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Welcome 
to a world 
of thermal solutions !

Quality Thermal Solutions 2020

twiga

f u r n a c e

ThermalPower

WattMobil

QuickCheck



Who are we ?

Guillaume LEVACHER
President

Lethiguelは、軽金属産業の分野で、テクノロジー、それに関連する
ソリューションとサービスを、フランスからグローバルに提供して
います。弊社は、1976年に私の父であるMichel Levacherに
よって設立され、当初はフランスの金属鋳造産業界で炉および
工作機械の流通に携わっていました。

創業当時より弊社では、産業の革新的進歩を間近で体感しながら、
お客様のニーズに注意深く耳を傾け、ご要望にお応えすることに
情熱を注いで参りました。小さなローカル企業であった弊社を
グローバル企業へと導いたものは、変化に柔軟に対応する能力、
そして革新への渇望と長期に渡るアプローチであると私たちは信じ
ています。今日、弊社では売り上げの85%が輸出によるものです。

弊社は多文化なチームと言えます。14以上の国籍の違う仲間が
いて、13の異なる言語が飛び交っているのですから。―これは、
グローバル化したビジネスを運営する上で、偏見のない柔軟な
アプローチを促進していくための大きな財産となっています。

フ ラン ス に 本 社 を 置く弊 社 で は 、ドイツ 、日 本 、カ ナ ダ に
インターナショナルオフィスがあり、これらの現地拠点の強力な
サポートにより世界規模でお客様にサービスを提供しています。
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Thermal Power ® heater
浸漬ヒーターによるメリット
Advantages of immersion heater

圧倒的な省エネ効果

鋳造所、リサイクル工場などで
溶湯設備をお使いですか。浸漬
ヒーターを使えば、省エネ＆時短
と同 時に金 属 の 品 質と生 産 性
の向上を実現させることが可能
です。浸漬ヒーターは非鉄金属の
温度の上昇・保持に特化した電気
加熱システムで、液体金属に直接
浸漬して使用します。これにより、
出力される熱を溶湯の中心部へ
直接届けることが可能です。

端子形状 - Extensions range

浸漬ヒーター

浸漬ヒーティング製品の端子は、4タイプの形状に変更可能です。
ワンタッチ式コネクタからケーブル形状まで装着可能。

標準端子箱 ケーブル型 ワンタッチ式コネクタ型 ケーブル型+エルボ型

オプションとして、エルボ型の先端に各タイプ端子を装着することも
可能です。

熱効率99％以上

1cm²あたり30～40Wの熱放散

最大出力50kW

一般的な加熱方法*に比べ
50％エネルギー削減

温度誤差±2℃

設置・メンテナンスが容易

*ガスバーナー、SiCヒーター、
加熱蓋、加熱ロッド



使用用途 - Main applications

保持炉
Holding furnace

溶解炉
Melting furnace

フィルターボックス
Filtering box

溶湯搬送用取鍋
Transport ladle

加圧炉
Dosing furnace

1 2 3

4 5

溶解/保持炉内のφ55直管型

7
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L-Type Thermal Power ® heater

Ｌ型浸漬ヒーターは、素早く設置
できるうえ、±2度の正確さで流れ
温度を調節でき、ベストな状態の
溶湯を運べます。浅い溶湯レベル
専用の仕様になっています。

端子形状 - Extensions range
浸漬ヒーティング製品の端子は、4タイプの形状に変更可能です。
ワンタッチ式コネクタからケーブル形状まで装着可能。

オプションとして、エルボ型の先端に各タイプ端子を装着することも
可能です。

Ｌ型浸漬ヒーターによるメリット
Advantages of immersion heater

熱効率99％以上

浅い溶湯レベルにも対応

一般的な加熱方法*に比べ
50％エネルギー削減

温度誤差±2℃

迅速かつ容易に加熱可能

素早く取り付けられ、
簡単にメンテナンス可能

*ガスバーナー、SiCヒーター、
加熱蓋、加熱ロッド

Ｌ型浸漬ヒーター

標準端子箱 ケーブル型 ワンタッチ式コネクタ型 ケーブル型+エルボ型



使用用途 - Main applications
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樋用L型浸漬ヒーター
L-Type in transfer launder

保持炉用L型浸漬ヒーター
L-Type in holding Furnace

1 2

浸漬ヒーターシステムの導入により、最も効率的にアルミニウム
溶湯の温度を正確にモニターし管理することが可能です。それに
より、金属品質、生産性、省エネを実現できます。
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WattMobil ®
ワットモバイルは以下の状況を
想定してデザインされています

