
製品案内
自動式、手動式ｻﾆﾀﾘ-ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

自動式、手動式ｻﾆﾀﾘ-ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ
ｻﾆﾀﾘｰｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ

ｻﾆﾀﾘｰｻｲﾄｸﾞﾗｽ
ｻﾝﾌﾟﾙｸｰﾗｰ

SIP用補器類
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高性能で、高品質の

納期に対応し提供致し
ます。

ｻﾆﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞと補器類を
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25年以上に渡るｻﾆﾀﾘｰﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ
とｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの先進的ﾒｰｶｰで
ございます。

来歴
Steriflow(ｽﾃﾘﾌﾛｰ)ﾊﾞﾙﾌﾞは1980年代後半にMk96、
及びMk95圧力ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰを開発し、それ以来この
分野の先進的製品として提供されています。 

新たなﾊﾞｲｵ医薬産業は確証ｽﾁｰﾑや精製水の圧力制御
技術を創出する革新的なﾊﾞﾙﾌﾞﾒｰｶｰに機会を提供して
おります。
Jordan ValveのSteriflow「ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ」が市場が求める
高信頼性圧力制御弁と背圧制御弁を顧客の厳しい排出
性、最少の異物発生、表面処理、並びに低設定値変動
の要求を満たす製品としてまさに最初に投入されまし
た。
その後10年余りでSteriflowﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰはｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ圧力制
御やﾊﾞｯﾌｧｰ圧力制御、精製水背圧制御用に世界で
最も需要のある製品となりました。

2007年にはSteriflowﾊﾞﾙﾌﾞは数種類のｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ、 
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰとｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ用ｻﾆﾀﾘｰ機器を提供するまでに
なりました。
Steriflow ﾊﾞﾙﾌﾞ部門は革新を継続し、製品性能の向上を
目的に設立されています。

今日、Steriflowﾊﾞﾙﾌﾞは圧力ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ、ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ、 
ｶﾞｽ用ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ、ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ、ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ、ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ、
及びSIP用補器類等、全てを網羅しております。

Steriflowはﾊﾞｲｵ医薬産業向けに広範な対応を行う
初の製品です。 

• 他の企業に先駆け、唯一、ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ寿命の保証
を行います。

• WFIやﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｾｽ用例向けにｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ不使用、
凹部がない水平及び垂直系配管用ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ
を最初に発売。
- ﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｾｽ排出系用下降流型(世界初)

• 無菌精密流量調整ﾊﾞﾙﾌﾞ(世界初)

• 大型ﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟと補器類
- SIP加熱時間の短縮と確認温度警報の排除
- 排出系配管長の短縮

• ﾊﾞｲｵ医薬向けにｸﾘｰﾝｶﾞｽﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰを開発し、生産
- ｸﾘｰﾝｶﾞｽ専用ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰとして開発され、特に

低流量で低圧力下において高信頼性制御可

緊急のご用命あれば、下記にご連絡下さい。
Call us at 513.533.5600, 
Email us at steriflow@richardsind.com, 
Follow Us on LinkedIn, Facebook and Twitter.
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証明書
• 金属材・材質証明書はBSEN 10204, Type 3.1に準拠

• ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材、及び顧客向け証明書は受注時に対応:

- FDA CFR 表題21, 177.1550項 : FDA認証ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材

- FDA CFR 表題21, 177.2600項 : FDA認証ｴﾗｽﾄﾏｰ材

- U.S. Pharmacopeia XXVIII ｸﾗｽVI, 88章 試験管内生物反応性試験

• ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材、及び顧客向け証明書の個別対応:

- U.S. Pharmacopeia XXVIII, 87章 試験管内生物反応性試験

- ADI/TSE 無菌証明書

- ｴﾗｽﾄﾏｰ、及びﾌﾟﾗｽﾁｯｸ部品のﾊﾞｯﾁﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

書類、及びﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ
• 全てのSteriflow製品には弊社の統合証明書に直接関連するｼﾘｱﾙﾅﾝﾊﾞｰと、ﾋｰﾄﾅﾝﾊﾞｰが明示された

形式3.1材質試験ﾚﾎﾟｰﾄが添付されます

• 次ﾍﾟｰｼﾞの統合証明書を参照願います

提携機関
• ASME

• ASME BPE (会員、協議会員)

• ISPE

• FCI (会員、及び会長)

• P.E. 登録専門技術者 - ｵﾊｲｵ州 ｱﾒﾘｶ合衆国

認証
• ISO 9001:2008

• 欧州圧力機器指令(PED) 97/23/EC-PED ｶﾃｺﾞﾘｰ 1

• 
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE
ORDER INFORMATION

Customer Name:  XYZ Company
P.O.	Number:	XXXX	 	 Factory	Order	No:	Serial	#	PrefixXXXX
Order Date:  XX/XX/XXXX

CERTIFICATION OF MATERIAL COMPLIANCE:	Traceable	material	certification	and	MTR's	for	this	order	are	attached	to	this	document.
 CERTIFICATION OF SURFACE FINISH:	The	interior,	wettable	surfaces	of	the	valves	furnished	on	the	above-referenced	order	have	a	maximum	 
 surface	finish	of	20Ra	(0.50μm).	The	exterior,	non-wettable	surfaces	have	a	maximum	surface	finish	of	40Ra	μin	(1.00	μm),	except	 
 the	spring	housing	will	have	a	casting	finish.	

		X		Wettable	components	are	certified	to	be	electro-polished. 
Note:	The	above	statement	does	not	apply	to	models	CGDM	CSDT,	Sample	Cooler	or	Sight	Glass	models	without	EP	order	code	option.	 
The	model	MK93	body	is	not	electro-polished	as	standard.

CERTIFICATION TO FDA & USP CLASS VI: Steriflow	by	Jordan	Valve	certifies	that	the	WETTED	elastomer,	Teflon,	PTFE-resin	and	perflourolastomer 
 compounds	utilized	in	our	sanitary	products	have	been	manufactured	in	accordance	with	prescribed	procedures	for	pharmaceutical	products	and	 
 have	been	tested	and	certified	to	be	in	compliance	with:

- Title	21,	Paragraph	177.1550	of	the	FDA	Code	Federal	Regulations	for	plastic	materials	for	repeated	use	in	contact	with	food.
- Title	21,	Paragraph	177.2600	of	the	FDA	Code	Federal	Regulations	for	rubber	and	rubber-like	materials	for	repeated	use	in	contact	with	food.
- U.S.	Parmacopeia	XXVIII	Class	VI,	Section	88	Biological	Reactivity	Test	in	Vivo.

  The following materials used in Richards Industries' Steriflow Products are certified to FDA and USP Class VI per the following: 

Diaphragm Materials
  FDA APPROVED MATERIAL FDA AND USP VI APPROVED MATERIAL
  EPDM/NYLON,	TFE-VITON		 Jorlon	

O-Ring/Gasket Materials
  FDA APPROVED MATERIAL FDA AND USP VI APPROVED MATERIAL
  BUNA-N	 TFE-SILICON	 TEFLON	   TFE-VITON

TUF-STEELTM	 KALREZ	   SILVERBACKTM

EPDM	 SILICON	   VITON	
JORLON	 	 FLUORAZ	  TUF-FLEX®

TFE-EPDM

Seat Materials 
FDA AND USP VI APPROVED MATERIAL
PEEK	 PERLASTTM  JORLON 
TFM	1600		 TEFLON

SVC-SHC Disc Poppet
  FDA APPROVED MATERIAL FDA AND USP VI APPROVED MATERIAL
  316L/EPDM	 TEFLON	 	 PEEK	   316L/SILICON

We	certify	that	the	components	on	the	above	referenced	purchase	order	meet	the	requirements	of	the	purchase	order,	applicable	drawing(s)	and	our	
ISO	9001:2008	manufacturing,	testing,	and	inspection	procedures	to	assure	an	acceptable	quality	level	applicable	to	the	product.

TRACEABLE	CERTIFICATE	OF	CERTIFICATION

Serial # Suffix Valve Description Material Type, Spec, Size Heat #

												A	 96-100-6L	 BODY	  ASME	SA-479	316/316L	 8SF0165-90
FERRULE	  UNS	S31603	 E130287///F
LWR	DIAPH	PLT	  ASTM	A479,	S31603	 E151151	
STEM	  ASTM	A479,	S31603	 V4L6	
SEAL	RETAINER	  ASTM	A479,	S31603	 W0Y0

Quality Manager Date

The	attached	material	certifications	are	for	materials	used	in	the	manufacture	of	this	order.	In	the	case	of	dual-certified	material,	refer	to	the	properties	
to	verify	certification
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 JorlonTM物理特性
色

成分
無色、透明
PTFE
260℃　　　    温度          最大
35
2.19比重(D792)

                圧縮性(ASTM F36)   %ﾚﾝｼﾞ 20 - 25
     回復性(ASTM F36) 最少 % 50

引張強度(ASTM D1708)
          X 軸  MPa (N/mm2) 34.5(35)

35.2(36)          Y 軸  MPa (N/mm2) 
究極延伸性(ASTM D1708) 

X 軸 % 500
% 520Y 軸

ｶﾞｽ透過性(ASTM D1434V) Cc/M2/24時間 10,000
可燃性 不燃

産業用承認/証明書:       FDA CFR 21  
177.1550, USP<88> 
Class VI USP<87>
ADI Free
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ﾗｲﾌﾀｲﾑ保証
JorlonTM は弊社製品の
Mk95、Mk96、
Mk96AA、 Mk95AAﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ、
並びに Mk978ｼﾘｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ
ﾊﾞﾙﾌﾞに使用されている場合、
ﾗｲﾌﾀｲﾑを保証致します。

JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ: 

    比類なき信頼性

• Mk 978 ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
• Mk 96 圧力ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ
• Mk 95 背圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ
• Mk 96A、96AA、95A、95AA空気圧信号式ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ
• J ｼﾘｰｽﾞｸﾘｰﾝｶﾞｽ圧力、及び背圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

JorlonTMとは?
JorlonTM は純PTFEを構造的に改善した材質です。
特殊な技術と製法によりPTFE層を結合、成形し、
従来製法の固体や積層したPTFEやﾃﾌﾛﾝに生じる
ｸﾘｰﾌﾟやｺｰﾙﾄﾞﾌﾛｰの減少を達成しております。

本材の物理的特性、並びに適応性は下記のとおりです。

JorlonTM は全Steriflow制御ﾊﾞﾙﾌﾞ製品に使用されています:

ｸﾘｰﾌﾟ緩和性 (ASTM F38)           %
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ｻｲｸﾙ試験
JorlonTM は複数のSteriflow ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
により、0.3MPaの連続したｽﾁｰﾑｻｰﾋﾞｽ系
で100万回以上の全閉/全開試験を行いま
した。
当ﾊﾞﾙﾌﾞの内、一台はさらにｽﾁｰﾑと真空
の繰返し試験100回を行い、この間、
問題は発生しませんでした。

研究所試験
研究所ではJorlonTMを316LSS
ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑのｽﾃﾝﾚｽ材が故障を生じ
た連続寿命より100倍以上多い
比較試験を行いました。

製品用例
JorlonTM はWFI、ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ(最大0.69MPa)、
ﾊﾞｯﾌｧｰ、酸、極低温液、ｸﾘｰﾝ設備用ｶﾞｽ、
ﾊﾞｲｵ中間生成物、及び最終工程流体を含む
ﾊﾞｲｵ医薬用例向けに極めて有効です。

JorlonTM 材質
JorlonTM はSteriflow製品に12年間以上
使用されています。
今日に至るまで作動が特性緒元内の
場合、ただの一個もﾀﾞｲｱﾌﾗﾑの故障は
発生しておりません。
JorlonTM は窒素ｶﾞｽにより8.28MPa以上
の圧力にも故障が発生しない事が確認さ
れています。

顧客使用実績
発売以来、JorlonTMを使用した数千個の
Steriflow製品がFDAにより確証された
装置に採用されています。



ｻﾆﾀﾘｰ ｺﾝﾄﾛｰﾙ
ﾊﾞﾙﾌﾞ

• ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ装置の溶出液やWFIﾘﾝｽの制御用、低流量制御が良好。

• ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑSIP制御用、既存の積層ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは繰返し性不良で、且つ、他ﾒｰｶｰ製はﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑの駆動機構が
精密設定に難あり。

• WFIの循環系末端の背圧制御、より良好な制御が可能。
• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰの添加物少量供給制御、より良好な制御が可能。
• 凍結乾燥器、ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ、及び精製水の分配流量制御、他の積層ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは破局的故障発生。
• 西海岸の某ﾊﾞｲｵ医薬ﾒｰｶｰの信頼されるｴﾝｼﾞﾆｱからの情報によれば、最近、彼らはMk978ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

(8年前から競合製品と入替え開始)の総数を4年間で大きく増加させました。当初は8年を要すると
考えておられたとの事。

12      Steriflow Valve    //   清 浄性、精密性、信頼性      

世界各地のﾊﾞｲｵ医薬ﾒｰｶｰから長きに渡りSteriflow Mk978ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの信頼を得ております。
弊社は困難な用例に使用されている競合他社製品の代替に成約を重ねております。Mk978の競合製
品への優位性を紹介致します。
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Mark 978 ｼﾘｰｽﾞ- ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
中～高流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型、又はｲﾝﾗｲﾝ型で、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康及
び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける流体、ﾌﾟﾛｾｽ、精製水やｸﾘｰﾝ設備の
連続精密制御向けです。

