
クーラントポンプ
LBK/LVS/LVSS型の

海外対応のご案内
Coolant pump LBK/LVS/LVSS model for overseas

中国効率認証品(-GS)を発売！！

電動機を2重電圧品(50Hz 200-220/380V)とすることで、200V級でも使用可能！
Pump can also be used at 200V by using an electric motor for dual-voltage （50Hz 200-220/380V）!

1.

Q-H性能に関しては、標準品と同等！
Q-H performance is equivalent to that of a standard product !

2.

外形寸法は、標準機種と同一のため互換性があります。
Compatible since the outside dimensions are the same as that of a standard model.

3.

※電圧範囲は、50Hz 200-220/380Vとなります。
Voltage range is 50Hz 200-220/380V.

※認証取得電圧は、50Hz/380Vとなります。
Certified voltage is 50Hz/380V.

※出力0.75kW未満は、適用外です。
Not applicable for models with less than 0.75kW output. 

※出力範囲は、LBK型：出力0.35～1.8kW　LVS、LVSS型：出力0.75～7.5kW
［Output］ LBK:0.35-1.8kW   LVS/LVSS:0.75-7.5kW

アメリカ効率認証(NEMA規格)に続いて、アメリカ安全認証(UL規格)、カナダ
安全効率認証(CSA規格)に適合
Complies with USA safety certification （UL standard） and the Canada safety and efficiency 
certification （CSA standard） following the USA efficiency certification （NEMA standard）.

1.

Q-H性能に関しては、標準品と同等！
Q-H performance is equivalent to that of a standard product !

2.

外形寸法は、標準機種と同一のため互換性があります。
Compatible since the outside dimensions are the same as that of a standard model.

3.

※電圧範囲は、60Hz 200-230Vとなります。
Voltage range is 60Hz 200-230V.

※認証取得電圧は、60Hz 200-230Vとなります。
Certified voltage is 60Hz 200-230V.

※出力0.75kW未満は、効率認証不要のため、安全規格のみ適合となります。
Model with less than 0.75kW output complies only with the safety standard as it does not 
require efficiency certification. 

※出力範囲は、LBK型：出力0.55～2.2kW　LVS、LVSS型：出力0.75～7.5kW
［Output］ LBK:0.55-2.2kW   LVS/LVSS:0.75-7.5kW

China energy label certified products （-GS） are released !!

韓国効率認証品(-KS)を発売！！

外形寸法は、標準機種と同一のため互換性があります。
Compatible since the outside dimensions are the same as that of a standard model.

1.

Q-H性能に関しては、標準品と同等！
Q-H performance is equivalent to that of a standard product !

2.

Korea efficiency certified products （-KS） are released !!

アメリカ/カナダ安全効率認証品(-7W)を発売！！
USA/Canada safety & efficiency certified products （-7W） are released !!

※電圧範囲は、60Hz 200-230Vとなります。
Voltage range is 60Hz 200-230V.

※認証取得電圧は、60Hz 200Vとなります。
Certified voltage is 60Hz 200V.

※出力0.75kW未満は、適用外です。
Not applicable for models with less than 0.75kW output.

※出力範囲は、LBK型：出力0.75～2.2kW　LVS、LVSS型：出力0.75～7.5kW
［Output］ LBK:0.75-2.2kW   LVS/LVSS:0.75-7.5kW
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お問い合わせは……  　
Contact…

本 社 福山市御幸町森脇230〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

※外形寸法図等は、最寄りの営業所にお問合せください。　※Contact our nearest sales office for dimensional outline drawings, etc.

※製品改良等の為、お断り無しに仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
※Please note that specifications may be subject to change without prior notice due to product improvements, etc.
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選定図 Selection chart
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