
清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ
１．発泡量が多いほど汚れが取れ易く１．発泡量が多いほど汚れが取れ易く１．発泡量が多いほど汚れが取れ易く１．発泡量が多いほど汚れが取れ易くなりますが発砲がなりますが発砲がなりますが発砲がなりますが発砲が

多すぎると抜出に時間が掛りますので注意願います多すぎると抜出に時間が掛りますので注意願います多すぎると抜出に時間が掛りますので注意願います多すぎると抜出に時間が掛りますので注意願います

２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが

破断する恐れがあります。破断する場合破断する恐れがあります。破断する場合破断する恐れがあります。破断する場合破断する恐れがあります。破断する場合、、、、αﾊﾟｰｼﾞ剤のﾊﾟｰｼﾞ剤のﾊﾟｰｼﾞ剤のﾊﾟｰｼﾞ剤の

混合量混合量混合量混合量を減らすか、全体の投入量を減らしてを減らすか、全体の投入量を減らしてを減らすか、全体の投入量を減らしてを減らすか、全体の投入量を減らしてくださいくださいくださいください

３３３３．樹脂の色・汚れ状態にて．樹脂の色・汚れ状態にて．樹脂の色・汚れ状態にて．樹脂の色・汚れ状態にてαﾊﾟｰｼﾞを繰り返して下さいﾊﾟｰｼﾞを繰り返して下さいﾊﾟｰｼﾞを繰り返して下さいﾊﾟｰｼﾞを繰り返して下さい

樹脂の色が白くなれば汚れが除去出来て樹脂の色が白くなれば汚れが除去出来て樹脂の色が白くなれば汚れが除去出来て樹脂の色が白くなれば汚れが除去出来ていますいますいますいます

ペレット原料とｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝαとの混合比率例（目安）

軽微な場合 頑固な場合 分掃の場合

① ４０～４５ ５００ｇ ２．５ｃｃ ５ｃｃ １０ｃｃ

② ５０～６０ １Kg ５．０ｃｃ １０ｃｃ １５ｃｃ

③ ６５～８０ １．５Kg ７．５ｃｃ １５ｃｃ ２０ｃｃ

④ ８０～１００ ２．０Kg １０ｃｃ ２０ｃｃ ２５ｃｃ

⑤ １００～ ２．５Kg １２．５ｃｃ ２５ｃｃ ３０ｃｃ

ｽｸﾘｭｰ径

（ｍｍ）

主原料

(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ原料）

ゲル・クリーンα

ｺﾞﾑ手袋の着用をお願いしますｺﾞﾑ手袋の着用をお願いしますｺﾞﾑ手袋の着用をお願いしますｺﾞﾑ手袋の着用をお願いします

作業前準備

＋

かき混ぜる主原料
１kg

ゲル･クリーン
１０ｃｃ～２０cc

押出成形機内部に残留した・顔料・添加剤・
などのｺｹﾞの除去を行います

ﾍﾟﾚｯﾄ原料にｹﾞﾙｸﾘｰﾝﾍﾟﾚｯﾄ原料にｹﾞﾙｸﾘｰﾝﾍﾟﾚｯﾄ原料にｹﾞﾙｸﾘｰﾝﾍﾟﾚｯﾄ原料にｹﾞﾙｸﾘｰﾝαを混ぜ込む事でを混ぜ込む事でを混ぜ込む事でを混ぜ込む事で
αﾊﾟｰｼﾞ剤原料を作りますﾊﾟｰｼﾞ剤原料を作りますﾊﾟｰｼﾞ剤原料を作りますﾊﾟｰｼﾞ剤原料を作ります