使用用途 - Main applications

溶湯搬送用取鍋
Transport Ladle1 炉のメンテナンス時

Furnace Maintenance2 脱ガス処理中
Degassing Time3

炉のメンテナンス時

溶湯温度管理・モニタリング

炉のトラブル時

脱ガス処理中

炉の性能が落ちた時

ワットモバイルは、鋳造業に必要な
標準機能を凝縮した設計で、予熱
ヒーターもしくは浸漬ヒーター、
台車、制御盤が一体になっていま
す。

熱を溶湯の中心部に直接放出する
ため、99%という高い熱効率を
実現しており、高効率の温度上昇・
保温をお約束します。

また、連続使用が可能であるた
め、天井ヒーターが不要で省エネ
を促進します。さらに、溶湯槽の
酸化を低減し、コランダム（酸化
アルミニウム）の蓄積がありま
せん。

ワットモバイル
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ワットモバイルは、フランジ下850/1050mmの
φ55直管型ヒーターと使用頂けます。

事案 - Current issue:

結果 - Results:

提案 - Suggestions:

炉詳細 - Furnace’s info:

レシゲルソリューション - Lethiguel Solution:

アルミニウムの高圧鋳造用炉のメンテナンス。
炉は、加熱室のメンテナンスを受ける。
メンテナンス完了後、鋳造温度675℃に達するのに4時間を要する。

9時40分からワットモバイルを使用した場合
 ワットモバイル不使用の場合
  開始時からワットモバイルを使用した場合

1時間20分で鋳造温度に到達し、生産再開。
既存のソリューションと比較し、ワットモバイルは2時間40分の
メンテナンス時間削減。

メンテナンス作業中にヒーターを使用することで，温度の低下を
抑制し，より早く生産を再開することができた。

炉の容量：1500㎏
鋳込温度：675℃

ワットモバイルに14kWの浸漬ヒーターを取り付けて使用。
ヒーターは、午前9：40に636℃で開始。

Case study
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Quickcheck ®

クイックチェックのメリット ：
Product advantages

起動と同時に瞬間温度測定反応

内部のKタイプ熱電対を取外し可能

1点または、2点の計測点

長寿命熱電対：保護管は12ヶ月保証
（2.5年以上の寿命実績）

フランジ下の長さは、650㎜から
1300㎜まで選択可能

非濡れ窒化珪素保護管

瞬間反応で長寿命の熱電対
Long life thermocouple with instant response

アルミニウムの溶解、精錬、合金化
には、超高温の保持が要求される
ため、クイックチェックテクノロジー
の導入が必要です。
炉内温度の正確かつ瞬時の測定
は、品質と生産性を向上させる
ため工程管理において必要不可欠
です。熱電対は、特に、急速な温度
変動が起こるアルミ溶湯内での使
用が求められます。クイックチェック
熱電対は、アルミ溶湯の温度下降
を防ぎ、省エネに大きく貢献し
ます。

クイックチェックは、アルクリーン保持炉、トゥイガ、ワットモバイル
などの浸漬ヒーターに最適な製品です。

クイックチェック
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Air Thermal Power ® heater

予熱用ヒーターのメリット ：
Product advantages

広い出力幅：2-20kW

最高温度：950℃

急速かつスムーズな予熱：過昇
温しない

様々な端子形状にも対応

様々な供給電源に対応

アルクリーンシリーズ、トゥイガ、
ワットモバイルと互換性あり

予 熱 用ヒーターは取 鍋や炉 の
予熱の問題に、レシゲルが提案する
ソリューションです。
弊社は、何年にも渡ってアルミ産業
において導電発熱体に係る経験を
重ねて参りました。このパワフルな
予熱用ヒーターは、弊社の経験を
基に、あらゆる溶湯容器を素早く
予熱できるように設計されてい
ます。

浸漬ヒーターのコネクタ部分と互換性がある為、予熱用ヒーター
を使用することにより、搬送用取鍋や保持炉の予熱が容易にかつ、
省スペースになります。

予熱用ヒーター
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Al Clean

アルクリーン保持炉のメリット ：
Product advantages

炉は３サイズ展開：
アルクリーン6500、アルクリーン
3500、アルクリーン1500

低エネルギー消費、高速加熱

高いアルミ溶湯品質

脱ガス機能付き

予防保全のための高性能モニタリング

容易なメンテナンス

アルクリーン保持炉は、レシゲル
が 誇るア ルミニウム保 持 炉 の
ラインナップです。アルミ品質の最
適化とエネルギー消費の最小化を
目指して設計されたアルクリーン
保持炉は、市場に流通する中で最も
効率的なヒーティングシステムを
持ち、超低水準のエネルギー消費
と高速加熱を両立しています。
浸漬ヒーターを搭載することで、
アルミの品質を向上させることが
できます。弊社の当該分野での
長年にわたる経験から生まれた
アルクリーン保持炉は、作業時間
の 短 縮と高 効 率 の 予 防 保 全を
可能するよう設計されています。
アルクリーン保 持 炉はH P D C
やグラビティ鋳 造 に お い て 非
常に大きなメリットをもたらす
アルミニウム保持炉です。

