
強力サイクロン吸引、目詰まりしにくい
スラッジバキューマー®に
浮上油回収機能をプラス!

クーラントタンク内のスラッジ(切粉・研磨粉)
や浮上油にお困りの方に朗報です！

1. 定評のあるスラッジバキューマー®

2. コンパクトな浮上油分離槽をプラス！

●SV-アルファとは？

- 小さいながらも高性能。
浮上油回収率90%以上。

- 浮上油回収や分離状況が一目で
わかる透明アクリルBOXを採用。

- 吸引フロートは浮上スラッジも回収可能。

- 強力ダイアフラムポンプが、タンクの奥の
スラッジもどんどん吸引。

- サイクロン方式によりスラッジがドーナツ状に
溜まるので、目詰まり発生を抑制します。

- アクリル製のドラムなので、中の様子が
見やすく、お掃除もカンタン。

- クーラント液は油性・水性を問いません。

＃電源不要

#簡単メンテ

#省スペース

#特許技術#強力吸引 #無料デモ機

#和泉産業株式会社

https://www.izumisangyo.co.jp/sv-alpha/



の

スラッジ回収は
ここがスゴイ!

SV-アルファのここがポイント①

③ 吸引フロート活用で液面の
浮上スラッジも同時に回収可能。

① 強力ダイアフラムポンプ
でパワフル吸引。

② サイクロン回収で高速
脱水、目詰まりも軽減。

巷のスラッジ回収装置も玉石混合です。SV-アルファの
スラッジ回収機能はどこがスゴイのか？3つに絞って解説！

- 毎分50Lのパワフル吸引だから、
タンクの清掃もスピーディ。

- タンク奥の鋳物ヘドロも吸引可能。
- 水性だけでなく、油性クーラント

にも対応。

https://www.izumisangyo.co.jp/sv-alpha/

- サイクロン回収方式(特許取得済)によりスラッジが
メッシュフィルター内でドーナツ状に溜まるので、
フィルター下部からの効率的な脱水が可能。
目詰まりも軽減。

- 6種類の中から最適なメッシュサイズを選択可能。
超微細スラッジ用にバッグフィルター(注1)も用意。

- 浮上油回収用の吸引フ
ロート(注2)を活用すれば、
液面に浮遊しているス
ラッジも強力回収可能。

- しかも液中スラッジ・液面
スラッジの同時吸引も可
能。バルブを切替えてどち
らか一方のみ吸引といっ
た煩わしさはありません。

【ご存知ですか?】
SV-アルファにはスラッジ回収
機能のみに特化したタイプ
(SV-アルファE)もあります。
浮上油分離槽がないので、
価格もリーズナブル。スラッジ
だけでいいという方は是非
こちらをご検討ください。

