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C-ASD3 -03 -21※1 ※2

取付型式

設計記号

パイロットエア圧力
定格圧力
B（T）ポート許容圧力
最大流量

取り付け姿勢
質量（kg）
コイル
適用ケーブルシース外径

Pilot air pressure

Rated pressure

B （T） port allowable pressure

Max. flow rate

Mounting direction

Mass （kg）

Coil

Outer diameter of applicable cable sheath

Three-port valve 
application

［Unload circuit］

0.5MPa
9.8MPa

0.98MPa

0.5MPa
6.9MPa
（6.9MPa）

70L/min（無負荷時） 弁内損失0.6MPa以下

自在
1.4
DIN端子箱付
φ3.5～φ7.0極性無し

70 L/min （no load） with intra-valve loss of 0.6 MPa or less

Flexible

With DIN terminal box

3.5 to 7.0 dia. with no polarity

Nozzle switching or 
two-port valve application
［B port block］

3ポート弁用途
［アンロード回路］

ノズル切換又は
2ポート弁用途
［Bポートブロック］

電圧記号

Mounting type

Design code

Voltage code

100：AC100V   50/60Hz
200：AC200V　50/60Hz
110：AC110V　50/60Hz
220：AC220V　50/60Hz
D24：DC24V
D12：DC12V

T（スレッド型） G（ガスケット型）
T（Thread type） G（Gasket type）

P
A T

エアパイロットによるシリンダ駆動式
Cylinder-driven type with air pilot

エア電磁弁
Air solenoid valve

メタルポペット方式
Metal poppet system

C-ASD3T

Sub-plateサブプレートC-ASD3G

Aポート

パネル取付以外の装備状態でポートが横向きになる場合、
エルボユニオン（KQ2L-M5 相当品）を取り付けてポートを
下向きにしてください。チューブ配管は行わないでください！

吸・排気ポート（M5） Intake/Exhaust port （M5）
Pressure port “P”

Two, 5.5 drilled through holes

Pipe connection 
diameter

管接続口径

M5×Ｐ0.8

9.5 dia. counterbore, depth 6.5

2-5.5キリ貫通

φ9.5座グリ深さ6.5

tap （3 points）

プレッシャーポート“P”

Rc 3/8タップ（3ヶ所）

（150.1）

146.5

90.5

70

48
28

60
54

.5 72
.6

31

13

50.5

66

48

B（T）ポート

Port A

Port B（T）

（配線の極性なし）（No wiring polarity）

適用ケーブルシース外径φ3.5～φ7.0
Applicable cable sheath: 3.5 to 7.0 outer dia.

11 dia. counterbore, depth 0.5

Four, 6.6 drilled through holes

Three Rc 3/8 screws （rear view） Four M5 screws Three, 10.2 drilled holes, depth 8.5

φ11座グリ深さ0.5

4-6.6キリ貫通

3-Rc 3/8 ねじ（裏面より） 4-M5ねじ 3-10.2キリ深さ8.5

48 60 76 88

6

6-
S

10.5

25

13.5

18

37.5

53

57
7 61.5

6 84.5

90.5

部品番号

17-10139

質　　量
Parts no. Mass

1.1kg

吸・排気ポート
Intake/Exhaust porttap （2 points）

28

7

54
.5 72

.6

Port A

（配線の極性なし）（No wiring polarity）

適用ケーブルシース外径
Applicable cable sheath: 3.5 to 7.0 outer dia.

φ3.5～φ7.0

Rc 3/8タップ（2ヶ所）

Aポート

M5

Pressure port “P”
Four, 5.5 dia. drilled through holes

9.5 dia. counterbore, depth 6.5

48 60

Port A

Pipe connection 
diameter

管接続口径

M5×P0.8

（150.1）

146.5

90.5

13

18

18

37.5

57

53

48 Port B（T） 

（3ヶ所）（3 points）

O-ring JIS B 2401-4DP12.5

プレッシャーポート“P”
4-5.5キリ貫通

φ9.5座グリ深さ6.5
Aポート

Ｂ（T）ポート

Oリング JIS B 2401-4DP12.5
8

型式番号 仕様

外形寸法図

内部構造

Model Legend Specifications

Dimensional Drawing

Internal Structure

■ASD3
　クーラントシステムの省エネに貢献する事を目的に、
　少ない消費電力・ 空気消費量で低圧損・大流量を実現しました。 
　スプールは液圧による軸力が生じないように圧力バランス構造とし、 
　弁体部とエアパイロット部のシール径が小さくなるように
　プッシュ ロッド方式を採用する事で漏洩量を抑制しています。