Increase quality and 
efficiency with AlClean!

f u r n a c e

アルクリーン保持炉
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Al Clean

16

Al Clean

浸漬ヒーターは、必要とされる
出力・金属温度・電源に基づいて、
最 大 限 の 加 熱 出 力と可 能 な
限りの最長寿命を実現するよう
にカスタマイズ。

Siemence Comfort TP1200を搭載し、
高性能な制御、徹底したモニタリング、
簡単操作、直感的な使い勝手になって
います。モニタリングデータはUSB
フラッシュドライブにエクスポート可能。

ローター交換や修理を行うのに
適した位置なので、メンテナンス
が容易です。素早いメンテナンス
ができるよう安全かつ人間工学
に基づいた位置になっています。

脱ガス装置搭載：オールインワンの
ソリューションで鋳造工程を最適化
しています。高品質の耐熱・断熱材を使用し、

低い外壁温度（55度以下）と
低い放熱ロスを実現しています。

側面は、人間工学に基づいた
デザインの 為 、作 業 者に
よる操作・清掃・サンプル採
取、またヒーターや熱電対、
アルミ溶湯全体へ容易に
アクセスできます。

アルクリーン保持炉
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 モデル 6500 3500 1500

 使用用途 グラビティ鋳造 グラビティ鋳造とHPDC HPDC

 金属 非鉄（アルミニウム、亜鉛…）

 重量 6500kg 3500kg 1500kg

 電力供給 60Vから600V-単相/三相

 出力 145kWまで 95kWまで 60kWまで

 金属温度 780°Cまで

 モニター 炉温度 / ヒーター温度 / ヒーター寿命 / 加熱サイクル / 消費エネルギー

 ユーザビリティ Siemens PLC / TP 1200 Comfort HMI

 脱ガス（オプション） ローター / 窒素 ローター / 窒素 なし
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Customized furnaces

技術仕様 - Technical specifi cations :

容量：6500kg

特徴：吊上げクレーン
　　 一体型脱ガス装置

ヒーター本数：10本

利用可能な総出力：120kW

鋳造：グラビティ鋳造

業種：自動車産業

For :

高圧鋳造

低圧鋳造

グラビティ鋳造

品質、効率、精度
Quality, effi ciency, precision

レシゲル社では浸漬ヒーター技
術を中心とした、脱ガス装置の有
無を選択できるフルカスタマイズ
炉の設計・販売をしております。お
客様のニーズに合わせて、必要な
容量、熱性能、浸漬ヒーター位置
を個別に設計いたします。

レシゲル社のノウハウにより、浸
漬ヒーター炉を使用することで
エネルギー消費の削減や溶湯品
質を改善することができます。炉
にヒーターを浸して使うことで、
酸化物を生じることなく温度上昇
を促進できます。脱ガス機能と併
用することで、浸漬ヒーターは最適
な溶湯品質と密度を実現します。

レシゲルは炉のみならず、お客様がご利用中の鋳造工程に組み
入れて即時にご利用できるソリューションも提供しています。

カスタマイズ炉
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Field illustrations:

技術仕様 - Technical specifi cations :

容量：３８00kg

特徴：ホイスト昇降装置

ヒーター本数：５本

利用可能な総出力：７５kW

鋳造：高圧鋳造

業種：自動車産業

この数年、私たちの核となる加熱
システム、浸漬ヒーターは、より多く
のお客様を魅了しています。私たち
は、お客様と共に炉のカスタマイズ
を設計し、より高品質で低エネルギー
消費が要求される業界において
必要となる技術仕様を細部にわた
り実現しています。

私たちの技術チームは、お客様に
よって異なる様々な技術仕様に、
最善のソリューションをいつでも
提供できます。

Our team 
is yours, 
challenge us!