① αﾊﾟｰｼﾞ剤を作る

② ｽｸﾘｭｰが見えるとﾎｯﾊﾟｰに投入
③ αﾊﾟｰｼﾞ剤を通常運転にて押出する

④ 押出した樹脂の色・汚れの確認
黒・茶・白と汚れが除去します

樹脂が白くなるまでαﾊﾟｰｼﾞをする事でｽｸﾘｭｰｼﾘﾝﾀﾞｰ清掃が出来ます



・パージ後のコゲ混入を防ぎます
・パージ洗浄回数の削減
・パージ原料コストの削減

清掃メリット清掃メリット清掃メリット清掃メリット

ｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝαのﾊﾟｰｼﾞ方法に付いてはﾏﾙﾔｽ社員への問い合わせをのﾊﾟｰｼﾞ方法に付いてはﾏﾙﾔｽ社員への問い合わせをのﾊﾟｰｼﾞ方法に付いてはﾏﾙﾔｽ社員への問い合わせをのﾊﾟｰｼﾞ方法に付いてはﾏﾙﾔｽ社員への問い合わせを
お待ちしています。成形機種類・ｽｸﾘｭｰ径・樹脂の種類などによりお待ちしています。成形機種類・ｽｸﾘｭｰ径・樹脂の種類などによりお待ちしています。成形機種類・ｽｸﾘｭｰ径・樹脂の種類などによりお待ちしています。成形機種類・ｽｸﾘｭｰ径・樹脂の種類などにより
αﾊﾞｰｼﾞ材の混合量や投入量が変わりますので問い合わせ願いますﾊﾞｰｼﾞ材の混合量や投入量が変わりますので問い合わせ願いますﾊﾞｰｼﾞ材の混合量や投入量が変わりますので問い合わせ願いますﾊﾞｰｼﾞ材の混合量や投入量が変わりますので問い合わせ願います

ｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝαをををを準備準備準備準備してお待ちしていますしてお待ちしていますしてお待ちしていますしてお待ちしています

株式会社 マルヤス
愛媛県新居浜市外山町１６番３２号
TEL 0897-47-6012 FAX 0897-47-6011
URL     http:// e-maruyasu.jp

E-Mail info@e-maruyasu.jp

詳しい取扱説明や効果に関しては下記 サイトをご参照ください

http://ehttp://ehttp://ehttp://e----maruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.html

http://ehttp://ehttp://ehttp://e----maruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.html



ｽｸﾘｭｰを漬け置き洗浄をする事で
樹脂ｶｽ・ｺｹﾞ等の汚れを浮かして
研磨剤を使わずキズを付けずに
清掃が出来ます、更に時間短縮も可能

作業前準備
ｹﾞﾙｸﾘｰﾝα
ｹﾞﾙｸﾘｰﾝα３倍希釈のｽﾌﾟﾚｰ
水(ｹﾞﾙｸﾘｰﾝαを3~4倍に薄める)
ｽｸﾘｭｰを入れる容器ｽﾃﾝﾚｽ
真鍮ﾌﾞﾗｼ

樹脂ｶｽを取ったｽｸﾘｭｰをｹﾞﾙｸﾘｰﾝαを３倍から４倍に薄めた水槽に沈める
浸け置く時間が長い方が剥離作用にて樹脂ｺｹﾞの除去が簡単になります
(数日浸け置く事がﾍﾞｽﾄである)

水で硬く絞ったｳｴｽにてｽｸﾘｭｰを拭いてください、ｺｹﾞがｳｴｽにて取り除かれます
(ｽｸﾘｭｰが高温の場合水で絞ったｳｴｽからの蒸気のやけどに御注意願います)

ｺｹﾞの剥離状態を確認して水槽から取り出して真鍮ﾌﾞﾗｼにてﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞする
(ｹﾞﾙｸﾘｰﾝαを３倍に薄めた物をｽﾌﾟﾚｰしながらﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞする事で清掃効果がｱｯﾌﾟします)

浸け置き
洗浄 ①

浸け置き
洗浄 ②

浸け置き
洗浄 ③



・清掃面を一切傷付けません
・頑固な樹脂ｺｹﾞも簡単に除去出来ます
・複雑な形状の金型の汚れも簡単清掃
・清掃時間短縮で作業効率ｱｯﾌﾟ

清掃メリット清掃メリット清掃メリット清掃メリット

株式会社 マルヤス
愛媛県新居浜市外山町１６番３２号
TEL 0897-47-6012 FAX 0897-47-6011
URL     http:// e-maruyasu.jp

E-Mail info@e-maruyasu.jp

詳しい取扱説明や効果に関しては下記 サイトをご参照ください

http://ehttp://ehttp://ehttp://e----maruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.html

http://ehttp://ehttp://ehttp://e----maruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.html

ｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝｹﾞﾙ・ｸﾘｰﾝαの問い合わせをお待ちしています。の問い合わせをお待ちしています。の問い合わせをお待ちしています。の問い合わせをお待ちしています。



