The variation of TSURUMI Liquid Ring pump

Liquid Ring pump 液封式ポンプ

ツルミ液封式ポンプのバリエーション

It is capable of generating a vacuum by drawing gas with water that
we have around us or any liquid used in production processes. Can
also create positive pressure by compressing the generated gas.

TSURUMI Liquid Ring pump is clean and environmentally friendly for

Contribute to lndustries, Sustain to Living, TSURUMI Liquid Ring pump

Vacuum Pumps 真空ポンプ
Single Action type One Stage

産業に貢献し、暮らしを支える、ツルミの液封式ポンプ

Single Action type Two Stage

一作動形

一作動形・二段式

they use no hydraulic oil.

羽根車の遠心作用によって、気相と液相を形成し、気体の体積変化に
よって真空の発生、ガスの圧縮を行います。作動油を使用しないので
環境にやさしいクリーンなポンプです。

VD type
VK type

Mono Block type
Size:20〜40mm
Power:0.4〜5.5kW

Middle Size
Size:32〜80mm
Power:1.5〜45kW

VMW type

Small Size
Size:20〜40mm
Power:0.75〜3.7kW

EVMA type

Condenser Vacuum Pump 復水器用

TSURUMI Liquid Ring pump is deeply connected to a variety of these industries.
ツルミ液封式ポンプは、以下のさまざまな産業と深い関わりを持っています。

Steel Products

Civil engineering work

Rubber product

Stainless Steel Products

Construction work

NBR

鉄鋼製品

ステンレス鋼製品

土木工事

ゴム製品

建設工事

Drinking water

Plastic Products

PVC products

Canned

Polyethylene

Paint

Bottled Products

Polypropylene

Pet bottle products

Vinyl chloride

塩化ビニル製品
塗料

飲料水

缶詰製品

ビン詰製品

プラスチック製品
ポリエチレン

ポリプロピレン

Glass

Household Goods

Plaster

Soap and detergent

Vinylidene chloride

Cosmetics

Polystyrene

Pharmaceutical products

ABS

ガラス
石膏

生活用品

ペットボトル製品

洗剤・石鹸
化粧品
医薬品

Healthy food
健康食品

Dehumidifying agent
除湿材

Sewage treatment
下水処理

Wase water treatmen
排水処理

Waste Disposal
ゴミ処理

VL type

Large Size
Size:150〜300mm
Power:75〜340kW

SBR

Titanium Products
チタン製品

Middle Size
Size:40〜200mm
Power:5.5〜110kW

VF type

EVMA type

NBR

Refractory bricks
耐火物・レンガ

V type

Compressors 圧縮機

SBR

Chloroprene
クロロプレン

Accessories

Hospital Medical

関連機器

病院医療

Separator

塩化ビニル

Gas Ejecter
CEC type

塩化ビニリデン

VP営業部 東京グループ
VP営業部 大阪グループ
大 阪 本 店
東 京 本 社
京 都 工 場
米 子 工 場

ポリスチレン
ABS

北海道支店
東北支店
北関東支店
東京支店
中部支店

〒065‑0020
〒984‑0042
〒370‑0046
〒110‑0016
〒453‑0853

札幌市東区北20条東17‑1‑5
仙台市若林区大和町4‑9‑11
高崎市江木町1716‑1
東京都台東区台東1‑33‑8
名古屋市中村区牛田通2‑19

東京ポンプシステム 〒110‑0016 東京都台東区台東1‑33‑8

1 011(787)8385
1 022(284)4107
1 027(310)1122
1 03(3833)0331
1 052(481)8181

6 011(787)7216
6 022(236)2948
6 027(310)1212
6 03(3835)1621
6 052(482)1420

1 03(3833)9765 6 03(3835)8429

TSURUMI VACUUM ENGINEERING (SHANGHAI) CO., LTD.
2000 Weiqing Road East, Jinshan Zui Industrial Park, Jinshan District,
Shanghai 201508, China
1 86‑21‑5724‑2030 6 86‑21‑5724‑5545