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵ﾌﾟﾛｾｽ供給系制御:
流体培養、ﾊﾞｯﾌｧｰ、WFIやﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｶﾞｽ

• 供給/産出系の分離制御:
WFI、ﾌﾟﾛｾｽ、生産物や汚損流

• 供給/産出系の精製:
溶出流体、溶剤、ﾊﾞｯﾌｧｰ、WFI

• 製剤/充填制御:
WFIや他の容器への供給、ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｶﾞｽ、薬注圧力

• ｸﾘｰﾝ設備: WFI、ﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑ、CIP、ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• 飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

特色

• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ、ﾗｲﾌﾀｲﾑ保証

• 内部部材、機械研磨後電解研
磨0.5Raμm)/標準、
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

• 重力排出/残留部なし、多様な
取付方向性

• 多様な流量特性を提供

仕様概要
　　接続口径

　　接続様式 

Cv値/流量特性 

ｱﾝｸﾞﾙ型、ｲﾝﾗｲﾝ型: 1/2" (DN15)～3" (DN80)

ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、延長管溶接

0.2 - 125 /ﾘﾆｱ、ｲｺｰﾙﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ、 ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ

最大圧力/温度 1.03MPa @  38℃、但し構造による 
0.69MPa @ 171℃、但し構造による

接液部材質

表面仕上げ

ASME A479 316L(UNS 31603)/標準、又は
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm) 電解研磨/標準、 
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM (1/2" - 3") 全材質FDA/USP ｸﾗｽVIの認証ｽﾃﾑｼｰﾙ - ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ
(Cv≥3.5のみ)

PTFE FDA/USP ｸﾗｽ VI 
PEEK FDA/USP ｸﾗｽ VI



Mark 978 ｼﾘｰｽﾞ- ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
中～高流量、O-ﾘﾝｸﾞｽﾃﾑｼｰﾙ

製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型、又はｲﾝﾗｲﾝ型で、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、
及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおけるｶﾞｽや空気、USP PW(精製水)、
CIP 流体の連続精密制御向けです。

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵ﾌﾟﾛｾｽ供給系制御:
ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ

• 分離/精製: ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• ｸﾘｰﾝ設備: USP PW、CIP、ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• 飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

仕様概要
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接続口径 1/2" (DN15)～2" (DN50)

接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、延長管溶接

Cv値/流量特性 0.2 - 60/ﾘﾆｱ、ｲｺｰﾙﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ、 又はｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ

最大圧力/温度 3.1MPa @  38℃、但し構造による 
3.1MPa @ 232℃、但し構造による

特色
• 多種のFDA/USP ｸﾗｽⅥ O-ﾘﾝｸﾞ

• 内部部材、機械研磨後電解研
磨0.5Raμm)/標準、
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

• 重力排出/残留部なし、多様な
取付方向性

• 多様な流量特性を提供接液部材質

表面仕上げ

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm) 電解研磨/標準、 
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

全材質FDA/USP ｸﾗｽVIの認証ｽﾃﾑｼｰﾙ - O-ﾘﾝｸﾞ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ
(Cv≥3.5のみ)

PTFE FDA/USP ｸﾗｽ VI 
PEEK FDA/USP ｸﾗｽ VI



Mark 978LF-JD ｼﾘｰｽﾞ - ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
低流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞで、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康及び美容
関連製品ﾒｰｶｰにおける流体、ﾌﾟﾛｾｽ、精製水やｸﾘｰﾝ設備の連続精密
低流量制御向けです。

特色
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仕様概要 • 小流量制御の特化。
Cv値0.005 - 0.1間に六ﾚﾝｼﾞあ
り多様な用例に対応

• 保守容易 - ﾄﾘﾑ交換が簡便で、
分解組立に時間を要さず、
SIP/CIPに対応

• 内部部材、機械研磨後電解研
磨0.5Raμm/標準、他は問合
せ

• FDA/USP ｸﾗｽⅥ認証ﾌﾟﾛｾｽｼｰﾙ

• 重力排出/残留部なし、多様な
取付方向性

     接続口径 

　     接続様式 

Cv値/流量特性  

最大圧力/温度 

• 小型ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵ﾌﾟﾛｾｽ供給系制御:
流体培養、ﾊﾞｯﾌｧｰ、WFIやﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｶﾞｽ

• 供給/産出系の分離制御:

• 小型製剤/充填制御:
WFIや他の容器への供給、ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｶﾞｽ、薬注圧力

• 供給/産出系の精製:
溶出流体、溶剤、ﾊﾞｯﾌｧｰ、WFI

• ｸﾘｰﾝ設備: WFI、ﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑ、CIP、ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• 飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

WFI、ﾌﾟﾛｾｽ、生産物や汚損流

接液部材質

表面仕上げ

        

1/2" (DN15)、3/4" (DN20)

ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、延長管溶接

  0.05 - 0.1/ﾘﾆｱ、ｲｺｰﾙﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

1.38MPa @  温度はO-ﾘﾝｸﾞ材により異なる

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は  
EN10272 : 2000 GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®           
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、 
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

全材質FDA/USP ｸﾗｽVIの認証ｽﾃﾑｼｰﾙ - O-ﾘﾝｸﾞ

PTFE FDA/USP ｸﾗｽ VI 
PEEK FDA/USP ｸﾗｽ VI



Mark 978LF-OR ｼﾘｰｽﾞ- ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
低流量、O-ﾘﾝｸﾞｽﾃﾑｼｰﾙ

16      Steriflow Valve    //    清 浄性、精密性、信頼性   

製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型で、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康及び美容関連
製品ﾒｰｶｰにおけるｶﾞｽや空気、USP PW(精製水)、CIP 流体の
連続精密制御向けです。 

• 小型容器ﾌﾟﾛｾｽ供給制御: ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• ｸﾘｰﾝ設備: USP PW、CIP、ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• 飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

仕様概要

接液部材質

表面仕上げ

ｽﾃﾑｼｰﾙ - O-ﾘﾝｸﾞ 多種、全材質FDA/USP ｸﾗｽVIの認証

接続口径

　　接続様式 

Cv値/流量特性  

最大圧力/温度 

1/2" (DN15)、3/4" (DN20)

ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、延長管溶接

0.05 - 0.1 /ﾘﾆｱ、ｲｺｰﾙﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞ 

1.38MPa @  温度はO-ﾘﾝｸﾞ材により異なる

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は  
EN10272 : 2000 
GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、           
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

特色
• 小流量制御の特化。

Cv値0.005 - 0.1間に六ﾚﾝｼﾞあ
り多様な用例に対応

• 保守容易 - ﾄﾘﾑ交換が簡便で、
分解組立に時間を要さず、
SIP/CIPに対応

• 内部部材、機械研磨後電解研
磨0.5Raμm/標準、他は問合
せ

• FDA/USP ｸﾗｽⅥ認証ﾌﾟﾛｾｽｼｰﾙ

• 重力排出/残留部なし、多様な
取付方向性



JSHM ｼﾘｰｽﾞ
手動調整、低～中流量、
JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ又はｲﾝﾗｲﾝ型手動ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞで、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品
や健康及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける流体、ﾌﾟﾛｾｽ、精製水やｸﾘｰﾝ
設備の連続
精密低流量制御向けです。

特色
• ｲﾝﾗｲﾝ型、ｱﾝｸﾞﾙ型の何れも選択可

• ｲﾝﾗｲﾝ型で上部供給側配管の場合、
保守作業時間はわずか5分間

• 最少内部残留容積

• 出口側が下向き配管の場合、
ﾊﾞﾙﾌﾞが開であれば、流体残留が
ｾﾞﾛで、且つ重力排出する。
水平配管取付の場合は、ﾊﾞﾙﾌﾞ開
で入出口各側に個別の排出が
必要。
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• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵ﾌﾟﾛｾｽ供給系制御:
流体培養、ﾊﾞｯﾌｧｰ、WFIやﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｶﾞｽ

• 供給/産出系の分離制御:
WFI、ﾌﾟﾛｾｽ、生産物や汚損流

• 供給/産出系の精製:
溶出流体、溶剤、ﾊﾞｯﾌｧｰ、WFI

• ｸﾘｰﾝ設備: WFI、ﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑ、CIP、ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• 飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

仕様概要
接続口径

　　接続様式

Cv値/流量特性 

最大圧力/温度 

接液部材質

表面仕上げ

ｽﾃﾑｼｰﾙ - ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1.03MPa @  177℃、PEEK ｼｰﾄ
1.03MPa @ 　66℃、PTFE ｼｰﾄ

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は  
EN10272 : 2000 
GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、           
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM (1/2" - 1-1/2") USP ｸﾗｽVI

ｿﾌﾄｼｰﾄ PTFE FDA/USP ｸﾗｽ VI、PEEK

1/2" (DN15)、3/4″(DN20)、1" (DN25)、 

1-1/2″(DN40)

ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、延長管溶接

0.4 - 3.5



ｻﾆﾀﾘｰ圧力
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

ﾕｰｻﾞｰ情報

• ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに所在する某ﾊﾞｲｵ医薬ﾒｰｶｰによれば、9年間で工場で使用されている
207個中一個のみが保守を要したとの事。

• ﾊﾞｲｵ医薬ﾒｰｶｰではMk96を並行して使用し、WFI系の圧力制御においてﾄﾞﾙｰﾌﾟを最小化
し、制御ﾙｰﾌﾟ系の経費削減となったとの事。具体的には、従来のｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞに代わる自力
弁の使用が$200,000以上の経費削減を達成しました。

• 多国籍ﾜｸﾁﾝﾒｰｶｰが空気信号型Mk96Aを本社工場のSIP圧力制御に使用し、過熱から温度保
持の間、安定したSIP圧(変動なし)であったとの報告を得ました。

• 多くの精製装置ﾒｰｶｰが弊社の圧力ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰをｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨにﾊﾞｯﾌｧｰの即時送出用ﾊﾞｯﾌｧｰ希釈
装置の定常圧制御に用いておられます。
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Mark 96C ｼﾘｰｽﾞ - PRV 
手動設定、低流量、 JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型の減圧弁で、Tri-Clamp®式接続ﾎﾞﾃﾞｨ構造、 ﾊﾞｲｵ医薬、
製薬、飲料食品や健康及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける低流量の
精製水、 ｸﾘｰﾝ設備や流体向けです。

• 流体前処理: AWFI (常温WFI)、又はﾊﾞｯﾌｧｰ希釈
• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/培養器供給制御: AWFI
• 供給/産出系の分離制御: AWFI
• 供給/産出系の精製: AWFI、ﾊﾞｯﾌｧｰ
• ｸﾘｰﾝ設備: USP PW、WFI、CIP、CCA、CCG
• 飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

特色

• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑはUSP ｸﾗｽ VI、
FDA認証のPTFEを基材とし、
優れた耐食性を持ち、極めて長寿命

• 小Cvは特定のﾌﾟﾛｾｽに対応

• 接液部には摺動部がなく、
異物の発生を排除

自己排出性•

• 手動のCIPﾋﾟﾝによりCIP工程中
ﾊﾞﾙﾌﾞを全開可

• 低変動性
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仕様概要
接続口径

接続様式 

1/2" (DN15)、3/4″(DN20)、1" (DN25)、

Cv値  0.3 - 5.5  

最大圧力/温度 

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質   JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI
EPDM/Nylon FDA

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ JorlonTM 全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI、PEEK、TFE 
但し、接続口径とCvにより異なる 

ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、延長管溶接

設定圧ﾚﾝｼﾞ

型式構成による

0.02MPa~0.93MPa、型式構成による

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は  
EN10272 : 2000 
GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、           
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ



Mark 96 ｼﾘｰｽﾞ - PRV 
手動設定、中～高流量、

特色
• 接液部に摺動部がなく、異物発

生を排除

• 100% 316L 鍛造材ﾎﾞﾃﾞｨと
内部部品

• 産業用として最上の精度、
低ﾄﾞﾙｰﾌﾟ、設定値変動小

• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ
ﾗｲﾌﾀｲﾑ保証

• Tri-clamp式ｹﾞｰｼﾞ接続口
• 手動のCIPﾋﾟﾝによりCIP工程中

ﾊﾞﾙﾌﾞを全開可
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 JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型でﾎﾞﾙﾄ締結式の減圧弁で、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健
康及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける中～高流量の精製水、 ｸﾘｰﾝ設備
や流体向けです。

•
•

20   Steriflow Valve   //   

• 供給/産出系の分離制御: AWFI
• 供給/産出系の精製: AWFI、ﾊﾞｯﾌｧｰ
• ｸﾘｰﾝ設備: USP PW、WFI、CIP、CCA、CCG

飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

仕様概要
接続口径

接続様式 

3/4″(DN20)～3" (DN80)、

 1.5 - 23 Cv値 

最大圧力/温度  型式構成による

接液部材質

表面仕上げ

ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、延長管溶接

設定圧ﾚﾝｼﾞ

流体前処理: AWFI (常温WFI)、又はﾊﾞｯﾌｧｰ希釈

ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/培養器供給制御: AWFI、ﾊﾞｯﾌｧｰ、その他添加物

 0.02MPa~0.93MPa、型式構成による

                
ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000 GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®            
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質   JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI
EPDM/Nylon FDA
316L(接続口径とCvにより異なる)

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ JorlonTM、PEEK、TFE(全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI)



