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超高純度腐食液用

®

� PVC � CorzanTM CPVC

� ポリプロピレン

� PTFE � Kynar® PVDF

USA製

� 弁
� アクチュエータ
� ゲージガード
� 点検窓
� 計量ポンプ



フィルター、機器等の圧力差異を調節し、システムの
保護セグメントに向う圧力が出力圧を超えないように
します。 この弁により、圧力降下を最低限に抑え、過
剰圧からフィルターや機器を守る一方で、性能が向上
されます。 リクエストに応じて、サイズは、PVC、ナ
チュラルポリプロ、その他の材質で、1/4" から 3" です。

一定したまたは変動する入口圧力を正確に減少・調
整し、最大予定出口設定圧力を一定に保ちます。設
定圧力からのドロップオフ業界のトップパフォーマ
ーとして認められています。 調整装置の設定は
5から125 PSIで、サイズや材質の組み合わせによっ
ては設定範囲が狭くなります。 サイズは、PVC、
ナチュラルポリプロおよびPVDFでは 1/4" から3"、
CPVCおよびPTFEでは、1/4" から 11/2"です。

過圧を防ぎ、背圧を維持するか、ベ
ッセルおよび配管のバイパスを自動
で維持します。 直列パターンの
RVDMシリーズ (非表示)は、高精度
追求作業用に無摩擦のローリングダ
イアフラムデザインを提供していま
す。 RVTシリーズはアングルパタ
ーンデザインです。 設定は5から
100 PSIです。 Fail Dry®、1/2" から
2"。 RVDシリーズ アングルパター
ンダイアフラムデザイン (非表示)
には 1/8" から 1/2" NPT、50 から
150 PSIがあります。 RVTXシ
リーズは3" NPTで提供しています。

圧圧力力逃逃ががしし弁弁、、ババイイパパスス弁弁おおよよびびアアンンチチササイイフフォォンン弁弁  もも背背圧圧制制御御装装置置ととししてて知知らられれてていいまますす

PTFEダイアフラムにより、
究極の腐食性、汚染のない密封お
よび多用途性を提供しています。
湿潤エラストマーは含まれませ
ん。 Fail Dry® の安全性機能で特
許取得済みです。 水、有害物
質、超純水液に適しています。
PVC、CPVC、ポリプロピレン、
PVDF (Kynar®)、PTFE。
サイズ：1/4" から 2"です。

第3ポートにより、バイパスア
プリケーション用の配管作業
が便利になります。 PTFE
ダイアフラムにより、究極の
腐食性と汚染のない密封を実
現しています。 湿潤エラスト
マーは含まれません。 Fail Dry®

の安全性機能で特許取得済み
です。 水、有害物質、超
純水液に適しています。
PVC、CPVC、ポリプロピレ
ン、PVDF (Kynar®)、PTFE。
サイズ： 1/2" から 1"です。

圧圧力力調調整整弁弁

究極に超純な圧力調整装置です。
PRH-U は、金属イオンが含ま
れないEPDMエラストマが付いた
機械加工仕上げのKynar 740
本体と非上昇調節が特徴です。
UPRは回旋TFMダイアフラムが
あり、外部にファスナーはな
く、SEMI F-57の仕様に見合
うようにデザインされてい
ます。 PRH-U調整装置設定

は10から125 PSIで、サイズは1/4" から 3"です。 PRH-U設定は5から
100 PSIで、サイズは1/4" から 2"です。 PRH-UおよびUPRの両方と
も、栓タイプが選べます。 また、特許取得済みのPOMプレアセン
ブリクリーニング、16時間の冷/温すすぎ、そして、最終段階としてク
ラス100および二重バッグ手順が含まれます。

圧力変化への対応を改善することで、スプリング
荷重式調整器よりも優れた性能を提供します；流
量を犠牲にすることなく、圧力を維持できます。
特許取得済みのFail Dry® の安全性機能が組み込
まれています。 設定は5から125 PSIです。 サイ
ズは 1/4" から 3"です。 特許取得済みの
Stabilizer® PRSシリーズを使用し、PRA
は設定圧力より、実質ゼロ低下で実行できます。

