ランナビリティを最大限に
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テンシオマスター
ランナビリティを最大限に

ファブリックテンション測定のための３つのポイント:

1

正しいテンション =
優れた走行性

2

シワ、布地汚れ、及び
ダウンタイムの防止

正しいテンション = 優れた走行性
不適正な張力で走行する抄紙要具は、操業に悪影響を与えます。張
力が低すぎると、要具の安定性が低下し、シワ入りや計画外の要具
交換を引き起こします。張力が高すぎると、要具のメッシュに影響を
与え、脱水挙動が変化してしまいます。また、ベアリングやロールの
負荷を増加させ、要具の裂傷・破断を生み出す危険性があります。
機械幅に対する不均一な張力は、要具を一方のサイドに寄せてしま
うため、連続的に逆サイドへのガイドを必要とし、かなりの磨耗及びプ
ロファイルに問題をもたらします。
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簡単、迅速で高
い信頼性！

TENSIOMASTER
ランナビリティを最大限に

フォーミング、プレス、ドライヤーファブリックに適しています
丈夫に作られたフェルテスト社 テンシオメーターは、走行中の抄紙要
具の張力を測定するためのコンパクトで精密な計器です。望ましい張
力を確認・設定するための測定は、迅速且つ正確に行えます。この装
置は、要具へ所定の荷重を掛けて押し、その部分の張力を測定しま
す。センサーバーの押し込み量が、張力に変換されてダイヤルゲージ
に示されます。読み取り最大値は、簡単にリセット出来るスライディン
グポインタで測定値を保持します。そのため、暗い場所や手の届きに
くい場所でも、正確な読み取りを安全な方法で行えます。

The Feltest TensioMaster comes with:
ユーザーマニュアル

ハードキャリングケース

仕

様

稼働中の抄紙機で測定することは潜在
的に危険であり、安全への然るべき配
慮・対策が必要です。当社の製品は、
目的・用途のために最大限安全に設
計・製作されています。

TensioMaster

測定原理

所定のバネ荷重で移動量を測定

測定範囲

0.5 – 20 N/mm

許容誤差

± 8%

測定対象

ワイヤー・プレスフェルト、ドライヤスキャンパス

安全機能

片手操作、任意の位置での測定
スライディング・ポインタ機構による測定値
読み取り

装置保護

IP 64 (スプラッシュウォータープルーフ)

寸

法

230 x 140 x 210 mm / 9.1 x 5.5 x 8.3 in

重

量

1.16 kg / 2.56 lb
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当社の製品は、目的・用途のために最大限安全に設
計・構築されています。当社は、当社の製品を使用し
て生じた傷害または損害について、一切の責任を負
わないものとします。

Telephone: 043-308-7302
Fax:
043-308-7304
Email:info@igt.co.jp
Internet:www.igt.co.jp

デジマイクロ
ランナビリティを最大限に

デジマイクロを採用する３つの理由:

1

3インチカラーディスプ
レイによる即時検査

2

シャープで、高い照度
とても見やすいです

内蔵LED
デジマイクロは、あらゆるタイプの素材表面の詳細な調査のために、どこで
も簡単に撮影できる非常に小さなデジタル顕微鏡です。 内蔵のLEDはあら
ゆる状況下で最適な照明を保証し、3 "ディスプレイはすぐに結果を表示し
ます。
デジマイクロは何ができるか？
ポータブルデジタル顕微鏡は新しい可能性を開いた。この装置は機
械停止中に多数の点をチェックするのに最適です：
•
•
•
•
•

個々の繊維糸の摩耗を調べることによって摩耗を把握;
静的な要素によって生地のバリ（ひげ）摩耗の把握;
ファブリックの脱水チャンネルを妨害する汚染の把握;
プレスフェルトのシームおよびシームフラップ検査;
ドクター・クレーピングブレードのパターン摩耗の把握;
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簡単、迅速
適性価格！