清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ

１．ゲル・１．ゲル・１．ゲル・１．ゲル・クリーンクリーンクリーンクリーンαをををを吹付けながら吹付けながら吹付けながら吹付けながら

ブラッシングするブラッシングするブラッシングするブラッシングする事事事事でコゲでコゲでコゲでコゲにゲル・にゲル・にゲル・にゲル・
クリーンクリーンクリーンクリーンα成分成分成分成分が浸透が浸透が浸透が浸透し短時間でし短時間でし短時間でし短時間で
清掃清掃清掃清掃が出来ます。が出来ます。が出来ます。が出来ます。

２２２２．汚れ．汚れ．汚れ．汚れを取るを取るを取るを取る場合は場合は場合は場合は、水で絞った、水で絞った、水で絞った、水で絞った
ウェスでウェスでウェスでウェスで拭取ってください拭取ってください拭取ってください拭取ってください。汚れ。汚れ。汚れ。汚れをををを
ウェスに付着させるためです。ウェスに付着させるためです。ウェスに付着させるためです。ウェスに付着させるためです。

作業前準備

ｹﾞﾙｸﾘｰﾝαはﾀﾞｲｽ・金型・ｽｸﾘｭｰなど、
ｷｽﾞを付けたくない繊細な部品のｺｹﾞを
簡単に除去出来ます (研磨剤含まず)

ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｹﾞﾙｸﾘｰﾝｹﾞﾙｸﾘｰﾝｹﾞﾙｸﾘｰﾝαをｽﾌﾟﾚｰ容器に移して３倍希釈を作りますﾊﾞｹﾂに水を入れてｳｴｽを水でをｽﾌﾟﾚｰ容器に移して３倍希釈を作りますﾊﾞｹﾂに水を入れてｳｴｽを水でをｽﾌﾟﾚｰ容器に移して３倍希釈を作りますﾊﾞｹﾂに水を入れてｳｴｽを水でをｽﾌﾟﾚｰ容器に移して３倍希釈を作りますﾊﾞｹﾂに水を入れてｳｴｽを水で
硬く絞って下さい、対象部に３倍希釈のｹﾞﾙｸﾘｰﾝ硬く絞って下さい、対象部に３倍希釈のｹﾞﾙｸﾘｰﾝ硬く絞って下さい、対象部に３倍希釈のｹﾞﾙｸﾘｰﾝ硬く絞って下さい、対象部に３倍希釈のｹﾞﾙｸﾘｰﾝαをｽﾌﾟﾚｰにて直接吹きかけてをｽﾌﾟﾚｰにて直接吹きかけてをｽﾌﾟﾚｰにて直接吹きかけてをｽﾌﾟﾚｰにて直接吹きかけて
真鍮真鍮真鍮真鍮ﾌﾞﾗｼﾌﾞﾗｼﾌﾞﾗｼﾌﾞﾗｼにてﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さい。対象部が高温の場合は吹付しながら同時ににてﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さい。対象部が高温の場合は吹付しながら同時ににてﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さい。対象部が高温の場合は吹付しながら同時ににてﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さい。対象部が高温の場合は吹付しながら同時に
ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞを行ってください。ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後に水で絞ったｳｴｽにて汚れをふき取ってﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞを行ってください。ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後に水で絞ったｳｴｽにて汚れをふき取ってﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞを行ってください。ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後に水で絞ったｳｴｽにて汚れをふき取ってﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞを行ってください。ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後に水で絞ったｳｴｽにて汚れをふき取って下さい下さい下さい下さい。。。。

ｹﾞﾙｸﾘｰﾝα １ℓ
ｽﾌﾟﾚｰ容器 １個
水道水 ２～３ℓ
真鍮ﾌﾞﾗｼ 数個
ｳｴｽ 数枚
ﾊﾞｹﾂ １個

ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｹﾞﾙｸﾘｰﾝｹﾞﾙｸﾘｰﾝｹﾞﾙｸﾘｰﾝαをｽﾌﾟﾚｰと同時にﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さいをｽﾌﾟﾚｰと同時にﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さいをｽﾌﾟﾚｰと同時にﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さいをｽﾌﾟﾚｰと同時にﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞして下さい

ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後、水で絞ったｳｴｽにてふき取って下さいﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後、水で絞ったｳｴｽにてふき取って下さいﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後、水で絞ったｳｴｽにてふき取って下さいﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ後、水で絞ったｳｴｽにてふき取って下さい