①

②

③

(注1) バッグフィルターはオプション品です。
(注2) 吸引フロートはSV-アルファEではオプション品です。



の

浮上油分離
メカニズムを解説

SV-アルファのここがポイント②

③ 浮上油を排出。
液面高さを調整。

① 切削液を
分離槽内に注入。

② 切削液中の
浮上油を分離。

SV-アルファの最大の特長であるコンパクトな
浮上油分離槽は、どうしてクーラント液から
浮上油だけを効率的に除去できるのか?
その秘密のメカニズムを解説します。

切削液をスラッジ回収ドラ
ムに通してから分離槽内に
注入しますので、大きなス
ラッジが流入して分離槽
下部に沈殿、ということは
ありません。

https://www.izumisangyo.co.jp/sv-alpha/

切削液中の油分が比重差
により上昇。油分は分離槽
右側の上部に溜まっていき
ます。
切削液(水分)は左の排出
口からタンクに戻ります。

分離槽右側上部に油分が
溜まったら、バルブを開いて
排出します。
液面調整管を手で回して、
浮上油を排出するのに最適
な液面高さに調整します。

SV-アルファ オプションパーツ
https://www.izumisangyo.co.jp/sv-alpha/

これ以外にも豊富なオプションパーツがございます。詳細はお問い合わせください。

①吸引フロート
浮上油回収だけで
なく、液面の浮上ス
ラッジの回収にも
使用可能です。
SV-アルファSには
標準付属。Eには
オプションです。

②メッシュフィルター
ステンレス製です。
1個は標準付属ですが、
単品でもご購入可能
です。お客様のスラッジ
の大きさに合わせて、
全6種類から選択
可能です。

③バッグフィルター
ステンレス製メッシュ
フィルターを通り抜
けてしまう超微細な
スラッジの回収に
使用します。1～
200μmまでライン
アップがございます。



【販売元】
和泉産業株式会社 https://www.izumisangyo.co.jp
本社： 〒142-0051 東京都品川区平塚1-13-9

TEL: 03-3785-6171 FAX：03-3784-3581
厚木営業所：〒243-0217 神奈川県厚木市三田南1-13-54

TEL: 046-223-6911 FAX：046-222-2670

【開発製造協力】 産機テクノス株式会社
https://www.sanki-technos.co.jp/

【お問合せ先】

SV-アルファ 諸元表
https://www.izumisangyo.co.jp/sv-alpha/

【フィルター種類】
種類 PE製バッグフィルター
型式 WSP SMF-#40 SMF-#80 SMF-#150 SMF-#200 ASP
サイズ #20相当 #40 #80 #150 #200 #200相当 1~200μm
適応

スラッジ
鋳物ヘドロ

粘性スラッジ
主に切削加工用

(10μm以上スラッジ)

SUSメッシュフィルター

研磨・研削の砥粒スラッジなど 超微細スラッジ

Q：使用に際して、何を用意すればよいですか？
A：エア源(端部カプラ付き)と、ペール缶をご用意

ください。ペール缶はポンプ内に残った残液を最初に
排出するために用います。

Q：SV-アルファで回収できないスラッジはありますか？
A：セラミックやラップ粉など、極微細な粉はSUSメッシュ

フィルターを通過してしまう一方、バッグフィルターでは
目詰まりを起こすことがあります。また渦巻き状に長い
切粉もノズル内で詰まることがあります。

Q：切削油の寿命はどのくらい延びますか？
A：本装置を定期的、または恒常的に運転させることで

切削油は従来の2~3倍の期間お使いいただけます。

Q：スラッジ回収と浮上油回収を同時に行うことは
できますか？

A：同時回収も可能ですが、同時に2つの吸引をおこなう
ため、(特にスラッジ回収の)吸引力が若干落ちます。

Q：浮上油分離はバルブ全開で運転可能ですか？
A：最も効率的に油水分離を行なうためにも、1~2秒に

1回ポンプが脈動する程度で運転してください。

Q：現在産機テクノスのスラッジバキューマー®を使用して
いますが、これに浮上油分離槽を後付けすることは
できますか？

A：後付け可能です。また同様にSV-アルファEに分離槽
を後付けすることも可能です。ただし浮上油分離槽の
取付けはお客様でのご対応となります。

Q：バッグフィルターの番手は何種類ありますか？
A：1μm、5μm、10μm、25μm、50μm、100μm、

200μmです。5～50μmがよく使用されています。

Q：耐用年数はどのくらいですか？
A：ご使用後7年が目安です。ダイヤフラムポンプやその

周辺部品などの消耗品は、2年程度での交換を
お勧めしています。

Q: デモ機はありますか？
A：はい、ご用意しております。ご要望いただければ、

1週間無料で貸し出しいたします。SUSメッシュ
フィルターは4種類入っていますので、貴社のスラッジ
の大きさに合わせて各種お試しください。

よくあるご質問1. タイプ SV-アルファS SV-アルファE
2. 装置基本構成 【スラッジ+浮上油】 【スラッジ機能のみ】
3. 回収機能
　1)スラッジ回収
　　① 液中スラッジ(浮遊･沈殿) ○ ○
　　② 液面微細スラッジ(浮遊) ○ ○
　　③ 液面微細スラッジ +
　　　液中スラッジ同時回収 ○ オプション品の

吸引フロート使用で可
　2)浮上油回収 ○ -
　3)スラッジ+浮上油 同時回収
　　① 液面微細スラッジ + 浮上油 ○ -
　　② 液中スラッジ + 浮上油 ○ -
4. 自動停止機能
　　① スラッジ満杯時 - -
　　② 油回収缶満杯時 オプション -
5. スラッジ簡易脱水機能 ○ ○
6. 対象液
　　① スラッジ 水溶性・油性 水溶性・油性
　　② 浮上油 水溶性 -
7. 吸引能力
　　① スラッジのみ ~50L/min(常用) ~50L/min(常用)
　　② 浮上油のみ ~15L/min(常用) -
8. 外形寸法・重量
　　① メッシュフィルター容量 4L 4L
　　② 浮上油分離槽容量 7L -
　　② 外形寸法(WxDxH, mm) 470x360x1000 470x360x840
　　④ 重量 約40kg 約35kg
9. 付属品
　　① SUSメッシュフィルター
　　　(#200,#150,#80,#40,#20)