デジマイクロ
ランナビリティを最大限に

測定ソフトウェア
デジマイクロには測定ソフトウェアが標準装備されており、拡大した撮影対象物の距離、面
積、角度、半径を正確に測定することができます。 詳細な技術的な議論のために、写真やビ
デオを簡単に保存したり、同僚やサプライヤに電子メールで送ることができます。
なぜデジマイクロを採用するのか？
市場には非常に多くのポータブル顕微鏡があります。 なぜデジマイクロを選ぶのか？こ
の装置は、優れた品質の光学系と均一な照度のため、あらゆる状況下で明るく歪みのな
い詳細な画像を提供します。 また、誤って紛失や破損した場合、手頃な価格で手に負え
なくなります。デジマイクロは独自のカラーディスプレイを備えているので、ラップトップコ
ンピュータを（濡れて滑りやすい）抄紙機に持っていく必要はありません。

付 属 品:
カメラ, バッテリー、充電器
カメラスタンド
USB ケーブル
2 GB microSD メモリーカード
ポンチ、清掃布
CDソフト
取扱マニュアル（英文）

仕
倍

様
率

デジマイクロ
約20x and 200x (光学上), up to 500x (デジタル)

イメージセンサー

5 Megapixel CMOS

解像度

12 M, 9M, 5M, 3M, 1.3M and VGA

フレームレート（ビデオ）

30 fps

ライトニング

8 ホワイト LEDs

メモリー

microSD card (up to 32 GB)

PC 接続

USB 2.0

バッテリー

3.7V Li-ion rechargeable battery

バッテリーチャージャー

100-240V 入力, EU プラグ

寸

法

130 x 103 x 29 mm

重

量

0.2 kg (incl. battery)

ソフトウェア OS

稼働中の抄紙機であらゆる
種類の測定を行うことは潜在
的に危険であり、注意力、集
中力、知識が必要です。

Feltest Equipment BVの製品は、意図され
た用途のためにできるだけ安全になるように
設計され、構成さ れています。 Feltest
Equipment BVは、Feltest Equipment BVの
製品を使用して生じた傷害または損害につい
て、一切の責任を負わないものとします。
製品は、予告なく仕様変更されることがあり
ます。

Telephone: 043-308-7302
Email: info@igt.co.jp
Internet: www.igt.co.jp

Windows XP and up
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エアスピード/2
ランナビリティを最大限に

Uhleボックスのフェルトを通してAirSpeed / 2を測定する3つの理由：

1

感覚ではなく、事実
をモニターします

2

プレスフェルトのオー
プン性を正確かつ迅
速に判断します

プレスフェルトの状態を把握
抄紙機のプレスフェルトの状態を常にモニタリングすることは有益です。 機械停止の安全な
計画だけでなく、品質や走行性の問題に直面した場合のトラブルシューティングにも使用で
きます。 フェルト条件を示す重要なパラメータの1つは、Uhleボックスに対する透過率です。
もちろん、他のパラメータ、Uhleボックス（Feltest RealVac）に加えられた真空度、フェルト
のキャリパー（Feltest Caliper Profiler）と含水量も適用されます。
プレスフェルト用に設計されたフェルテストエアスピード
この装置は、走行中のプレスフェルトに使用するように設計されています。 低摩擦プラスチック
ヘッドは、フェルトを通る空気速度を正確に測定する高精度ベーン（風車）を含みます。
伸縮ロッド
すべての部品は、製紙工場の荒い腐食環境に適しています。
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シンプルで迅速、
そして信頼できます！

エアスピード/2
ランナビリティを最大限に

この装置に含まれるもの:
プローブ、測定ヘッド、読み取りユニット

テレスコピックロッド
取り扱いマニュアル（英文）
固体キャリングケース

仕

様

Airspeed/2

測定機構

低摩擦、ヘビーデューティミニベーン

測定幅

0.6 - 20 m/s

解像度

0.01 m/s

精

+5% ・ + 0.4 m/s

稼働中の抄紙機であらゆる
種類の測定を行うことは潜在
的に危険であり、注意力、集
中力、知識が必要です。

読出し単位

m/s

メモリ

測定ごとに最小値と最大値を記録する

バッテリー

1 x 9 Volt, サイズ PP3

グリップ長

350 - 1000 mm (telescopic)

ケーブル長

1.5 m

Feltest Equipment BVの製品は、意図され
た用途のためにできるだけ安全になるよう
に設計され、構成さ れています。 Feltest
Equipment BVは、Feltest Equipment BVの
製品を使用して生じた傷害または損害につ
いて、一切の責任を負わないものとします。
製品は、予告なく仕様変更されることがあり
ます。