Mark 96A / Mark 96AA ｼﾘｰｽ -゙ PRV
複合式、自動式  JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

特色
• ﾜｲﾄﾞﾚﾝｼﾞ型電空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ、又は

SS製ｶﾞｽﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ付で供給
• 電空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ使用時には完全

自動化。設定圧やCIP工程時の
全開作動をPLC、若しくは
DCSﾒﾆｭｰにより制御

• 自動作動はｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設定ﾚｷﾞｭ
ﾚｰﾀｰと比べ、著しい設定変動
(ﾄﾞﾙｰﾌﾟ)の減少

• MK96Aは空気信号式でｻｲｽﾞ
と重量を大きく削減

• 適正なﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質、その面積
と支持機構が卓絶した性能と
寿命を達成
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製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型、又はｲﾝﾗｲﾝ型の自動、及び混合型減圧弁で、
ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康及び美容関連製品ﾒｰｶｰに
おける精製水、 ｸﾘｰﾝ設備や流体向けです。

•
•
•

流体前処理: AWFI (常温WFI)、

ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/培養器供給制御: AWFI
供給/産出系の分離制御: AWFI

• 供給/産出系の精製: AWFI、ﾊﾞｯﾌｧｰ
• ｸﾘｰﾝ設備: USP PW、WFI、CIP、CCA、CCG
• 飲料/食品や健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

供給/産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

仕様概要
接続口径 3/4″(DN20)～3" (DN80)、

 1.5 - 23 Cv値 

最大圧力/温度 

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質

ｿﾌﾄｼｰﾄ JorlonTM 、PEEK、TFE(全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI)
　 但し、接続口径とCvにより異なる 

接続規格 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接

            

型式構成による

0.02MPa~0.93MPa、型式構成による

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®        
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI

設定圧ﾚﾝｼﾞ



ｻﾆﾀﾘｰ
背圧ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

ﾕｰｻﾞｰ情報
• 欧州のﾊﾞｲｵ医薬ﾒｰｶｰがｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨに使用したMk95は、分析ｶﾗﾑの差圧の定常化に極めて優れてい

る事を述べられています。

• ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ所在のﾊﾞｲｵ医薬ﾒｰｶｰは、Mk95FT (流路通貫型)をﾗﾌﾟﾁｬｰﾃﾞｨｽｸの破裂を防ぐためにﾌﾟﾛｾｽ系
の過圧状態を排出する為に使用されておられる。
Mk95の調整排出機能が底部ﾎﾟｰﾄから無菌密閉容器へ過度のﾗｲﾝ圧を排出しています。

• ｱﾒﾘｶでは独特なﾊﾞｯﾌｧｰ用例として空気圧設定式Mk95AAの多様性が実演されました。製品は
典型的な背圧弁の用例向けに配管され、ﾕｰｻﾞｰはこの機器をCIP時の逆流にも満足すべき利用を行
えました。

• 飲料装置ﾒｰｶｰは、Mk95をｽﾁｰﾑ圧制御による容器温度管理用装置の出口に利用されています。
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Mark 95 ｼﾘｰｽﾞ - BPRV
手動設定、低～高流量、
 JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• WFI 分配循環系:
ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙの上流側の循環系戻り圧の維持

• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理、上流ﾌﾟﾛｾｽ:
- 混合ﾊﾞｯﾌｧｰ、流体の供給系背圧制御
- 無菌密閉容器への圧力維持と排出

• 供給/産出系の分離制御:
TFFかん流、膜間差圧(TMP)制御

• 供給/産出系の精製制御:
ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾗﾑ、TFF、又は深層濾過差圧制御

• ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程圧維持、又はﾊﾞｲﾊﾟｽ系圧力
• ｱｼﾞﾃｰﾀｰ、又はﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ水圧維持
• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

特色
• 接液部に摺動部がなく、異物発

生を排除

• ｿﾌﾄｼｰﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)は ANSI Class VI
閉止特性

• 100% 316L 鍛造材製ﾎﾞﾃﾞｨと
ﾄﾘﾑ

• 低変動(ｸﾘｰﾌﾟ)
• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑのﾗｲﾌﾀｲﾑ保証

• 新内装ｹﾞｰｼﾞﾎﾟｰﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
• CIP工程時にはｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ荷重を

無くし、最少のﾗｲﾝ圧で全開
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製品概要と用例
ｱﾝｸﾞﾙ型の背圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、
及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける精製水、 ｸﾘｰﾝ設備や流体
向けです。

仕様概要
接続口径

Cv値  0.5 - 28  

最大圧力/温度 

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質　 JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI、316L、EPDM/Nylon(FDAのみ)

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ JorlonTM 、PEEK、ﾃﾌﾛﾝ(全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI)

接続様式 

1/2" (DN15)、3/4" (DN20)、1" (DN25)、　
1-1/2" (DN40)、 2" (DN50)、 3" (DN80)
ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接

       

型式構成による

0.02MPa~0.62MPa、型式構成による

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®             
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

設定圧ﾚﾝｼﾞ



Mark 95FT ｼﾘｰｽﾞ - BPRV 
手動設定、流路貫通型ﾎﾞﾃﾞｨ、
低～高流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ
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製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ、底部出口型の背圧弁で、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や
健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける精製水、 ｸﾘｰﾝ設備や
流体向けです。

• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理、上流ﾌﾟﾛｾｽ:
- 混合ﾊﾞｯﾌｧｰ、流体の供給系背圧制御
- 無菌密閉容器への圧力維持と排出

• 供給/産出系の分離制御:
TFFかん流、膜間差圧(TMP)制御

• 供給/産出系の精製制御:
ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾗﾑ、TFF、又は深層濾過差圧制御

• ﾌﾟﾛｾｽ圧力制御、過圧は底部から無菌密閉容器へﾊﾞｲﾊﾟｽ排出

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

仕様概要
接続口径 1/2″(DN15)～3" (DN80)

Cv値  0.5 - 28 Cv (0.4 - 24.1Kv) 

最大圧力/温度 

接液部材質

表面仕上げ

接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接

      

型式構成による

0.02MPa~0.62MPa、型式構成による

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®              
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

設定圧ﾚﾝｼﾞ

特色

• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑのﾗｲﾌﾀｲﾑ保証
• 低変動(ｸﾘｰﾌﾟ)
• 過加圧状態に応じﾊﾞﾙﾌﾞ開度は

無菌容器へ十分な排出を行う
• 新内装ｹﾞｰｼﾞﾎﾟｰﾄ(ｵﾌﾟｼｮﾝ)
• ﾘﾝｽ/CIP/ﾘﾝｽ工程時ではｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

荷重を無くし、最少のﾗｲﾝ圧で
全開

• 接液部に摺動部がなく、異物発
生を排除

• 100% 316L 鍛造材製ﾎﾞﾃﾞｨと
ﾄﾘﾑ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質　 JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI、316L、EPDM/Nylon(FDAのみ)

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ JorlonTM 、PEEK、ﾃﾌﾛﾝ(全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI)



Mark 95A / Mark 95AA ｼﾘｰｽ  ゙- BPRV
複合式、自動式、
低～高流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ
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• WFI 分配循環系:
ｽﾌﾟﾚｰﾉｽﾞﾙの上流側の循環系戻り圧の維持

• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理、上流ﾌﾟﾛｾｽ:
- 混合ﾊﾞｯﾌｧｰ、流体の供給系背圧制御
- 無菌密閉容器への圧力維持と排出

• 供給/産出系の分離制御:
TFFかん流、膜間差圧(TMP)制御

• 供給/産出系の精製制御:
ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾗﾑ、TFF、又は深層濾過差圧制御

• ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程圧維持、又はﾊﾞｲﾊﾟｽ系圧力
• ｱｼﾞﾃｰﾀｰ、又はﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ水圧維持
• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

製品概要と用例
全自動式、又は複合式の背圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料
食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける精製水、 ｸﾘｰﾝ
設備や流体向けです。 

仕様概要
接続口径 1/2″(DN15)～3" (DN80)、

Cv値  0.5 - 28  

最大圧力/温度 

接液部材質

表面仕上げ

ｽﾃﾑｼｰﾙ -ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄ ﾃﾌﾛﾝ、PEEK、JorlonTM (全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI）

接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接

     

型式構成による

0.02MPa~0.62MPa、型式構成による

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
     EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®   

C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　　　
　  0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

　 JorlonTM  USP ｸﾗｽVI

設定圧ﾚﾝｼﾞ

特色
• ﾜｲﾄﾞﾚﾝｼﾞ型電空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ、又は

SS製ｶﾞｽﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ付で供給
• 電空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ使用時には完全

自動化。設定圧やCIP工程時の
全開作動をPLC、若しくは
DCSﾒﾆｭｰにより制御

• 自動作動はｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設定ﾚｷﾞｭ
ﾚｰﾀｰと比べ、著しい設定変動
(ﾄﾞﾙｰﾌﾟ)の減少

• JorlonTMﾀﾞｲｱﾌﾗﾑはﾗｲﾌﾀｲﾑ保証
• 100% 316LSS鍛造材ﾎﾞﾃﾞｨとﾄﾘﾑ
• 接液部に摺動部がなく、異物の発生

を排除

• ﾘﾝｽ/CIP/ﾘﾝｽ工程においてPLC/DCS
から設定圧をｾﾞﾛに変更



JSB ｼﾘｰｽﾞ- BPRV 
手動設定、ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
低～中流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理、上流側ﾌﾟﾛｾｽ

• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の供給/産出系の分離制御:
TFFかん流、膜間差圧(TMP)制御

• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の供給/産出系の精製制御:
ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾗﾑ、TFF、又は深層濾過差圧制御

特色
• 配管上でﾄﾘﾑの脱着可能、

保守時間短縮
• 出口側が下向きでｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ荷重

を無くし、入口側が加圧され
ているのならば、残留なく完
全に排出

• ﾀﾞｲﾌﾗﾑ下部にはﾈｼﾞ機構なし

• 内部容積の最小化

• 高流量と広いﾚﾝｼﾞｱﾋﾞﾘﾃｨの組合
せにより小径ﾄﾘﾑを不要

• JorlonTM　ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは長寿命で
CIP/SIPに対応
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製品概要と用例
小型ｲﾝﾗｲﾝ式の背圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健
康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける精製水、 ｸﾘｰﾝ設備や
流体向けです。 

- 混合ﾊﾞｯﾌｧｰ、流体の供給系背圧制御
- 無菌密閉容器への圧力維持と排出

• ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程圧維持、又はﾊﾞｲﾊﾟｽ系圧力
• ｱｼﾞﾃｰﾀｰ、又はﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ水圧維持
• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

仕様概要
接続口径

Cv値 0.8、ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞは1.9要 
0.5、ﾘﾘｰﾌﾊﾞﾙﾌﾞは0.6要

最大供給圧力 

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ

接続様式 

1/2″(DN15)＆3/4" (DN20)、

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、NPT

1.05MPa

0.06MPa~0.86MPa

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI

全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI、JorlonTM 、PEEK、ﾃﾌﾛﾝ　

設定圧ﾚﾝｼﾞ   



JSBLF ｼﾘｰｽﾞ- BPRV 
手動設定、ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
低流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
小型ｲﾝﾗｲﾝ、又はｱﾝｸﾞﾙ式の背圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食
品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける精製水、 ｸﾘｰﾝ設備や
流体向けです。 
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• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理、上流側ﾌﾟﾛｾｽ
- 混合ﾊﾞｯﾌｧｰ、流体の供給系背圧制御
- 無菌密閉容器への圧力維持と排出

• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の供給/産出系の分離制御:
TFFかん流、膜間差圧(TMP)制御

• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の供給/産出系の精製制御:
ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾗﾑ、TFF、又は深層濾過差圧制御

• ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程圧維持、又はﾊﾞｲﾊﾟｽ系圧力
• ｱｼﾞﾃｰﾀｰ、又はﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ水圧維持
• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

特色
• 配管上でﾄﾘﾑの脱着可能、保守時間
短縮

• 内部容積の最小化と完全排出性

• ﾀﾞｲﾌﾗﾑ下部にはﾈｼﾞ機構なし

• JorlonTM　ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは長寿命でCIP/SIP
に対応

• ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ寿命を保証

仕様概要
接続口径

Cv値 

最大供給圧力 

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ

接続様式 

1/2″(DN15)＆3/4" (DN20)、

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、　　　　
NPT、VCR®接続はｵﾌﾟｼｮﾝ
0.05、0.15、 0.25、0.35 

1.05MPa

0.06MPa~0.86MPa

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   　
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI

全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI、TFM 、PEEK　

設定圧ﾚﾝｼﾞ   



圧縮空気/ｶﾞｽ
圧力ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

ﾕｰｻﾞｰ情報

• ｶﾅﾀﾞのﾜｸﾁﾝﾒｰｶｰは小型製剤貯留容器の精密で低圧のﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用窒素ｶﾞｽに問題を抱えておら
れました。同社はJSRLPｼﾘｰｽﾞを採用後、低圧の窒素ｶﾞｽを精密且つ安定して維持できるよう
になられた。

• ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙに所在の多国籍企業はMk968ｼﾘｰｽﾞを大型の独立したﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰのﾊﾞｯｸﾞ膨満や保全
試験用として活用されています。

