ESLON CLEAN PIPE SYSTEM

クリーンパイプシステム

Clean Pipe

4. 管・継手の勘合確認 Check Joint Interference Fit
管を継手に真っ直ぐに軽く挿入して、管が受口長さの1/3～2/3に止まるか確認してください。
管が入り難かったり、奥まで入る時は継手を換えてください。
To check, lightly insert pipe into ﬁtting socket. For proper interference ﬁt, ﬁtting should go over end of
pipe easily but become tight about 1/3 to 2/3 of the way on.
If it can not become proper interference ﬁr, change new ﬁtting.

5. 標線の記入

Depth of Entry Mark

管の挿入確認のため、継手受口の長さを測り、管に受口長さの標線を記
入します。
Marking the depth of entry is a way to check if pipe has
reached the bottom of ﬁtting socket.

6. 挿入治工具の取付け Assemble Insertion Tools

ℓ

ℓ

標線を記入 Mark the Insertion Line

for Large size pipes

Apply Solvent Cement

刷毛を用いて継手受口と管外面の両方に適量の接着剤を素早く塗布します。
継手受口をやや少なめにし、管外面をやや多めに接着剤を塗布し、接着剤が管内にはみ出さないように注意してください。
Using brush, solvent cement must be applied uniformly to both ﬁtting socket and pipe outsideas soon as
possible. It must be careful not to ﬂow out inside the pipe. Therefore, apply little less cement to ﬁtting
socket than pipe outside.

8. 管の挿入と保持

PVDF-UHP Pipe

7. 接着剤の塗布

PVDF U-HPパイプ

大口径では挿入力が大きいので、管と継手に挿入治工具（レバーブロックとワイヤ）
を取付けます。
Set insertion tools as lever-block and wires for ﬁtting and pipe for large size pipe.

継手側 : 心持ち少な目に
Fitting : A little less adhesive

Joint Assembly and Hold

管側：やや多目に
Pipe : A little more adhesive

接合した継手は接着剤が固まるまで動かさないでください。また、接合後水圧をかけるには適切な養生時間が必要です。
それぞれの時間は下表のとおりです。
Handle newly assembled joints carefully until initial set has taken place. The joint must adequately cure
prior to use pressure application as shown below table.

Clean Valves

Initial Set Time and Cure Time

ク リ ーン バ ル ブ

接着剤が乾燥しない内に管と継手をセットした後、管を標線まで真っ直ぐに一気に挿入してください。
管が戻るので、下表のとおり挿入したまま保持してください。
Without delay, while cement is still wet, assemble the pipe and ﬁtting. and then insert immediatelythe
pipe into ﬁtting socket until the mark of entry.
To avoid pipe push out, hold the pipe and ﬁtting together for proper time as shown right table.
接合後、接着剤の揮発物を放出するため、配管は換気できるよう開放してください。
Piping after jointing, must be ventilated to emit solvent vapors. Do not close the ends of piping.

9. 養生

ク リ ーン パ イ プ

施工 INSTALLATION

推奨接着剤
Recommended Eslon Solvent Cement
エスロン スーパークリーンパイプ
Eslon Super Clean Pipe

HT エスロクリーンパイプ
HT EsloClean Pipe

No.95C

No.100S
Technical Data

品名
Grade

1kg

1kg

500g

1kg

500g

250g

挿入保持時間
Insert Hold Time
養生時間
Cure Time

13～75(80)
2分
（min）

15～35℃

100～200

250～300

13～75(80)

100～200

250～300

3分
（min）

4分
（min）

1分（min）

1分（min）

2分（min）

Installation

サイズ
Pipe Size

5～15℃

24時間(hrs) 48時間(hrs) 48時間(hrs) 12時間(hrs) 24時間(hrs) 24時間(hrs)

※接着剤は有機溶剤を含む可燃性危険物です。火災・爆発事故を防止するため、保管場や作業場では煙草・
トーチ・火花等火気厳禁です。
また、換気を十分に行って作業してください。揮発物は人体に悪影響を及ぼすことがあります。
Solvent cement is ﬂammable hazardous material including organic solvents.
To avoid explosion and any serious incidents, prohibit use of ﬁre such as smoking, torching, or ﬁre-working
around work and storage area. Ventilate suﬃciently, do not inhale solvent vapors.
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施工

挿入保持時間、養生時間
Average Insert Hold Time and Cure Time
作業温度
Temperature

技術データ

No.90C

