
FEATURES

• Nominal flow rates from 100 to 1200 slpm

• Powder coated steel enclosure

• 316L stainless steel construction 

• Pressure to 20.5 MPa

• Full integrated PLC control 

• Touchscreen HMI

OPTIONS

• Flow indication 

• Bypass valve

• Inlet/outlet connections 

• Air-operated or manual valve options 

•  100-120/220-240VAC 50/60Hz input 
power options

APPLICATIONS

• High production rate weld gas/purge gas 

• Pharmaceutical production

• Glove box purge gas

• Additive manufacturing

• Annealing cover gas 

•  Moderate volume high and ultra high 
purity applications

At-a-Glance

Long-Lasting Gas Purifiers for Moderate Flow Rates 

Micro-Bulk Purifiers

ARM’s micro-bulk purifiers offer moderate flow rates, serving 

high purity and permanently installed gas delivery systems. 

Whether a micro-bulk gas purifier, pressure regulator station, or flow 

control panel, ARM’s cost-effective micro-bulk purifier solutions 

are designed to meet the specific requirements of any gas delivery 

system by allowing for customization of critical features.

At ARM Purification, we know that longevity matters when it comes to your moderate 
flow rate applications. That’s why we are committed to delivering a full suite of  
micro-bulk purifiers that meet your precise requirements and maximize life span. 

Our Suite of Micro-Bulk Gas Purifiers 

Vessels 
Operate without requiring heat to remove impurities.

Advantage™ Micro-Series 
Require a heated technology or automated regeneration.

•  Heated Getter 

•  Heated Catalyst 

•  Dual Vessel

Micro-Bulk purifiers typically offer a moderate flow rate serving a lab or 

production work cell through high purity, permanently installed plumbing 

to each point-of-use. This brochure outlines the features, benefits, and 

performance of ARM’s Micro-Bulk purifiers.

ARM purifiers are categorized into three groups. The primary distinction  

is based on flow rate of the gas being purified. The following is offered as 

a general rule:

Category Flow Rate

Point-of-Use 0.1-100 slpm

Micro-Bulk 100-1200 slpm

Bulk 60->5000 nm3/hr

AKIRA
テキスト ボックス
ARMPurificationでは、中流量(100～1000slpm)のアプリケーションでは寿命が重要であることを認識しています。そのため、お客様の正確な要件を満たし、寿命を最大化するマイクロバルク精製装置を提供することに取り組んでおります。

AKIRA
テキスト ボックス
ARMのマイクロバルク精製装置は適度な流量を提供し、高純度、恒久的に設置されたガス供給システムに対応致します。 マイクロバルクガス精製器、圧力調整ステーション、またはフローコントロールパネルのいずれであっても、ARMのコスト高効率のマイクロバルク精製器ソリューションは、重要な機能をカスタマイズを可能にすることにより、あらゆるガス供給システムの要件を満たすように設計されています。

AKIRA
テキスト ボックス
室温型の精製方式です。

AKIRA
テキスト ボックス
加熱式または自動再生式が必要な装置

AKIRA
テキスト ボックス
•加熱ゲッター•加熱触媒•二重構造の容器

AKIRA
テキスト ボックス
•100〜1200slpmの定格流量•316Lステンレス鋼構造•20.5MPaまでの圧力•完全に統合されたPLC制御•タッチスクリーンHMI

AKIRA
テキスト ボックス
•流量表示•バイパスバルブ•インレット/アウトレット接続•計装エア運転又はマニュアルバルブオプション•100-120 / 220-240VAC入力電源オプション

AKIRA
テキスト ボックス
アプリケーション•高生産率の溶接ガス/パージガス•医薬品製造•グローブボックスパージガス•積層造形•アニーリングカバーガス•中程度流量の高純度・超高純度アプリケーション

AKIRA
テキスト ボックス
Micro　Bulkピュリファイアは、通常、中程度流量を提供し、実験室または生産ワークセルに、各ユースポイントへの高純度が必要とされる用途にお使いいただけます。 このパンフレットでは、ARMのマイクロバルクピューリファイヤーの機能、利点、および性能について概説しています。ARM精製器は3つのグループに分類されます。 主な違いは、精製されるガスの流量に基づいています。 以下は原則として提供されます



Designations for the fill material required to remove specific impurities from specific gas streams are listed in the 

chart below. This is not a comprehensive list of every possible impurity that can be removed from every possible gas. 