• 米国内の数工場ではJｼﾘｰｽﾞを低圧、流体押出圧、及びSIP後のﾌﾟﾛｾｽﾌｨﾙﾀｰの乾燥用に使用さ
れています。
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JSRLF ｼﾘｰｽﾞ- PRV 
手動設定、低流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器:
散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 凍結乾燥:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• ｸﾘｰﾝ設備:
小型容器、配管やﾌｨﾙﾀｰ等のSIP後の乾燥ｸﾘｰﾝ圧縮ｶﾞｽ(CCG)制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

特色
• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは極めて長寿命

• 頭部から分解可能で、配管上で
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞと保守が容易

• EPDMｼｰﾄは低ﾛｯｸｱｯﾌﾟ特性

• Cv 0.01～ 0.2間に四ｻｲｽﾞ、
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ六ﾚﾝｼﾞが あり、
様々な用例に対応

• 鍛造材構造による素材の安定性
と表面仕上げを保証

備考: 当製品を非ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ流体やｸﾘｰ
ﾝｽﾁｰﾑ用例に使用する事が想定されます
が、その場合、事前に弊社に確認をお
願いします。
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製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、
及び美容関連製品ﾒｰｶｰで使用される低流量のｸﾘｰﾝ圧縮
空気やｶﾞｽ向けです。

仕様概要

Cv値 0.012 ～ 0.2

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ 

接続口径

接続様式 

1/4" (DN8)、3/8" (DN10)、1/2" (DN15)、3/4" (DN20)

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、 
NPT(VCR®は問合せ要)

設定圧ﾚﾝｼﾞ   

最高圧力@温度    管/Tri-Clamp、3.1MPa@177℃/PEEKｼｰﾄ
                         3.1MPa@66℃/PTFEｼｰﾄ
NPT、14.9MPa@177℃/PEEKｼｰﾄ
           24.8MPa@66℃/PTFEｼｰﾄ

0.03MPa~5.2MPa

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI

PTFE 、PEEK、EPDM 全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI　
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手動設定、低～中流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器:
散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 凍結乾燥:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• ｸﾘｰﾝ設備:
小型容器、配管やﾌｨﾙﾀｰ等のSIP後の乾燥ｸﾘｰﾝ圧縮ｶﾞｽ(CCG)制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、
及び美容関連製品ﾒｰｶｰで使用される低~中流量のｸﾘｰﾝ圧縮
空気やｶﾞｽ向けです。

仕様概要

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ 

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM  FDA/USP ｸﾗｽVI

PTFE 、PEEK、EPDM(全材質 FDA/USP ｸﾗｽ VI)　

接続口径

接続様式 

1/2" (DN15)、3/4" (DN20)

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、 
NPT(VCR®は問合せ要)

設定圧ﾚﾝｼﾞ   0.03MPa~0.86MPa

                 Cv値 0.8、0.5                                    

    最高供給圧力   1.03MPa

特色
• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは極めて長寿命

• 頭部から分解可能で、配管上で
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞと保守が容易

• EPDMｼｰﾄは低ﾛｯｸｱｯﾌﾟ特性

• ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ下部にはﾈｼﾞ機構なし

• 鍛造材構造による素材の安定性
と表面仕上げを保証

備考: 当製品を非ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ流体やｸﾘｰ
ﾝｽﾁｰﾑ用例に使用する事が想定されます
が、その場合、事前に弊社に確認をお
願いします。
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手動設定、中～高流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器:
散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 凍結乾燥:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• ｸﾘｰﾝ設備:
小型容器、配管やﾌｨﾙﾀｰ等のSIP後の乾燥ｸﾘｰﾝ圧縮ｶﾞｽ(CCG)制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で、中～高流量のｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽをﾊﾞ
ｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰの
分配装置や単独に使用する用例向けです。

仕様概要

接液部材質

表面仕上げ

接続口径

接続様式 

1/2" (DN15)、3/4" (DN20)、1″(DN25)

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、 
NPT(VCR®は問合せ要)

設定圧ﾚﾝｼﾞ   0.03MPa~1.03MPa

　　　　  Cv値 1.5、1.9                                     

   最高供給圧力    1.03MPa

特色
• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは極めて長寿命

• 配管上でｼｰﾄとﾄﾘﾑを脱着し
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞと保守が容易

• ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ下部にはﾈｼﾞ機構なし

• 鍛造材構造による素材の安定性
と表面仕上げを保証

備考: 当製品を非ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ流体やｸﾘｰ
ﾝｽﾁｰﾑ用例に使用する事が想定されます
が、その場合、事前に弊社に確認をお
願いします。

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM 、PTFE、FDA/USP ｸﾗｽVI

PTFE、FDA/USP ｸﾗｽ VI　

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ  
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手動設定、高流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• 大型ｸﾘｰﾝ圧縮ｶﾞｽ分配装置の初段減圧調整

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• ｸﾘｰﾝ設備:
小型容器、配管やﾌｨﾙﾀｰ等のSIP後の乾燥ｸﾘｰﾝ圧縮ｶﾞｽ(CCG)制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

仕様概要

Cv値 2.5、10 

接続口径

接続様式 

3/4" (DN20)～2″(DN50)

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、 NPT

設定圧ﾚﾝｼﾞ   0.03MPa~1.72MPa

   最高圧力@温度   1.72MPa@135℃

特色
• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは極めて長寿命

• 配管上でｼｰﾄとﾄﾘﾑを脱着し
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞと保守が容易

• ｿﾌﾄｼｰﾄはANSI ｸﾗｽⅥ閉止性

• 鍛造材構造による素材の安定
性と表面仕上げを保証

備考: 当製品を非ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ流体やｸﾘｰ
ﾝｽﾁｰﾑ用例に使用する事が想定されます
が、その場合、事前に弊社に確認をお
願いします。

• 高流量と広いﾚﾝｼﾞｱﾋﾞﾘﾃｨの組合
せにより小径ﾄﾘﾑを不要

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で高流量のｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽを
ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰ
の分配装置や単独に使用する用例向けです。

接液部材質

表面仕上げ

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 : 2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy® 
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM 　FDA/USP ｸﾗｽVI

PTFE、FDA/USP ｸﾗｽ VI　

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ  



JSRLFLP ｼﾘｰｽﾞ - PRV

手動設定、低流量、低圧
JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• 小型ｽﾃﾝﾚｽ製、又は単独で使用する使い捨てﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器、
散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御、ﾊﾞｯｸﾞ保全試験

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 凍結乾燥:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

特色
• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは極めて長寿命

• 出力設定圧が極めて小さく(6.9
ｋPa)、安定性

• 頭部から分解可能で、配管上で
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞと保守が容易

• EPDMｼｰﾄは低ﾛｯｸｱｯﾌﾟ特性

• Cv 0.01～ 0.2間に四ｻｲｽﾞ、
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ六ﾚﾝｼﾞが あり、
様々な用例に対応

• 鍛造材構造による素材の安定性
と表面仕上げを保証

備考: 当製品を非ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ流体やｸﾘｰ
ﾝｽﾁｰﾑ用例に使用する事が想定されます
が、その場合、事前に弊社に確認をお
願いします。

仕様概要

Cv値 0.012 ～ 0.2

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ
ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ

接続口径
接続様式 

1/4" (DN8)、3/8" (DN10)、1/2" (DN15)、3/4" (DN20)
ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、 
NPT(VCR®は問合せ要)

設定圧ﾚﾝｼﾞ   

最高圧力@温度 管/Tri-Clamp、1.03MPa@177℃/PEEKｼｰﾄ
1.03MPa@66℃/PTFEｼｰﾄ

NPT、14.9MPa@177℃/PEEKｼｰﾄ
　　　24.8MPa@66℃/PTFEｼｰﾄ

0.007MPa~0.52MPa
ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®          
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ
ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、　
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ
JorlonTM 　FDA/USP ｸﾗｽVI

PTFE、PEEK、EPDM、全材質FDA/USP ｸﾗｽ VI　

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で低流量、低圧のｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽを
ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰ
のｽﾃﾝﾚｽ製や単独使い捨て容器に使用する用例向けです。
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手動設定、低～中流量、低圧
JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• 小型から中型ｽﾃﾝﾚｽ製、又は単独で使用する使い捨てﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/
発酵器、散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御、ﾊﾞｯｸﾞ保全試験

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 凍結乾燥:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

特色
• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは極めて長寿命

• 頭部から分解可能で、配管上で
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞと保守が容易

• EPDMｼｰﾄは低ﾛｯｸｱｯﾌﾟ特性

• 最少設定圧値 0.007MPa

• 鍛造材構造による素材の安定性
と表面仕上げを保証

備考: 当製品を非ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ流体やｸﾘｰ
ﾝｽﾁｰﾑ用例に使用する事が想定されます
が、その場合、事前に弊社に確認をお
願いします。

仕様概要
接続口径

接続様式 

1/2" (DN15)、3/4" (DN20)

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、 
NPT(VCR®は問合せ要)

設定圧ﾚﾝｼﾞ   0.007MPa~0.34MPa

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で低～中流量、低圧のｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
をﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品
ﾒｰｶｰのｽﾃﾝﾚｽ製や単独使い捨て容器に使用する用例向けで
す。

　　　　Cv値 0.5 ～ 0.8　
　　　　　
最高供給圧力    1.03MPa

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ  

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は            
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®           
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、         
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM 、FDA/USP ｸﾗｽVI

PTFE、PEEK、EPDM、全材質FDA/USP ｸﾗｽ VI　　
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特色
• 配管上でﾄﾘﾑの脱着可能、

保守時間短縮

• ﾀﾞｲﾌﾗﾑ下部にはﾈｼﾞ機構なし

• 内部容積の最小化

• 高流量と広いﾚﾝｼﾞｱﾋﾞﾘﾃｨの組合
せにより小径ﾄﾘﾑを不要

• JorlonTM　ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは長寿命で
CIP/SIPに対応

JSB ｼﾘｰｽﾞ- BPRV 
手動設定、低～中流量
JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例

ｲﾝﾗｲﾝ式の背圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、
及び美容関連製品ﾒｰｶｰで使用される低～中流量ｸﾘｰﾝ圧縮
空気やｶﾞｽ向けです。

仕様概要
接続口径

接続様式 

1/2″(DN15)、3/4" (DN20)、

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、NPT

設定圧ﾚﾝｼﾞ   0.006MPa~0.86MPa

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器:
散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• ｱｼﾞﾃｰﾀｰやﾎﾟﾝﾌﾟのｼｰﾙ水圧維持

Cv値 0.5 ～0.8
　最高供給圧力   1.05MPa

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®          
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、         
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM 、FDA/USP ｸﾗｽVI

PTFE、PEEK、EPDM、全材質FDA/USP ｸﾗｽ VI　



JSBLF ｼﾘｰｽﾞ- BPRV 
手動設定、ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
低流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
小型ｲﾝﾗｲﾝ、又はｱﾝｸﾞﾙ式の背圧弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食
品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける精製水、 ｸﾘｰﾝ設備や
流体向けです。 
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• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理、上流側ﾌﾟﾛｾｽ
- 混合ﾊﾞｯﾌｧｰ、流体の供給系背圧制御
- 無菌密閉容器への圧力維持と排出

• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の供給/産出系の分離制御:
TFFかん流、膜間差圧(TMP)制御

• ﾊﾟｲﾛｯﾄ、又は臨床規模の供給/産出系の精製制御:
ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾗﾑ、TFF、又は深層濾過差圧制御

• ﾎﾟﾝﾌﾟ揚程圧維持、又はﾊﾞｲﾊﾟｽ系圧力
• ｱｼﾞﾃｰﾀｰ、又はﾎﾟﾝﾌﾟｼｰﾙ水圧維持
• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:

産出系、精製水やｸﾘｰﾝ設備

特色
• 配管上でﾄﾘﾑの脱着可能、保守時間
短縮

• 内部容積の最小化と完全排出性

• ﾀﾞｲﾌﾗﾑ下部にはﾈｼﾞ機構なし

• JorlonTM　ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは長寿命でCIP/SIP
に対応

• ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ寿命を保証 

仕様概要
接続口径

Cv値 

最大供給圧力 

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ 

接続様式 

1/2″(DN15)＆3/4" (DN20)、

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接、NPT 
VCR®接続はｵﾌﾟｼｮﾝ問合せ
0.05、0.15、 0.25、0.35 

1.05MPa

0.006MPa~0.86MPa設定圧ﾚﾝｼﾞ   

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は            
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®           
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、         
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM 、FDA/USP ｸﾗｽVI

TFM、PEEK、全材質FDA/USP ｸﾗｽ VI　　



JSBLP ｼﾘｰｽﾞ- PRV
手動設定、空圧信号設定型
低流量～中流量、JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式、手動、又は空圧信号設定式の低～中流量でﾊﾞｲｵ医薬、
製薬、食品・飲料や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰにおける単一回
使用のｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ用背圧弁です。

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器 : 小～中規模容器の排気制御
• 分離 : ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧ｶﾞｽ排気制御
• 精製 : ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧ｶﾞｽ排気制御
• 製剤 : ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧ｶﾞｽ排気制御
• 食品・飲料や消費者用ﾍﾙｽｹｱ品や化粧品ﾌﾟﾛｾｽのﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/
押出圧ｶﾞｽ排気制御
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仕様概要

接液部材質

表面仕上げ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ
ｿﾌﾄｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ

接続口径

接続様式 

1/2″(DN15)、3/4" (DN20)、

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接
 NPT、及びVCR®はｵﾌﾟｼｮﾝ

設定圧ﾚﾝｼﾞ   0.006MPa~0.345MPa

Cv値 0.5 ～ 0.8

　最高供給圧力  1.05MPa

特色
• 他の低圧用背圧弁に比べｺﾝﾊﾟｸﾄ

• JorlonTM ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは長寿命で
寿命保証

• 自動制御用に空圧信号設定式

• 配管上でﾄﾘﾑの脱着可能、
保守時間短縮

• 広いﾚﾝｼﾞｱﾋﾞﾘﾃｨにより小径ﾄﾘﾑ
を不要

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は            
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®          
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨/標準、 
0.2Raμm/ｵﾌﾟｼｮﾝ

JorlonTM 、FDA/USP ｸﾗｽVI

PEEK、ﾃﾌﾛﾝ(全材質FDA/USP ｸﾗｽ VI)　
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• ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器、極低圧散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ
/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

Mark 908 ｼﾘｰｽﾞ- PRV
鍛造材構造、中流量～高流量、極低圧

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で微小～高流量、極低圧のｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞ
ｽをﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ｰｶｰ
のｽﾃﾝﾚｽ製や単独使い捨て容器に使用する用例向けです。

特色
• 精密減圧 12.7mm水柱(127Pa)

• 低流量 0.15Cv(0.13Kv)下におけ
る精密減圧

• 3種のCvﾚﾝｼﾞから適宜選定可

• ASTM A479 316L鍛造材構
造とASME BPE SF5 表面仕上げが
標準

• 金属材は全てFDA/USP ｸﾗｽ VI

• ANSI ｸﾗｽVI 閉止特性

最大供給圧 1.38MPa

仕様概要

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ材質   超軽量TFE  FDA/USP ｸﾗｽVI

ｼｰﾄ、O-ﾘﾝｸﾞ
ﾊﾞﾗﾝｽﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

設定圧ﾚﾝｼﾞ 127Pa～10.3kPa/四ﾚﾝｼﾞ

接続口径

接続様式           

Cv値

1/2" (DN15)、3/4″(DN20) 

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、ﾌﾗﾝｼﾞ、NPT 

0.15、0.2、0.4 

EPDM(FDA/USP ｸﾗｽ VI適合)、ﾊﾞｲﾄﾝ(FDA適合)

最大温度 121℃

最大下流側圧力 0.138MPa(安全率)

接液部材質

表面仕上げ

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は   
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®          
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨
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• ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器、極低圧散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ
/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

Mark 908 ｼﾘｰｽﾞ- PRV
鍛造材構造、中流量～高流量、極低圧

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で微小～高流量、極低圧のｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
をﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ｰｶｰの
ｽﾃﾝﾚｽ製や単独使い捨て容器に使用する用例向けです。

特色
• 精密減圧 12.7mm水柱(127Pa)

• 低流量 0.15Cv(0.13Kv)下におけ
る精密減圧

• 5種のCvﾚﾝｼﾞから適宜選定可

• ASTM A479 316L鍛造材構
造とASME BPE SF5 表面仕上げが
標準

• 金属材は全てFDA/USP ｸﾗｽ VI、
ANSI ｸﾗｽVI 閉止特性

仕様概要

3/4" (DN20)、1″(DN25) 

ASME BPE、DIN、ISO Tri-Clamp、ﾌﾗﾝｼﾞ、NPT

設定圧ﾚﾝｼﾞ   127Pa～10.3kPa

　接続口径

　接続様式           

Cv値　           1.0 ～10

 最高圧力/温度  1.38MPa供給圧 ＠121℃

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ    超軽量TFE  FDA/USP ｸﾗｽVI

接液部材質

表面仕上げ

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、又は            
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®          
C-22 、及び他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

ASME BPE SF5、0.5Raμm 電解研磨

ﾒｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾙ材質   EPDM、及び316/ﾊﾞｲﾄﾝ、全金属共にFDA/USP ｸﾗｽ VI



Mark 968 ｼﾘｰｽﾞ- PRV
手動設定、鋳造、中～高流量
極低圧

特色
• 接続径3/4"と1″のﾎﾞﾃﾞｨの方向性

は 360°

• 堅固な構造 - 緊急時の緊急時の出
口側圧力は入口側圧力と同圧

• 保守容易 - ｼｰﾙとﾌﾟﾗｸﾞは配管
から本体を取外さず検査可

• 電解研磨が標準

• FDA認証のｼｰﾙとﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• ｿﾌﾄｼｰﾄﾌﾟﾗｸﾞはANSI ｸﾗｽVIの閉止性

• 完全な自力式で、外部入力の必要
なし
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• 中～大型のｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器、低圧散布ｶﾞｽ、ﾊﾟｰ
ｼﾞ /ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御、ﾊﾞｯｸﾞ保全試験

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の減圧弁で中～高流量、極低圧のｸﾘｰﾝ圧縮空気や
ｶﾞｽをﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連
製品ﾒｰｶｰのｽﾃﾝﾚｽ製や単独使い捨て容器に使用する用例
向けです。

仕様概要

接液部材質
表面仕上げ

ASTM A351 CF8M(316SS)、又はCF3M(316LSS) 　
内外部鋳造ﾎﾞﾃﾞｨと部材、電解研磨後最小3.3Raμm  

閉止特性　 ANSI ｸﾗｽⅥ

接続口径

接続様式 

3/4" (DN20)、1″(DN25)、1-1/2″(DN40)、2″(DN50)

Tri-Clamp - ASME BPE/DIN/ISO 、
ﾌﾗﾝｼﾞ- 150/300＃、PN25/40

設定圧ﾚﾝｼﾞ   500Pa～34.5kPa

流量ﾚﾝｼﾞ   5.7m3/時ANR ～ 545m3/時ANR、但し、接続口径による 

  最高圧力/温度   接続口径による

最高供給圧   接続口径による



Mark 958 ｼﾘｰｽﾞ- BPRV
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鋳造、中～高流量、極低圧

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式の背圧弁で中～高流量、極低圧ﾍﾞﾝﾄやｶﾞｽをﾊﾞｲｵ
医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰの
ｽﾃﾝﾚｽ製や単独使い捨て容器に使用する用例向けです。

仕様概要

ﾎﾞﾃﾞｨ/ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ　SA351 Gr.CF8M 316SS、又はCF3M 316L

閉止特性　 ANSI ｸﾗｽⅥ

設定圧ﾚﾝｼﾞ  500Pa～34.5kPa

流量ﾚﾝｼﾞ  10m3/時ANR ～ 650m3/時ANR 
  最高圧力/温度  接続口径による

特色
• 接続径3/4"と1″のﾎﾞﾃﾞｨの方向性

は 360°

• 堅固な構造 - 緊急時の出口側圧力
は入口側圧力と同圧

• 保守容易 - ｼｰﾙとﾌﾟﾗｸﾞは配管
から本体を取外さず検査可

• 電解研磨が標準

• FDA認証のｼｰﾙとﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

• ｿﾌﾄｼｰﾄﾌﾟﾗｸﾞはANSI ｸﾗｽVIの閉止性

• 完全な自力式で、外部入力の必要
なし

• 中～大型のｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ/発酵器のﾍﾞﾝﾄ圧制御、散布
ｶﾞｽ、ﾊﾟｰｼﾞ /ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧

• 分離:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 精製:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 製剤:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ:
ﾌﾟﾛｾｽ容器用ﾊﾟｰｼﾞ/ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ/押出圧制御

接続口径

接続様式 

3/4" (DN20)、1″(DN25)、1-1/2″(DN40)、2″(DN50)

Tri-Clamp - ASME BPE/DIN/ISO 、
ﾌﾗﾝｼﾞ- 150/300＃、PN25/40

　ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ　FDA認証ﾊﾞｲﾄﾝ

最高供給圧   接続口径による

接液部材質
表面仕上げ

ASTM A351 CF8M(316SS)、又はCF3M(316LSS) 　
内外部鋳造ﾎﾞﾃﾞｨと部材、電解研磨後最小3.3Raμm  

ｼｰﾄ/ﾌﾟﾗｸﾞ　ASTM A479 316L(ﾌﾟﾗｸﾞはFDA認証ﾊﾞｲﾄﾝ)



ｻﾆﾀﾘｰﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾕｰｻﾞｰ情報

• 米国西海岸に所在の某製薬ﾒｰｶｰはMk9020ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞをｸﾘｰﾝ圧縮空気とｶﾞｽ用に使用中。

• ﾄﾞｲﾂの多国籍ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ企業はMk9020D(DIN規格)を様々なﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑと圧縮ｶﾞｽの用例向けに使用。

• 東南ｱｼﾞｱの新たなﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ企業はMk9020を製品開発工場の内部凝縮水ﾊﾞｲﾊﾟｽ系に使用。
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Mark 9020 ｼﾘｰｽﾞ- ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
Tri-Clamp、管溶接、ASME BPE、DIN、ISO 
ﾎﾞｱ径 = 接続内径

製品概要と用例
三分割型のﾌﾙﾎﾞｱ・ｻﾆﾀﾘｰﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞで316Lｽﾃﾝﾚｽ製、ﾊﾞｲｵ
医薬や製薬関連用例向けのASME BPE 設計規則に準拠してい
ます。

• ｸﾘｰﾝ設備: ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ、USP PW、CIP、酸や溶剤
• ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• 空気圧紛体搬送
• ﾌﾟﾛｾｽやｸﾘｰﾝ設備の汚染物系

特色
• 内部ﾎﾟｰﾄ部径は全口径共に

入口/出口径と同一で、接続
部に残留なし

• ｽﾃﾑｼｰﾙは直接負荷式
• ｵﾌﾟｼｮﾝで内部凝縮水排出とﾊﾟｰｼﾞ

ﾎﾟｰﾄ、延長ｽﾃﾑあり
• ｽﾃﾑ接地は標準
• ISO 5211 ｱｸﾁｭｴｰﾀｰ取付ﾌﾗﾝｼﾞ

• さねはぎ式ｼｰﾙがｶﾞｽｹｯﾄの収ま
りを良くし、振動に関わらず
正確に保持する

• 飛出し防止ｽﾃﾑｼｰﾙ

• ｵﾌﾟｼｮﾝで非BPE用例向けに
密閉式ｼｰﾙあり
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仕様概要

接液部材質
表面仕上げ

ｼｰﾄ/ｼｰﾙ材

接続口径

接続様式 

1/2″(DN15)～4″(DN100)

ASME BPE、Tri-Clamp、又は延長管溶接
DIN 11866-A/B(ISO)延長管溶接 標準在庫

   最高圧力/温度  6.9MPa @ 38℃、3.45MPa @ 146℃

TFM1600非密閉式ｼｰﾄ/ｼｰﾙ、
FDA USP<88>ｸﾗｽⅥ、USP<87> 

ASTM A351 CF8M(316SS)/<3%、又は1%ﾌｪﾗｲﾄ含有
SF1、0.5Raμm機械研磨/標準
SF4、0.4Raμm電解研磨/ｵﾌﾟｼｮﾝ



Mark 901 ｼﾘｰｽﾞ- ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

特色
• 施錠式ﾊﾝﾄﾞﾙで誤ったﾊﾞﾙﾌﾞ開

閉を排除

•

• 配管に取り付けた状態で保守
作業可

• 飛出し防止ｽﾃﾑ
• 直接負荷式ｽﾃﾑｼｰﾙで、ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ部

にはﾈｼﾞ機構なし
• 内部には鋭角部がなく滑らかな

仕上がり

44      Steriflow Valve    //   清 浄性、精密性、信頼性 

Tri-Clamp、密閉式、 
ﾎﾞｱ径 = 接続内径

製品概要と用例
三分割型のﾌﾙﾎﾞｱ・ｻﾆﾀﾘｰﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞで316Lｽﾃﾝﾚｽ製、製薬、
食品/飲料や健康/美容関連製品用例向けです。

• ｸﾘｰﾝ設備: ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ、洗浄水、CIP、酸や溶剤
• ｸﾘｰﾝ圧縮空気やｶﾞｽ
• 空気圧紛体搬送
• ﾌﾟﾛｾｽ排出系

• ﾌﾟﾛｾｽ供給系: ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ用水、USP PW(純水）

• 食品/飲料や健康/美容関連製品供給系と産出系

1/2″(DN15)～4″(DN100)

仕様概要

接液部材質
表面仕上げ

ｼｰﾄ/ｼｰﾙ材 PTFE(TF1641)密閉式ｼｰﾄ/ｼｰﾙ(FDA/USP ｸﾗｽⅥ認証
樹脂)

ASTM A351 CF8M(316SS)
ASME BPE SF1、0.5Raμm(機械研磨)、外部は鋳造肌

接続口径

　　   接続様式 ASME BPE、Tri-Clamp

 最高圧力/温度  6.9MPa @ 38℃、1.38MPa @ 150℃
内部ﾎﾟｰﾄ部径は全口径共に
入口/出口径と同一で、接続
部に残留なし



ｻﾆﾀﾘｰ
ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ

• ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ所在のﾊﾞｲｵ医薬企業はﾃﾌﾛﾝｼｰﾄでｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ荷重式のｻﾆﾀﾘｰﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞが異物発生の源である事を認
識されていました。当ﾒｰｶｰが弊社のSVCﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞを窒素ｶﾞｽを使用し一か月余りのｻｲｸﾙﾃｽﾄを実施後、
結果良好で、これ以降新たな製品開発時にこのｼﾘｰｽﾞの使用を指定されておられます。

