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世界有数の液体化学薬品取り出しシステム 
この製品が選ばれるクリーンな理由

容器からの取り出しにともなう危険発生の 
心配はもういりません。 

電子  半導体
   ソーラー技術、太陽光発電
   薄型テレビ

産業  電気めっき
   化学
   印刷 / 製紙
   浄水
   自動車 / 機械
   接着剤
   ガラス
   農業

薬品 / バイオテクノロジー / 化粧品 / 食料品

実験 / 研究施設 / 産業

QC – 10万種以上もの可能性を備えた 
総合システム。 
世界中の有数企業が採用。

QCシステムは、様々な産業セクターの化学薬品を使用する場面で使用されています。

米国特許 6,357,494; 9,580,197 AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED

EUROPE – WORLDWIDE  
AS Strömungstechnik GmbH

Hagäckerstr. 28  
(2017年9月から: Elly-Beinhorn-Str. 7)
73760 Ostfildern, Germany
電話:   +49 (0) 711 220 548-0
Fax:    +49 (0) 711 220 548-29
info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

代理店:   
USA  
A.S.Plastics Technology, Inc.
312 East Renfro Street
Burleson Texas 76028, USA
電話:   +1 (443) 220 5936
sales@as-plastech.com
www.as-plastech.com

ASIA – PACIFIC  
DUSEMUND PTE LTD
Dr. Claus Dusemund
25 International Business Park
#04 – 62 German Centre
Singapore 609916
電話:   +65 6562 7871
Fax:    +65 6562 7872
claus@dusemund.com 
www.dusemund.com

QC はAS Strömungstechnik GmbHのシステムです。ドイツ製。
www.asstroemungstechnik.de     
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コック栓の使用時に
起こる化学薬品の液ダレ 

液ダレ！
容器ポンプを取り外した際に

起こる化学薬品の液ダレ 

液ダレ！
ガス、蒸気、浮遊物質の 

漏れ

ガス漏れ！

www.qc-system.deAS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED

www.qc-system.de

Argumentos limpios avalan uno de los sistemas de extracción 
de productos químicos líquidos líderes en el mundo.

Los peligros del vaciado clásico 
de bidones ya son historia. 

Electrónica Semiconductores
   Tecnología solar y sistemas fotovoltaicos
   Pantalla planas

Industria Galvanotecnia
   Química
   Impresión / papel
   Tratamiento del agua
   Automoción / construcción de maquinaria
   Adhesivos
   Cristal
   Agricultura

Farmacia / biotecnología / cosmética / alimentos

Laboratorios / centros de investigación / institutos

QC de AS: un sistema completo con más de 
100.000 posibilidades. 
Utilizado por empresas líderes en todo el mundo.

Consumidores de productos químicos de los más diversos sectores industriales han descubierto ya las ventajas del sistema QC de AS:

U.S. PATENTS 6,357,494; 9,580,197 AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED

EUROPE – WORLDWIDE
AS Strömungstechnik GmbH

Hagäckerstr. 28 
(nuevo a partir de sept. de 2017: 
Elly-Beinhorn-Str. 7)
73760 Ostfildern, Germany

Tel.:  +49 (0) 711 220 548-0
Fax:  +49 (0) 711 220 548-29

info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

Delegaciones:

USA
A.S. Plastics Technology, Inc.
312 East Renfro Street
Burleson Texas 76028, USA

Tel.:  +1 (443) 220 5936

sales@as-plastech.com
www.as-plastech.com

ASIA – PACIFIC
DUSEMUND PTE LTD
Dr. Claus Dusemund

25 International Business Park
#04 – 62 German Centre
Singapore 609916

Tel.:  +65 6562 7871
Fax:  +65 6562 7872
claus@dusemund.com 
www.dusemund.com

QC – un sistema de la empresa AS Strömungstechnik GmbH. 
Made in Germany. www.asstroemungstechnik.de     
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Goteo de productos químicos 
de los grifos dispensadores 

¡GOTEO!
Goteo de productos químicos 

durante el desmontaje de 
la bomba para bidones 

¡GOTEO!
Salida de gases, vapores y 

materias en suspensión

¡ESCAPE DE GAS!
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ASのQCシステムは、液体化学薬品の取り出しシステムとして、 
何十年にもわたり、そして世界中で発展を遂げてまいりました。 
その理由は、単にクイックコネクトシステムであるというだけで 
なく、QCが幅広く使用できる純度の高い合成樹脂でできた高精度 
ツールであるという点にあります。酸性、アルカリ性の化学薬品、 
そして溶剤にも、または刺激の強い、軽引火性を持つ物質にも 
適しています。金属を全く使用していないため、腐食性もまったく 
ありません。 

