
コンプレッサー コンプレッサー 

DIN EN ISO 9001

優れた信頼性 

高純度 空気・窒素 

低騒音 

ＶＥＲＴＩＣＵＳ ５ INDUSTRY

空気 窒素用 高圧コンプレッサー 

高 圧 空 気 ／ 窒 素 シ ス テ ム  

技 術 デ ー タ  

http://www.bauergroup.com/

・過酷な使用条件に耐え、優れた
信頼性を発揮する高圧コンプレッ
サーです。 
 
・Ｂ－Ｃｏｎｔｒｏｌにより、お客様に
十分満足して頂ける、完全自動
運転を実現しています。 
 
・オプションとして、高純度な空
気／窒素を提供する高性能フィ
ルターを用意しています。 
 
・コンプレッサーユニットは、標
準仕様のオープンタイプと低騒
音仕様のスーパーサイレントタ
イプを用意しています。 

バウアーコンプレッサー株式会社 
ＢＡＵＥＲ ＣＯＭＰＲＥＳＳＯＲＳ ＣＯ，ＬＴＤ． 

〒０２４－００１４ 岩手県北上市流通センター１０番３６号 
ＴＥＬ：０１９７－６８－２２５１ │ ＦＡＸ：０１９７－６８－２２２５ 
Ｅ－ｍａｉｌ：ｃｕｓｔｏｍｅｒ＿ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｂａｕｅｒ．ｃｏ．ｊｐ 

注１：吐出量は、最高使用圧力の８０％の圧力で当社検査基準に基づき流量計を用いて測定した値です。 
注２：仕様は予告なく変更する場合があります。 

オープンタイプ 
寸法（ｍｍ） 

長さ 
１１４０ 

幅 
８３０ 

高さ 
１５１５ 

スーパーサイレントタイプ 
寸法（ｍｍ） 

長さ 
１４８０ 

幅 
８３０ 

高さ 
１５１５ 

コンプレッサーユニット 蓄圧容器 充てん台・レギュレータ 

BAUER/コンプレッサー/Verticus 5/統合/リーフ/表面/カンプ3Ｃ M Y K



コンプレッサー コンプレッサー 

コンプレッサーブロック 

３相モーター 

コントロールパネル 

フィルターシステム Ｐ６１/Ｐ８１ 

油水分離器 

ＳＳＣドレン回収システム 

ドレンタンク 

ガス吸入口（ＧＩモデル） 

モジュール構造 
モジュールコンセプトの採用により、フィルター
システム、遠隔操作、騒音対策など、様々なアプ
リケーションに適合した最適なユニットの選択が
可能です。また、購入後のアップグレードにも対
応できます。 
 
コンプレッサーブロック 
十分に試験、検証された心臓部となるコンプレッ
サーブロックは信頼性と最小のメンテナンスコス
トを約束します。 
非常に耐久性の高い工業用ベアリングを採用し、
長時間の連続運転に対応しています。 
プラズマ窒化処理を行い硬度を上げたシリンダー
に特別なプラトーホーニング仕上げを施すこと
でオイルの消費量と磨耗を最小限に抑えていま
す。 
コンプレッサーハウジング内の冷却空気の流れ
を最適化し、各圧縮段の後には中間冷却器を設
置しているため、適正な吐出温度を保つことが
できます。 
ハイテクポリマーで作られた最終段のピストン
リングはシリンダー内面の摩耗や傷を最小限に
抑えます。 
フィルターを備えたメンテナンスフリーの低圧
オイルポンプは、潤滑を確実にし、すべての摺
動部の摩耗を最小限にします。 

高性能フィルターシステム 
様々なアプリケーションに対応したフィルターシ
ステムが、コンプレッサー下流のシステムを不純
物汚染から守ります。 
バウアーの高圧清浄システムＰ６１及びＰ８１は圧
縮ガスの清浄度を、連続運転においても露点温
度－２０℃以下、残留油分１０ｐｐｍ以下に保ちます。 
オプションのＳＥＣＣＡＮＴ再生ドライヤーにより、
フィルター交換無しで、長時間の連続運転が可
能となります。 
オプションのＳＥＣＵＲＵＳフィルターコントロー
ルシステム（高圧用）は常時フィルターの水分
量を表示、交換時期を明示します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｂ－Ｃｏｎｔｒｏｌ 
フルオートマチック運転が可能です。 
要求により様々なプログラムを組むことが可能
です。 
蓄圧容器などに取り付けられた圧力センサーな
ど、必要なデータをモニターすることにより、
フルオートマチック運転が可能です。 
オプションのＣＡＮＢＵＳインターフェースにより、
相互に連結した複数台のユニットの監視ができ、
さらに上位のコントロールシステムへの統合も
可能です。 

 
スーパーサイレントハウジング 
騒音の低減が必要な設置場所にはスーパーサイレ
ントハウジングで対応します。 
工業用コンプレッサーＶＥＲＴＩＣＵＳ ５では、全て
のコンプレッサーで標準仕様のオープンタイプ
とスーパーサイレントタイプを用意しています。 
モジュールコンセプトにより、オープンタイプ
からスーパーサイレントタイプへの変更が簡単
に可能です。 

安定した連続運転を約束する堅牢なコンプレッサーブロック 

シンプルでわかりやすい操作パネル 

BAUER/コンプレッサー/Verticus 5/統合/リーフ/中面/カンプ3Ｃ M Y K
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