コントロールユニット寸法

145 x 80 x 39 mm

Telephone:

043-308-7302

プロテクション

IP 62 (splash water proof)
約 0.5 kg

Email:
Internet:

info@igt.co.jp

重

度

量
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キャリパープロファイラー
ランナビリティを最大限に

紙抄紙機のワイヤーとフェルトの厚さを測定する3つの理由:

1

感覚ではなく、事実
をモニターします

2

摩耗・圧縮を見極め、
より安全な停止の計
画を立てます

フォーミングファブリックの摩耗
キャリパープロファイラは、水の膜や布の表面の小さな汚染の影響
を受けない真の布の厚さを測定します。 プロファイル機能のため
に、エッジから30cm / 1フィート以内の最小キャリパーを常に検出し
ます。 この測定されたキャリパーは、ファブリックサプライヤーが指
定した最小キャリパーに直接関連付けることができます。

3

シンプルで迅速、
そして信頼できます！

即座に高い精度を望めます！
フィーラーのユニークな形状は、走行中のフォーミングファブリックと
プレスフェルトで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されて
います。 高いばね荷重は優れた再現性をもたらし、測定実行する人
による測定差を最小限に抑えます。

プレスフェルトの摩耗
薄いフェルトが必ずしもそれが摩耗しているというわけでは
ありません。 コンパクトにすることもできます。 プレスフェル
トの状態を適切に判断するには、Feltest AirSpeed / 2と
Feltest RealVacで測定したキャリパーテスト結果とフェルト
のオープン性に関する情報を組み合わせることが最善です
フェルト圧縮のモニタリング
あらゆるニップパスでは、ニップの衝撃から回復するフェルトの能力
が低下します。 フェルト設計およびプレス荷重に応じて、フェルトは
ますます圧縮されるようになります。 すべてのフェルトの位置につい
て典型的な圧縮曲線を確立します。 任意の（トライアル）フェルトの
圧縮曲線をこのリファレンスと比較すれば、何が起こっているのか
正確に知ることができます。
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キャリパープロファイラー
ランナビリティを最大限に

製紙業界向けに開発されました
製紙工場環境での精度、再現性、信頼性は設計目標です。 エレクトロニクス、コンポーネ
ント、メカニックは、すべての部品がこれらの目標を満たしています。その結果、抄紙機の
扱う専門家のための高度に専用化された装置です。
人間工学に基づいた設計
人間工学に基づいたデザインと剛性のデザインは、左利き右利きの両方の人に適していま
す。 赤いトリガには2つの機能があります。トリガを引くと、器具の口が開きます。 トリガを押す
と測定値がメモリに記録され始めます。 測定後、ファブリックの実行の外で安全に結果を読み
取ることができます。
フェルテストキャリパープロファイラーは、製紙工場の腐食環境下で使用するために設計さ
れています。 スプレーウォーター、粉塵、機械的衝撃に強く、メンテナンスフリーです。この
装置はカスタムキャリングケースに同梱されています。 納品には、計算例を含むマニュア
ル、USBケーブル、PCにデータをダウンロードするソフトウェアが含まれています。

装置に含まれるもの:
USBケーブル
CD ソフト

英文取り扱いマニュアル（和文準備中）

キャリングケース

仕

様

Caliper Profiler

精

度

± 0.01 mm or ± 0.40 mil

稼働中の抄紙機であらゆる
種類の測定を行うことは潜在
的に危険であり、注意力、集
中力、知識が必要です。

寸 法 (l x h x d)

431 x 127 x 25 mm

重量/含キャリングケース

1.8 / 4.8 kg

バッテリー

9 Volt 標準バッテリー1個

バッテリーの平均寿命

1 年未満

プロテクション

IP 64

PC 接続

USB ケーブル

OS 条件

Windows XP 以降

Telephone:

043-308-7302

ソフト言語

英語・ドイツ語

Email:
Internet:

info@igt.co.jp
www.igt.co.jp

Feltest Equipment BVの製品は、意図され
た用途のためにできるだけ安全になるように
設計され、構成さ れています。 Feltest
Equipment BVは、Feltest Equipment BVの
製品を使用して生じた傷害または損害につい
て、一切の責任を負わないものとします。
製品は、予告なく仕様変更されることがあり
ます。
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ポケットストローブLED
ランナビリティを最大限に