1個
(メッシュサイズは任意)

1個
(メッシュサイズは任意)

　　② 吸引ノズル ○ (バルブ付き) ○ (バルブ付き)
　　③ 吸引フロートユニット
　　　(φ12mmホース付。浮上油、液面スラッジ用) ○ オプション

　　④ 吸引フロートユニット
　　　(φ19mmホース付。大きい浮上スラッジ用) オプション オプション

　　⑤ スラッジ戻り液用ホース ○ ○
　　⑥ スラッジ戻り液用ホース先端
　　　液吐出圧軽減器具 ○ ○

　　⑦ 浮上油分離後戻り液用ホース ○ -
　　⑧ 浮上油回収缶行きホース ○ -
　　⑩ 引掛け式小物入れ箱 オプション オプション
　　⑪ バッグフィルター用アタッチメント オプション オプション
　　⑫ バッグフィルター オプション オプション
10. 参考小売価格(消費税抜) 950,000 650,000

※2021年10月1日時点の仕様です。仕様は予告なく変更されることがあります。


諸元

		S V - ア ル フ ァ 諸 元 表 ショ モト ヒョウ												参考価格(税抜) サンコウ カカク ゼイ バツ		当社仕入価格 トウシャ シイレ カカク

		1. タイプ		SV-アルファF
【オートストップ機能付】 キノウ ツ		SV-アルファS
【標準仕様】 ヒョウジュン シヨウ		SV-アルファC
【コスト重視型】 ジュウシ ガタ		SV-アルファE
【スラッジ機能に特化】 キノウ トッカ		備考 ビコウ

		2. 装置基本構成 ソウチ キホン コウセイ		スラッジ回収装置と浮上油回収装置を
1台の小型台車に搭載 カイシュウ ソウチ フジョウ ユ カイシュウ ソウチ ダイ コガタ ダイシャ トウサイ						スラッジ回収装置のみを小型台車に搭載 カイシュウ ソウチ コガタ ダイシャ トウサイ

		3. 回収機能 カイシュウ キノウ

		　1)スラッジ回収 カイシュウ

		　　① 液中スラッジ(浮遊･沈殿) エキ ナカ フユウ チンデン		○		○		○		○

		　　② 液面微細スラッジ(浮遊) エキメン ビサイ フユウ		○		○		○		○

		　　③ 液面微細スラッジ +
　　　液中スラッジ同時回収 エキメン ビサイ エキチュウ ドウジ カイシュウ		○		○		○		○

		　2)浮上油回収 フジョウ ユ カイシュウ		○		○		○		-

		　3)スラッジ+浮上油 同時回収 フジョウ ユ ドウジ カイシュウ

		　　① 液面微細スラッジ + 浮上油 エキメン ビサイ フジョウ ユ		○		○		○		-

		　　② 液中スラッジ + 浮上油 エキチュウ フジョウ ユ		○		○		○		-

		4. 自動停止機能 ジドウ テイシ キノウ

		　　① スラッジ満杯時 マンパイ ジ		○		-		-		-		オートストップタイプ
ストレーナーを使用。 シヨウ

		　　② 油回収缶満杯時 アブラ カイシュウ カン マンパイ ジ		○		○		オプション		-		メカストッパーを使用。 シヨウ		オープン		50,000

		5. スラッジ簡易脱水機能 カンイ ダッスイ キノウ		○		○		○		○

		6. 対象液 タイショウ エキ

		　　① スラッジ		水溶性・油性 スイヨウセイ ユセイ						水溶性・油性 スイヨウセイ ユセイ

		　　② 浮上油 フジョウ ユ		水溶性 スイヨウセイ						-

		7. 吸引能力 キュウイン ノウリョク

		　　① スラッジのみ		~50L/min(常用) ジョウヨウ						~50L/min(常用)

		　　② 浮上油のみ フジョウ ユ		~15L/min(常用) ジョウヨウ						-

		　　③ スラッジ+浮上油 フジョウ ユ		~30L/min(常用) ジョウヨウ						-

		8. 外形寸法・重量 ガイケイ スンポウ ジュウリョウ

		　　① メッシュフィルター容量 ヨウリョウ		4L		4L				4L

		　　② 浮上油分離槽容量 フジョウ ユ ブンリ ソウ ヨウリョウ		3L		3L				-

		　　② 外形寸法(WxDxH, mm) ガイケイ スンポウ		600x500x900		470x360x900				470x360x840

		　　④ 重量 ジュウリョウ		約50kg ヤク		約40kg ヤク				約35kg ヤク

		9. 付属品 フゾク ヒン

		　　① SUSメッシュフィルター
　　　(#150,#80,#40,#20)		1個
(メッシュサイズは任意) コ ニンイ		1個
(メッシュサイズは任意) コ ニンイ		1個
(メッシュサイズは任意) コ ニンイ		1個
(メッシュサイズは任意) コ ニンイ				90,000		50,000

		　　② 吸引ノズル キュウイン		○ (バルブ付き) ツ		○ (バルブ付き) ツ		○ (バルブ付き) ツ		○ (バルブなし)				バルブ付き：オープン
バルブなし：オープン ツ		バルブ付き：20,000
バルブなし：10,000 ツ

		　　③ 吸引フロートユニット
　　　(φ12mmホース付。浮上油、液面スラッジ用) キュウイン ヅケ フジョウ ユ エキメン ヨウ		○		○		○		オプション				オープン		50,000

		　　④ 吸引フロートユニット
　　　(φ19mmホース付。大きい浮上スラッジ用) キュウイン ヅケ オオ フジョウ ヨウ		オプション		オプション		オプション		オプション				オープン		50,000

		　　⑤ スラッジ戻り液用ホース モド エキ ヨウ		○		○		○		○		内径φ25mmx2.5m ナイケイ

		　　⑥ スラッジ戻り液用ホース先端
　　　液吐出圧軽減用ダブルチーズ モド エキ ヨウ センタン エキ トシュツ アツ ケイゲン ヨウ		○		○(※)		オプション		オプション		※ SV-アルファSでは、
 ダブルチーズの代わりに
 ①SUSメッシュフィルター
 を1個追加も可能です。 カ コ ツイカ カノウ		オープン		10,000

		　　⑦ 浮上油分離後戻り液用ホース フジョウ ユ ブンリ ゴ モド エキ ヨウ		○		○		○		-		内径φ25mmx2.5m ナイケイ

		　　⑧ 浮上油回収缶行きホース フジョウ ユ カイシュウ カン イ		○		○		○		-		内径φ19mmx1m ナイケイ

		　　⑨ ポンプ前ワンタッチ脱着
　　　レバーロック マエ ダッチャク		○		○		○		-

		　　⑩ 引掛け式小物入れ箱 ヒッカ シキ コモノ イ バコ		オプション		オプション		オプション		オプション		上蓋の仮置き用。 ウワブタ カリオ ヨウ

		　　⑪ バッグフィルター用アタッチメント ヨウ		オプション		オプション		オプション		オプション

		　　⑫ バッグフィルター		オプション		オプション		オプション		オプション				オープン		3,000

		10. 参考小売価格(消費税抜) サンコウ コウリ カカク ショウヒ ゼイ バツ		1,180,000円 エン		900,000円 エン		750,000円 エン		450,000円 エン

		11. 当社仕入れ価格(消費税抜) トウシャ シイ カカク ショウヒ ゼイ バツ		680,000円 エン		500,000円 エン		450,000円 エン		350,000円 エン		仕入先:産機テクノス シイレサキ サンキ

		12. 販社向け価格(消費税抜) ハンシャ ム カカク ショウヒ ゼイ バツ		849,600円 エン		648,000円 エン		540,000円 エン		400,000円 エン		参考小売価格x72%
(SVアルファEは別体系) サンコウ コウリ カカク ベツ タイケイ

		13. ユーザー向け価格(消費税抜) ム カカク ショウヒ ゼイ バツ		1,062,000円 エン		810,000円 エン		675,000円 エン		450,000円 エン		参考小売価格x90%
(SVアルファEは別体系) サンコウ コウリ カカク ベツ タイケイ





フィルター種類

		【フィルター種類】 シュルイ

		種類 シュルイ		SUSメッシュフィルター												PE製バッグフィルター セイ

		型式 カタシキ		WSP		SMF-#40		SMF-#80		SMF-#150		SMF-#200		ASP

		サイズ		#20相当 ソウトウ		#40		#80		#150		#200		#200相当 ソウトウ		1~200μm

		適応
スラッジ テキオウ		鋳物ヘドロ
粘性スラッジ イモノ ネンセイ		主に切削加工用
(10μm以上スラッジ) オモ セッサク カコウヨウ イジョウ		研磨・研削の砥粒スラッジなど ケンマ ケンサク トリュウ				超微細スラッジ チョウ ビサイ
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		1. タイプ		SV-アルファS		SV-アルファE