• 欧州の多国籍ﾊﾞｲｵ医薬企業は弊社のﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞを移動式ﾌﾟﾛｾｽや製薬容器間からの窒素ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｶﾞｽの
漏れ防止用として使用されています。

• 弊社の下降流ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞはこのｻﾆﾀﾘｰ式では初の製品であります。ﾊﾞｯﾌｧｰ希釈装置ﾒｰｶｰがSVCｼﾘｰｽﾞ
を汚染物ﾗｲﾝの排出系逆流防止用として使用されています。

ﾊﾞｲｵ医薬ﾌﾟﾛｾｽの設計ｴﾝｼﾞﾆｱは、通常ｻﾆﾀﾘｰ用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞをWFIやﾊﾞｯﾌｧｰ、又はﾌﾟﾛｾｽへの直
接配管使用に関し決して満足されてはいません。凹部や露出したｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、多数の異物と流量増加時
の差圧上昇を伴うｸﾗｯｷﾝｸﾞ圧等が、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ/ｽﾃﾑｶﾞｲﾄﾞ式ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞが使用されない理由です。
これらがSVC、並びにSHCｼﾘｰｽﾞﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ開発の理由でした。

ﾕｰｻﾞｰ情報
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SHC ｼﾘｰｽﾞ- ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ
水平系、低～高流量
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ無し、凹部無し

特色
• ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞとｽﾃﾑｶﾞｲﾄﾞの排除

- 汚染微生物やﾊﾞｸﾃﾘｱ発生部の排除
- 異物発生の削減

• 残留部無し
• 機械式ﾁｪｯｸ弁と比べ、流量増加

時に最少の圧力損失で高流量に
対応する、極めて低いｸﾗｯｷﾝｸﾞ
(開)圧力
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製品概要と用例
二分割・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ不使用の水平配管型ﾁｪｯｸ弁で、 ﾊﾞｲｵ医薬、
製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰで使用され
るﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｾｽ流体や純水用例向けです。 

• 分離  遠心分離機汚染系逆流防止

• 精製  汚染物の逆流防止

• 飲料/食品、健康/美容関連ﾌ製品ﾟﾛｾｽ用供給/産出系、
純水やｸﾘｰﾝ設備への逆流防止

• ﾎﾟﾝﾌﾟの出力圧維持や圧力分岐系

• WFI循環系  ﾎﾟﾝﾌﾟ出口の逆流防止

• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰの前処理  希釈中の逆流防止

• 上流ﾌﾟﾛｾｽ  散布ｶﾞｽ逆流防止

1/2″(DN15)～2″(DN50)

仕様概要

O-ﾘﾝｸﾞ材質

ｸﾗｯｷﾝｸﾞ圧　 ﾎﾟﾘﾏｰﾃﾞｨｽｸ/27.6Pa、316SS/EPDMﾃﾞｨｽｸ/87.6Pa
多種、FDA/USP ｸﾗｽⅥ 

接続口径 
接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接

　Cv値  3.4~23.1

最高圧力/温度     1.6MPa @ 38℃、最高温度はｼｰﾙとﾃﾞｨｽｸ材質による

ASME SA479 316L(UNS 31603)/標準、
EN 10272 : 2000 GR 1.4335、AL-6XN®、Hastelloy®
C-22、他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

接液部材質

ﾃﾞｨｽｸ材質     316/EPDM、ﾃﾌﾛﾝ、PEEK(全金属材共にFDA/USPｸﾗｽⅥ)

金属材表面仕上げ ASME BPE SF5 0.5Raμm電解研磨/標準
0.2Raμm電解研磨/ｵﾌﾟｼｮﾝ
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垂直下降流 - 排出系
低～高流量、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ無し、凹部無し

製品概要と用例
二分割・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ不使用の垂直下向流配管型ﾁｪｯｸ弁で、 
ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰ
で使用されるﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｾｽ流体や純水用例向けです。

• WFI単独系  ﾎﾟﾝﾌﾟ出口の逆流防止

• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰの前処理  希釈中の逆流防止

• 分離  遠心分離機汚染系逆流防止

• 精製  汚染物の逆流防止

• ｱｼﾞﾃｰﾀｰやﾎﾟﾝﾌﾟの出力圧維持や圧力分岐系

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ用供給/産出系、
純水やｸﾘｰﾝ設備への逆流防止  

1/2″(DN15)～2″(DN50)

仕様概要

ｶﾞｽｹｯﾄ材質

ｸﾗｯｷﾝｸﾞ圧    ﾊﾞﾙﾌﾞは常時開、水溶性流体が出口排出系に上昇時
のみ閉

多種（FDA/USP ｸﾗｽⅥ） 

接続口径 
接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接

　Cv値  3.5~58.6

最高圧力/温度    1.6MPa @ 38℃、最高温度はﾃﾞｨｽｸとｶﾞｽｹｯﾄ材質による     

ASTM A479 316LSS、又はｵﾌﾟｼｮﾝ DIN14435 接液部材質

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(全材質、FDA/USPｸﾗｽⅥ)ﾃﾞｨｽｸ材質

金属材表面仕上げ ASME BPE 0.5Raμm電解研磨/標準
0.2Raμm電解研磨/ｵﾌﾟｼｮﾝ

特色

• 最初で唯一の垂直下向流ｻﾆﾀﾘｰﾁｪｯｸ
ﾊﾞﾙﾌﾞで、常時開、且つ自己排出型

• ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞとｽﾃﾑｶﾞｲﾄﾞの排除
- 汚染微生物やﾊﾞｸﾃﾘｱ発生部の排除
- 異物発生の削減

• 極めて低いｸﾗｯｷﾝｸﾞ(開)圧力

• 機械式ﾁｪｯｸ弁と比べ、流量増加時
に最少の圧力損失で高流量に対応
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製品概要と用例
二分割・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ不使用の垂直上昇流配管型ﾁｪｯｸ弁で、 

1/2″(DN15)～3″(DN80)

仕様概要
接続口径 
接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、管溶接

　Cv値  3.5~58.6

特色

• ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞとｽﾃﾑｶﾞｲﾄﾞの排除
- 汚染微生物やﾊﾞｸﾃﾘｱ発生部の排除
- 異物発生の削減

• 機械式ﾁｪｯｸ弁と比べ、流量増加
時に最少の圧力損失で高流量に
対応する、極めて低いｸﾗｯｷﾝｸﾞ
(開)圧力

垂直上昇流、低～高流量
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ無し、凹部無し

ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰ
で使用されるﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｾｽ流体や純水用例向けです。

• WFI循環系  垂直上昇系、ﾎﾟﾝﾌﾟ出口の逆流防止

• WFI循環系、予備ﾎﾟﾝﾌﾟ-確認用 垂直上昇系、高温WFIﾌﾞﾘｰﾄﾞ
の逆流精密ﾌﾞﾘｰﾄﾞ系予備ﾎﾟﾝﾌﾟ出口

• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰの前処理  希釈中の逆流防止

• ﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ 容器底部入口用散布系逆流防止

• ﾌﾟﾛｾｽ容器  排出系ﾌｨﾙﾀｰ上流で過圧及び真空の防止

• 飲料/食品、健康/美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ用供給/産出系、
純水やｸﾘｰﾝ設備への逆流防止  

ｶﾞｽｹｯﾄ材質

ｸﾗｯｷﾝｸﾞ圧     ﾎﾟﾘﾏｰﾃﾞｨｽｸ/27.6Pa、316SS/EPDMﾃﾞｨｽｸ/87.6Pa

多種（FDA/USP ｸﾗｽⅥ） 

最高圧力/温度    1.6MPa @ 38℃、最高温度はﾃﾞｨｽｸとｶﾞｽｹｯﾄ材質による     

ASTM A479 316LSS、又はｵﾌﾟｼｮﾝ DIN14435 接液部材質

ﾃﾞｨｽｸ材質     316/EPDM、ﾃﾌﾛﾝ、PEEK(全材質、FDA/USPｸﾗｽⅥ)

金属材表面仕上げ ASME BPE 0.5Raμm電解研磨/標準
0.2Raμm電解研磨/ｵﾌﾟｼｮﾝ



ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ、SIP
補器類

ﾊﾞｲｵ医薬ﾌﾟﾛｾｽの設計、及び保守ｴﾝｼﾞﾆｱは、SIP時の凝縮水排出用ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟの選定には二つ
の重要な基準、低いｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ作働と保守の信頼性を認識されています。
この二つが欠けていては低SIP加熱、若しくは温度確認ｾﾝｻｰの警報による不本意な作業停滞が生じ
ます。Steriflowｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟはこの二項に特化した要素を元にﾃﾞｻﾞｲﾝされています。

• ﾌﾟｴﾙﾄﾘｺ所在の製薬/充填/完了工場では弊社のSSC(ｻﾆﾀﾘｰｻﾌﾞｸｰﾙｺﾝﾃﾞﾝｻｰ)とMk93ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟを使用し、
製薬容器のSIP加熱時間を凡そ10分余りも改善しました。

• 中西部所在のﾊﾞｲｵ医薬工場では大型容器向けにMk934ﾄﾗｯﾌﾟをCIP、すすぎとSIP用に、容器下にﾊﾞ
ｲﾊﾟｽ系を構築することなく用いています。
ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの他のﾕｰｻﾞｰはﾌﾟﾛｾｽ容器の排出時間の短縮に満足されています。

• 欧州の多国籍ﾕｰｻﾞｰは小規模なﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄにおける試験中に、Mk93ｼﾘｰｽﾞが低ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ性と最上
の機能を持つことにまず最初に気が付かれました。当顧客はこれ以降、Mk93を全社の標準機器と
定め、極めて多数量を発注頂いおります。
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Mark 93 ｼﾘｰｽﾞ- ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ
中～高流量、 1.7℃以下の ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ作動

製品概要と用例
二分割Tri-clamp式ﾎﾞﾃﾞｨ、ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ、中～高流量のｻｰﾓｽﾀﾃｨｯｸ型
ｻﾆﾀﾘｰｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟです。垂直、又は水平の入口と出口配管で、ﾊﾞｲｵ
医薬、無菌飲料/食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰのﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑSIP
や循環排出系で使用されます。  

• ﾌﾟﾛｾｽ容器の上下流: 小型～中型の容器、又は大型容器ﾊﾞｲﾊﾟｽ循
環系ﾄﾗｯﾌﾟ、確証用SIP排出用例

• ﾌﾟﾛｾｽの上下流: 確証用SIP管排出用例
• 滅菌ﾌｨﾙﾀｰ: ﾌｨﾙﾀｰからの確証用SIP凝縮水
• ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ分配: 循環排出とPCV排出の単独系用例
• 空気系のｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ加湿排出

特色
• 低ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ性が温度確証の誤認

によるSIP遅延の可能性を削減

• 低全高により高いｻﾌﾞｸｰﾙ性の
競合製品の交換に寄与

• 容易なｴﾚﾒﾝﾄ交換(ﾍﾞﾛｰｽﾞｱｯ
ｾﾝﾌﾞﾘｰを単一方向に装入する
のみ)、錯誤防止

• 新ﾃﾞｻﾞｲﾝが十分な流量を低ｻﾌﾞ
ｸｰﾘﾝｸﾞ性の加熱排出物の改善
と共にもたらす

• 垂直配管時(出口側が下向き）
は自己排出性あり - 垂直、若し
くは水平配管可

• 鍛造材ﾎﾞﾃﾞｨは競合製品に比べ、
凹部や微細な割れが少ない

仕様概要
接続口径 1/2" (DN15)、3/4" (DN20)、1" (DN25)、1-1/2" (DN40)

取付方向性 垂直、水平

接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、及び管溶接

最大圧力@温度 1MPa @ 177℃
最大許容差圧 MK93: 0.07MPa - 0.34MPa 

MK93 ｵﾌﾟｼｮﾝ: 0.31MPa - 0.62MPa

材質 接液部ﾎﾞﾃﾞｨ/ﾌﾟﾗｸﾞ: ASME A479 316L(UNS31603)/標準、
EN10272 :  2000GR1.4435はｵﾌﾟｼｮﾝ

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ : 多種類、全材質共にFDA / USP ｸﾗｽVI

　Cv値 3.8 

ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ
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表面仕上 内部 SF1 0.5Raμm/標準   
SF5 0.5Raμm電解研磨、又は別処理/ｵﾌﾟｼｮﾝ  

1.7℃以下
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Mark 93JR ｼﾘｰｽﾞ-ｸﾘｰﾝｽﾁﾑﾄﾗｯﾌﾟ
ｺﾝﾊﾟｸﾄ、低～中流量
1.7℃以下のｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ作動

製品概要と用例
ｺﾝﾊﾟｸﾄ二分割Tri-clamp式ﾎﾞﾃﾞｨ、ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ、低～中流量のｻｰﾓｽﾀﾃｨｯ
ｸ型ｻﾆﾀﾘｰｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟです。ﾊﾞｲｵ医薬、無菌飲料/食品や健康、及び美
容関連製品ﾒｰｶｰのﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑSIP
や循環排出系で使用されます。