Field illustrations:
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Twiga

対応取鍋サイズ:300㎏から5tまで

2kWから60kWの加熱出力

脱ガス装置利用可能

高度なモニタリングが可能

コンパクト設計：低位置で1.80m

トゥイガは、レシゲ ル社 最 新 の
アルミ溶湯加熱装置です。

作業スペースとエネルギー消費
を最適化するように設計された
トゥイガは、様々な搬送用取鍋に
取付け可能。また、カバーホルダー
を変えることで脱ガス装置も取付
けられます。
浸漬ヒーターを搭載したトゥイガ
は、高速加熱と低熱損失を実現し
ています。

高い省エネ性と加熱力を兼ね備えているトゥイガは、工程を
最適化できるヒーティングステーションと言えるでしょう。

Save time, space 
and energy with TWIGA!

twiga

トゥイガのメリット ：
Product advantages

トゥイガ
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Twiga

主なメリット - Key Benefi ts

技術的な特徴 - Technical Features

高性能かつ正確で高効率！

迅速な温度上昇
75kWまでの加熱出力
溶湯品質の損失がない
浸漬ヒーターによる過昇温しない

98％以上の熱効率
アルミ二ウム溶湯の加熱が可能

高性能熱制御により±1℃の温度
管理が可能
適切な温度制御

コンパクトデザイン
加熱ポジションでは高さはわずか
1.80m

省スペースかつ省エネルギー

何年もの現場経験に基づいて、作業
スペースを最適化するコンパクトな形状
に設計されています。（加熱ポジション
にした状態では、高さわずか1.80ｍ）
また、必要量の熱出力のみを供給できる
高性能制御システムにより、エネルギー
消費も最適化されています。

浸漬ヒーターで
トゥイガをパワーアップ

浸漬ヒーターを取り付けることで、
トゥイガは、高速かつ少ない熱損失で
お客様の工程に必要な温度へと加熱
可能です。（1時間で150℃まで上昇）
高性能制御システムは、浸漬ヒーター
の実力を100%発揮できるように詳細
に設計されており、管理された環境下
では長寿命も実現します。

ニーズに合わせた
規格ソリューション

トゥイガはどんな搬送用取鍋にも適合し
ます。また、トゥイガにはお客様のニーズ
にカスタマイズされた浸漬ヒーターを実装
する特注カバーと適応型カバーホルダーが
あるので、脱ガス装置を取り付けること
も可能です。

脱ガスを利用する
最短の方法

脱ガス装置とヒーターを搭載した
トゥイガを使用することが、アルミ溶湯
の品質と温度の両方をベストな状態で
管理する方法と言えるでしょう。

 使用可能金属 非鉄（アルミニウム、亜鉛…）

 取鍋サイズ
直径 Ø 2000mm、高さ2000mmまで

金属量300kg～5000kg

 供給出力 60Vから600V - 単相／三相

 出力 75 kWまで

 金属温度 780°Cまで

 構成 1～3本の浸漬ヒーター
脱ガス利用可能（最大ヒーター本数2本）

 モニター
取鍋温度 / ヒーター温度 / ヒーター寿命

加熱サイクル / エネルギー消費

 ユーザビリティ Siemens PLC / TP 1200 Comfort HMI

 脱ガス装置（オプション） ローター / 窒素

トゥイガ
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概要 - Overview
トゥイガはレシゲルヒーティング
ソリューションの使用により最適
化されるよう設計されています。

浸漬ヒーター
金属に最適な加熱力のために

クイックチェック熱電対
信頼性の高い測定と調整制御の
ために

予熱用ヒーター
効率的に取鍋内の空気を予熱す
るために

Siemence Comfort TP1200による
高性能制御、詳細なモニタリング、
簡単で直感的な操作性。
モニターしたデータは
USBフラッシュドライブへ出力可能。

床面積1600 x 1200mm²、
最小の高さ1.80mの広さに
容易にフィットするコンパクト
形状。

側面のドアから内側の
センサー、モーター、昇降装置に
簡単にアクセスできる為、
容易なメンテナンスが可能。

安全機能として、
取鍋検知センサー付き。

調整可能なカバーホルダーは、
様々な取鍋に対応可能。

（5000kgまで）
取鍋に合わせてカスタマイズされ
たカバーが、熱を逃がさず熱損失
を最小に抑えることが可能です。

ヒーター、熱電対、各種電気接続部へ
簡単にアクセス可能。

浸漬ヒーターは、必要とされる出力・
金属温度・電源に基づいて、最大限の
加熱出力と可能な限りの最長寿命を
実現するようにカスタマイズ。

フォークリフト操作で容易に
搬送が可能。

Siemence Comfort TP1200による
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Peripherals for heating solutions