〈特長〉 圧倒的なコストパフォーマンス!
①03サイズでありながら、最大流量値70L/min*   *推奨値:60L/min以下
②空気消費量が他社に比べ約8分の1（同性能型式相当品）
③質量は他社に比べ約3割減（同性能型式相当品）
④3ポート弁・2ポート弁の両方に使用可能

■ASD3
　Each coolant pump of the ASD3 Series achieves low pressure loss and a large flow rate with low power 
　consumption and air consumption with the aim of contributing to the energy saving of coolant systems.
　The spool is of pressure balance construction so that no hydraulic pressure will generate axial force. 
　A push rod is adopted for the diameter minimization of sealing on the valve and air pilot in order to 
　suppress the quantity of leakage.

〈Features〉Overwhelming cost performance!
①Size 03, and yet the maximum flow rate is 70 L/min*. *Recommended value: 60 L/min max.
②The air consumption is approximately 1/8 of that of any other company’s product （model with equivalent performance）.
③The mass is approximately 30% less than that of any other company’s product （model with equivalent performance）.
④Available to both two- and three-port valves.

HIGH PRESSURE

COOLANT PUMP
省エネ クーラントポンプ用3ポート弁 Energy-saving, Three-port Valve for Coolant Pumps

Mount an elbow union （the KQ2L-M5 or an equivalent product） 
unless the pump is panel mounted and the port is set downward 
if the port is set sideways. Do not perform tube piping.
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● ハーフユニオン（KQ2HO6-M5）またはエルボユニオン（KQ2LO6-M5）を取付けてください。
    適正締付けトルクは、1.5~2N・m（15.3~20.4kgf/cm²）です。

● 固定ねじを緩め、コネクタを電磁弁端子台から引抜きます。

● 固定ねじを抜いてから、ターミナルブロック下部の切欠部へマイナスドライバ等を差し込んでこじあけ、
　ターミナルブロックとハウジングを分離します。

● ターミナルブロックの端子ねじを緩め、リード線の心線を端子に差込み、端子ねじで確実に固定してください。
　（配線の極性はありません）

● グランドナットを締め込んで、コード（外径:φ3.5~φ7）を固定してください。

1.この説明は、3ポート弁を正しく安全にご使用して頂くためのものです。
1.The instructions given are intended for the correct and safe use of the three-port valve.

4.上表の2ポート弁の用途にてご使用の場合は、5項で記述した手順に従って
　エンドカバー側のシム　を取外してご使用ください。
4.Follow the procedure described in 5. and remove the shim 　 on the end cover side in the case of 
　using the pump for a two-port valve application.

5.シム取外し要領
5.Shim removal procedure

《Note》 Unless the shim is removed, no switching operation will be possible with the air solenoid valve energized, 
which may cause equipment trouble.

《注意》シムを取外さない場合は、エア電磁弁を励磁しても切換作動が出来ずに装置に支障をきたす可能性があります。

● 右図に記載されたシム　を下記要領で取外してください。

● M5×10L六角穴付ボルトの締付け時のトルクは
　3.4N・mとしてください。

● Take the following procedure to remove the shim 　 as shown in the illustration on the right-hand side.

● Apply a tightening torque of 3.4 N・m to the 
　M5 × 10L hexagon socket head bolt.

《注意》シム取外し要領を守らない場合は、作動不良を起こし事故を併発する可能性があります。
《Caution》 Unless the shim is removed, no switching operation will be possible with the air solenoid 

switching valve energized, which may result in equipment malfunctioning.

2.この説明及び、取扱説明書に記載された使用方法を守りご使用ください。
2.Follow the instructions along with the usage method described in the Instruction Manual.

《注意》使用方法を守らない場合は、作動不良を起こし事故を併発する可能性があります。
《Caution》 A malfunction resulting in an accident may occur if the usage method is ignored.

3.使用回路による弁の用途名称 3.Names of valves and applicable circuits

● 空気消費量及び所要空気量は、下記を参考にしてください。
　03サイズ空気消費量:0.027L/min、所要空気量:72L/min

（1）P（a）ポート（M5×P0.8）に、ねじ継手を取付けてエア供給配管を行ってください。 エア電磁切換弁搭載型（03サイズ3ポート弁）をご使用に際しての補足説明
Supplementary instructions for a model incorporating air solenoid switching valve （Size 03, three-port valve）

（2）DIN コネクタ部の結線要領（下図を参照ください）

●  Mount a half union （KQ2HO6-M5） or elbow union （KQ2LO6-M5）.
　 The proper tightening torque is 1.5 to 2 N・m （15.3 to 20.4 kgf/cm2）.

