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99.9999% の効果

EXPEL とは？
EXPEL 圧縮空気フィルターは、水、オイ
ルエマルジョン、個体微粒子の
99.9999%を1つのユニットで継続的に
除去することができます。

エクスぺル独自の設計により、内部部
品を交換する必要がなく、装着するだ
けで簡単に使用できます。

画期的な圧縮空気の フィルター技術

水

オイルエマルジョン

個体微粒子

10
YEAR

MANUFACTURERS
GUARANTEE
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CANADA
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FRANCE
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FINLAND
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DENMARK
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世界中に拡がる  Expel のネットワーク Expelユーザーは？
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エクスペルが必要な理由
Expel 圧縮空気フィルターは、水、オイルエマルジョン、1ミクロン
までの個体微粒子の99..9999%を1つのユニットで継続的に除去し
ます。.

私の目標はダウンタイムを低く抑えて
安定した生産を確保し、全ての契約期
限をタイムリーに守ること。
エクスペルはそのための完璧なツール
でした。
Mark Henderson - Maintenance Manager - Tarmac“ メンテナンスの軽減

 Expelは内部部品の交換を一切必要としないため、実質的にメンテナンスフ
リーです。さらに、エクスペルはお客様の空圧機器を優れた水準で保護す
るため、湿った空気や汚れた空気の問題から生じるメンテナンスと修理の
コストが不要になります。

ダウンタイムの削減
 圧縮空気配管内の水分や固形微粒子によって空圧機器が故障すること
はもうありません。エクスペルが提供する優れた機体保護により、現
場の効率を高めることができます。

コスト削減
 クリーンで液体のない圧縮空気は、空圧機器の寿命を延ばし、機器の交換
費用を節約します。またエクスペルは、常に低い減圧を提供することで、
エネルギーコストを削減します。
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AVG 製品レンジ

洗浄・再利用が可能な圧縮空気
フィルター
現在エクスペルでは以下のユニットを
取り揃えています:

• 最大流量100cfm
• ポートサイズ  ¼” ～  2”
• 動作圧力  1-15 bar

AVG レギュレータ
空圧レギュレータ

• 温度範囲: -5 to +70°C
• ハウジング材質: 亜鉛合金
• 動作圧力  0.5-12 bar
• ポートサイズ  ¼” ～  1”.

AVG オートドレーン
Expel に必要不可欠

その他のアプリケーション
• エアレシーバータンク
• ドリップレッグ
• ドライヤー

AVG オイル/ウォーターセパレータ
コンプレッサーからの凝縮水からオイルを
効果的・効率的に分離
• 最大  60m3/min (2500cfm) のコンプレッサー容量をカバー
• する7つのモデルで、柔軟なサイジングが可能です。
• サービスパックもあり

AVG ルブリケータ―
圧縮空気用ルブリケータは、エアツールや機器にオ
イルを供給し、性能の向上や摩耗の低減を図るもの
です。オイルの滴下量は、調整ボルトでコントロー
ルします。
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従来の圧縮空気用エアフィルターの
問題点

Expel が一般的な圧縮空気フィルタより遥かに優れた結果を　
出せる理由

Expel は圧縮空気のフィルターに革新的な

効率 60-80%

汚染物質の除去
水、オイルエマルジョン、微粒子の3つ
のフィルターが多くの場合必要

長期にわたる性能 使用に伴って低下

交換頻度 3-12 カ月

圧力降下 多くの場合1bar(使用により増加

保証 なし

従来のフィルター比較  60-80%

効率 99.9999%

汚染物質の除去
• 水
• オイルエマルジョン
• 1ミクロンまでの微粒子

長期にわたる性能 安定

交換頻度 なし

圧力降下 最大  0.1 BAR

保証 10 年

99.9999%

アプローチを提供します。数値流体力学
をもとに設計されているためフィルター
要素を交換する必要がなく、エクスペル
の性能が99.999%を下回ることはありま
せん。

Expel は使用場所に設置された1つのユニッ
トで、水、オイルエマルジョンおよび個
体微粒子から空圧機器を1ミクロンまで完
全に保護することを常に保証します。

一般的に、エクスペルフィルター1個と同
じ空気品質を得るためには、従来の圧縮
空気フィルターを最大3個必要とします。

“Expel は 全てのプラントに導入されてい
ます。強くお勧めします！！ ”
Steve Pointon - Operations manager - Aggregate Industries

従来の圧縮空気フィルターは最適な状態で動作している場合で
も 60％～80％の効率しかなく、使用するにつれて効果が低下
する使い捨ての内部要素が含まれているために圧縮空気の汚染
物質に非常に早く圧倒される可能性があります。したがって例
え新品でも機械の十分な保護を保証することはできません。
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Expel の仕組み

1. 第1ステージ

95%の分離が起こるのは...

