
一槽式真空洗浄乾燥機 真空蒸留再生機

トスクリーン洗浄機総合カタログ

EMS営業2課
●サービスコールセンター

TEL 0558-76-9933

〒410-2321　静岡県伊豆の国市三福80-2      
TEL 0558-79-3081　FAX 0558-79-3091

●製品営業

このカタログの内容は２０20年8月現在のものです。 トスクリーン洗浄機総合カタログ8P⑤01I-07.6-20.8-CC-17.11

トスクリーン 

DEシリーズ

電気容量合計

冷却水

圧縮空気圧

幅575ｘ奥行745ｘ高さ1470mm

約200kg

炭化水素系溶剤（2石、3石）

AC200V　3相　/20A

間接ヒーター加熱

15～20　L/h

但し、2石溶剤　1vol％以下の汚れ

-

3.56kW

20℃以下、15L/min以上

0.5MPa以上、300L/min

幅575ｘ奥行1035ｘ高さ1500mm

約270kg

炭化水素系溶剤（2石、3石）

AC200V　3相　/30A

オイル媒体、シーズヒーター加熱

30～40　L/h

但し、2石溶剤　1vol％以下の汚れ

-

6.535kW

20℃以下、15L/min以上

0.5MPa以上、300L/min

幅850ｘ奥行1450ｘ高さ1875mm

約680kg

炭化水素系溶剤（2石、3石）

AC200V　3相　/125A

オイル媒体、シーズヒーター加熱

230～250　L/h

但し、2石溶剤　1vol％以下の汚れ

-

32.7kW

20℃以下、15L/min以上

0.5MPa以上、300L/min

幅700ｘ奥行1230ｘ高さ1850mm

約430kg

炭化水素系溶剤（2石、3石）

AC200V　3相　/50A

オイル媒体、シーズヒーター加熱

80～100　L/h

但し、2石溶剤　1vol％以下の汚れ

-

11.535kW

20℃以下、15L/min以上

0.5MPa以上、300L/min

外形寸法

重量

蒸留溶剤

電源

加熱方式

蒸留能力

使用蒸気圧力

DE-22E DE-43E DE-101E DE-250E

PCS-3420

トスクリーン

PCS-2320

外形寸法

重量

槽数

電源

電気容量合計

超音波発振器

冷却水

圧縮空気圧

 　

 　

 　

貯液量合計

幅1900×奥行1350×高さ1700mm

約1780kg

１槽

AC200V　3相　/75A

14.635kW

38kHz

20℃以下、15L/min以上

0.5MPa以上、300L/min

角型

幅400×奥行300×高さ200mm

24L

Max　20kg（ バスケット含む）

220L

対象洗浄

バスケット

仕様

EM-3420M1

幅1300×奥行1300×高さ1500mm

約850kg

１槽

AC200V　3相　/75A

8.82kW

38kHz

20℃以下、15L/min以上

0.5MPa以上、300L/min

角型

幅200×奥行300×高さ200mm

12L

Max　15kg（バスケット含む）

150L

幅1863×奥行923×高さ865mm

約360kg

２槽

AC200V　3相　/15A

1.76kW

26kHz

20℃以下、10L/min以上

0.5MPa以上、300L/min

角型

幅400×奥行300×高さ200mm

24L

Max　20kg（バスケット含む）

200.5L

 形状

 　　　 寸法

 有効容積

 ワーク重量

※写真はオプション装着時※写真はオプション装着時



洗浄から乾燥までノンストップ。
省エネ設計かつ高性能。

PCS-3420
トスクリーン

炭化水素系洗浄溶剤対応
一槽式真空洗浄乾燥機

蒸留再生
ユニット

洗浄
タンク

クリーン
タンク

洗浄乾燥槽

洗浄品

多種多様な部品を少量ずつ洗
浄する場合や、高品質な洗浄
品を求める場合に適していま
す。洗浄品投入後は、洗浄から
乾燥まで自動で行います。また、
蒸留再生ユニット標準装備で、
98％以上の溶剤リサイクルを
実現します。
（当社試験データによる。但し、溶剤の汚
れは１Vol％以下の場合）
※シャワー洗浄はオプション対応