● Loosen the fixing screws and pull out the connector from the solenoid valve terminal block.

● Remove the fixing screws, insert an appropriate tool, such as a flat-blade screwdriver, into the cutout on the 
　lower part of the terminal block, and separate the terminal block and housing.

● Loosen the terminal screws of the terminal block, insert the lead wire conductors into the terminals, 
　and securely fix them with the terminal screws. （No wiring polarity）

● Tighten the gland nut and fix the cord （3.5 to 7 outer dia.）.

●  Refer to the following reference values for the air consumption and required air volume.
    Size 03 air consumption: 0.027 L/min; Required air volume: 72 L/min

（1）Connect a threaded joint to port P （a） （M5×P0.8） and conduct air supply piping work.

（2）DIN connector wiring procedure （see the figure below）

●省エネ ●クーラントポンプ用3ポート弁

M5×10L六角穴付ボルトを
緩めてエンドカバーを取外し
てシム 　を取外してくださ
い。（4mmの六角レンチ使用）
Loosen the M5×10 L hexagon 
socket head bolt and remove 
the end cover. Then remove 
the shim　  . （Use a 4 -mm 
hexagonal wrench.）

固定ねじ
締付トルク
0.3～0.4N・m

ハウジング

（ランプ取付け箇所）

ターミナルブロック

切欠部

グランドナット
締付トルク
1.65～2.5N・m

端子ねじ（3ヶ所）
締付トルク
0.2～0.25N・m

座金

（定格符号）

グロメット（ゴム）

弁用途名称 Valve application name

2ポート弁 ［Bポートブロック］3ポート弁 ［アンロード回路］
Two-port valve [Port block B]Three-port valve [unload circuit]

0.5 （+0.2,-0.25）
（0.25～0.7）

9.8 MPa

0.98 MPa

0.5（+0.2,-0.1）
（0.4～0.7）

6.9 MPa

（6.9 MPa）

項目

使用回路

パイロットエア圧力（MPa）

最高使用圧力（Ｐ,Ａポート）

Ｂポート許容圧力

Item

Applicable circuit

Pilot air pressure （MPa）

Max. operating pressure （ports P and A）

Allowable pressure on port B

ご使用になる前にエア電磁切換弁関係

●Energy-saving ●Three-port Valve for Coolant Pumps

Before UseAir Solenoid Switching Valve

Washer

Cutout

Gland nut
Tightening torque: 
1.65 to 2.5 N・m

Grommet （rubber）

（Rating code）

Terminal screws （3 points）
Tightening torque
0.20 to 0.25 N・m

Fixing screw
Tightening torque
0.3 to 0.4 N・m

Housing

（Lamp installation point）

Terminal block
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【クーラント液】

【供給エア】

【使用環境】

【弁の改造、追加工】

【使用方法】

【弁体の取付及び配管】

【Liquid coolant】

【Air supply】

【Operating environment】

【Valve modification or additional machining】

【Usage】

【Valve mounting and piping】

【ガスケットタイプ弁体の取付】

【スレッドタイプ弁体の固定及びねじ継手の取付】

【クーラント及びエア配管前の処置について】

【弁体の銘板】

【運転（作動）】

【保守管理・点検】

【Gasket-type valve mounting】

【Thread-type valve fixing and valve joint mounting】

【About treatment before coolant filling and air piping】

【Valve nameplate】

【Operation】

【Maintenance and inspection】

1.清浄なクーラント液をご使用ください。

2.本弁を使用するラインの入口側には、濾過精度20μm以下のフィルタを取付けてください。

1.フィルタ（5μm）を介し、清浄な圧縮空気をご使用ください。

下記の環境下にて、ご使用ください。
Use the pump under the following environmental conditions.

室内の使用を標準とします。特殊環境で使用される場合は、ご相談ください。
The above conditions are specified, provided that the pump is used indoors. 
Consult your Sumitomo representative in the case of using the pump in special environmental conditions.