• ﾌﾟﾛｾｽ容器の上下流: 小型～中型の容器、又は大型容器ﾊﾞｲﾊﾟｽ循
環系ﾄﾗｯﾌﾟ、確証用SIP排出用例

• ﾌﾟﾛｾｽの上下流: 確証用SIP管排出用例
• 滅菌ﾌｨﾙﾀｰ: ﾌｨﾙﾀｰからの確証用SIP凝縮水
• ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ分配: 循環排出とPCV排出の単独系用例
• 空気系のｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ加湿排出

仕様概要
接続口径 1/4" (DN8)、1/2" (DN15)、3/4" (DN20)、1" (DN25)

取付方向性
接続様式 

垂直
ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、及び管溶接

最大圧力@温度 1MPa @ 177℃
最大許容差圧 0.07MPa - 0.69MPa

特色
• 低ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ性が温度確証の誤認

によるSIP遅延の可能性を削減

• 低全高により高いｻﾌﾞｸｰﾙ性の競
合製品の交換に寄与

• 容易なｴﾚﾒﾝﾄ交換(ﾍﾞﾛｰｽﾞｱｯ
ｾﾝﾌﾞﾘｰを単一方向に装入するの
み)、錯誤防止

• 新ﾃﾞｻﾞｲﾝが十分な流量を低ｻﾌﾞｸｰ
ﾘﾝｸﾞ性の加熱排出物の改善と共
にもたらす

• 垂直取付け(ﾎﾞﾃﾞｨ出口側下向き)
の場合、垂直、水平接続に関わ
らず自己排出性あり

材質 接液部ﾎﾞﾃﾞｨ/ﾌﾟﾗｸﾞ: ASME A479 316L(UNS31603)/標準、
EN10272 :  2000GR1.4435はｵﾌﾟｼｮﾝ

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ : 多種類、全材質共にFDA / USP ｸﾗｽVI

　Cv値 冷水、1.31 

ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ

表面仕上 内部 SF1 0.5Raμm/標準   
SF5 0.5Raμm電解研磨、又は別処理/ｵﾌﾟｼｮﾝ  

1.7℃以下
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製品概要と用例
ｺﾝﾊﾟｸﾄ二分割ﾈ  ｼﾞ配管式ﾎ  ﾞﾃﾞｨ、ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ、低～中流量で1.7℃の
ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ作動のｻｰﾓｽﾀﾃｨｯｸ型ｻﾆﾀﾘｰｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟです。垂直の入/出口が
ねじ込み式配管で、特にﾊﾞｲｵ医薬、飲料/食品のﾊﾟｲﾛｯﾄ、試作装置ﾒｰ
ｶｰや健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰのﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑSIPや循環排出系で使用
されます。

• ﾌﾟﾛｾｽ容器の上下流: 小型～中型の容器の確証用SIP排出用例

• ﾌﾟﾛｾｽの上下流: 確証用SIP管排出用例
• ﾌｨﾙﾀｰ: 小ﾌｨﾙﾀｰからの確証用SIP排出
• ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ分配: 排出系

仕様概要
接続口径 1/4" (DN8)、3/8"(DN10),1/2" (DN15)、

取付方向性

接続様式 

3/4" (DN20)、1" (DN25)
垂直
NPT/標準、BSP、EN ISO228-1/ｵﾌﾟｼｮﾝ

最大常用圧       0.62MPa 
最大許容圧       1MPa
最大許容温度    177℃

最大作動状態

ﾈｼﾞ込配管式ｺﾝﾊﾟｸﾄ、低～中流量
1.7℃以下のｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ作動

特色
• 低ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ性が温度確証の誤認

によるSIP遅延の可能性を削減

• 低全高により高いｻﾌﾞｸｰﾙ性の
競合製品の交換に寄与

• 316LSS鍛造製のｺﾝﾊﾟｸﾄな構造

• 主要三部品のみのｼﾝﾌﾟﾙな構造
で、競合製品に比べひびや微
細な割れが少ない

• 垂直取付け(ﾎﾞﾃﾞｨ出口側下向
き)の場合、垂直、水平接続に
関わらず自己排出性あり

最大許容差圧 Mk93TH    0.07 - 0.34MPa
Mk93THｵﾌﾟｼｮﾝ   0.31 - 0.62MPa

材質 接液部ﾎﾞﾃﾞｨ/ﾌﾟﾗｸﾞ: ASME A479 316L(UNS31603)/標準、
EN10272 :  2000GR1.4435はｵﾌﾟｼｮﾝ

O-ﾘﾝｸﾞ: ﾃﾌﾛﾝ/ﾊﾞｲﾄﾝ、FDA / USP ｸﾗｽVI適合

　Cv値 冷水、1.63 

ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ

表面仕上 内部 SF1 0.5Raμm/標準   
SF5 0.5Raμm電解研磨、又は別処理/ｵﾌﾟｼｮﾝ  

1.7℃以下



Mark 94 ｼﾘｰｽﾞ- ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ
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高流量、1.7℃以下のｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ作動

製品概要と用例
ｺﾝﾊﾟｸﾄ二分割Tri-clamp式ﾎﾞﾃﾞｨ、ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ、高流量のｻｰﾓｽﾀﾃｨｯｸ型
ｻﾆﾀﾘｰｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟです。垂直、又は水平の入口と出口配管で、ﾊﾞｲｵ
医薬、無菌飲料/食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰのﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑSIP
や循環排出系で使用されます。

• ﾌﾟﾛｾｽ容器の上下流: 中型の容器、ﾊﾞｲﾊﾟｽ循環系ﾄﾗｯﾌﾟ、確証用
SIP排出用例

• ﾌﾟﾛｾｽの上下流: 確証用SIP管排出用例
• 滅菌ﾌｨﾙﾀｰ: ﾌｨﾙﾀｰからの確証用SIP凝縮水

仕様概要
接続口径 3/4" (DN20)、1" (DN25)、1-1/2"(DN40)

取付方向性 垂直、水平

接続規格 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、及び管溶接最

最大作動圧力 0.34MPa

材質

　Cv値 

ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ

表面仕上

　    最大圧力@温度    1MPa @ 177℃

特色
• 低ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ性が温度確証の誤

認によるSIP遅延の可能性を削減

• 容易なｴﾚﾒﾝﾄ交換(ﾍﾞﾛｰｽﾞｱｯ
ｾﾝﾌﾞﾘｰを単一方向に装入するの
み)、錯誤防止

• 新ﾃﾞｻﾞｲﾝが十分な流量を低ｻﾌﾞ
ｸｰﾘﾝｸﾞ性の加熱排出物の改善と
共にもたらす

• 垂直取付け(ﾎﾞﾃﾞｨ出口側下向き)
の場合、垂直、水平接続に関わ
らず自己排出性あり 

• 鍛造材ﾎﾞﾃﾞｨは競合製品に比
べ、ﾋﾋﾞや微細な割れが少ない

接液部ﾎﾞﾃﾞｨ/ﾌﾟﾗｸﾞ: ASME A479 316L(UNS31603)/標準、
EN10272 :  2000GR1.4435はｵﾌﾟｼｮﾝ

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ : 多種類、全材質共にFDA / USP ｸﾗｽVI

4.0
内部 SF1 0.5Raμm/標準   
SF5 0.5Raμm電解研磨、又は別処理/ｵﾌﾟｼｮﾝ  

1.7℃以下



特色

• ﾌﾟﾗﾝﾄの有効性向上: ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁の削
減は加熱時、及び85℃に達する前
のﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑの排出をさせず、浪費
の減少
ｽﾁｰﾑ全量が容器を加熱させる

• 低ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ性が温度確証誤認と
SIP遅延の可能性を減じる

• 超大型ﾌﾟﾛｾｽ容器、及び設備用
• 垂直取付け(ﾎﾞﾃﾞｨ出口側下向き)の
場合、垂直、水平接続に関わらず
自己排出性あり
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Mark 934 ｼﾘｰｽﾞ- ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ
高～超高流量
1.7℃以下のｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ作動

製品概要と用例
三分割ﾎﾞﾙﾄ締結式ﾎﾞﾃﾞｨ、ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ、大容量のｻｰﾓｽﾀﾃｨｯｸ型ｻﾆﾀﾘｰ
ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟです。ﾊﾞｲｵ医薬、無菌飲料/食品や健康、及び美容関連
製品ﾒｰｶｰの
ﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑSIPや循環排出系で使用されます。

• ﾌﾟﾛｾｽ容器の上下流: 大型の容器、確証用SIP排出用例

• ﾌﾟﾛｾｽ容器の上下流:
- 大型容器のSIPﾊﾞｲﾊﾟｽ循環系の代替
- 超大型容器からの確証用SIP排出系

• 大型ﾌｨﾙﾀｰ: 確証用SIP排出

仕様概要

接続口径 1" (DN25)、1-1/2"(DN40)、2"(DN50)
取付方向性 垂直、水平

接続様式 ASME、DIN、ISO Tri-Clamp、及び管溶接最

0.34MPa最大作動圧力 

• 充填装置や他の大容量確証用SIP排出

• 大型ｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞ

大許容圧力@温度    1MPa @ 177℃

• 重要な経費削減: Mk934は内臓
ﾊﾞｲﾊﾟｽ 式で、容器下側に必要な
ｸﾘｰﾝ設備用の自動三方ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁
を必要としない

　Cv値 

ｻﾌﾞｸｰﾘﾝｸﾞ

表面仕上

接液部ﾎﾞﾃﾞｨ/ﾌﾟﾗｸﾞ: ASME A479 316L(UNS31603)/標準、
EN10272 :  2000GR1.4435はｵﾌﾟｼｮﾝ

ﾎﾞﾃﾞｨｶﾞｽｹｯﾄ : 多種類、全材質共にFDA / USP ｸﾗｽVI

5.7 
内部 SF1 0.5Raμm/標準   
SF5 0.5Raμm電解研磨、又は別処理/ｵﾌﾟｼｮﾝ  

1.7℃以下

　　材質



SSC ｼﾘｰｽﾞ- ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ 
ｻﾌﾞｸｰﾙｺﾝﾝﾃﾞﾝｻｰ
ｺﾝﾊﾟｸﾄ、確証SIPｾﾝｻｰ/ｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ
排出系装着

製品概要と用例
ｺﾝﾊﾟｸﾄで排出系に配管するｻﾆﾀﾘｰ凝縮水ﾁｬﾝﾊﾞｰとｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟを複合
し、従来のｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟと確認用ｾﾝｻｰ間の300～400mmの配管長を
廃止、又は削減します。
加熱時間(排出改善)を短縮し、温度保持(確認警報)の間、凝縮水の
上昇を防止します。

• ﾌﾟﾛｾｽ容器の上流、下流側:
- 正確な加熱と確認用ｾﾝｻｰ警報の除去
- 配管ｽﾍﾟｰｽに制約がある確証SIP排出系/ﾄﾗｯﾌﾟの取付を許容

• 可搬、若しくは固定した製薬容器: 定置された確証排出系による
SIP加熱の促進

特色
• ﾌﾟﾛｾｽの有効性増進:

- SIP加熱時間の短縮
- SIP確認温度警報の削減

• ﾄﾗｯﾌﾟがﾍﾞﾛｰｽﾞを収縮しｵﾘﾌｨｽを
開ける前に凝縮水を冷却し排出
増加

• 当機器の購入は個別の機器購
入に比べ総体的なｺｽﾄの削減と
なる

• 確証SIPｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟの下流側ｽﾍﾟｰｽ
を80%削減

仕様概要
        接続口径　3/4" ASME BPE 、Tri-clamp/標準

最大作動圧力 1MPa 
備考: 機器の最大作動圧力は装着されたｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟ
により異なる

容量 容量は排出側に配管されたﾄﾗｯﾌﾟによる
当器はｽﾁｰﾑﾄﾗｯﾌﾟがﾍﾞﾛｰｽﾞを収縮しｵﾘﾌｨｽを開け
る前に凝縮水を冷却する

放射/対流熱損失
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流入した凝縮水を周囲温度下で平均17℃冷却

表面仕上

ASME A479 316L(UNS31603)/標準、
EN10272 :  2000GR1.4435、AL-6XN®、Hastelloy®、　
C-22、他の材質はｵﾌﾟｼｮﾝ

内部 SF1 0.5Raμm/標準   
SF5 0.5Raμm電解研磨、又は別処理/ｵﾌﾟｼｮﾝ 

　　材質



CSDT ｼﾘｰｽ  ゙- ｺﾝﾊﾟｸﾄ
ｻﾆﾀﾘｰﾃﾞｨｽｸﾄﾗｯﾌﾟ
ｸﾘｰﾝ設備の工場用ｽﾁｰﾑの排出系

製品概要と用例
研磨処理、Tri-clamp接続、低～高流量のｻｰﾓﾀﾞｲﾅﾐｯｸ型ｻﾆﾀﾘｰｽﾁｰ
ﾑﾄﾗｯﾌﾟです。工場用ｽﾁｰﾑ系やﾊﾞｲｵ医薬のｸﾘｰﾝルーム環境における
非確証ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ系に水平、又は垂直取付します。
また、食品/飲料や健康/美容関連製品の用例向けにも使用できま
す。

• ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ環境における工場用ｽﾁｰﾑや非確証ｽﾁｰﾑの凝縮水排出系:
- 熱交換器
- 容器断熱ｼﾞｬｹｯﾄ
- WFI 蒸留器
- ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ発生器

特色
• 316L ﾎﾞﾃﾞｨ
• 取付方向性なし
• 316L鋳造材ﾎﾞﾃﾞｨ、

外部は20 Ra(0.5μm)仕上げが標準
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仕様概要
接続口径 1/2" (DN15)、3/4" (DN20)

