冷凍式冷却水循環装置
チルドストリーム

型式

CSI030-A-20-T

冷却能力

2,900W
12L/min(60Hz)

定格流量

外気温以下の冷却水を
使用したい時に最適！
！
軽量・コンパクトで抜群の
温度安定性(±0.1℃)を実現！
！
●特長
・膨張弁と温度センサによる精密な温度制御方式のため
高い温度安定性(±0.1℃)とタンクの小型化を実現。
・工具レスで空冷コンデンサの点検、
清掃が可能。
・大きなデジタル表示(7セグメント)で現在値や設定値が
一目でわかります。
・本体背面のコネクタ部より外部スイッチ等の電源
(DC24V)の供給が可能。
・0.5ｈ単位のON/OFFの運転タイマー機能搭載。
・表示単位切換機能【温度：℃/℉ ・ 圧力：MPa/PSI】
・停電時復帰運転機能
・凍結防止運転機能

型式

CSI060-A-20

冷却能力

5,900W
10L/min(60Hz)

定格流量

●仕様
型式

CSI030-A-20-T

冷却方式

CSI060-A-20
空冷冷凍式

湿度制御方式

PID 制御

設定温度範囲 / 温度安定性

5 〜 40℃ / ± 0.1

50Hz

2300W

60Hz

2900W

4900W

冷却能力

設置環境

周囲温度

使用冷媒

R407C(HFC)、0.57kg
液種

循環液

5900W
5 〜 40℃
R410A(HFC)、0.85kg

清水、エチレングリコール水溶液 15％
0.44MPa(50Hz)
0.40MPa(60Hz)
10L/min(50Hz)
14L/min(60Hz)

ポンプ能力
定格流量

タンク容量

0.21MPa(50Hz)
0.29MPa(60Hz)
23L/min(50Hz)
28L/min(60Hz)
約 5L

操作表示パネル

7 セグメントデジタル表示

電圧
ブレーカ
電源

(

単相 AC200~230(50/60Hz)
許容電圧変動± 10％
15A
30A
サーキットプロテクタ )

最大運転電流

10.0A

18.0A

定格消費電力

1.2kVA(50Hz)
1.5kVA(60Hz)

1.83kVA(50Hz)
2.30kVA(60Hz)

循環液戻り口・吐出口サイズ

Rc 1/2

外形寸法 (mm)

W377 × D500 × H685

W377 × D592 × H1003

質量 ( 循環液を含まず )

53 ± 1kg

73 ± 1kg

※本仕様は予告なしに変更することがありますので、
ご注文の際はご注意ください。

本社・工場
東大阪工場
201712

大阪府八尾市老原 4-153
〒581-0092
TEL 072-949-4661 FAX 072-948-1528
大阪府東大阪市加納 4-10-7 〒578-0901
TEL 072-965-1680 FAX 072-963-3008

http://www.mac-wels.co.jp

冷却水循環装置
ストリームジェントル
チルドストリーム

冷却⽔循環装置

ストリームジェントル

MP-401CT

型式

MP-402CT

冷却能力
2,100W
4,200W
12L/min(60Hz) 定格流量 10L/min(60Hz)

●特長
・便利な透明カートリッジ式タンク採用！(Ag＋付き)
・透明樹脂製タンクを使用しているため
復水がひと目で確認できます。

MP-402CT
MP-401CT

●特長
・電解腐食ゼロ構造
・独自の内部構造により、電解腐食によるトーチ
の劣化を防止。
特に半自動溶接機での溶接トーチ寿命は倍増
します。

・TIG溶接のアークスタート性抜群
TIG溶接のアークスタート性抜群
・独自に開発した絶縁構造により冷却水を経由
してアースに流れる電流をシャットアウト。
スムーズなスタート性を実現しました。

・高周波レスTIG溶接機に完全対応
高周波レスTIG溶接機に完全対応
・溶接機本体や溶接用母材アースと本体を電気
的に完全絶縁。高周波レスTIG溶接機にも安
心して使用できます。

・カートリッジタンクが上部にあるため
冷却水の交換が簡単です。

・便利な透明カートリ
便利な透明カートリッジ式タンク採用！(Ag＋付き)