ポケットストローブ LEDを採用する３つの理由:

1

問題箇所の即時検査

2

小型設計
耐 水

稼働速度での検査
ストロボスコープの検査ライトは、フルスピードで動作する部品・機械を停止させるかのように
見せ、それによって目視では見にくい細部を見ることができます。
ポケットストローブ LEDの利用
製紙はとてもダイナミックな工程ですが、時には瞬間を停止して正確に観察したいケースもあ
ります。 ポケットストロボLEDは、迅速な目視検査に理想的なツールです。
コンパクトなので、いつも持ち歩くことができ、即時の情報が得られ、マシン
の走行性を最適化するのに役立ちます。
アプリケーション（用 途）
製紙業界での用途ほとんど無数です。 以下をご参照ください：
•ワイヤー上のタービュランスとストックジャンプのチェック
• ジェット衝突角とフォーミングテーブルの脱水チェック
•脱水脈動、質量変化発生のチェック
•エアーエンクロージャーのトリムノズルとHPシャワーの検査
•ピックアップフェルトのシート落ちをチェック

その他多数の用途...
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短時間で簡単な操作
高い信頼性！

ポケットストローブ LED
ランナビリティを最大限に

迅速| 高明度| 堅固
フラッシュ速度と光強度の点では、ポケットストロボLEDは世界中のポータブルLEDストロボの
中でも他に類をみません。 最先端のLED、インテリジェントな電子機器、高品質の光学アセン
ブリは、高速で動く物体の明るく均質な照明を保証します。
ポケットストロボLEDは手のひらにフィットし、丈夫で防水性があります。 抄紙機周辺に
最適です！
高速移動部品への優れた観察
このストロボスコープの独特な特徴は、フラッシュ持続時間がフラッシュ周波数とは独立し
て設定できることです。 フラッシュの持続時間が短いほど、表示されるオブジェクトの移動
距離が小さくなり、シャープな画像が得られます。しかし、フラッシュ持続時間が長くなれば
なるほど、物体はより多く照射されます。この装置の採用は、最良の選択となります！

装置に含まれるもの:
ストローブスコープ
6x AA バッテリー (約10時間前後稼働)

英文取り扱いマニュアル

キャリングケース

仕

様

マックス 光出力

稼働中の抄紙機であらゆる
種類の測定を行うことは潜在
的に危険であり、注意力、集
中力、知識が必要です。

Pocket Strobe LED
4 800 lux @ 0.3 m distance and 6000 FPM

FPMフラッシュレート範囲* 30 - 300000 FPM (flashes per minute)
フラッシュカラー

約 6500 K

保護仕様

IP65 (耐水)

寸

法

191 x 82 x 60 mm / 7.5 x 3.2 x 2.4 in

重

量

0.4 kg / 0.9 lb (含バッテリー)

バッテリー

3 x AA - size 使い捨て
(充電可能 NiMH バッテリーはオプション)

バッテリー寿命

約 5 時間 @ 6000 FPM (設定条件に影響されます)

セッティングと機能

- フラッシュ時間 （短い=鮮明な画像;長い=多くの照明） - フラッ
シュ周波数と持続時間は互いに独立して設定可能 - 現在のフ
ラッシュレートを1つのボタンで倍にするか半分にします
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Feltest Equipment BVの製品は、意図され
た用途のためにできるだけ安全になるように
設計され、構成さ れています。 Feltest
Equipment BVは、Feltest Equipment BVの
製品を使用して生じた傷害または損害につい
て、一切の責任を負わないものとします。
製品は、予告なく仕様変更されることがあり
ます。
Telephone: 043-308-7302
Email: info@igt.co.jp
Internet: www.igt.co.jp

パワーストローブ
ランナビリティを最大限に

パワーストローブを採用する３つの理由:

1

問題箇所の即時検査

2

最高の画像を得るた
めの高出力仕様

フォーミングファブリックの摩耗
ストロボスコープの検査ライトは、フルスピードで動作する部品・機械を停止させるかのよう
に見せ、それによって目視では見にくい細部を見ることができます。
パワーストローブの利用
製紙はとてもダイナミックな工程ですが、時には瞬間を停止して正確に観察したいケースもあ
ります。 パワーストローブは、迅速な目視検査に理想的なツールです。
実際に高速稼働時に何が起こっているかが把握でき、すぐにフィードバックが得られ、マシン
の走行性を最適化するのに役立ちます。

