。

通常のプレート構成に加えて、このモデルは Gemini ダブル

ウォールプレートも用意されています。Gemini プレートは

完全な洗浄が可能で、流体の二液混合を防止するための特別

な予防措置として使用されます。

用途 

• バイオテック、医薬

• エネルギー、ユーティリティ

• 食品、飲料

• ホーム&パーソナルケア

利点 

• 高エネルギー効率ー低運転コスト

• フレキシブルな構造ー伝熱面積の変更可能

• 設置が容易ーコンパクト設計

• 高いサービス性ー分解検査、分解洗浄、CIP 洗浄が容易

• アルファ・ラバルの世界サービスネットワーク

特長 

熱交換効率を最適化し、性能を最大にして洗浄を容易にする

ため、細部まで注意深く設計されています。利用可能な機能

の選択には構成によって適用できない機能もあります。

 

• 5 点アライメント

• コーナーガイドのアライメントシステム

• チョコレートパターンの分配エリア

• 接着式ガスケット

• クリップ･オン式ガスケット

• リークチャンバー

• ベアリングボックス

• 固定式ボルトヘッド

• 鍵穴形ボルト溝

• 吊金具

• ライニング

• ロックワッシャー

• 遊動フレーム用ローラー

• 締付ボルト保護カバー

アルファ・ラバル 360°サービスポートフォリオ 

広範な各種サービスにより、製品寿命期間を通じてアルフ

ァ・ラバルの機器を最高の性能で使用していただけます。ア

ルファ・ラバル 360 サービスポートフォリオは設置サービ

ス、清掃・修理のほか、スペアパーツ、技術文書、トラブル

シューティングも網羅しています。また、交換、後付け、監

視サービスなども提供しています。

アルファ・ラバルのサービス全容に関する詳細やお問い合わ

せ方法については、www.alfalaval.com/service をご覧くだ

さい。



技術情報に関する総論 

• このリーフレットに掲載されているグローバルなオファ

リングはすべての地域で利用できるわけではありませ

ん。

• すべての組合せによって構成できない場合があります。

寸法図面 
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テクニカルデータ 

プレート タイプ
フリーチャンネル、mm（イ

ンチ）

M15-B シングルプレート 2.5 (0.098)

M15-M シングルプレート 4.0 (0.16)

M15-BG Gemini（衛生仕様）、ダブルウォール 2.5 (0.098)

材質

伝熱プレート

<2/>

316/316L

Ti

フィールドガスケット NBR, EPDM

コネクション 耐酸化ステンレススチール

フレームと圧力プレート
中実ステンレススチール、 クラッドステンレスス

チールまたは表面被膜

その他の材料も要求に応じて使用できる場合があります。

プレート式熱交換器は 3A 認証に準拠して製造されていま

す。

ガスケットは FDA 規格に準拠して製造されています。

運転データ 
フレーム、PV コード 最大設計圧（barG/psiG）最大設計温度（°C/°F）

FMC, PED 10.0/145 160/320

FHC, PED 19.0/275 160/320

拡張された圧力と温度の定格が要求に応じて利用できる場

合があります。

コネクション 

DIN、SMS、Tri-CLAMP、BS/RJT および IDF/ISO オス部品。
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アルファ・ラバルの問い合わせ先

世界各国の最新のアルファ・ラバルの連絡先は、弊社ウェブサイト

(www.alfalaval.com) でご覧いただけます。
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