圧縮空気が装置内に入り、内部フィルターエ
レメントの外側を(右イメージのような環状
ギャップを通って)下方向に向かう時に分離が
起こります。 

内部フィルターの外周には、空気の向きを操
作するために特別に設計された、角度のつい
た羽根があります。この羽根が複数の過流を
作り出し、汚染物質をボウルの側壁に押し流
します。 

内部フィルターの下部では、斜めではなく垂
直の羽根があり、空気のブレーキのような役
割を果たします。この時点で空気中の95%の
汚染物質が除去されボウルの底に落ち、AVG
オートドレンで自動的に排出されます。

2. 第2ステージ

5%の分離が起こるのは...…

空気は、傘状のユニタリ垂直ボディ(UVB)
を通って押し上げられます。

まだ残っている水分、オイルエマルジョン
および微粒子が合体して液滴を形成しま
す。水滴は重力で底部に落ち、AVGのオー
トドレンで自動的に排出されます。 

圧力計

ヘッド

フィルターアセンブリ

羽根

ボウル

内部フィルター
(環状ギャップ)

空気
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エクスペルの機能

性能
• 99.9999% の水、オイル、微粒子を1ミクロンまで除去
• 耐用期間の性能を保証
• 故障の原因となる可動部品なし
• 閉塞するような小さな穴なし

設置  / 保守
• 容易な設置と保守
• 世界初の洗浄・再利用可能な圧縮空気
フィルター

• 全てのスペアパーツが供給可能
• 完全な分解が可能
節約
• 要素にかかるコストなし
• 継続的な消耗品コストなし
• 電源不要
• 圧力損失の増加なし

その他
• ISO 12500規格に基づく試験済み
• ステンレス製本体およびヘッド
• オプションの圧力計

エクスペルの特徴

99.9999% の効果

卓越した圧縮空気の品質を保証 

このユニークな特許設計により、圧縮空気の品質が
劇的に改善されます。

ISO12500 に準拠した設計と試験
パート  1 – オイルエアロゾル
パート  2 – 微粒子
パート  3 – 水
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Expel と  エアドライヤ

“冷媒式ドライヤはエクスペルよりずっと
高価でメンテナンスも簡単ではありません。
乾燥機のメンテナンスは自分ではできませ

んが、エクスペルは自分たちでメンテナンス
できます 

Steve Pointon – Operations Manager - Aggregate Industries

• エアドライヤを持っていても  Expel は
使用できますか？  - Yes!

• エアドライヤを持っていても  Expel は
必要ですか？  - Yes!

• エアドライヤの代わりとして使えま
すか?  - Yes!

“エアドライヤが故障してシステム内に
大量の水が発生しました。エクスペル
に置き換えることで多くの節約ができ

ました

 
 

 

Rob Pooler – Maintenance Engineering Manager – Syspal

“ドライヤはテスト実行中に故障し、
エクスペルはテストに合格していた

Duncan Whitbread – Brewing Engineering Manager - Carlsberg“ “ “

Expel とエアドライヤ

EXPEL と冷媒式ドライヤ
圧縮空気クラスの要件に応じて、エクスペル
は冷媒式エアドライヤを置き換えたり、また
は一緒に使用したりできます。

問題点: 定期訪問している現場には、冷媒式
ドライヤを使用しているにもかかわらず、そ
の後に液体が発生している場合があります. 

ソリューション: 冷媒式ドライヤを使用して
いる現場でもエクスペルは有効です。エクス
ペルは使用時に空気を洗浄化し、液体がない
ことを保証します。

EXPEL と  乾燥剤式ドライヤとの
併用
圧縮空気クラスの要件によって、乾燥剤式ド
ライヤを必要とするかどうかが決まります。
エクスペルは乾燥剤式ドライヤと併用するこ
とができます。

問題点: 乾燥剤式ドライヤを備えたシステム
は非効率になる可能性があります。乾燥剤式
エアドライヤの設置が複雑な場合や、ドライ
ヤの性能が低下し始めた場合に、ドライヤの
後に湿気が発生することがあります。これ
は、重要な部分がエア配管内の湿気にさらさ
れたままになっていることを意味します。 

