
日立スクリュー圧縮機専用純正油

専用鉱物油

HITACHI
ROTARY
COMPRESSOR
OIL

日立ロータリーコンプレッサーオイル

HISCREW、DSPシリーズや日立スクリュー圧縮機に
共通して使用できる専用純正油です。1

高温酸化安定性とオイルミストなどの
混入によるスラッジの生成を抑制しています。3
優れた水分離性能と防　能力でドレンの排出を
容易とし、機器系統内の発　を防止します。4
銅不活性化剤の働きで、銅の影響による
油の劣化・変質を防止します。5

配合添加剤を厳選して環境負荷の少ない
油脂としています。2

日立スクリュー圧縮機



Printed in Japan(H)

信用と行き届いたサービスの当社へ

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※こちらは、2015年4月1日以降のお問い合わせ先となります。

http://www.hitachi-ies.co.jp

全国サービスステーション・ネットワーク
北海道地区
北海道 （011）611-4121
東北地区
東北 （022）364-4121
福島 （024）961-0500
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高崎 （027）377-9902 
東京 （047）451-3111
東京中央 （03）5245-0358
埼玉 （048）728-8521
西東京 （042）660-1078
横浜 （045）540-2731
北陸地区
北陸 （076）420-5411

中部地区
中部 （052）884-5812
静岡 （0545）55-3260
近畿地区
大阪 （06）4868-1201
京都 （075）661-1081
滋賀 （0748）46-6606
神戸 （078）681-3811
姫路 （0792）34-9571
中国地区
中国 （082）282-8111
岡山 （086）263-3022
山口 （0835）23-7705
山陰 （0854）22-5552
四国地区
四国 （087）882-1212
九州地区
九州 （092）651-0131
北九州 （093）582-1175
南九州 （099）260-2818

TEL（03）4345-6041
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TEL（011）611-1224
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TEL（076）420-5711
TEL（052）884-5822
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TEL（087）882-1192
TEL（082）282-8112
TEL（092）651-0141
TEL（03）4345-6023
TEL（03）4345-6529

お問い合わせ営業窓口
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
〒985-0843  宮城県多賀城市明月2丁目3番2号
〒063-0814  北海道札幌市西区琴似四条一丁目1番30号
〒963-8041  福島県郡山市富田町字町西32番2号
〒939-8205  富山県富山市新根塚町一丁目4番43号
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〒735-0029  広島県安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号
〒812-0051  福岡県福岡市東区箱崎ふ頭五丁目9番26号
〒101-0022  東京都千代田区神田練塀町3番地（AKSビル）
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　 四 国 支 店
中 国 支 社
九 州 支 社
エンジニアリング事業推進本部
海外営業企画部
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HITACHI ROTARY COMPRESSOR OIL仕様

取扱上の注意事項
目に入ると炎症を起こすことがありますので、取り扱う際は保護眼鏡を使用す
るなど目に入らないようにしてください。
皮膚に触れると炎症を起こすことがありますので、取り扱う際は保護手袋を使
用するなど皮膚にふれないようにしてください。
子供の手の届かない所に置いてください。
廃油・廃容器は法令に従い適正に処理してください。

1.

2.

3.
4.

安全に関するご注意

注 （1） 本油、危険等級 ： 危険等級Ⅲ 第4類第4石油類
 （2） 専用合成油対象圧縮機には絶対に使用しないでください。

日立スクリュー圧縮機専用です。

日立圧縮機専用純正油 ラインアップ

● 優れた高温耐久性
● 交換サイクルは2年
（年間6,000時間以下の場合）

日立スクリュー圧縮機専用油
専用合成油

NEW
HISCREW OIL NEXT

● 米国FDAが規定する
　 材料を使用
● 米国NSFにより
　 H1グレード認証登録

日立スクリュー圧縮機専用油
食品機械用潤滑油

HITACHI FOOD GRADE
ROTARY COMPRESSOR OIL ● 炭化物生成を抑制

●ピストン・シリンダの
　 摩耗を抑制

ベビコン専用油

HITACHI
BEBICON OIL

項　目
ISO粘度グレード
密度＠15℃（g/cm3）

内　容
32

粘度指数 102
引火点（℃） ＞ 200
内容量（Ｌ） 20
荷　姿 専用ポリタンク

0.86
動粘度＠40℃（mm2/s） 32.6

DSPシリーズ HISCREWシリーズ

質　量（kg） 約18
HISCREW ： 3,000時間または1年の早い方
DSP ： 半年ごと交換サイクル
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