ヒータークリーナーは、
浸漬ヒーターの為の掃除
用具です。
ヒーターに付着した酸
化物が取り除きやすい
よう、浸漬ヒーターに合
わせて設計されていま
す。しっかりと掃除を行
うことで、ヒーターの寿
命はより長くなります。

Ref. TOOL-
HEATERCL-00

浸漬ヒーターを含む製造ツール
の寿命と品質には、クリーニング
が直接影響を与えます。
クリーンキットは、機器を最大限
に活 用し続 けるため の「 必 須
アイテム」です。

ref. TOOL-CLEANKIT-00

バ スクリー ナ ー は 、
アルミ二ウム溶湯用
の掃除用具です。
炉や搬送用取鍋の表面
から不純物や酸化物
を取り除くのに役立ち
ます。

Ref. TOOL-
BATHCL-00

ウォー ルクリー ナー
は、あらゆる炉や搬送
用取鍋の耐火壁専用
の掃除用具です。
扱いやすいデザイン
で、耐火壁から堆積し
た不純物を取り除く
のに役立ちます。

Ref. TOOL-
WALLCL-00

浸漬ヒーター、熱電対、予熱用ヒーターを保管するための
台車です。
溶湯用クイックチャックから各種ヒーターに対応して
います。
この便利な設計の台車を使えば、作業者やメンテナンス
担当者は、新品または使用済みヒーターを鋳造工場内どこ
へでも動かせ、ヒーターの扱いが楽になります。

Ref. DESTP-00

Heater Cleaner

Clean Kit

Bath Cleaner Wall Cleaner

Heater Trolley

Wall Cleaner

メンテナンス用器具

ヒータークリーナー

クリーンキット

バスクリーナー ウォールクリーナー

ヒーター保管用台車
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制御盤 - Electrical cabinet

次のようなメリットを
もって、製品の能力
を最大限に引き出す
ために、当社では専用
の制御盤を推奨して
います。

汎用制御盤と比較して、寿命が向上

UL規格、およびCE規格に対応

SCR、SSRによる適切な制御

オーダーメイドのコンパクト設計

浸漬ヒーター用の電気制御盤は
単体、もしくは浸漬ヒーターを含む
セットでご購入頂けます。
正確な制御は浸漬ヒーター技術を
用いる上で最も重要な要素です。
私たちの制御盤は、当社の製品の
ために設計・製造されています。
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Engineering solutions

エンジニアリング部ではお客様のすぐ隣で、最善の提案を適切な設備
にできるよう努めております。全ての提案はより高い価値のあるものを
提案できるよう、お客様のニーズの詳細な分析に基づいています。
時間とエネルギー消費の削減と同時に、生産効率や溶湯品質の向上が
レシゲルと共に実現できます。私たちはお客様の鋳造過程に即座に
適応できるソリューションを提供してきました。

熱エネルギーの分析や必要出力の計算、電気ヒーターの設計から
テストまで、様々な研究を行ってきました。

技術サポート
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Our team 
is yours

お客様の近くで高価値のサポートを提供することが
常に私たちの最優先事項です。
その実現のために、私たちは世界中に支店を置いて
います。（カナダ、ドイツ、日本、中国）
各支店では、熟練した技術者とエンジニアチームがお客様
をしっかりとサポートいたします。

長年の経験から、私たちのアフターサービスチームは
必要なところでいつでもサポートをする準備ができて
います。そして、私たちが提供するソリューションは常に
最高の評価に値するものであると確信しています。
お客様の満足が、私たちの最初のKPI（重要事業評価指標）
です。私たちは高効率のフォローアップサービスを維持
できるよう、日々励んでいます。

お客様それぞれのニーズは、現場のセールスチームが
慎重に分析し、エンジニアリング部門が調査しています。これ
によって、常にお客様の期待に応える統合ソリューション
を提案することができます。

we work every day 
to maintain a high 

efficiency in 
follow up service
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www.lethiguel-japan.com

Lethiguel HeadQuarters
14 rue du Parc d’Activités,
ZA du Charpenay
69210 Lentilly,
France
Sales.france@lethiguel.com

Lethiguel North-America
Kirkland Court, 
L4C 9H4 Richmond Hill, ON, 
Canada
Sales.na@lethiguel.com

Lethiguel Germany
Mainzer Strasse 97, 
D-65189 Wiesbaden, 
Germany
Sales.germany@lethiguel.com
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レシゲルジャパン株式会社
〒470-1206 愛知県豊田市
永覚新町3丁目17番地203号室
Tel. : 0565 74 2155
Fax : 0565 74 2156
info@lethiguel-japan.com