If the gas to be purified, or impurities are not listed, contact ARM for assistance. 

Class Gases Purified Impurities Removed1 Removal  
Efficiency1

Regen  
Capable

C Ar, He, Kr, Ne, Xe, N2, H2 CO, CO2, H2, H2O, NMHC, O2 <100 PPT Yes

CA Ar, He, Kr, Ne, Xe, N2, H2 CO, CO2, H2, H2O, NMHC, O2 <100 PPT Yes

F
C2F6, C3F8, C4F8, CClF3, CCl2F2, CCl4, CF4, 

CHClF2, CHF3, CH3F 
CO, CO2, H2, H2O, NMHC, O2 <100 PPT No

OX CDA, O2 CO2, H2O, NMHC, Amines, NOx <100 PPT Yes

T BCl3, BF3, CL2, ClF3, F2, HBr, HCl, HF, NF3, SF4, WF6 H2O <100 PPT No

W Ar, He, Kr, Ne, Xe, H2, N2 H2O <100 PPT Yes

Y
AsH3, B2H6, CH4, D.C.S.(SiH2Cl2), Ge2H6, GeH4, 
H2Se, NH3, PH3, SF6, SiH2, SiH4, Si2H6, DMHZ, 

Hydride/Carrier Gas Mix 
CO2, H2O, O2 <100 PPT Yes

2

Vessels Only
Many gas/impurity combinations can be effectively purified 

with an ambient temperature purifier. In these applications, 

it can be very cost effective to simply have an ambient 

temperature purifier upstream of the use point.

Suitable vessel size is based on the anticipated flow rate of the 

gas being purified, input impurity load, and desired lifetime 

between regeneration or replacement. In some cases, it is 

desirable to oversize the vessel to enhance purity or lifetime 

performance. The chart at right lists nominal flow rates at 150 

psi line pressures to achieve specified impurity removal to <100 

PPT for a nominal one year service life. Max flow rates listed are 

based on filtration option specified, FP=0.003µm, CR=0.1µm.

MODEL BAUNITS NOMINAL MAX CRMAX FP

DIMENSIONS FLOW SLPM

975

977

05K

07K

08K

50K

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

mm

inch

202.0
7.94
254.0
10.0
462.0
18.20
440.0
17.30
864.0
34.0
701.0
27.60

76.0
7.0

10.0

43.0

60.0

120.0

225.0

60.0

120.0

200.0

500.0

560.0

1000.0

100.0

200.0

400.0

700.0

850.0

1500.0

3.0
76.0
3.0
76.0
3.0
102.0
4.0
102.0
4.0
152.0
6.0

•  Nominal flow rates are based on providing 1-year service  
life at 5Ns inlet purity.

• Max flow rates are at 150 psig gas pressure. 
• Weights range from  1 to 10 lbs based on size and fill material. 

Fill Class

1  <100 PPT removal efficiency is based on 5N5 (99.9995%) inlet gas purity at nominal flow and rated pressure.

AKIRA
テキスト ボックス
多くのガス/不純物の組み合わせは、室温型精製器で効果的に精製できます。これらのアプリケーションは、使用ポイントの上流に室温型精製器を置くだけで非常にコスト効率の可能性があります。適切な容器のサイズは、精製ガスの予想流量、入力不純物負荷、および再生または交換の寿命に基づいています。 場合により、容器のサイズを大きくして純度または寿命性能を向上させることが望ましい。 右のグラフは、150psiのライン圧力での定格流量を示し、1年間の耐用年数で100PPT以下の不純物の除去を達成しています。 リストされている最大流量は、指定されたろ過オプションに基づいています。FP= 0.003µm、CR = 0.1µm。

AKIRA
テキスト ボックス
下記の表は特定ガスから不純物を除去するために必要な精製材料です。 このリストは、ガス中から除去できるすべての可能な不純物のリストではありません。 精製するガス、または不純物がリストにない場合は、アップ・テックにお問い合わせください。

AKIRA
テキスト ボックス
OX media can be used with Inert gases
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Inlet/Outlet Connections 
The standard inlet/outlet connections are 1/2” VCR™ face seal fittings. 

Other connection types are optional. Contact ARM for a quote. 

Open Frames 
When only vessels that operate at ambient temperature are 

required, typical installation is on a structural square tube frame  

that can hold just a vessel. In some cases, a pair of vessels and 

plumbing are used to allow for removal of a vessel for factory 

regeneration, and will include isolation valves with appropriate  

purge ports to ensure a clean installation of the regenerated vessel.

Open frame plumbing can include pressure gauges, sample ports, 

flow meters, or any other additional indication or features required.

Frames are typically constructed of 2” square stainless steel  

structural tubing. 

With Enclosures  
When removal for factory regeneration is not desirable, regeneration 

heaters and controls can be added to facilitate in-situ regeneration  

with a level of automation from simple timers with manual valves,  

to a completely automated regen schedule with electro-pneumatic  

valve operation.

These enclosed designs 

can include pressure 

gauges, sample ports, 

flow meters, or any other 

additional indication or 

features required. 

Frames are typically 

constructed of 2” square 

stainless steel structural 

tubing.

Specification Common to All 

Max Operating Pressure 200 PSIG (17.24 BAR) 

Max Operating Temperature1 400°C 

Nominal Flow Rate2 0.3 slpm to 20.0 slpm 

Maximum Flow Rate2 4.5 slpm to 300.0 slpm 

Pressure Drop2 <1 ATM typical 

Filtration
0.1 µm standard, optional 
0.003 µm 

Wetted Surfaces
Electro-polished, <10Ra, 
316L stainless steel 

Typical Inlet Gas Purity 99.999%4

Outlet Purity <100 PPT 

Input Power
100VAC, 120VAC, 230VAC, 
50/60Hz, 600W (max) 

Inlet/Outlet Fittings
VCRTM standard, optional 
SwagelokTM or tube stub 

Operating Air Supply3 60-90 psig CDA

Filtration 
All purifiers include an integral filter. Two standard options 

are available: CR-0.1 micron and FP-0.003 micron. These 

filter particles down to the size specified to less than 1 

particle per cubit foot of gas.

Features
Vessel 
Only

Pro-Panel™ 
Series

Heated Operation No Yes

Optional Inlet/Outlet/
Bypass Valves 

Yes Yes

Optional Pneumatic 
Inlet/Outlet Valves 

N/A Yes

Power Status Indication N/A Yes

Ready (for Operation) 
Indication 

N/A Yes

Thermocouple Fault 
Indication 

N/A Yes

Process Indication N/A Yes

Alarm Indication N/A Yes

Valves Open Indication No Yes

1  Applicable to heated vessels in Nova™ Series and Pro-Panel™ 

Series only.
2 Dependent on vessel size.
3 Only applicable with air operated valve option.
4 50 PPM maximum

AKIRA
テキスト ボックス
標準の入口/出口接続は、1/2インチVCR™面シール継手です。見積もりはアップ・テックにお問い合わせください。

AKIRA
テキスト ボックス
室温型精製が必要な場合、通常の取り付けは、ラックマウントの構造になります。

AKIRA
テキスト ボックス
場合によっては、1対の容器と配管を使用して、工場での再生用に筒を取り外すことができます。また、再生筒のパージポートと遮断バルブの取り付けも可能です。

AKIRA
テキスト ボックス
オープンフレームの配管には、圧力計、サンプルポート、流量計、またはその他の必要な指示や必要な機能を含めることができます。

AKIRA
テキスト ボックス
すべての精製器には、一体型フィルターが含まれています。CR（0.1µ）標準とFP（0.003μ）フィルター内蔵（オプション）が選択可能です。これらの粒子は、指定されたサイズまでガスのパーティクル除去ができます。

AKIRA
テキスト ボックス
工場での再生が不可能な場合は、再生ヒーターとコントロール、手動バルブ付きの単純なタイマーから計装バルブ操作による完全自動化された再生スケジュールまで、オプションで自動再生の促進も可能です。

AKIRA
テキスト ボックス
この密閉型設計には、圧力計、サンプルポート、流量計、またはその他の必要な表示や機能の選択もできます。

AKIRA
テキスト ボックス
フレームは、2インチのステンレス鋼構造となります。
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Advantage™ Micro Series

Getter 
Getter purifiers use getter material, sometimes at elevated temperatures, to remove 

impurities that react with the getter and chemically bond to it. This chemical bond,  

once made, survives for the life of the purifier.

For overall thermal efficiency, a gas-to-gas heat exchanger is incorporated to use the 

cold gas entering the getter vessel to cool the gas leaving the getter vessel. For added 

protection of downstream components, additional air or optional water cooling of the 

outlet gas stream is incorporated into the design.

Adsorber-Reactive Catalyst 
Adsorber-Reactive Catalyst purifiers use adsorber material, or in certain instances a 

reactive catalyst, to remove impurities from a wide variety of gases.

The impurities are either absorbed into the material, adsorbed to the surface of the 

material, or reactive catalysts, form compounds on the surface of the material. To 

ensure uninterrupted purified gas flow, dual columns are arranged in parallel with 

the PLC control system performing the automatic switching and regeneration.

Catalyst 
Catalyst purifiers use true catalytic materials that react with hydrocarbons and 

other impurities, converting them to gas molecules that are then removed by an 

downstream adsorber stage. The adsorber stage is actually a parallel dual column 

arrangement allowing for regeneration without interrupting purified gas flow.

Gases Purified Impurities Removed to <100 PPT

N2, N2/Noble gas mix CH4, CO, CO2, H2, H2O, O2

H2 CO, CO2, H2O, N2, O2

Hydrides CO
2
, H

2
O, O

2

Gases Purified Impurities Removed to <100 PPT

Ar, He, Kr, Ne, Xe, N
2
, H

2
 CO, CO2, H2, H2O, NMHC, O2

CDA, CO2, N2O, O2 CO2, H2O, NMHC, Amines, NOx

Ar, CO, H2, He, Kr, N2, Ne, Xe H2O

Gases Purified Impurities Removed to <100 PPT

O2, CDA CH4, CO, CO2, H2, H2O, THC

N2 CH4, CO, CO2, H2, H2O, O2, THC

X

When a heated technology is required or automated 

regeneration for uninterrupted gas flow is required,  

ARM’s Advantage™ Micro Series purfier is the answer.

The Advantage™ Micro Series is a modular design, with fully automated 

control, and configurable to meet your specific requirements. The three 

basic technologies used are described below, which are selected based 

on the gas to be purified and the impurities to be removed.

AKIRA
テキスト ボックス
ゲッター精製機は、ゲッター材料を使用し高温で、ゲッターと反応して化学的に結合する不純物を除去します。 化学結合は、不可逆となり、精製器の寿命の間存続します。熱効率向上のため、ガス対ガス熱交換器が組み込まれ、ゲッター容器に入る冷たいガスを使用し、ゲッター容器から出るガスを冷却します。下流コンポーネントの保護を強化するために、追加の空気またはオプションの出口ガスストリームの水冷が設計に組み込まれています。

AKIRA
テキスト ボックス
触媒精製装置は、炭化水素や他の不純物と反応してガス分子に変換する触媒物質を使用し、下流の吸着段で除去されます。 吸着器ステージは、実際には、精製されたガスの流れを妨げることなく再生を可能にする自動再生並列筒の構成です。

AKIRA
テキスト ボックス
吸着触媒精製装置は、吸着剤材料、または特定の反応性触媒を使用して、多種多様なガスから不純物を除去します。不純物は材料に吸収されるか、材料の表面に吸着されるか、または反応性触媒が材料の表面に化合物を形成します。 中断のない精製ガスの流れを確保するために、自動再生を実行するPLC制御システムと並列にデュアルカラムが配置されています。

AKIRA
テキスト ボックス
加熱技術が必要な場合、または中断のないガス流の自動再生が必要な場合は、ARMのAdvantage™Microシリーズ精製装置がお勧めします

AKIRA
テキスト ボックス
Advantage™Microシリーズは、完全自動化制御を備えたモジュラー設計で、お客様の要件を満たすよう構成可能です。 3種類の基本技術を以下に示します。これらは、精製されるガスと除去される不純物に基づいて選択されます。



5

Standard Features/Options
There are a variety of options with the Advantage™ Micro 

Series micro-bulk purifiers. The table below lists most of the 

common standard and optional features with the Advantage™ 

Micro Series purifiers.

Common Specifications
The Advantage™ Micro Series micro-bulk purifiers 

have been designed to be modular to meet the 

specific needs of the application. When quoted, the 

exact specifications will be defined and can include:

Instrumentation & Controls Standard Optional

Inlet Pressure Transducer ü

Outlet Pressure Transducer ü

Captured Overpressure Exhaust ü

Emergency Shutdown ü

PLC Control of Automatic Functions ü
Microprocessor Control of 
Automatic Functions ü
Remote Internet Access for Control, 
Uprades ü

Touchscreen HMI ü
Remote Internet Access for 
Troubleshooting ü

Specifications Range Specifications Range

Maximum Allowable 
Working Pressure

150 to 250 PSI Pressure Drop 1 ATM or less

Inlet/Outlet Tube 
Diameters

1/2” to 1” Outlet Purity
Down to <100 

PPT

Flow Rate
100 to 1200 

slpm
Input Power

100 to 240 VAC 
50/60 Hz

Hardware Standard Optional

316L Stainless Steel Tubing, 
Fittings, Components ü

Wetted Surfaces Elctro-Polished ü
Steel and Aluminum Enclosures, 
Powder Coated ü

Manually Operated Bypass Valves ü

Pneumatic/Electric Operated Valves ü
Industry Standard Inlet/Outlet 
Connections ü

Gas-to-Gas Heat Exchangers ü

Air Cooled Heat Exchangers ü

Water Cooled Heat Exchanges ü

Flow Meter/Flow Totalizer ü

Overpressure Relief Protection ü

Particle Filtration ü

Control & Instrumentation
The Advantage™ Micro Series micro-bulk purifiers come  

standard with PLC controls and touchscreen HMI. For process 

flow and any automated routines, such as regeneration, 

electropneumatic valves are controlled by the PLC. Manual 

valves are used for isolation of instruments, such as pressure 

transducers and for sample or test ports as required.

The Advantage™ Micro Series indication and control software 

provides three separate password controlled access levels:

•   Operator level allows access to all indications necessary  

to verify proper operation. 

•   Maintenance Tech level allows access to control a number  

of subroutines designed for care and maintenance of the purifier. 

•   Engineer level allows access to all operator and maintenance 

tech screens as well as the ability to set up all parameters, limits, 

alarms, etc.

•   REMOTE ACCESS options allows ARM remote access to the 

purifier control program for both updates and factory assistance 

with operation or troubleshooting, should that become 

necessary.

Main entry screen, with options for 
three levels of password protected 
operation.

Typical indication screen, with graphic 
display of bed temperatures.

Main status screen, with valve  
condition, pressures, and temperatures 
displayed.

Typical set point input screen 
(Engineer level access).

AKIRA
テキスト ボックス
標準機能/オプションAdvantage™Microシリーズマイクロバルク精製装置には、多数のオプションがあります。 次の表は、Advantage™Microシリーズピューリファイヤーの標準とオプション機能を表示します。

AKIRA
テキスト ボックス
一般的仕様Advantage™Microシリーズマイクロバルク精製装置は、アプリケーションの特定のニーズを満たすようにモジュール式に設計されています。 引用すると、正確な仕様が定義され、以下の選択が可能です。

AKIRA
テキスト ボックス
制御と計測Advantage™Microシリーズのマイクロバルク精製装置には、PLCとHMIが標準装備されています。 プロセスフローおよび再生などの自動化ルーチンの場合、計装バルブはPLCによって制御されます。 手動バルブは、圧力変換器などの機器の絶縁や、必要に応じてサンプルポートやテストポートに使用されます。Advantage™Microシリーズの表示および制御ソフトウェアは、3つの個別のパスワード制御アクセスレベルを提供します。

AKIRA
テキスト ボックス
•オペレーターレベルは、適切な操作を確認するために必要なすべての表示にアクセスできます。 •MaintenanceTechレベルは、精製器の確認とメンテナンス用に設計された多数のサブルーチンを制御できます。 •エンジニアレベルは、すべてのオペレーター及びメンテナンス技術画面だけでなく、すべてのパラメーター、制限、アラームなどを設定できます。•REMOTEACCESSオプションを使用すると、更新と操作による工場支援・トラブルの両方から精製器制御プログラムにリモートアクセスできます。
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Enclosures
•  There are three common enclosure sizes for protected area 

installation, which are shown below. The door clearance 

required is 20.0” (508 mm) and is typical for all doors shown.

•  Hinge locations are as shown unless otherwise specified. 

Opposite hinge locations are optional (specify when ordering).

•  Enclosures are constructed of steel and are powder coated 

standard ARM colors.

•  All metal enclosure components are properly grounded and 

access to electrical control and instrumentation is protected 

with EMO interlocks.

•  All user control and indication displays/interfaces are  

accessible without removing panels or opening doors.

•  Locking casters are standard, leveling pads and seismic  

tie-downs are optional.

•  Contact ARM for detail on optional weatherproof  

enclosures for unprotected gas pad type installations.

NEMA Enclosures
When the installation has to be outside a protected area, exposed  

to the elements, ARM can furnish the micro-bulk purifiers in a suitable 

NEMA rated cabinet. For specific details, contact ARM Purification.

SF Enclosure

Dimensions are:

21.0” (533 mm) wide 

42.0” (1066 mm) deep 

42.0” (1066 mm) tall

MF Enclosure

Dimensions are:

42.0” (1066 mm) wide 

42.0” (1066 mm) deep 

42.0” (1066 mm) tall

LF Enclosure

Dimensions are:

42.0” (1066 mm) wide 

58.0” (1473 mm) deep 

42.0” (1066 mm) tall

AKIRA
テキスト ボックス
•保護領域の設置には、以下の3つの一般的なエンクロージャサイズがあります。 必要なドアのクリアランスは20.0インチ（508 mm）であり、表示されているすべてのドアの標準です。•ヒンジの位置は、特に指定のない限り、図のとおりです。 ヒンジの反対側の位置はオプションです（注文時に指定してください）。•エンクロージャーは鉄製で、粉体塗装された標準ARMカラーです。

AKIRA
テキスト ボックス
•パネルを取り外したりドアを開けたりせずに、すべてのユーザーコントロールとディスプレイ/インターフェイスにアクセスできます。•ロック付きキャスターが標準で、レベリングパッドと耐震タイダウンはオプションです。•保護されていないガスパッドタイプの設置用のオプションの全天候型エンクロージャーの詳細については、アップ・テックにお問い合わせください。•すべての金属筐体コンポーネントは設計されており、電気制御および機器へのアクセスはEMOインターロックで保護されています。
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A Different Approach from Inquiry 
to Commissioning
The typical purifier manufacturer will present a number of 

standard systems with available options and specifications 

for flow rate, output purity, etc. via its website or printed 

brochure. It is up to the customer to sift through the specs 

and determine which model is best suited for their application. 

Customers must then call to verify the suitability of their 

choice, define desired options, and request a quote. Many 

times flexibility is limited to specific model/size/option 

selections that the manufacturer’s marketing group has 

determined are the most popular.

At ARM, we are the experts when it comes to our products, and 

we understand the customer may not be intimately familiar with 

the technologies and configuration flexibility that ARM offers. 

Your time is valuable, and we have proven over the years that 

the shortest time between RFQ and quotation, with the least 

amount of customer time required, is via verbal communication. 

At ARM, we approach micro-bulk purifier inquiries with a level of 

customer service that leads little doubt regarding performance, 

price, and total cost of ownership.

Confirm Spec

Depending on the customer’s preference, this 

can be as simple as a call or as involved as an 

in-person visit to relay the critical requirements: 

gas, impurities, flow, pressure, and desired 

features. Regardless, our objective is to review 

the pure gas needs and work together to 

develop a detailed statement of work, hardware 

descriptions, and performance specs.

Generate a Quote

If the need matches an existing Advantage™ 

Micro Series configuration, a firm fixed price 

quote referencing a specific model number 

is generated. Alternately, we will generate a 

statement of work with a listing of specific 

configuration data. The quote can include ARM 

Purification performing the installation and 

startup, or managing the installation and startup 

using local contractors.

Receive the Order

Any order resulting from a quote is reviewed 

to make sure it matches the proper 

specifications. An order acknowledgment 

is then sent. This begins the process that 

results in your pure gas requirements  

being met.

First Deliverables

The first deliverables include a detailed 

P&ID drawing for the specific Pro-Panel™ 

Series configuration purchased, along 

with a fully documented facilities drawing 

so you can begin to prep the location to 

receive the purifier.

Acceptance Testing

Acceptance testing is conducted at the 

ARM Purification factory. If quoted, we can 

accommodate the customer witnessing 

final assembly testing, including Helium leak 

checking, pressure decay testing, particle 

testing, and purity testing.

Delivery, Installation & Startup

All ARM Purification micro-bulk purifiers come 

with a detailed user manual defining installation, 

startup, operation, and service procedures to 

support the customer or contractor completing 

the installation and startup of the purifier. 

If purchased, ARM personnel will perform 

installation and startup or manage the project 

using local contractors.

AKIRA
テキスト ボックス
装置メーカーは、ウェブまたはパンフレットを通じて、装置を流量、出力純度などの仕様を備えた標準システムを提示します。 お客様により仕様を選別し、アプリケーションに最適なモデルを選択します。 次に、顧客は装置の適合性を確認し、必要なオプションを選定し、見積もり依頼をお願い致します。 

AKIRA
テキスト ボックス
お客様にARM社が提供する技術と構成の柔軟性が精通していない場合があることを理解しています。 最短でRFQと見積りを提供します。 製造元では、性能、価格、についてお客様のご要望のレベルで対応し、マイクロバルク精製装置の問い合わせにお答えしています。

AKIRA
テキスト ボックス
これは、お客様の要望に応じて、電話、または直接訪問して、重要な要件（ガス、不純物、流量、圧力、および必要な機能）を選択することができます。 目的は、超高純度ガスのニーズを確認し、協力して詳細な説明、ハードウェアの説明、仕様を作成します。

AKIRA
テキスト ボックス
お客様のニーズが既存Advantage™Microシリーズ構成と一致する場合、特定のモデル番号の確定見積もりが可能です。または、特定の構成データの仕様書の作成もできます。 見積もりには、ローカルの請負業者を使用して立ち上げ運転を含めることも可能です。

AKIRA
テキスト ボックス
見積書からの注文書は、仕様と一致するようレビューされます。 その後、注文確認書が送信されます。 これにより、精製装置の仕様が満たされる装置の製造が開始されます。