型式

型式

MP-250B

冷却能力

2,400W

定格流量

2.0L/min(60Hz)

・冷却能力2400Wでパワフル冷却。
・静かさは従来機と同じ53dB。
・小型溶接機の上部にも搭載できる小型設計。

取付金具
標準
標準 + オネジ金具
標準 + オネジ金具

・全ての電気溶接に最適な不凍液です。
・抗菌、防腐作用は、
エチレングリコールで対応。
・防錆剤などは全く使用していないため、
電解腐蝕を最小限に抑えています。
・純水を使用しているため、
冬期の4ヶ月間は交換不要。
・電気絶縁度が高く、高周波レスTIG溶接に最適です。
注）
『 冬流水』
は凍結の恐れのある冬期限定で使用してください。
注）
『ストリームジェントル』の不凍液には、必ず『冬流水』
をご使用ください。
他の不凍液を使用すると水漏れの恐れがあります。

・７５kVAまでのスポット溶接機
(マルチ・プロジェクションは除く)に対応

・タンク容量が6.5Lでコンパクトなため
設置スペースも節約
・ステンレス製完全密閉式タンク
採用により、
バクテリアの繁殖や
冷却水の酸性化を防ぎ、
冷却水の
交換が少なくてすみます。

※スポット溶接機に使用する場合
は使用されるスポット溶接機の短
絡電流、使用率、冷却水量などを
ご確認のうえ、
お問合せください。

カートリッジタンク用抗菌・防カビ・防腐剤

Ag+『エージー・プラス』
●効果

●効果

●特長
・冷却能力4300Wでパワフル冷却
・スポット溶接機に対応

ストリームジェントルは使用する溶接機の種類
溶接機
対象機種
によりオプションの流量スイッチや、取付金具が
ダイヘン社製・パナソニック社製
標準タイプ
必要となる場合があります。
パナソニック社製フルデジタル
流量スイッチ付き
ストリームジェントルをご購入いただく際には、
ダイヘン社製フルデジタル
標準タイプ
事前に使用する溶接機をご確認の上、
お買い求め
の際に、一緒にご連絡ください。
※流量スイッチの動作には、0.8L/min以上の流量が必要です。

『冬流水(とうりゅうすい) 』

4,300W
定格流量 15L/min(60Hz)
冷却能力

●機種選択と取付金具について

溶接用不凍液

MP-405C

・長期間(約半年)
・微生物の繁殖を抑制
・藻の発生を防止
・錆の発生を抑制
・無害

●使用方法
・透明カートリッジタンクに吊るすだけ。
・結晶がなくなれば交換。
・冷却水が汚れてきたら、
冷却水のみを交換してください。
Ag+はそのまま使用できます。
・
『冬流水』
と併用して使用できません。
・純水と併用して使用できません。

●仕様
型式

MP-250B

冷却能力

2400W
0.36MPa(50Hz)
0.42MPa(60Hz)
1.5L/min(50Hz)
2.0L/min(60Hz)

ポンプ能力
定格流量
タンク容量
電源電圧
消費電力
外形寸法 (mm)
質量 ( 循環液含まず )

115W(50Hz)
96W(60Hz)
W266 × D480 × H385
17.1kg

MP-401CT

MP-402CT

MP-405C

2100W

4200W

4300W

0.45MPa(50/60Hz)

0.45MPa(50/60Hz)

0.45MPa(50/60Hz)

10L/min(50Hz)
12L/min(60Hz)

8L/min(50Hz)
10L/min(60Hz)

12L/min(50Hz)
15L/min(60Hz)

約 6.5L
単相 AC200V(50/60Hz)
432W(50Hz)
464W(50Hz)
410W(60Hz)
420W(60Hz)
W230 × D420 × H634
W230 × D420 × H839
34.3kg
40kg

※１ 吐出圧力が0.15Mpa時の吐出流量
※２ 送水温度が外気温度＋8℃時の放熱量
※本仕様は予告なしに変更することがありますので、
ご注文の際はご注意ください。

560W(50Hz)
510W(60Hz)
W400 × D550 × H1250
72kg