そしてQCは、クローズドシステム内での取り出しと換気を可能とする
非常に柔軟なアダプターシステムとして、人間と環境を守ります。 
また、サプライチェーンへの完全な統合が可能としているとともに、
賢いモジュール式総合システムとして、10万種もの使用方法を可能と
しています。これによって小企業から大企業における様々な用途に 
ご利用いただけます。

高純度合成樹脂。 
メタルフリー。
QCシステムの材質には高純度の高性能
合成樹脂だけが使用されています。この
ため、半導体向け化学薬品にもご使用い
ただけます。そして、どのような用途にも、
メタルフリーで腐食のない、ぴったりの材
質をお選びいただけます。

1000種ものディップチューブ。
オーダーメイド、組付け不要。
1000種以上もの標準ディップチューブを
取りそろえ、どのような長さにも、どのよう
な容器に対応します。ベローズ付き、 
ベローズなしのいずれでも、完全な取り出
しが可能です。さらに、化学薬品メーカー
による、容器へのディップチューブの事前
組付けも可能です。安全、簡単、清潔です。

あらゆる梱包材に 
対応可能
5リットル缶から1,000リットルIBCコンテナ
にいたるまで、AS QCシステムはあらゆる
容器に対応できます。取り出しは垂直方向
でも、水平方向でも可能です。これによっ
て高い柔軟性を確保しています。

すぐに使える 
総合システム。
お客様の要望に応じて、 AS QCシステムは、  
取り出しヘッド、ホース、 ポンプ、換気装置、 
レベル測定装置、 および電気系、 
制御盤の全てを備えた総合システム 
としてもご提供しています。設置後、 
すぐに使えるシステムです。

移動式システムと
特殊ソリューション。
専用取り出しヘッド、個別に開発された顧
客仕様、または 移動式詰め替えステーシ
ョンにいたるまで、ありとあらゆる用途に 
ご使用いただけます。

酸性薬品、アルカリ性薬品、 
そして溶剤にも。 
引火性物質にも。
QCは、どのような液体にも柔軟に対応で
きるシステムです。誘電体仕様は、爆発の
危険がある環境内でもご使用いただけま
す（静電気放電がありません！）。圧力がか
かった状態の容器は、ディップチューブに
よって簡単にエア抜きし、安全を確保する
ことができます。

1. 
組付け不要：  
ディップチューブが内蔵され
た状態で納品
化学薬品が容器に入った状態で
化学薬品メーカーから送られてきます。この
際、ディップチューブがすでに取り付けられて
いるため、液体との接触が全くなく、接続の際
にも液ダレがありません。

3.
有害物質を放出することなく 
取り出し：
換気機能付き 
ガスの排出をコントロール：クローズドシステ
ム内で取り出す場合にも、リターンバルブ、粒
子フィルター、スパイラルホースを使用して確
実に換気します。第2の開口部がある場合にも
これを密閉しておくことができ、便利です。 

2.
敏速接続： 
混同しにくいコーディング 
システム
折り曲げて、ネジを締めるだけ。 
特許取得済みのピン・穴式のコーディング 
システムで、媒体の確認が確実に行なえます。 
このため、製品を混同することがありません。

4.
分解時にも液ダレがない：
停止弁を内蔵
分解時にも液ダレがありません： 
取り出しヘッドに内蔵できる多彩な停止弁(自
閉式リターンバルブ)によって、安全性の向上と
液ダレの防止を図ります。

100種以上もの取り出し 
ヘッド。
簡単なサンプル採取から、便利な移動式
システム、そしてハイフローバージョンに
いたるまで、 どのような用途にもすぐに使
えるシステムです。さらに、オートメーショ
ンシステムにもご使用いただだけます。 
ポンプは標準的なフィッティングに簡単に
連結可能です。

