
大生工業　オイルフィルタ＆熱交換器総合カタログ　誤記訂正表 [T-FHC-A-01]

ページ 目次タイトル 修正箇所　（箇所>箇所_内容） 誤 正

P4 INDEX GF型の最高使用圧力_追記 記載なし （接続口径）03,06,08｜0～25（MPa）

P18 フィルタの選定方法 STEP.1の表 ＞使用流体の備考_修正 油の粘度、油種 油種、油の比重及び動粘度

P19 仕様一覧 フィルタ 標準流量 ＞表の項目_修正
・ろ過制度（記号）
・流体粘度
・32㎟/S

・ろ過精度（記号）
・物性値
・動粘度：32㎟/S

P27 LN型 シール材一覧 ＞パッキンサイズ_修正 LN-10,LN-12　部番11：t4xφ117.7/φ104.3 LN-10,LN-12　部番11：t4xφ111.7/φ104.3

P32 他 型式別製品紹介 諸元表の項目名称 _修正 疲労破壊試験 耐久性試験

P96 UR型 型式表示例 ＞装備品の名称_修正 ④スプリットフランジ ④ブラケットセット

P98 UR型 寸法図 ＞UR-06,08及びUR-10,12図面_追記 上面図の記載なし 別紙

部品表 ＞部番8の名称_修正 スプリットフランジセット ブラケットセット

交換部品型式 ＞シール材セットの装備品名称_修正 ②スプリットフランジ ②ブラケットセット

P104 VN型 諸元表 ＞クラッキング圧の値_修正 *** 0.023

油圧図記号 ＞記号説明_修正 - 別紙

モデル型式 ＞装備品 ③相フランジの明細_追記 溶接型 溶接型（標準装備）

P112 STU型 油圧図記号 ＞説明文_修正、追加 - 別紙

P133 BOS/BCS型 シール材一覧 ＞シール材セットの対象部番_修正
SP 　 部番：8,11,12
SP-K 部番：8,11,12

SP 　 部番：8,11,13
SP-K 部番：8,11,13

P139 CS型/CF型 寸法図部品表 ＞本体タップ寸法_修正 CS-04 d1xL：MBx14 CS-04 d1xL：M8x14
P140 107型 モデル型式 ＞接続口径サイズ_修正 Rc1/4 Rc1 1/4
P142 AP型 諸元表 ＞空気流量の単位_修正 ℓ/min ㎥/min

寸法図部品表 ＞AP-16、AP-24のシール材一覧表_修正

AP-16 部番5： t1xφ88/φ6
AP-16 部番6： t1xφ88/φ64
AP-24 部番5： t1xφ125/φ9
AP-24 部番6： t1xφ125/φ92

AP-16 部番5： t2xφ88/φ6
AP-16 部番6： t2xφ88/φ64
AP-24 部番5： t2xφ125/φ9
AP-24 部番6： t2xφ125/φ92

寸法図部品表 ＞タイトルの型式表記_修正 AP-32,42 AP-32,48

P147 FP型 モデル型式 ＞ 電圧関連の記載_修正追記 - 別紙

P148 FP型 寸法図」部品表 ＞FP-1500S-5060の横側図面_修正 - 別紙

P151 特殊品 フィルタ及びエレメン対応ト表 ＞対応流体_修正 一般鉱物油 鉱物油系作動油

P157 熱交換器の構造と種類 大生のローフィンチューブ ＞特長③のSUS304_修正 22山/in. 18山/in.

STEP.1の注記_修正 注意）～の場合は、フィルタの選定が～ 注意）～の場合は、熱交換器の選定が～

STEP.1の表 ＞確認項目の名称_修正

STEP.1の表 ＞流量（常用、最大）の備考_修正

使用最高圧力

～指定なしの場合、当社で決定

最高使用圧力

～指定なしの場合、高温側（胴側）に同じ

交換熱量 ＞表中の空冷式
－入口温度－｜官側または低温側の値_追記

記載なし 室温

被冷却流体適合表_修正 - 別紙

熱交換器の水質基準 ＞表の各項目の単位_追記
電気伝導率：記載なし
酸消費量　 ：記載なし

電気伝導率：（μS/cm）
酸消費量　 ：（mgCaCo3/ℓ）

単位換算表_修正 - 別紙

P178/P182 FTC(B)/FTS(B) 部品表 ＞部番18名称_修正 エア抜きプラグ エア抜きバルブ

P184～P187 TEMA 性能グラフ ＞グラフ条件 圧力損失｜胴側の値_修正 △：0.1 0.1以下

P198 FCU型 シール材一覧＞表中部番_修正
9番 専用パッキン
シール材セット構成　部番：8,9

7番 専用パッキン
シール材セット構成　部番：7,8

P199 TCW型 モデル型式 ＞胴体径の区分け範囲_修正 TCW-226： 125A TCW-226： 100A

P99 UR型

P108 ISH型

P143 AP型

P158 熱交換器の選定方法

P159 共通仕様一覧 熱交換器
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大生工業　オイルフィルタ＆熱交換器総合カタログ　誤記訂正表 [T-FHC-A-01]

ページ 目次タイトル 修正箇所　（箇所>箇所_内容） 誤 正

P220 TB型 使用例 ＞配管接続 液体/液体の流れ方向_修正 - 別紙

2段目の説明文_修正 本カタログ掲載品～濾過器の製作が～ 本カタログ掲載品～熱交換器の製作が～

水冷シェルアンドチューブ熱交換器/
空冷式熱交換機対応ト表 ＞対応流体_修正

一般鉱物油 鉱物油系作動油

P226 販売代理店一覧 国際興業株式会社　本社の住所_修正
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-10-12

〒104-8460
東京都中央区八重洲2-10-3

P228～P229 用語集
・「高耐圧エレメント」_修正
・「目詰まり」_修正
・「モジュラー型フィルタ」_修正

・～のエレメント。設計圧力14MPa以上～
・エレメントに捕集したダスト～
・モジュラー弁（集積弁）の規格～

・～のエレメント。最高使用圧力14MPa以上～
・エレメントに捕捉したダスト～
・モジュラー弁（積層弁）の規格～

P221 特殊品
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大生工業　オイルフィルタ＆熱交換器総合カタログ　誤記訂正表 [T-FHC-A-01] （別紙）

fig.1 UR型　寸法図

UR-06,08-□□-IV□F UR-10,12-□□-IV□F

fig.2 ISH型、STU型　油圧図記号

fig.3 STU型　型式

追加

fig.4 FP型　型式
FP-400Y

　FP-400Yのみ
　100V｜（標準仕様）
　200V｜（特殊仕様 ☆）

☆ 200V仕様の場合、価格、納期が標準仕様と
　 異なりますのでお問い合わせください。



大生工業　オイルフィルタ＆熱交換器総合カタログ　誤記訂正表 [T-FHC-A-01] （別紙）

fig.5 FP型　寸法図

fig.6 被冷却流体適合表 fig.7 単位変換表

fig.8 TB型　接続方法
（正）（誤）

主な流体名 流体記号 シール材材質

鉱物油系
ギヤ油

無 NBR

水グリコール系
脂肪酸エステル系
アンモニア含有油
水溶性クーラント

G NBR

リン酸エステル系 F FKM

G仕様 + F仕様 W FKM

従来単位 換算式 SI単位

kJ/h

kW

kg/㎠

bar

psi

交換熱量 kcal/h

圧力 MPa

kcal/h

860



4.186� kcal/h 


bar

10



9.8�kg/cm� 


psi

145