		2. 装置基本構成 ソウチ キホン コウセイ		【スラッジ+浮上油】		【スラッジ機能のみ】

		3. 回収機能 カイシュウ キノウ

		　1)スラッジ回収 カイシュウ

		　　① 液中スラッジ(浮遊･沈殿) エキ ナカ フユウ チンデン		○		○

		　　② 液面微細スラッジ(浮遊) エキメン ビサイ フユウ		○		○

		　　③ 液面微細スラッジ +
　　　液中スラッジ同時回収 エキメン ビサイ エキチュウ ドウジ カイシュウ		○		オプション品の
吸引フロート使用で可 ヒン キュウイン シヨウ カ

		　2)浮上油回収 フジョウ ユ カイシュウ		○		-

		　3)スラッジ+浮上油 同時回収 フジョウ ユ ドウジ カイシュウ

		　　① 液面微細スラッジ + 浮上油 エキメン ビサイ フジョウ ユ		○		-

		　　② 液中スラッジ + 浮上油 エキチュウ フジョウ ユ		○		-

		4. 自動停止機能 ジドウ テイシ キノウ

		　　① スラッジ満杯時 マンパイ ジ		-		-

		　　② 油回収缶満杯時 アブラ カイシュウ カン マンパイ ジ		オプション		-

		5. スラッジ簡易脱水機能 カンイ ダッスイ キノウ		○		○

		6. 対象液 タイショウ エキ

		　　① スラッジ		水溶性・油性 スイヨウセイ ユセイ		水溶性・油性 スイヨウセイ ユセイ

		　　② 浮上油 フジョウ ユ		水溶性 スイヨウセイ		-

		7. 吸引能力 キュウイン ノウリョク

		　　① スラッジのみ		~50L/min(常用)		~50L/min(常用)

		　　② 浮上油のみ フジョウ ユ		~15L/min(常用)		-

		8. 外形寸法・重量 ガイケイ スンポウ ジュウリョウ

		　　① メッシュフィルター容量 ヨウリョウ		4L		4L

		　　② 浮上油分離槽容量 フジョウ ユ ブンリ ソウ ヨウリョウ		7L		-

		　　② 外形寸法(WxDxH, mm) ガイケイ スンポウ		470x360x1000		470x360x840

		　　④ 重量 ジュウリョウ		約40kg ヤク		約35kg ヤク

		9. 付属品 フゾク ヒン

		　　① SUSメッシュフィルター
　　　(#200,#150,#80,#40,#20)		1個
(メッシュサイズは任意) コ ニンイ		1個
(メッシュサイズは任意) コ ニンイ

		　　② 吸引ノズル キュウイン		○ (バルブ付き) ツ		○ (バルブ付き) ツ

		　　③ 吸引フロートユニット
　　　(φ12mmホース付。浮上油、液面スラッジ用) キュウイン ヅケ フジョウ ユ エキメン ヨウ		○		オプション

		　　④ 吸引フロートユニット
　　　(φ19mmホース付。大きい浮上スラッジ用) キュウイン ヅケ オオ フジョウ ヨウ		オプション		オプション

		　　⑤ スラッジ戻り液用ホース モド エキ ヨウ		○		○

		　　⑥ スラッジ戻り液用ホース先端
　　　液吐出圧軽減器具 モド エキ ヨウ センタン エキ トシュツ アツ ケイゲン キグ		○		○

		　　⑦ 浮上油分離後戻り液用ホース フジョウ ユ ブンリ ゴ モド エキ ヨウ		○		-

		　　⑧ 浮上油回収缶行きホース フジョウ ユ カイシュウ カン イ		○		-

		　　⑩ 引掛け式小物入れ箱 ヒッカ シキ コモノ イ バコ		オプション		オプション

		　　⑪ バッグフィルター用アタッチメント ヨウ		オプション		オプション

		　　⑫ バッグフィルター		オプション		オプション

		10. 参考小売価格(消費税抜) サンコウ コウリ カカク ショウヒ ゼイ バツ		950,000		650,000

						※2021年10月1日時点の仕様です。仕様は予告なく変更されることがあります。 ネン ガツ ニチ ジテン シヨウ シヨウ ヨコク ヘンコウ
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