抜群の洗浄性溶剤加温
溶剤加温（８０℃程度）方式により、
洗浄液の溶解力をより高めます。
【真空＋加温】の効果により抜群の
洗浄力を実現。
省エネ・低ランニングコスト
加熱、冷却機構を改善。圧力差を利
用した溶剤供給、排出、コントロール
等の省エネルギー設計を採用。さら
に、溶剤排気部へ高性能コンデン
サーを搭載して､溶剤の消耗を最小
限に抑え低ランニングコストを実現。
環境性
溶剤の排出量が少なく、環境にや
さしい設計。密閉型洗浄装置で、
VOC排出抑制対策に効果。
電装部は内圧防爆構造（エアパージ）
各種ポンプは安全増防爆仕様

洗浄用途　切削加工部品､プレス加
工部品､リードフレーム、モーター部品、
実装基板など。
汚れの種類　プレス油､ワックス､フ
ラックス､各種工作油
オプション　シグナルタワー・回転機
構・メカニカルブースターポンプ・自動
搬送装置・消火装置・ガス検知器・シャ
ワー洗浄など。

一槽式真空洗浄乾燥機とは？
搬入→真空浸漬（超音波・加熱）洗浄＋真空浸積（超音波・加熱)仕上洗浄→真空乾燥→搬出
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炭化水素系洗浄の優れた環境性能

塩素系・フッ素系 洗浄溶剤と比較して
●法規制上の制約が少なく、取扱いやすい
●低毒性、低臭気で人体への安全性が高い
●揮発性が低いため、環境への影響が小さい
●樹脂、ゴム等への影響が小さい

アルコール系、グリコールエーテル 洗浄溶剤と比較して
●安全性が高く、精密洗浄に適している
●繰り返し蒸留再生しても変化がなく、新液レベルの洗浄力を維持できる

水系、準水系 洗浄溶剤と比較して
●蒸留再生が容易で廃液処理が簡単
●洗浄力、乾燥性に優れている
●金属などへの腐食性が少ない
●シミが発生しにくい
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※冷却水ユニットが
　別途必要です。
          （単位：mm）

コンパクトなボディでありながら
洗浄から乾燥までこなす一槽式洗浄乾燥機

PCS-2320
トスクリーン

小型一槽式真空洗浄乾燥機

コンパクトな省スペース設計
コンパクトで省スペース、低価格を
実現。
省エネ・低ランニングコスト
加熱、冷却機構を改善。圧力差を利
用した溶剤供給、排出、コントロー
ル等の省エネルギー設計を採用。
さらに、溶剤排気部へ高性能コン
デンサーを搭載して溶剤の消耗を
抑えた低ランニングコスト化を実現。
高洗浄性能
蒸留機内蔵により、常に溶剤を蒸
留再生。
クリーンな溶剤により、高洗浄性能
を実現。
電装部は内圧防爆構造（エアパージ）
各種ポンプは安全増防爆仕様

洗浄用途　切削加工部品､プレス加工
部品､リードフレーム、モーター部品､電
子部品等精密部品など。
汚れの種類　プレス油､ワックス､フラ
ックス､各種工作油
オプション　シグナルタワー・回転機
構・メカニカルブースターポンプ・自動
ドア・バルブSUSなど。

※冷却水ユニットが
　別途必要です。
          （単位：mm）

詳しくは当サイトの
動画をご覧ください

自動搬送装置接続例

※写真はオプション装着時



水溶性加工油に対する
前洗浄処理を担当する洗浄ユニット。

EM-3420M1
エマルション
洗浄機

水溶性加工油対応
二槽式洗浄機 

第二槽
水切り槽

まず、第一槽にてエマルション化
した溶剤でワークに付着した水溶
性加工油を除去もしくは油性化さ
せます。

次に、第二槽の水置換槽にてワー
クに付着した水成分を分離し、槽
下部に降下させます。

ワークにわずかに残った油性成
分に対し、ＰＣＳの炭化水素系洗浄
機を連携させて、仕上げ‐乾燥ま
でを一気に行います。既存の炭
化水素系洗浄機を流用すること
も可能で、コストパフォーマンス
に優れた水溶性加工油対応が可
能です。

第一槽
エマルション洗浄槽

詳しくは当サイトの
動画をご覧ください

写真 / 外形寸法 は DE-101E の一例
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※１ 非引火性溶剤は当社指定品に限ります。
　　詳しくは担当営業までご確認願います。
※2  DE-101S、DE-200S