・研磨剤無しの為、傷が付かない
・引火性が無く火気厳禁工場で使用可能
・水溶性の為、汚れに合わせて無限に希釈可能

清掃メリット清掃メリット清掃メリット清掃メリット

ｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝｻﾝﾌﾟﾙ用ｹﾞﾙｸﾘｰﾝαをををを準備準備準備準備してお待ちしていますしてお待ちしていますしてお待ちしていますしてお待ちしています
株式会社 マルヤス
愛媛県新居浜市外山町１６番３２号
TEL 0897-47-6012 FAX 0897-47-6011
URL     http:// e-maruyasu.jp

E-Mail info@e-maruyasu.jp

詳しい取扱説明や効果に関しては下記 サイトをご参照ください

http://ehttp://ehttp://ehttp://e----maruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.htmlmaruyasu.jp/gelclean.html

http://ehttp://ehttp://ehttp://e----maruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.htmlmaruyasu.jp/hdgelclean.html



金型やダイスの分解清掃は、

今までは約３～５時間必要約３～５時間必要約３～５時間必要約３～５時間必要でした。

ゲル・クリーンαの塗布洗浄で

約半分約半分約半分約半分の時間の時間の時間の時間で清掃完了

ゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンα は

浸透力アップ、リンス性アップ、
分解能力アップ、汚れの剥離効果アップで

さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮で清掃完了

①原液を水で２～３倍に希釈し、
スプレーで吹きかけます。

②吹きかけながら、
ブラッシングします。

③水を固く絞ったウェスなどで
拭き取ります。

清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ
１．ゲル・クリーン１．ゲル・クリーン１．ゲル・クリーン１．ゲル・クリーンαを吹きかけながらブラッシングする事で、コゲにゲル・を吹きかけながらブラッシングする事で、コゲにゲル・を吹きかけながらブラッシングする事で、コゲにゲル・を吹きかけながらブラッシングする事で、コゲにゲル・クリーンクリーンクリーンクリーンα成分成分成分成分が浸透しやすくなり、短時間で清掃が出来ます。が浸透しやすくなり、短時間で清掃が出来ます。が浸透しやすくなり、短時間で清掃が出来ます。が浸透しやすくなり、短時間で清掃が出来ます。

２．汚れを拭き取る場合は、必ず水を固く絞った２．汚れを拭き取る場合は、必ず水を固く絞った２．汚れを拭き取る場合は、必ず水を固く絞った２．汚れを拭き取る場合は、必ず水を固く絞ったウェスでウェスでウェスでウェスでおこなってください。おこなってください。おこなってください。おこなってください。

■ 浸漬洗浄の場合

①原液を水で３倍に希釈し、

頑固な汚れのため約２昼夜、
浸けおきます。

②スクリューの表面に
残っている汚れは、
ブラッシングします。

※塗布のみよりも簡単
に汚れがとれます。

③水を固く絞った
ウェスなどで拭き取ります。

スクリューの抜き取り清掃は、

今までは約４～８時間必要約４～８時間必要約４～８時間必要約４～８時間必要でした。

ゲル・クリーンの浸漬洗浄で

約半分の時間約半分の時間約半分の時間約半分の時間で清掃完了

ゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンα は

浸透力アップ、リンス性アップ、
分解能力アップ、汚れの剥離効果アップで

さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮で清掃完了

清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ
１．ゲル・クリーン１．ゲル・クリーン１．ゲル・クリーン１．ゲル・クリーンαが蒸発しない温度になるまで冷ます。が蒸発しない温度になるまで冷ます。が蒸発しない温度になるまで冷ます。が蒸発しない温度になるまで冷ます。

２．ゲル・クリーン２．ゲル・クリーン２．ゲル・クリーン２．ゲル・クリーンαが浸が浸が浸が浸透し、透し、透し、透し、汚れが剥がれ易くなるまで浸けて待つ。汚れが剥がれ易くなるまで浸けて待つ。汚れが剥がれ易くなるまで浸けて待つ。汚れが剥がれ易くなるまで浸けて待つ。

３．効果が無い、または更に短時間で除去したい場合は、ゲル・クリーン３．効果が無い、または更に短時間で除去したい場合は、ゲル・クリーン３．効果が無い、または更に短時間で除去したい場合は、ゲル・クリーン３．効果が無い、または更に短時間で除去したい場合は、ゲル・クリーンαに浸け込んだ状態で温めてください。に浸け込んだ状態で温めてください。に浸け込んだ状態で温めてください。に浸け込んだ状態で温めてください。