〒110‑0016
〒538‑8585
〒538‑8585
〒110‑0016
〒614‑8163
〒683‑0851
北
近
中
四
九

陸
畿
国
国
州

支
支
支
支
支

店
店
店
店
店

東京都台東区台東1‑33‑8
大阪市鶴見区鶴見4‑16‑40
大阪市鶴見区鶴見4‑16‑40
東京都台東区台東1‑33‑8
京都府八幡市上奈良長池1‑1
鳥取県米子市夜見町2700
〒920‑0059
〒538‑0054
〒731‑5132
〒761‑8075
〒812‑0004

CEC unit model
1 03(3833)0336
1 06(6911)7111
1 06(6911)2351㈹
1 03(3833)9765㈹
1 075(971)0831㈹
1 0859(29)0811㈹

金沢市示野町西8
大阪市鶴見区緑2‑1‑28
広島市佐伯区吉見園1‑21
高松市多肥下町1554‑28
福岡市博多区榎田2‑9‑30

近畿ポンプシステム 〒538‑8585 大阪市鶴見区鶴見4‑16‑40

1 076(268)2761
1 06(6911)2311
1 082(923)5171
1 087(815)3535
1 092(452)5001

6 03(3835)1695
6 06(6911)1800
6 06(6911)1800
6 03(3835)8429
6 075(971)1316
6 0859(24)0602
6 076(268)3461
6 06(6911)1119
6 082(923)0155
6 087(815)3737
6 092(452)5013

1 06(6911)3210 6 06(6911)2948

TSURUMI PUMP KOREA CO., LTD.
Rm. 728, Punglim V.I.P. Building, 404 Kongduk-Dong, Mapo-Gu,
Seoul 121-718, Korea
1 82‑2‑701‑6356 6 82‑2‑701‑6358

U.S.A.・SINGAPORE・CHINA・GERMANY・MALAYSIA・TAIWAN・HONG KONG・THAILAND
ISO9001認証取得
京都工場･米子工場･大阪本店ポンプシステム部･東京本社ポンプシステム部･
各支店ポンプシステム課(北海道/東北/中部/中国/四国/九州)･
横浜営業所/新潟営業所/和歌山営業所

ISO14001認証取得
大阪本店･東京本社･京都工場･北海道支店･東北支店･北関東支店･東京支店･中部支店･
北陸支店･近畿支店･中国支店･四国支店･九州支店･
新潟営業所･和歌山営業所

ツ ル ミ 発、人 と 地 球 へ の

快 適 工 学

地球にやさしい再生紙と植物油インクを使用。
当社の地球環境問題への具体的な取り組みです。
i

CAT. H104‑B Printed in Japan
NPC‑D‑G‑P

Unequaled in variation, TSURUMI Liquid Ring vacuum pump and compressor answer the needs usefully
in various scene and circumstances, and sustain to our living by the fruits of thier activity.

Civil
Engineering
Construction

バリエーション豊富なツルミの液封式ポンプ及び圧縮機、人々の暮らしを支えるさまざまなシーンでお役に立ちます。

Non metal
Industry
非金属工業

土木・建築

Medical
Treament
and Products

Food
Industry

Renewable
Energy

医療・医薬品

食品産業

再生可能エネルギー

Steel
Non steel
metal
Industry

Chemical
Petrochemical
化学・石油化学

鉄鋼・非鉄金属

Paper
Manufacture
Pulp

Power
Industry

Electricity
Electron
Semiconductor

製紙・パルプ

電力業

Treatment
of Drainege

Energy
Industries

排水処理技術

エネルギー産業

電気・電子・半導体

Power
Industry
電力業

Food
Industry
食品産業

Paper Manufacture
Pulp
製紙・パルプ

Medical Treament
and Products
医療・医薬品

Electricity
Electron Semiconductor
電気・電子・半導体 IC

Steel
Steel
Non steel
Ni
metal Industry

鉄鋼・非鉄金属 Ti

Energy
Industries
エネルギー産業

Renewable
Energy
再生可能エネルギー

Civil Engineering
Construction
土木・建築

Treatment
of Drainege
排水処理技術

Suction or deaeration of air
from inside the fills of
packages used for products
for export.

