
 High temperature options

 Moisture resistant silicone 
coated PCB options

 Multiple electrical wiring 
options

 Confi gurable speed control 
profi les

 Custom speed set points, 
ramps and more

一弘
テキスト ボックス
高温対応オプション

一弘
テキスト ボックス
耐湿度シリコンコート基板オプション
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マルチ電気接続オプション選択可能
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設定可能なスピードコントロールプロファイル
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スピードセッティング、アラートランプ等カスタム可能

一弘
テキスト ボックス
株式会社　大　幸　産　業大阪府吹田市江坂町1-21-8TEL:06-6385-0531 FAX:06-6338-8043

一弘
テキスト ボックス
株式会社 ダ イ コ ウ 産 業東京都台東区浅草橋5-3-6TEL:03-3861-0391 FAX:03-3861-1480



Product Confi guration – Nautilair Family
There are a wide variety of options available as part of the Nautilair lineup.  These options make it possible to 

confi gure your Nautilair blower to fi t seamlessly into your application.
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Dimensions Shown as: 
Inches (mm)
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Sizing Based on Performance Requirement
The chart shown at the bottom of previous page can be used to identify the proper Nautilair family required based on 
the output of your application (BTU). Depending on the system resistance (pressure drop) of your system it may be 
possible that multiple blower models may be suitable.

Determine Outlet Flange Size
Nautilair blowers have been optimized to fi t into many standard combustion applications. Outlet fl ange options allow 
for the blower to bolt up to each specifi c application with minimal modifi cation of the system.

Determine Input Voltage and Control
Options for input voltage as well as control types makes the Nautilair lineup of blowers adaptable to a wide variety of 
applications. Depending on the application, the blower can be confi gured for open or closed loop control. In closed 
loop control, a specifi c speed control command, say 5vdc, is correlated to a specifi c blower speed, say 8,000 RPM. 
If the system resistance (pressure) changes the speed will be maintained. Open loop allows for the speed to vary 
according to the system resistance. 

Input Voltages Speed Control Inputs Speed Control Options

120 VAC
230/240 VAC 1 Phase
230/240 VAC 3 Phase
380-575 VAC 3 Phase

Mechanical Potentiometer
0-10 VDC
PWM
4-20 mA

Open Loop
Closed Loop

Determine Inlet / Gas Valve Mounting

All Nautilair blowers are designed to accept several different gas valves that attach 
directly to the inlet of the blowers of Honeywell, Karl Dungs, SCC and Kromshroder. 
Your AMETEK sales representative can help you to determine the suitable inlet 
confi guration to match the gas valve being used. Unique bolt patterns, tapped holes, 
O-ring grooves, and gasket locating features are only a few of the options available.

Adaptations / Options
 O-Ring Groove
 Bolt Patterns
 Tapped Holes
 Gasket Keeper

12.3" High Energy

12.3" High Output

12.3" Standard Output

8.9" High Output

8.9" Standard Output

7.6" Standard Output Enhanced

BTU Range of AMETEK Nautilair Blowers

0 500,000 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M 4.5M 5M

7.6" Standard Output 

BTU/hr

147 293 440 586 733 879 1,026 1,172 1,319 1,465 kW
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Nautilairシリーズは様々なオプションを供給しています。これらのオプションにより、アプリケーションにピッタリ合うNautilairを選ぶことができます。
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最下段のグラフより、燃焼量に適応するNautilairをお選び下さい。システム内の圧損を考慮の上、いくつかのモデルを選定して下さい。
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このアウトレットフランジオプションにより、最小限のシステム修正だけでバーナーヘッドとのアッセンブリが可能になります。
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電源入力とコントロール入力のオプションにより様々なアプリケーションに対応します。クローズドループでは、システム圧損の変動にかかわらず一定の信号に対し一定のスピードを維持します。

一弘
テキスト ボックス
メカニカルポテンショメーター
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全てのNautilairは、様々なガスバルブに直接取り付けられるように設計されています。右のイラストとオプションをご覧下さい。詳しくは代理店までお問い合わせをお願いします。



AMETEK Dynamic Fluid Solutions 
100 East Erie Street, Kent, OH 44240 

Global: +1 330-673-3452 
dfs.information@ametek.com | ametekdfs.com 

12.3” 高エネルギー 

 新製品が仲間入り

AMETEKのノーチラー12.3”高エネルギータイプは、高風量用
途向けでは、弊社で最もパワフルなブロワです。高エネル
ギーの革新的な設計と強化により、既存モデルより性能が
上がりました。この高エネルギーモデルは、標準的な
12.3"モデルと同じ設置面積ですが、新しい混合磁石
を使用することで、持続可能な高性能を達成しました。

この新しいモデルでは、コンフィギュアビリティ（設
定や構成を任意に変更可能なこと）を高めることに焦点を当て
ました。フランジは多種類あり、入力電圧範囲もあるの
で、世界中で多くの異なる用途で簡単に対応できるで
しょう。4種類のスピード制御にくわえ、開閉式ループ制
御が選択できるので、ブロワの柔軟性がより増していま
す。  

次世代のコントローラーソフトウェアのおかげで、柔
軟性が向上しました。
スピードのカスタマイズ、加速プロファイル、過電流
の安全限界、状態通知オプションなどは、向上した改
良された内容の一部です。外部プログラミングポート
も柔軟性を得られた一つの要因です。  

特徴
 既存製品より、より高圧で高風量
 冷却性能を得るために、冷却ファン一体型
が標準

 開閉式ループスピード制御を選択可能 

 スピード制御、不良検知、データ取り、プ
ログラミングがしやすくなった 

mailto:dfs.information@ametek.com


Note: Data presented represents blower performance at STANDARD AIR DENSITY, .075lb/ft3 (29.92”Hg, Sea Level, 68°F) Vacuum performance available upon request. 

標準オプション
弊社のNautilair®12.3”高エネルギータイプは、世界中で多数の用途に適用できるでしょう。AMETEK
は、開発、設計、価値の創造を促進してきた過去の実績からたいへん多くの教訓を学んできまし
た。12.3”高エネルギータイプは、その特徴と機能により、お客様の用途により適用しやすい製品
です。

 0～10 vdc, 4～20 mA, PWM, またはメカニカル（ポテンショメーター）スピー
ド制御

 異なるバーナーに取り付けられるように、出口フランジが2つある
 さまざまな入力電圧範囲（単相と三相） 

カスタマイズオプション
AMETEKはお客様の手間を軽くしたいと思っています。上記に希望するオプションがない場合、カ
スタマイズにも対応します。詳細は、担当者に問い合わせてください。

性能データ 

技術データ 

スピード制御 (計測可能な入力電圧) 0 ～10VDC (最大45VDC) 

スピード制御(PWM入力) 
500 Hz～20 KHz 
15 ～ 45VDC 

入力電圧 208 ～264VAC, 50/60Hz, 1 or 3ph 

入力電流 
最大30A@ 240VAC 1ph 
最大30A@ 208VAC 3ph 

使用温度 (ワーキングエアー) -4 ⁰F ～122 ⁰F | -20 ⁰C ～ 50 ⁰C
予想重量 35 lbs. | 15.9 Kg 

規制機関の承認 UL

使用可能な取付けフランジ穴 (6.7” x 3.7” 開) 
小:4.76” x 7.00” (直径0.28” ) 
大: 7.09” x 7.09” (直径0.35” ) 
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