アプリケーション（用 途）
製紙業界での用途ほとんど無数です。 以下をご参照ください：:
•
•
•
•
•

ワイヤー上のタービュランスとストックジャンプのチェック
ジェット衝突角とフォーミングテーブルの脱水チェック
脱水脈動、質量変化発生のチェック
エアーエンクロージャーのトリムノズルとHPシャワーの検査
ピックアップフェルトのシート落ちをチェック

その他多数の用途...
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短時間で簡単な操作
高い信頼性！

パワーストローブ
ランナビリティを最大限に

同 期（シンクロナイズ）
パワーストローブは、あらゆるビデオシステムと簡単に同期し、強力なモーショ
ン解析ツールを提供します。 この装置では問題のある部分を明るくし、ビデオ
に録音、細かい部分まで観察するのに必要なだけ頻繁に再生します。

装置に含まれるもの :

バッテリー2個 (1個は予備)
100 - 240V バッテリーチャージャー EU プラグ

英文取り扱いマニュアル
オプション :
ソフトカンバスケース

IATA（空輸用） ハードケース

スペアパーツ、 フラッシュチューブ、バッテリー

＊バッテリー寿命

仕

様

マックス 光出
フラッシュレート FPM*

* FPM = flashes per minute

PowerStrobe
1720 lux @ 5 m 距離 100% nintensity, 6000 FPM*
FPM*

強

度

出

力

18000

33 %

0.28 Joules/flash

60 min.

12000

66 %

0.43 Joules/flash

22 min.

6000

100 %

0.85 Joules/flash

14 min.

寸

法

168 x 162 x 336 mm

重

量

2.3 kg (含バッテリー)

バッテリー

充電可能 14.4 V, 2.4 Ah NiCd battery

バッテリーチャージャー

入力: 90 -‐250V AC, プラグ形式対応可能

トリガー

130 x 103 x 29 mm

精

Internal: 30 FPM* to 18000 FPM 精度 0.01%/°C

度

バッテリ＊
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稼働中の抄紙機であらゆ
る種類の測定を行うことは
潜在的に危険であり、注意
力、集中力、知識が必要で
す。

Feltest Equipment BVの製品は、意図さ
れた用途のためにできるだけ安全になる
ように設計され、構成さ れています。
Feltest Equipment BVは、Feltest
Equipment BVの製品を使用して生じた傷
害または損害について、一切の責任を負
わないものとします。製品は、予告なく仕
様変更されることがあります。
Telephone: 043-308-7302
Email: info@igt.co.jp
Internet: www.igt.co.jp

リアルスピード
ランナビリティを最大限に

実速測定が必要な３つの理由:

1

予期しない速度差が
品質と走行性の問題
を引き起こします

2

速度の違いが極端
な摩耗を引き起こし
ます

なぜフェルトやロールの速度を測定するのか？
抄紙機のフェルトや繊維はすべて、正確に制御された速度で走行しなければ
なりません。 残念ながら、ドライブ制御システムは個々の速度を測定するので
はなく、計算された近似値を使用します。 抄紙機服のキャリパーとロールの直
径は、手動でシステムに入力され、ドライブの回転数と乗算されます。
手動でデータを入力すると、間違ったデータを使用したり、変更後にデータを更
新するのを忘れたりして、入力ミスのリスクが生じます。また、ドライブロールを滑
りすぎると、ドライブ制御システムが大きく混乱する可能性があります。 DCSは
すべてのセクション速度が正しく設定されていると述べますが、製紙業者は数多
くのブレーク、異常なドローまたはシート表面の欠陥に直面しています
リアルスピードは、（駆動される）ロールと製紙機械のフェルトの実際の速度を
確認する最速の方法です。 これは、入力エラーやドライブロールのスリップに
起因する望ましくない速度差を特定するのに役立ちます。 トラブルシューティ
ングと走行性向上に最適なツールです！
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短時間で簡単な操作
高い信頼性！

リアルスピード
ランナビリティを最大限に

2分以内に正確な速度測定が可能です！
レーザードップラーシステムを使用して、抄紙機のロールまたはフェ
ルト・織物の速度を測定することがあります。 このようなシステムと
比較すると、リアルスピードには多くの利点があります.1分で使用で
きる状態で、測定自体にも同じことがあります。リアルスピードは、ほ
ぼすべての位置で使用できます：濡れている、湿っている、乾燥して
いる、高温; 安定しているか振動している！ さらに、リアルスピードは
使いやすく、中規模程度の投資しか必要とせず、非常に正確である
ことを保証します

装置に含まれるもの :
ハンドグリップと2つの測定ホイール
- 多用途に1つ、プレスフェルト用に1つ
1つの固定入力チャネルを持つプログラマブル読出しユニット
ハンドグリップと読み取りユニット間の接続ケーブル
ホイールを交換するための工具セット
英語でのユーザーマニュアル
固体金属キャリングケース

使用可能なオプションは、以下のとおりです:
オプション：ワイヤレス接続
測定ホイールを備えたRealSpeedハンドグリップは、ケーブル（標準
供給範囲）またはワイヤレス接続（RealSpeedワイヤレス）の2つの
方法でバット・テリー・オペアンプに接続できます。 両方のセットに
は2種類のホイールが付属しています。 湿式プレスフェルトに使用
するためのものと、布地、乾燥機スクリーンおよびロールを形成す
るために使用するものとがあります。

仕

様

RealSpeed

速度幅

0.1 - 3000 m/min

精

0.05% ± 1 digit.

度

オプション：光センサーと可変信号増幅器
コントロールユニットは、ギアボックスなどの回転速度を測定するため
の光センサーで拡張することができます。 光センサーは非常に感度
が高く、（オプションの）調整可能なシグナルアンプと組み合わせること
で、非常に広い適用範囲が保証されます。

稼働中の抄紙機であらゆる
種類の測定を行うことは潜在
的に危険であり、注意力、集中
力、知識が必要です。

読出し単位

m/s, m/min, m/h

試験材

ファブリック、プレスフェルト、ドライヤースクリーン、ロール

ホイル径

Ø 100 mm;

測定ホイル

ロール用の1つのホイール、フォーミングおよびドライヤー
ファブリック、 プレスフェルト用の1つのホイール

温度範囲
重

量

0 -‐60° C (長時間測定）
0 -‐90° C (短時間測定）
測定中に保持される部品の重量: 1.25 kg
キャリングケースを含む完全なセット: 5 kg

パワーサプライ

4 x AA タイプ使い捨てバッテリー

オプション

-‐車輪と制御ユニットとの間の無線接続
-‐光学センサー
-‐調節可能な入力感度を備えたコントロールユニット
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Feltest Equipment BVの製品は、意図され
た用途のためにできるだけ安全になるよう
に設計され、構成さ れています。 Feltest
Equipment BVは、Feltest Equipment BVの
製品を使用して生じた傷害または損害につ
いて、一切の責任を負わないものとします。
製品は、予告なく仕様変更されることがあり
ます。
Telephone: 043-308-7302
Email: info@igt.co.jp
Internet: www.igt.co.jp

リアルバック
ランナビリティを最大限に

Uhleボックスでリアルバックを測定する3つの理由:

1

ポンプ近くの真空度
≠Uhleボックスで近
くの真空度

Uhleボックスで重要な箇所を測定
Uhleボックスで使用可能な真空は、ポンプで発生
する真空とは異なります。
同じシステムに接続された配管、（汚染された）バ
ルブおよび他の消費者は、あらゆる位置で真空に
影響します。 したがって、Uhleボックスで真空を確

2

テンダー側とドライブ
側の違いを検出し、プ
ロファイルに与える影
響を評価
仕

チューブ:

マノメーター:

リアルバックは、近くに固定マノメータがない場合
でも、真空バルブをオンサイトに設定するのに非
常に役立つツールです。

重

シンプルで迅速、
そして信頼できます！

RealVac

様

認したい場合は、測定する場所は1つだけです。
Uhleボックスでの真空の確認と設定
リアルバックを使用すると、マシンのテンダー側と
ドライブ側の両方の真空度を簡単に比較できま
す。 Uhle内部の汚染のように、いくつかの要因に
よって両側の真空の差が生じる可能性がありま
す。リアルバックを使用すると、ボックスの比較が
容易になりますが、配管のレイアウトとバルブの
位置も変わります。