４．繰り返せば簡単に汚れが取れます。４．繰り返せば簡単に汚れが取れます。４．繰り返せば簡単に汚れが取れます。４．繰り返せば簡単に汚れが取れます。

・清掃面を一切傷付けません。
・短時間で清掃完了
・樹脂コゲの異物混入を防ぎます。

清掃メリット清掃メリット清掃メリット清掃メリット

・清掃面を一切傷付けません。
・頑固な樹脂コゲが簡単に除去出来ます
・複雑な形状の金型の汚れも簡単清掃
・短時間で清掃完了

清掃メリット清掃メリット清掃メリット清掃メリット

■ 塗布洗浄の場合



■ パージ洗浄の場合
色抜きや原料替えのパージ清掃は、

今までは約２～４時間必要約２～４時間必要約２～４時間必要約２～４時間必要でした。

ゲル・クリーンαのパージ洗浄で

約４０％時間短縮約４０％時間短縮約４０％時間短縮約４０％時間短縮で清掃完了

ゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンα は

浸透力アップ、リンス性アップ、分解能力アップ、
汚れの剥離効果アップ、パージ能力アップで

さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮さらに約２０％時間短縮で清掃完了

①ペレット原料１ｋｇに対し原液を
１０ｃｃ混ぜて、成形機に投入

パージ洗浄終了後、
スクリューを抜き取りました。

スクリューに付着している樹脂と
一緒にコゲも除去できます。

樹脂と一緒に剥がれたコゲ 清掃完了

清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ清掃ＰＯＩＮＴ
１．発泡量が多いほど汚れが取れ易くなります。１．発泡量が多いほど汚れが取れ易くなります。１．発泡量が多いほど汚れが取れ易くなります。１．発泡量が多いほど汚れが取れ易くなります。

２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが２．インフレーション成形は、発泡量が多いとチューブが

破断する恐れがあります。破断する場合、ゲルクリーン破断する恐れがあります。破断する場合、ゲルクリーン破断する恐れがあります。破断する場合、ゲルクリーン破断する恐れがあります。破断する場合、ゲルクリーン

の混合量を減らすか、全体の投入量を減らしてください。の混合量を減らすか、全体の投入量を減らしてください。の混合量を減らすか、全体の投入量を減らしてください。の混合量を減らすか、全体の投入量を減らしてください。

②パージ原料を通常原料で
排出します。

軽微な場合 頑固な場合 分掃の場合

① ４０～４５ ５００ｇ ２．５ｃｃ ５ｃｃ １０ｃｃ

② ５０～６０ １Kg ５．０ｃｃ １０ｃｃ ２０ｃｃ

③ ６５～８０ １．５Kg ７．５ｃｃ １５ｃｃ ３０ｃｃ

④ ８０～１００ ２．０Kg １０ｃｃ ２５ｃｃ ３０ｃｃ

⑤ １００～ ２．５Kg １２．５ｃｃ ３０ｃｃ ５０ｃｃ

ｽｸﾘｭｰ径

（ｍｍ）
主原料

(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ原料）

ゲル・クリーンα
ゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンゲル・クリーンα と 主原料主原料主原料主原料 の 混合比率例（目安）

使用事例使用事例使用事例使用事例
Ａ社：金型の塗布洗浄 ・・・ ゲル・クリーンαを水で２倍に希釈し、塗布洗浄をおこないました。

ゲル・クリーンでの清掃時間は約２０分ほど掛かっていましたが、約１５分で清掃完了しました。

ゲル・クリーンα希釈液吹付け時 半分のみ清掃状態 ゲル・クリーンα希釈液吹付け時 清掃完了清掃前

Ｂ社：金型の浸漬洗浄 ・・・ ゲル・クリーンαを水で３倍に希釈し、ノズル部の浸漬洗浄を一昼夜おこないました。

ゲル・クリーンでは浸漬後、約２０分ほど清掃時間が必要でしたが、ゲル・クリーンαでは、水洗いのみで約５分で清掃完了しました。

一昼夜浸漬状態 清掃完了

Ｃ社：スクリュー清掃前のパージ洗浄 ・・・ ペレット原料１kgに対しゲル・クリーンαの原液１５～２０ｃｃを混ぜて、パージ原料を作り、
パージ洗浄をおこないました。通常スクリュー清掃は、約６時間ぐらい必要ですが、清掃前にパージ洗浄をおこなったことにより、
パージから清掃完了まで約４時間で完了しました。

・パージ後のコゲ混入を防ぎます
・パージ洗浄回数の削減
・パージ原料コストの削減

清掃メリット清掃メリット清掃メリット清掃メリット

浸漬前