取付方向性 垂直(推奨)、水平
接続様式　 ASME BPE Tri-Clamp

材質

表面仕上 

ﾎﾞﾃﾞｨ  AISI 316L 鋳造材
ﾃﾞｨｽｸ  AISI 316L

内部  鋳物材機械加工 
外部  0.5Raμm機械研磨/標準、

但し、ねじ込ｷｬｯﾌﾟとﾎﾞﾃﾞｨの接合部は除く

　1.56MPa @ 450℃最大許容圧力/温度



ｲﾝﾗｲﾝｻｲﾄｸﾞﾗｽ、
ｻｲﾄｸﾞﾗｽｳｨﾝﾄﾞｰ

Steriflowｲﾝﾗｲﾝｻｲﾄｸﾞﾗｽは単純な構造です。精密加工された二つのﾎﾞﾃﾞｨ部品と厳しく寸法管理された
ﾎﾞﾛｼﾘｹｰﾄｶﾞﾗｽ管、及び二個のO-ﾘﾝｸﾞからなっています。しかしながら、他の競合製品に比べ良好な
機能を備えております。

• 二つの大きな窓が貴社の加圧されたﾌﾟﾛｾｽの最適な目視監視を可能とします。

• 正確な金属ﾈｼﾞ部がO-ﾘﾝｸﾞの圧縮(最少内径隆起)やｶﾞﾗｽに影響する管部のﾄﾙｸを制限します。
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SG ｼﾘｰｽﾞ
ｲﾝﾗｲﾝｻｲﾄｸﾞﾗｽ、Tri-Clamp

製品概要と用例
ｲﾝﾗｲﾝ式 Tri-clamp接合、ﾎﾞﾛｼﾘｹｰﾄ製双ｳｨﾝﾄﾞｰｻｲﾄｸﾞﾗｽ。
この製品はﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料/食品や健康、及び美容関連
製品ﾒｰｶｰのﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｾｽ、各種流体や純水用例向けです。

• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理系: 混合と透明度の監視
• 上流ﾌﾟﾛｾｽ: 供給系と産出系の監視
• かん流: 濃縮液、又は透過度
• 分離: 拡散、又は濾過工程
• 精製:

- ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ: ﾌﾟﾛｾｽ流、泡の検知
- 高精密濾過: ﾌﾟﾛｾｽ

• 飲料/食品や健康、及び美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ混合監視

特色
• ﾌﾙﾎﾞｱ流路
• 広い監視部

- 一対の広い窓
• 金属部がO-ﾘﾝｸﾞの圧縮(最少内

径隆起)やｶﾞﾗｽに影響する管部
のﾄﾙｸを制限

• ｺﾝﾊﾟｸﾄ
• CIP、SIPに対応
• 表面仕上げ SF1、20 Ra機械研磨

(0.5μm)、電解研磨ｵﾌﾟｼｮﾝ
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仕様概要
接続口径 1/2" (DN15)、3/4" (DN20)、1" (DN25)、1-1/2"(DN40)

2"(DN50)、2-1/2"(DN65)、3"(DN80)、4"(DN100)

ASME BPE Tri-Clamp、DIN ISO Tri-Clamp/ｵﾌﾟｼｮﾝ接続様式 

最大圧力@温度 1MPa、温度はO-ﾘﾝｸﾞ材質による 

材質  ASTM A479 316L/標準、
 DIN1.4435、他の材質/ｵﾌﾟｼｮﾝ

　　　

ﾎﾞﾛｼﾘｹｰﾄｶﾞﾗｽ
O-ﾘﾝｸﾞEPDM、ﾊﾞｲﾄﾝ、ｼﾘｺﾝ、FEPｼﾘｺﾝ、
ﾊﾟｰ ﾗｽﾄ(FFKM) /全材質共にFDA/USP ｸﾗｽⅥ適合

     内部 ASME BPE SF1 0.5Raμm 機械研磨/標準　　　  
     外部  0.8Raμm機械研磨/標準、電解研磨/ｵﾌﾟｼｮﾝ

表面仕上



SGW ｼﾘｰｽﾞ
ｻｲﾄｸﾞﾗｽｳｨﾝﾄﾞｰ、Tri-Clamp

Description & Application:
Tri-clamp接合式ｻｲﾄｸﾞﾗｽｳｨﾝﾄﾞｰで、ﾊﾞｲｵ医薬、製薬、飲料/
食品や健康、及び美容関連製品ﾒｰｶｰのﾊﾞｲｵﾌﾟﾛｾｽ、各種流体
容器と大径配管の監視用例向けです。

特色
• 広い監視ｴﾘｱ
• ｺﾝﾊﾟｸﾄ
• 強度大:

一体成型ｶﾞﾗｽとDuplexｽﾃﾝﾚｽ
ｽﾁｰﾙを使用

• 衛生的構造:
ｶﾞﾗｽと金属部間に他の部材がな
く、切れ目も微細な割れもなし

• CIPとSIPに対応
• SF5表面仕上げが標準
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• 流体/ﾊﾞｯﾌｧｰ前処理系: 混合と透明度の監視
• 上流ﾌﾟﾛｾｽ: 供給系と産出系の監視
• かん流: 濃縮液、又は透過度
• 分離: 拡散、又は濾過工程
• 精製:

- ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨ: ﾌﾟﾛｾｽ流、泡の検知
- 高精密濾過: ﾌﾟﾛｾｽ

• 飲料/食品や健康、及び美容関連製品ﾌﾟﾛｾｽ混合監視

仕様概要
接続口径 1/2" (DN15)、3/4" (DN20)、1" (DN25)、1-1/2"(DN40)

接続様式 

最大圧力@温度 

2"(DN50)、2-1/2"(DN65)、3"(DN80)、4"(DN100)

ASME BPE Tri-Clamp、他規格は問合せ要　

接続口径による、ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ参照 

材質  Duplexｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ(UNS 31803/32205)
ﾎﾞﾛｼﾘｹｰﾄｶﾞﾗｽ
ｶﾞｽｹｯﾄ、及びｸﾗﾝﾌﾟはﾕｰｻﾞｰ手配

内部 ASME BPE SF1 0.5Raμm 電解研磨/標準、
外部  0.5Raμm電解研磨/標準　

表面仕上



ｻﾝﾌﾟﾙｸｰﾗｰ

品質管理ｴﾝｼﾞﾆｱ
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Steriflow ｻﾝﾌﾟﾙｸｰﾗｰは、弊社が試した他の製品より高い
品質規格で製作されています。
まず外部構造に施された処置をご覧になれます。
但し、それ以上の内容がございます。ｻﾝﾌﾟﾙ入口から
出口まで単一で切断のない無傷のｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞはｻﾝﾌﾟﾙ中
に汚染物発生の可能性を排除します。
ｼﾝﾌﾟﾙが正に有効です。



SC ｼﾘ-ｽﾞ
固定設置型とﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型

製品概要と用例
316L製ｻﾝﾌﾟﾙｸｰﾗｰは容器と螺旋管熱交換器からなり、特に
ﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑ、WFIや主系統流経由のUSP PWや冷水の凝縮と冷却に
用いられます
ｻﾝﾌﾟﾙは上流に配管された流量調節弁により精密調整され、
ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞへ流入し、ｸｰﾗｰ底部から安全、且つ室温で無菌抽出さ
れます。冷却流体は容器の中を反対方向に流れ、熱水を効率よく
減温します。ｻﾝﾌﾟﾙｸｰﾗｰはASME BPEの規定したｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づ
き設計と製作が行われています。

• SC60/SC50はｻﾝﾌﾟﾙ抽出場所に固定設置されます
• SC50はTri-clamp接続式ﾎﾞﾃﾞｨで、ﾁｭｰﾌﾞの取出しやｸﾘｰﾆﾝｸﾞを

容易に行えます
• SC30は自立式のﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾕﾆｯﾄで、可搬と共にTri-clamp接合に

より各ｻﾝﾌﾟﾙﾎﾟｲﾝﾄと容易に接続できます

特色
• 316Lｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ構造

- ｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑやWFI、
USP PW装置向け製品

• 単一管を使用し、溶接継目なし

• 自己排出構造
- ｻﾝﾌﾟﾙの残留を排除

• 滅菌、SIP
- 確認基準を満足

• 取付容易
- SC50/SC60は壁取付ｷｯﾄ含む
ｻﾝﾌﾟﾙ接続口にはTri-clampと
互換性のある継手を使用可

Quick Specifications

接続口径

接続様式

ｻﾝﾌﾟﾙ接続: (入/出口) 1/2"  ASME BPE  Tri-clamp

冷却水接続:
- SC30: 3/4" ASME BPE Tri-clamp
- SC50: 3/4" ASME BPE Tri-clamp
- SC60: 1/2" NPT、BSPT 、1/2"、又は3/4" ASME 

　　　BPE Tri-clamp互換 

設計圧力 ｺｲﾙ:1.0MPa@175℃
ｼｪﾙ: 1.0 MPa @ 100℃

材質 ｼｪﾙ: 316L SS
ﾁｭｰﾌﾞ: 316L SS、入口から出口まで単一管(溶接
　　　継部なし）

流量 ﾋﾟｭｱｽﾁｰﾑ - 10 l/時、ｽﾁｰﾑ/0.3MPaから凝縮30℃
精製水 - 30 l/時、水 85℃から30℃
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ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

品質技術者
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SV ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞﾙﾌﾞは新鮮なｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑやｻﾝﾌﾟﾙｸｰﾗｰ中の高温
WFI流量の精密制御用製品です。
入口側は常時開で、ﾊﾞﾙﾌﾞは排出可能なﾎﾞﾃﾞｨと出口間
のいかなる流体も精密に流量調節します。

See our data sheet for Sample Hoses and other accessories



SV ｼﾘｰｽﾞ
ｱﾝｸﾞﾙ式、O-ﾘﾝｸﾞｼｰﾙ、ｻﾝﾌﾟﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

製品概要と用例
SVｼﾘｰｽﾞは高純度ｽﾁｰﾑ装置や水の装置用機器です。製品はｽﾁｰﾑに
適したPerlast® をｼｰﾄとｼｰﾙに使用し、十分な寿命とﾊﾞﾌﾞﾙﾀｲﾄ閉止
特性を持っています。このﾃﾞｻﾞｲﾝ特性がSVｼﾘｰｽﾞを手動弁を必要
とする一般的な製薬ｻﾝﾌﾟﾙ抽出用例向けとしております。

• WFI、USP PW (精製水)、又はｸﾘｰﾝｽﾁｰﾑ冷却流量調節弁

• 上流ﾌﾟﾛｾｽ: ｻﾝﾌﾟﾙ弁、又はﾊﾞｲｵﾘｱｸﾀｰ添加物の調整弁

• 下流ﾌﾟﾛｾｽ: ﾌﾟﾛｾｽ分析用ｻﾝﾌﾟﾙ弁
• 流体前処理: ｻﾝﾌﾟﾙ弁、又は手動添加物調整弁
• 飲料/食品や健康、及び美容関連製品の添加物、又は最終ﾌﾟﾛｾｽ液体

分析用

特色
• ﾊﾝﾄﾞﾙを垂直、又は水平取付時に

ﾌﾙ排出性あり
• ｺﾝﾊﾟｸﾄ
• 滅菌可
• CIP/SIP対応
• ｽﾃﾑの細目ﾈｼﾞで精密調整
• SF1 表面仕上げ
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ｻﾝﾌﾟﾙﾎｰｽと他の補器類はﾃﾞｰﾀｼｰﾄ参照

仕様概要
接続口径 1/2" (DN15)、1"(DN25)

接続様式 ASME BPE Tri-Clamp互換

最大温度    176℃

材質 ﾎﾞﾃﾞｨ/ｽﾃﾑ: 316L
ｼｰﾄ/ｼｰﾙ: Perlast®(FFKM)、FDA / USP ｸﾗｽVI 適合
ﾊﾝﾄﾞﾙ: ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙｲﾐﾄﾞ(殺菌可)

内部:ASME BPE SF1 20Ra(0.5μm)/標準 、SF5 /ｵﾌﾟｼｮﾝ
外部:32Ra(0.8μm)機械研磨/標準、電解研磨/ｵﾌﾟｼｮﾝ

表面仕上

最大圧力    0.8MPa 



JCC0621

3170 Wasson Road 
Cincinnati, OH  45209 USA 

www.steriflowvalve.com

513.533.5600 (telephone)
513.871.0105 (fax)

steriflow@richardsind.com (email)

SFCC 01/20

本社  〒107-0052 

東京都港区赤坂１丁目7番１9号（キャピタル赤坂ﾋﾞﾙ 7F） 

TEL:(03）3584-4251（代） 

E-mail:jccsales@jcct.co.jp

 FAX:（03）3585-9603 

 URL: https://www.jcct.co.jp 

大阪営業所  〒541-0046 

大阪市中央区平野町２丁目２番８号（イシモトビル7F） 

TEL:(06）6231-0054(代)   FAX:(06)6227-0205 

名古屋営業所 〒461-0005 

名古屋市東区東桜１丁目9番3号（ヒシタ会館7F） 

TEL：052-953-5200　FAX：052-953-5201 

日本総代理店 


	空白ページ
	
	空白ページ