3

量

材質

ステンレス材

sチューブサイズ

270 x Ø8 mm

グリップ長

100 mm

型式 / 設計

ブルドン管圧力計

ハウジングサイズ

Ø 42 mm

材 質

真鍮製プラグ付きティーケーシング

スケールユニット

0 to -100 kPa

総重量

0.3 kg

稼働中の抄紙機であらゆる種類の測定を行うことは潜在的に危険であり、注
意力、集中力、知識が必要です。Feltest Equipment BVの製品は、意図され
た用途のためにできるだけ安全になるように設計され、構成さ れています。
FeltestEquipment BVは、Feltest Equipment BVの製品を使用して生じた傷害
または損害について、一切の責任を負わないものとします。製品は、予告なく
仕様変更されることがあります。
Telephone: 043-308-7302
Email: info@igt.co.jp Internet: www.igt.co.jp
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カプト CAPTO
ランナビリティを最大限に

重量ファブリックをハンドリングする際にカプトを使用する３つの理由 :

1

Captoはオペレータの
安全性を大幅に向上
させます。

2

デリケート・重いファブ
リックの取り扱いが容
易です。

安全性の大きな向上
機械停止中の製紙機械ファブリック（PMC）の取り扱いは、しばしば困難
な作業になる可能性があります。 カプトは、抄紙機ファブリック・フェルト
の装脱着をより安全な作業にするのに大きく役立ちます。 オペレーター
にとっても、フェルトにとってもとても安全です。
安心と快適さはビジネスに必要
機械停止時間は可能な限り短くする必要があります。 従って、抄
紙機ファブリックはできるだけ迅速に装着する必要があります。 カ
プトはその作業に大きく役立ちます。 カプトプーラーは、オペレー
ターに作業をより安全に、迅速に、そしてより少ない労力で行うため
に必要な容易さと快適さをご提供します。

オペレターに良いものは、ビジネスにも良い！
•セルフラッチング - 布から落ちることはありません;
•ロープとキャプトを使用してマシンに登らないでください;
• いつでも簡単にリリースできます；
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簡単、迅速で
高
い信頼性！

カプト CAPTO
ランナビリティを最大限に

製紙業界向けに開発
Feltest Equipment BVの装置同様、
カプトは日々製紙業界を担当する
人々によって開発されました。

カプトはウェットファブリックに対して
も締付力を維持し、いつもリリースし
やすく、スプレー水、埃、腐食にも耐
えます。

装置に含まれるもの

:

取り扱いマニュアル（13カ国語）
(日本語, English, Arabic, Chinese,
Dutch, Finnish, French, German, Italian,
Polish, Portuguese, Russian, Spanish,
Swedish and Turkish)

クランププレートは交換可能

仕

様

走行中の抄紙機であらゆる
種類の測定を行うことは潜在
的に危険であり、注意力、集
中力が必要です。

Capto

最大引っ張り圧

1000 N (約 100 kg / 220 lbs.)

仕様目的

ファブリック、プレスフェルト、ドライヤースクリーン

最大開口幅

8 mm / 0.3 in

クランプ表面寸法

49 x 125 mm / 1.93 x 4.92 in

クランプ材料

天然ゴム - 要求に応じた材料選択オプション

フレーム材料

アルミに生む

寸

200 x 125 x 90 mm / 7.9 x 1.93 x 3.54 in

法
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Feltest Equipment BVの製品は、意図された用途
のためにできるだけ安全になるように設計され、
構成されています。 Feltest Equipment BV
は、Feltest Equipment BVの製品を使用して生じ
た傷害または損害について、一切の責任を負わ
ないものとします。
製品は、予告なく仕様変更されることがあります。

アイジーティ・テスティングシステムズ株式会社
Tel: 043- 308-7302
Email: info@igt.co.jp Internet: www.figt.co.jp

ボディクールウェア
実現可能性の最大化

ボディクーリングベストを推奨する3つの理由:

1

安全性向上：脱水症
状対策=作業集中力
を高める

2

常に準備：必要なとき
に即座に冷却可能

集中力を高め、リスクを削減します
パルプ＆製紙業界で一般的な高温下での作業条件は、人体に深刻
な影響を与えます。 その環境下では、疲れが早く心拍数が急速に上
昇し、めまいが発生し、集中力が失われます。 回転機械の部品と時
間の圧力と合わせると、これは重大な安全上の問題です。

フェルテスト・ボディ・クーリング・ベストは、高い熱を健康的な温度の
差である2℃（35°F）まで、体のコア温度を徐々に冷やします。 コア
温度が低いほど、脱水が少なく（発汗が少なく）、快適に業務に取り組
めます。
どのように機能するか？
ベストは、特許を取得したポリマーを含む59の小さなポケットがありま
す。水に浸けると、ポリマーは水を吸収してジェル状になり、 ベストが
冷却準備状態になります。
ベストを着用すると、水はゆっくりと蒸発することにより身体から熱を
奪い、ひんやりした感じがしてきます。 ノウハウを基に配置されたポ
ケットにより、ベストは皮膚の温度を下げるだけでなく、実際に体のコ
アを冷やします！
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再利用可能で長寿
命、高い費用効果！

ボディクーリング
実現可能性の最大化

フェルテストボディクーリングベストの使用方法
このベストをアクティブにするのはとても簡単です。水に45分間浸し
てください。 その後、丁寧に絞って、ベストを使用する準備が完了で
す！ 冷却効果をさらに高めるために、ベストは冷蔵庫に保存するこ
とができます。

スポーツからの歴史
フェルトボディクーリングベストは、2008年北京オリンピックが起源で
す。高温条件下での選手のパフォーマンスを改善するために、特許取
得済みのハイドロジェルポリマーが開発されました。

冷却能力を最大にするには、水に浸けてアクティブになったベスト
を冷凍庫に入れます。 ベストが着用されると、凍結したジェルが溶
けると更に激しい冷却が行われ、その後通常の蒸発プロセスが行
われ、快適な体内冷却がされます。

オリンピックの終了後、新しいベストが工業用に開発され、この
ハイテク素材を利用できるようにしました！

違いは細部にあります
フェルトボディ・クーリングベストについて：

• いつでも使用準備できます。その状態は長く継続します！
• シグナルオレンジ色のパッチ、リフレクターストライプの視認性
• 快適に着用できる丈夫なジッパー
• 使いやすいストラップでサイズ調整可能

仕

様

フェルテストボディクーリング

サイズ

Mサイズ: XS ｰ Mサイズの間で調整可能
Lサイズ: L ｰ XXLサイズの間で調整可能

材 質

難燃仕上げのポリエステル。
吸水性、非毒性のハイドロジェルポリマー。

アクティべーション

45分間水に浸けるか、洗濯機で「コールドリン
ス」を使用してください。追加の冷却能力のため
に、8時間冷凍庫に保存する方法があります。

冷却時間

冷凍ハイドロジェルによる氷冷：最大3時間
通常蒸発：体内冷却最大48時間; 数日間待機可能

環境条件

氷冷：空気の相対湿度に制限はありません。
蒸発冷却：
<70％相対湿度：非常に良い冷却効果70％〜
80％相対湿度：良好な冷却効果
> 80％相対湿度：限られた冷却効果

再使用について

ベストは何度も（通常は> 100）使用できますが、実
際は発汗などの外部環境に依存します。

特 徴

シグナルオレンジ色のパッチ、リフレクターストライ
プ、背中に2つのポケット、ジッパー。

重

乾燥: 0.35 kg / 0.8 lb - アクティブ時: 1.5 kg / 3.3 lb.

量

走行中の抄紙機であらゆる種類の測定
を行うことは潜在的に危険であり、注意
力、集中力が必要です。
Feltest Equipment BVの製品は、意図された用途の
ためにできるだけ安全になるように設計され、構成さ
れています。 Feltest Equipment BVは、Feltest
Equipment BVの製品を使用して生じた傷害または損
害について、一切の責任を負わないものとします。
製品は、予告なく仕様変更されることがあります。

アイジーティ・テスティングシステムズ株式会社
Tel:
Email:

043- 308-7302
info@igt.co.jp

Internet: www.figt.co.jp

019