AKIRA
テキスト ボックス
購入されたProPanel™シリーズ構成の詳細な書類（P＆ID図面と施設図面）が送られるので、精製装置を受け取る場所の準備を始めることができます。

AKIRA
テキスト ボックス
装置の検査は、製造元アメリカ工場で行われます。 見積書に現地検査を購入の場合は、ヘリウムリークチェック、圧力検査、粒子検査、純度テストなどの合格検査の最終立会検査の対応ができます。

AKIRA
テキスト ボックス
マイクロバルク精製器には、インストール、設置、操作、およびサービス手順はユーザーマニュアルが付属しており、顧客または請負業者が精製器の立ち上げ及び運転のサポートが可能です。 装置立ち上げを購入の場合はご連絡ください。
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How to Begin
It’s as easy as a phone call. We will discuss your specifics: gas, flow, 

pressure, duty cycle, etc. To the right is a document that will help 

you collect the information we need in order to define the type of 

technology, level of automation, and any recommended options to meet 

your particular gas purification requirements.

Each Advantage™ Micro Series purifier built is assigned a model number 

that identifies the basics about the purifier. For example, it is determined 

that the system will be purifying Argon gas at an 85 nm3/hr. When 

quoted, the model number would be A-50KC-30-Ar. A indicates an 

Advantage™ Micro Series purifier, 50KC indicates the vessel size and 

media used, 30 indicates the rated flow, and Ar indicates Argon gas.

This is not the only way we identify a particular purifier. Each system 

is serialized with documentation tying that particular unit back to 

engineering drawings, test records, control software, and unique 

qualities of that particular purifier, which helps us support our customers 

following a sale.

For more information on how we can 
meet your gas purification needs, visit 
www.arminc.com. 

3685 S US Highway 85-87 #2 

Colorado Springs, CO 80906 

719-538-5959 

purificiation@appliedenergysystems.com 

www.arminc.com

www.appliedenergysystems.com

BROUGHT TO YOU BY

Contact ARM Purification, or your 
local representative for assistance, 
or for gases and options not listed.

ARM Purification delivers a full range of point-of-use, micro-bulk and bulk purifier solutions  
for high and ultra high purity applications. Our proven purifiers have been trusted by the world’s 
innovators to uphold the most stringent purity requirements for more than two decades.

Point-of-Use
0.1-100 slpm

Micro-Bulk
100-1200 slpm

Bulk
60- >5000 nm3/hr

AKIRA
テキスト ボックス
アップ・テック・ジャパン（株）ご連絡ください。 ご要望のガス、流量、圧力、デューティサイクルなどの詳細についてご説明します。右側の資料は、精製技術のタイプ、自動化のレベル、オプションの選択により必要な精製技術を選択します。 そしてお客様のガス精製要件を選定します。

AKIRA
テキスト ボックス
Advantage™Microシリーズの精製器にはそれぞれ、モデル番号、シリアル番号が割り当てられています。 例として、システムがアルゴンガスを85nm/hrで精製します。この型番はA-50KC-30-Arになります。AはAdvantage™マイクロシリーズ精製装置を示し、50KCは使用容器のサイズと媒体、30は定格流量、Arはアルゴンガスを示します。

AKIRA
テキスト ボックス
これは、精製装置を特定識別する唯一の方法ではありません。 

AKIRA
テキスト ボックス
ARMは20年以上の精製装置の実績があり、高純度および超高純度の幅広い用途のマイクロバルクおよびバルク精製ソリューションを提供しています。 

AKIRA
テキスト ボックス
           超高純度のお問い合わせはアップテックジャパン（株）にお問い合わせください。                            TEL:043-270-4305　FAX：043-216-5838

AKIRA
テキスト ボックス
各システムは、シリアル番号により図面、テスト記録、制御ソフトウェア、および特定の精製器の品質管理をし、販売後のお客様のサポートに役立てております。