賢い総合システム：
簡単、清潔、柔軟。
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ASのQCシステムは、液体化学薬品の取り出しシステムとして、 
何十年にもわたり、そして世界中で発展を遂げてまいりました。 
その理由は、単にクイックコネクトシステムであるというだけで 
なく、QCが幅広く使用できる純度の高い合成樹脂でできた高精度 
ツールであるという点にあります。酸性、アルカリ性の化学薬品、 
そして溶剤にも、または刺激の強い、軽引火性を持つ物質にも 
適しています。金属を全く使用していないため、腐食性もまったく 
ありません。 
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非常に柔軟なアダプターシステムとして、人間と環境を守ります。 
また、サプライチェーンへの完全な統合が可能としているとともに、
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しています。これによって小企業から大企業における様々な用途に 
ご利用いただけます。

高純度合成樹脂。 
メタルフリー。
QCシステムの材質には高純度の高性能
合成樹脂だけが使用されています。この
ため、半導体向け化学薬品にもご使用い
ただけます。そして、どのような用途にも、
メタルフリーで腐食のない、ぴったりの材
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オーダーメイド、組付け不要。
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取りそろえ、どのような長さにも、どのよう
な容器に対応します。ベローズ付き、 
ベローズなしのいずれでも、完全な取り出
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による、容器へのディップチューブの事前
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あらゆる梱包材に 
対応可能
5リットル缶から1,000リットルIBCコンテナ
にいたるまで、AS QCシステムはあらゆる
容器に対応できます。取り出しは垂直方向
でも、水平方向でも可能です。これによっ
て高い柔軟性を確保しています。

すぐに使える 
総合システム。
お客様の要望に応じて、 AS QCシステムは、  
取り出しヘッド、ホース、 ポンプ、換気装置、 
レベル測定装置、 および電気系、 
制御盤の全てを備えた総合システム 
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化学薬品メーカーから送られてきます。この
際、ディップチューブがすでに取り付けられて
いるため、液体との接触が全くなく、接続の際
にも液ダレがありません。

3.
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取り出し：
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ガスの排出をコントロール：クローズドシステ
ム内で取り出す場合にも、リターンバルブ、粒
子フィルター、スパイラルホースを使用して確
実に換気します。第2の開口部がある場合にも
これを密閉しておくことができ、便利です。 

2.
敏速接続： 
混同しにくいコーディング 
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折り曲げて、ネジを締めるだけ。 
特許取得済みのピン・穴式のコーディング 
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www.qc-system.de

世界有数の液体化学薬品取り出しシステム 
この製品が選ばれるクリーンな理由

容器からの取り出しにともなう危険発生の 
心配はもういりません。 

電子  半導体
   ソーラー技術、太陽光発電
   薄型テレビ

産業  電気めっき
   化学
   印刷 / 製紙
   浄水
   自動車 / 機械
   接着剤
   ガラス
   農業

薬品 / バイオテクノロジー / 化粧品 / 食料品

実験 / 研究施設 / 産業

QC – 10万種以上もの可能性を備えた 
総合システム。 
世界中の有数企業が採用。

QCシステムは、様々な産業セクターの化学薬品を使用する場面で使用されています。

米国特許 6,357,494; 9,580,197 AS QC-SYSTEM: QUICKLY CONNECTED – SAFELY DISPENSED

EUROPE – WORLDWIDE  
AS Strömungstechnik GmbH

Hagäckerstr. 28  
(2017年9月から: Elly-Beinhorn-Str. 7)
73760 Ostfildern, Germany
電話:   +49 (0) 711 220 548-0
Fax:    +49 (0) 711 220 548-29
info@asstroemungstechnik.de
www.asstroemungstechnik.de

代理店:   
USA  
A.S.Plastics Technology, Inc.
312 East Renfro Street
Burleson Texas 76028, USA
電話:   +1 (443) 220 5936
sales@as-plastech.com
www.as-plastech.com

ASIA – PACIFIC  
DUSEMUND PTE LTD
Dr. Claus Dusemund
25 International Business Park
#04 – 62 German Centre
Singapore 609916
電話:   +65 6562 7871
Fax:    +65 6562 7872
claus@dusemund.com 
www.dusemund.com

QC はAS Strömungstechnik GmbHのシステムです。ドイツ製。
www.asstroemungstechnik.de     
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コック栓の使用時に
起こる化学薬品の液ダレ 

液ダレ！
容器ポンプを取り外した際に

起こる化学薬品の液ダレ 

液ダレ！
ガス、蒸気、浮遊物質の 

漏れ

ガス漏れ！

U.S. PATENTS 6,357,494; 9,580,197 www.qc-system.de