● 周囲温度:-15～50℃
● 相対湿度:0～95%RH

● Ambient temperature: -15°C to 50°C
● Relative humidity （RH）: 0% to 95%

1.改造や追加工等は、絶対に行わないでください。弁の破壊や作動不良となる恐れがあり、危険です。

1.ラインの圧力及び流量は、最高使用圧力と最大流量より低い値でご使用ください。
   最高使用圧力と最大流量を越えた使用は、作動不良や破壊する恐れがあります。

1.取付姿勢は自在ですが、垂直取付の場合、エアパイロット部が下になるように装備してください。

1.弁の取付面の仕上げ表面粗さは、6-S以上に仕上げてください。
　取付面の仕上げが悪いと、油漏れや取付歪みによる作動不良の原因となります。

2.弁体の取付面にO-リングが装着されている事を確認後、
　4本のボルトを所定のトルク2.55N・m（26kgf/cm²）で均等に締付けてください。

1.Finish the roughness of the valve mounting surface to at least 6-S. 
　An improper mounting surface may cause oil leakage or installation distortion resulting in product malfunctioning.

2.Tighten each of the four bolts to a torque of 2.55 N・m （26 kgf/cm2） after checking that 
　the O-ring is attached to the valve mounting surface.

1.弁体をパネル等に2本のボルトで均等に締付けて固定してください。

2.配管用テーパネジの締付けトルクは下記を目安にしてください。
　R3/8:38N・m（390kgf/cm²）、R1/2:64N・m（650kgf/cm²）

1.配管前に、洗浄（フラッシング）または、エアブローを十分行い、管内のゴミ等を除去してください。

1.弁に取付けている銘板は、取外したり、傷つけたり、汚したりしないように注意して取扱いください。
　銘板に記入されている型式番号が読めなくなると、弁の内容（仕様）が判からなくなります。

1.エア供給圧力の基準値:0.5MPa、主弁供給圧力の最大値は 9.8MPaです。

1.エアフィルタ等のドレン抜きは定期的に行ってください。

1.Use a clean liquid coolant.

2.Install a filter with filtration precision of 20μm or less on the inlet side of the line where the valve is used.

1.Use clean compressed air through the 5-μm filter.

2.Compressed air containing chemical, salt, corrosive gas substances or a large quantity of drain water 
　may cause product damage or malfunctioning.

2.ドレンを多量に含んだ圧縮空気及び化学薬品、塩分、腐食性ガス等を含む場合は、破壊や作動不良の原因になります。

1.Never perform valve modification or additional machining. 
　Doing so may result in valve destruction or malfunctioning and cause danger.

1.Make sure that the line pressure and flow rate are lower than the maximum operating pressure and the maximum flow rate. 
　The pump may malfunction or breakdown if the pump is used in excess of the maximum operating pressure and maximum flow rate.

1.The pump can be mounted with no angle restrictions. In the case of vertical mounting, however, 
　make sure that the air pilot is set downward.

1.Mount the valve onto an appropriate object, such as a panel, and securely fix the valve with the two bolts tightened evenly.

2.Refer to the following reference values for the tightening torque of each piping taper screw.
　R3/8: 38 N・m （390 kgf/cm2）; R1/2: 64 N・m （650 kgf/cm2）

1.Before conducting piping work, perform flushing and air blowing sufficiently 
　and purge dust and other foreign matter, if any, from the piping.

1. Handle the nameplate attached to the valve carefully. Do not remove or damage the nameplate. Keep the nameplate clean. 
　The specifications of the valve will become unknown if the model number specified on the nameplate is illegible.

1.Reference air supply pressure: 0.5 MPa. The maximum value of the main valve supply pressure is 9.8 MPa.

2.エア電磁弁が無励磁（OFF）の場合、P-B（T）に流れ、標準の使用法ではアンロード状態となります。
　電磁弁を励磁（ON）するとP-Aにクーラント液が流れます。
2.Air flows in the P-B（T） direction while the air solenoid valve is de-energized （OFF）. 
　The pump in normal use will be in an unloaded state.
　Liquid coolant will flow in the direction of P-A when the air solenoid valve is energized （ON）.

1.Perform the draining of the air filter and peripheral parts regularly.

2.クーラント液は定期的に点検し、清浄を保ってください。
   クーラント中にゴミが多いと圧力制御が不安定になり、極端な場合は制御ができなくなります。
2.Periodically check and keep the liquid coolant clean. 
　An excessive quantity of dust in the liquid coolant will result in unstable pressure control. 
　In extreme cases, no control will be possible.

製品を実際にお取扱いになる場合は、必ず当該製品の『取扱説明書』をお読みになり、
十分ご理解の上お取扱いください。
Thoroughly read the Instruction Manual and make sure you understand the information provided 
before attempting to operate the product.

取扱い説明 Instructions

●省エネ ●クーラントポンプ用3ポート弁 ●Energy-saving ●Three-port Valve for Coolant Pumps
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