Thermal and nuclear power
plants as condenser
vacuum pumps.

Transportation,
condensation, and drying of
watery foods in the process
of canning or bottling.

Paper machine rollers,
presses, evaporators, and
bleaching processes. Our
pumps serving these
applications feature low
noise and ease of
maintenance.

Suction at medical fronts
and sterilization and
granulation processes in
manufacture of
pharmaceutical products.

Generation of vacuum for
deionized water generators
and sterilizers necessary in
clean rooms and
transportation of
semi-conductors.

Refining and reforming of
metals, production of nickel
and titanium, and
degassing of pH steels.

Fields of regional power
generation fueled with
refuse and urban heat
and power supply system.

Field of geothermal gas
as vacuum pumps for
condensers used in
geothermal power
generation. Plants for
production of silicon, one
of materials for solar
power generation.

Suction of depositions in
shield tunneling work and
well point method.
Production of foamed
cement and impregnation
of building materials.

Application as compressors
for circulation of digestion gas
that draws attention as a
promising biomass resource.
Generation of vacuum for
sludge recovery filter and
transportation of refuse and
sewage.

製 品輸 送 用の 梱 包 充てん 材な
どの吸引、脱気に活躍。

火力・原子力発電の復水器真空
ポンプとして活躍。

カン・ビン詰めの工程などの水
分 のある食 品の 移 送、濃 縮、乾
燥に利用。

抄紙機ローラー、プレス用やエ
バポレータ、漂白工程にも活躍
し低騒音でメンテナンスも容易。

医 療 現 場での吸引用や医 薬 品
製造の滅菌・造粒工程に威力を
発揮。

クリーンル ームに必要な 純 水・
滅 菌 装置の真 空 発 生 源や半 導
体の搬送に活躍。

金属の精錬、改質やニッケル・チ
タンの製造及びpH製鋼脱ガス
用に活躍。

ゴミ燃 料で の 地 域 発 電 や 都
市型 熱・電供 給システム分野
で活躍。

地熱ガスにも対応し、地熱発
電の復水器用真空ポンプとし
て活躍。太陽光発電材料のシ
リコン製造プラントにも活躍。

シールド工事の堆積物吸引や
ウエルポイント工法などに威
力を 発 揮。発 泡コンクリート
製造、
建築資材の含浸に活躍。

バイオマス資 源として注目され
る消化ガス循環 用の圧縮機とし
て活躍。汚泥回収フィルタの真空
源、ゴミや下水の移送にも使用。

Chemical
Petrochemical
化学・石油化学

Non metal
Industry
非金属工業

Synthesis, concentration,
separation, and
compression of various
chemicals. Our pumps are
pressure-resistant,
explosion-proof and
corrosion-resistant to cope
with those applications.
さまざまな化学品の合成、濃縮
分離や圧縮工程に活躍。耐圧防
爆・耐食仕様に対応。

Metal

金属

EVMA type Has-C model

VK type

EVMA type (two-stage)

VMW type (two-stage)

A set of VL model types
for paper machine

Medical Use (Horizontal)

VD type unit model
for Electrical Use

VL type middle size

VMA type unit model
Gabage Plant

V type working
for Geothermal Plant

V type

V type

CNC type Largest model

VA type

VF type (with Gas Ejector)

V type with Gas Ejector

VL type and separator

Medical Use (Horizontal)

VMW type unit model
for Membrane De-airation

VL type large size

V type unit model
Gabage Plant

VC type

Tunnel Mud Discharger

ANC type

