
＜適 用 燃 料＞　天然ガス、プロパンガス、COGガス等各種ガス、灯油、軽油、重油、再生油等各種オイル 
＜燃　焼　量＞　116kW～23,260kW 
＜燃焼空気温度＞　常温～500℃ 

※詳細は別途弊社営業にお問い合わせ下さい。 

参考形状 
REFERENCE FORM

火炎の着火性と安定性に優れたバーナで、火炎長さを調
節することにより温度分布を変えることができます。 
バーナ、架台、操作機器、安全操作盤などをコンパクトに
まとめたユニットタイプです。 

This burner features excellent ignition and stability 
of the flame. The temperature profile can be 
changed by adjusting the flame length. 
The burner, mounting stand, control equipment and 
safety control panel are designed into a compact 
unit.

Note) Contact us for more details.

<Applicable fuel>             Various gases including natural gas, propane gas, and COG gas, 
                                         various oils including kerosene, light oil, heavy oil, and reclaimed oil
<Fuel capacity>               116kW～23,260kW
<Fuel air temperature>    Normal temperature～500℃ 
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SAFETY PRECAUTIONS : 
Read the instruction manual carefully before using the equipment.

●記載内容について、改良のため予告なしに変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 
●The descriptions and specifications are subject to change without notice.

URL  http://www.chugai.co.jp

安全に関するご注意： 
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 

Sakai Works   :

Tokyo Branch :

Nagoya Sales Office:

Combustion Laboratory:

2-4,Chikko-Shinmachi,Nishi-ku,Sakai 592-8331,Japan
Tel +81-72-247-1440     Fax +81-72-247-1441

2-5-7,Konan,Minato-ku,Tokyo 108-0075,Japan
Tel +81-3-5783-3378     Fax +81-3-5783-3368

1-21-19,Meieki-Minami,Nakamura-ku,Nagoya 450-0003,Japan
Tel +81-52-561-3561     Fax  +81-52-561-3566

1000-6,Enmyo-cho,Kashiwara,Osaka 582-0027,Japan
Tel +81-72-977-8503     Fax +81-72-978-6981

〒592-8331 堺市西区築港新町2丁4番 
　　　　　TEL（072）247-1440（直通）　FAX（072）247-1441 

〒108-0075 東京都港区港南2丁目5番7号（港南ビル） 
　　　　　TEL（03）5783-3378（直通）　FAX（03）5783-3368 

〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号（本州名駅ビル） 
　　　　　TEL（052）561-3561（代表）　FAX（052）561-3566 

〒582-0027 大阪府柏原市円明町1000番地6 
　　　　　TEL（072）977-8503（代表）　FAX（072）978-6981 
 

堺 事 業 所  
サーモシステム事業部 

東 京 支 社  
サーモシステム事業部 

名古屋営業所 
　 

燃焼研究所  
 

※掲載製品には特許取得済・申請中の技術が含まれています。 
＊The equipments in this catalog include patented / 
   patent pending technologies.

●１kcal/h＝1.163×10-3kW　１kW＝860kcal/h　 
●1kcal=4.18kJ（10000kcal=41.8MJ）　１kJ＝0.239kcal（１MJ＝239kcal）　 
●1mmH2O=1kg/m2=9.81Pa（1kg/㎝2=98.1kPa） 
　１Pa＝0.102mmH2O（１kPa＝102mmH2O） 

※ 本カタログはSI単位を採用しています｡ 
　 従来単位とは下記数式にて換算してください。 
＊This catalog uses the SI units which can be calculated from the following  
  formula:


