液レシーバー
FLÜSSIGKEITSSAMMLER
LIQUID RECEIVERS

K シリーズ
FÜR SUBKRITISCHE CO2-ANWENDUNGEN // R410A
FOR SUBCRITICAL CO2 APPLICATIONS // R410A
サブクリティカル CO2 // R410A 用

This series meets the demanding
requirements of the CO2 plant
technology Moreover these receivers are
optimised for the application with R410A.
This series is characterised by the
following technical features:

このシリーズはCO2プラント技術の厳
しい要件を満たしているだけでなく、
R410Aに合わせて最適化されています。
このシリーズは以下の技術的特徴を備
えています。

• Max. allowable pressure:
- 45 bar (-10°C / 120°C)
- 33 bar (-20°C < -10°C)

• 許容最高圧力：
- 45 bar（-10°C / 120°C）
- 33 bar（-20°C < -10°C）

• Max. allowable temperature: 120°C
Min. allowable temperature: -20°C

• 許容最高温度：120°C
許容最低温度：-20°C

• Lower angle brackets

• 下部の固定ブラケット
• 冷媒入口

• Refrigerant inlet
2 connections with sealing nut and
pipe screwed joint with brazing
coupling (second pipe screwed joint
with brazing coupling, option)

シーリングナット付き接続口2個、ろう付け
カップリング付きねじ込み配管ジョイント
（ろ
う付けカップリング付きの第2ねじ込み配管
ジョイントはオプションとして提供）

• Fastening brackets
Rotalock valve with brazing
connection and gauge connection

• 固定ブラケット
ろう付け接続口および圧力ゲージ接
続口付きロータロック弁

Special Notes

特記事項

For the application of the vessels as
liquid receivers for CO2 special corrosion
protection measures and additional
insulation is necessary due to low
operating temperatures. These receivers
shall only be operated with a pressure
relief valve (max. 45 bar). Select and
arrange relief valves accor ding to
manufacturers' instructions.

CO2用液レシーバーとして容器を使用
する場合には、動作温度が低いため、特
別な腐食防止処置と追加の断熱材が必
要となります。これらのレシーバーは必
ず圧力逃し弁（最高45 bar）と接続して
使用してください。メーカーの指示に基
づいて選択した圧力逃し弁を接続して
ください。

Typ

Type
型式

横型液レシーバー

Technical data / Connections

技術データ/接続口

BehälterInhalt

Maximale
Füllung 1

Gewicht

Receiver
volume

Maximum
charge 1

Weigh

レシー
バー容量

最大充填量1

重量

3

dm (I)

Abmessungen

Typ
Type
型式

Horizontal liquid receivers

R410A
kg

kg

Austritt Ø 2

Connections
Outlet Ø 2
Inlet Ø

Eintritt

Zoll
mm インチ

2

出口 Ø
Zoll
mm インチ

Manometer

Joining threads
Outlet
Gauge

Inlet

接続ネジ
出口

入口

圧力ゲージ

1 at 90% receiver volume and
CO2: 45 bar, + 10,9°C liquid
temperature
R410A: 20°C liquid temperature
2 Rotalock thread

1 レシーバー容量90%、
CO2：45 bar、
液温+ 10.9°C、
R410A：液温20°C
2 ロータロックネジ

Dimensional drawing

寸法図

Dimensions

寸法

Schaugläser
Sight
glasses
サイト
グラス

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
寸法（mm）

All dimensions can show tolerancesaccording
to EN ISO 13920-B.
* Drawing with pipe srewed joints and
braized tail couplings at the refrigerant
inlets
Condition as delivered: inlets screwed

2

Austritt

接続
入口 Ø

CO2
kg

Anschlussgewinde

Anschlüsse
Eintritt Ø

すべての寸法は、EN ISO 13920-B 準拠の許
容誤差を示しています。
* 冷媒入口のねじ込み配管ジョイントと
ろう付けテールカップリング
納品状態：入口はネジ止めされています。

DP-321-2

Stehende Flüssigkeitssammler

Vertical liquid receivers

縦型液レシーバー：

Technische Daten / Anschlüsse

Technical data / Connections

技術データ/接続口

Typ

Type
型式

BehälterInhalt

Maximale
Füllung 1

Gewicht

Receiver
volume

Maximum
charge 1

Weight

レシー
バー容量

最大充填量

Abmessungen

Eintritt Ø

1

Austritt Ø

2

Connections
Outlet Ø 2
Inlet Ø

Eintritt

Austritt

入口 Ø

出口 Ø2

Manometer

Joining threads
Outlet
Gauge

Inlet

接続ネジ
出口

接続

重量

入口

圧力ゲージ

1 at 90% receiver volume and
CO2: 45 bar, + 10.9°C liquid temperature
R410A: 20°C liquid temperature

2 レシーバー容量90%、
CO2：45 bar、液温+ 10.9°C
R410A：液温20°C

1 Rotalock thread

2 ロータロックネジ

Dimensional drawing

寸法図

Dimensions

寸法

Typ
Type
型式

*

Anschlussgewinde

Anschlüsse

Schaugläser
Sight
glasses
サイト
グラス

Abmessungen in mm
Dimensions in mm
寸法（mm）

siehe Seite 2

DP-321-2

*

see page 2

*

2 ページを参照してください
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