※写真はオプション装着時

EM‐3420M1：エマルション洗浄機の洗浄方法

洗浄機連携
PCSシリーズと連携して仕上げ洗
浄まで一気に処理。
気泡を減少させる溶剤脱気
溶剤を脱気することで気泡の残存
量を低減させます。
気泡が減ることで超音波の効果が
ダイレクトに伝わり汚れに対して洗
浄力が高まります。
溶剤管理が簡単
溶剤と水分は静置させると分離す
るので、汚れた水分を廃棄し新しく
水分を補充することで、再度エマル
ション洗浄が可能。
電装部は内圧防爆構造（エアパージ）
各種ポンプは安全増防爆仕様

洗浄用途　水溶性加工油に対する前
洗浄処理。
汚れの種類　水溶性加工油
オプション　揺動装置、回転付き揺動
装置、シグナルタワー、英文仕様  
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※冷却水ユニットが
　別途必要です。
          （単位：mm）

 （単位：mm）

洗浄溶剤をクリーンにリサイクル。
低ランニングコストを実現。

DEシリーズ
トスクリーン

真空蒸留再生機

用途に
応じた豊富な
ラインナップ

蒸留能力（ℓ/h）

使用可能溶剤：第二石油類（但し引火点40℃以上のもの）第三石油類（沸点230℃以下のもの）

DE-22E DE-101E DE-250EDE-43E

主な特長
● VOC排出の抑制
● 再生による廃棄溶剤の大幅削減
● 電気加熱式で蒸気ボイラー不要
● 2重フィルターを標準装備（DE‐101E 型)
  (溶剤中の不純物を入口で濾過し、蒸留後は水
分を吸着）

● 小型省スペース、ボックスタイプ
● 蒸留残渣は、スライドレール式で
取り出しが容易（DE‐101E）

● 洗浄機とインライン接続で連続
蒸留が可能

● 非引火性溶剤に対応（※1）
● 電装部は内圧防爆構造（エアパージ）
● 各種ポンプは安全増防爆仕様
● 蒸気加熱式は受注生産（※2）

DE-101E

80～100

55～70

Step1 Step2 Step3



現場を止めない安定稼働は、定期的な点検から

真空洗浄乾燥機
オーバーホール

真空蒸留再生機
オーバーホール

オーバーホール前

オーバーホール後

定期点検により装置をリフレッシュ

真空洗浄乾燥機・真空蒸留再生機

定期点検の
ご案内

私たちは非稼働時間のゼロ化を目指します！

未交換のフィルター

交換前 交換後

汚れた蒸留釜内部

オーバーホール前 オーバーホール後

新たなサービス体制をスタート致しました！
コールセンターの体制を一新し、これまで以上のアフター
フォローをお届けします。常時6名以上のサービス人員を
確保し充実のサポート体制を確立。お客様の大切な生産設
備のダウンタイムを最小限に留めます。ご使用いただいて
いる設備に何か異常を感じたら…弊社サービスコール
センターへご連絡ください。

※作業は2人体制となります。　※お見積りは都度承ります。　※作業費・出張費は平日と休日で異なります。

真空性能の維持、洗浄力のアップ、再生率アップはもちろん、
お客様の信頼はトラブル回避の安定稼働から

新サービス
コールセンター
ご案内

洗浄力
UP!

再生率
UP!

真空ポンプ
安定作動

真空性能
維持!

消耗部品一覧

TEL：0558-79-3081
FAX：0558-79-3091

〒410-2321　静岡県伊豆の国市三福80-2

静岡本社サービスコールセンター

エレメント

カートリッジエレメント

パッキンフィルター

パッキンサブフィルター

Oリング

シリコーングリス

潤滑油

熱媒体オイル

ウレアグリス

蒸留再生回収率98％以上キープ

安定運転
確保!

見やすい
蒸留状態!

熱効率
UP!

再生率
UP!

消耗部品一覧

コイルASSY

ハーフユニオン

加熱オイル

各種Oリング

パッキンボールタップ

エアーオペレートバルブ

ポリウレタンホームHR-20

フィルター 

のぞき窓の汚れ