ソリューション: エクスペルは最も効果的な
フェイルセーフシステムで、重要な空圧機器
を常に保護することができます。

水分は通常エアドライヤの後
に発生します
圧縮空気配管の水分は目に見えないことが多
いため、エクスペルを設置するまでは未知の
問題です。

これはさまざまな理由で発生する可能性があ
りますが、主な要因は空気の移動距離と空気
がさらされるさまざまな周囲温度の変化で
す。

単体ろ過装置としての　　　
エクスペル
特定クラスの空気を必要とするシステムで
は、必ずエアドライヤが必要とは限りませ
ん。エアドライヤは購入、稼働、維持に高価
な費用がかかる場合があります。 

ソリューション
Expel は、このような場合に最適なソリュー
ションです。エクスペルは非常に効率的で、
電力を必要とせず、継続的な消耗品コストも
かかりません。また、空気使用前にほぼすべ
ての液体を除去することが保証されていま
す。
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ソリューション: 冷媒式ドライヤを使用して
いる現場でもエクスペルは有効です。エクス
ペルは使用時に空気を洗浄化し、液体がない
ことを保証します。

EXPEL と  乾燥剤式ドライヤとの
併用
圧縮空気クラスの要件によって、乾燥剤式ド
ライヤを必要とするかどうかが決まります。
エクスペルは乾燥剤式ドライヤと併用するこ
とができます。

問題点: 乾燥剤式ドライヤを備えたシステム
は非効率になる可能性があります。乾燥剤式
エアドライヤの設置が複雑な場合や、ドライ
ヤの性能が低下し始めた場合に、ドライヤの
後に湿気が発生することがあります。これ
は、重要な部分がエア配管内の湿気にさらさ
れたままになっていることを意味します。 

ソリューション: エクスペルは最も効果的な
フェイルセーフシステムで、重要な空圧機器
を常に保護することができます。

水分は通常エアドライヤの後
に発生します
圧縮空気配管の水分は目に見えないことが多
いため、エクスペルを設置するまでは未知の
問題です。

これはさまざまな理由で発生する可能性があ
りますが、主な要因は空気の移動距離と空気
がさらされるさまざまな周囲温度の変化で
す。

単体ろ過装置としての　　　
エクスペル
特定クラスの空気を必要とするシステムで
は、必ずエアドライヤが必要とは限りませ
ん。エアドライヤは購入、稼働、維持に高価
な費用がかかる場合があります。 

ソリューション
Expel は、このような場合に最適なソリュー
ションです。エクスペルは非常に効率的で、
電力を必要とせず、継続的な消耗品コストも
かかりません。また、空気使用前にほぼすべ
ての液体を除去することが保証されていま
す。
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• General manufacturing
• Food and Drink
• Aggregate and Mining
• Paper and Pulp
• Automotive
• Water treatment
• Pharmaceutical & Medical
• Oil & Gas
• Chemical
• Aerospace
• Plastic & Packaging
• Textile
• Recycling
• Lumber and Wood
• Foundries
• Glass, Clay, Ceramics and Stone
• Agriculture
• Transportation
• Service industries
• Power generation

...and many more!

その他のコメント

“ エクスペルはあまりにも素晴らしい製品だと思います!” 
Mark Henderson – Maintenance Manager

“ドライヤはテスト中に故障し、エクスペルはテストに合格した” 
Duncan Whitbread – Brewing Engineering Manager

“配管を叩くと氷がパイプの上をガタガタと動く音がしますが、エクスペル
システムは何も通さず、コンベアも問題ありませんでした”
Mick Abbott – Maintenance Manager

“充填バルブの空圧側が油圧でロックされ開いたままになっていたため 
製品ロスが大きくなっていたのです。結局エクスペルを導入し、すべ
て解決しました。” 
Dean Butterworth – Reliability Engineering Manager

“エクスペルフィルターを標準的なフィルターと並べてテストしたところ
エクスペルの方が遥かに効果的に機器を保護することができました”
Ashley Bowyer – Preventative Maintenance Engineer

“ エクスペルの効果は絶大！”. 
Trevor Standeven – General Manager

“ 湿気があるとバルブが固着してしまうのですが、エクスペルを導入してからは全く問題ありません” 
Oliver Loughram – Engineering Co-ordinator

“ 何か問題が発生した場合は交換できると分かっており、保証があるのが気に入っています”
Craig Gowland – Relief Manager.

"ついに裁断機に行く水がなく
なりました。優れた製品です" 
Chr is  Kosolowski  –  Bar  L ine  Product ion Manager  –  Nutr i t ion  Group P lc“
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