性能は外国産の制御弁に匹敵しますが、コストはかなり
低く抑えています。

CKシリーズは機械加工の
PTFE弁で、CKMシリーズ
と同じく、通常閉鎖ダイア
フラムデザインが特徴で、
サイズは 3/4" および 1"があ
ります。 CKDシリーズは通
常開放型の逆止め弁で、超
低圧や超低流量に最適で、
閉じるには5PSIが必要で
す。 サイズはPVC、ナチュ
ラルポリプロ、PTFEおよび
PVDEで 1/4" および 1/2"
です。

逆逆止止めめ弁弁  &&  真真空空破破壊壊装装置置

漏れ防止加工逆止め弁に
より、水の逆流を防ぎ、超
高純度腐食液の使用に非常
に適しています。 自動密
封デザインにより、どん
なポジションでも取付が
可能です。 ユニークな成
形ダイアフラムは、サイズ
1/2"、3/4" および1"であ
り、; 自動誘導式ポペット
に関して、サイズは

11/2"、2" および 3"です。 両方とも通常閉鎖
されており、逆圧は必要ありません。 非常
に静かに運転し、常に同じロケーションには
まります。 PVC、CPVC、ポリプロ、PVDF。

保護真空遮断器により、不
要なサイフォン効果や保
存タンクの決壊をなくし
ます。 センシティブな成
形ダイアフラムにより、通
常閉鎖した状態で運転さ
れ、最低限の真空に対し
て反応します。ただし、薄
壁のタンクの保護用途に
は向きません。 サイズは、
1/2", 3/4" および 1" NPTで
す。 新VBSシリーズは、通
常閉鎖デザインと、サイズ

が 11/2"、 2" および 3" NPTと容量が大きく
なっているのが特徴です。
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Series “GRVDT” H PTFE DIAPHRAGM “TRVDT” シシリリーーズズ  三三方方弁弁 “RVT” シシリリーーズズおおよよびび “RVD” シシリリーーズズ
段段階階的的開開口口

“PRH” シシリリーーズズおおよよびび  “PRHM” シシリリーーズズ  圧圧力力調調整整装装置置

“PRA” シシリリーーズズ  空空気気荷荷重重式式圧圧力力調調整整器器
“PRS” シシリリーーズズ  圧圧力力安安定定器器

“PRD” シシリリーーズズ  差差異異調調整整装装置置

“PRH-U” && “UPR” シシリリーーズズ  超超純純調調節節装装置置

“CKM” シシリリーーズズ  ダダイイアアフフララムム逆逆止止めめ弁弁
&&  シシリリーーズズ  “CKS” 自自動動閉閉鎖鎖逆逆止止めめ弁弁

“VBM” おおよよびび “VBS” シリーズ真空遮断器 “CK” おおよよびび “CKD” シシリリーーズズ
特特殊殊用用途途用用ダダイイアアフフララムム逆逆止止めめ弁弁



“ABV”おおよよびび“ABR” 2-ウウェェイイシシリリーーズズ、、並並びびにに “TABV” おおよよびび
“TABR”シシリリーーズズ
3ウウェェイイエエアアツツーーエエアアままたたははススププリリンンググリリタターーンン空空気気作作動動式式
ボボーールル弁弁

丈夫に作成された熱可塑性構造 –腐食性の高
い場所に最適です。コンパクト。配管スト
レスを軽減させるために軽量アセンブリに
なっています。 True Blue™ボール弁本体取
付ラグに簡単に取り付け可能です。ほとんど
のモデルに対して手動で無効にすることが標
準化されています。 スプリングリターンがオ
プションで選択できます。 制限ストップと
制限スイッチもご利用いただけます。 ABVの
サイズは1/2"から 3"、ラックとピニョンの
ABRのサイズは1/4"から 4"です。

高圧および高流量に耐えられます。 パイロッ
ト作用デザインにより、弁全体に5 PSIが必要
となります。 入口圧 5から140 PSI、背圧は
70 PSIまでが評価されています。 Cvは5.2か
ら80までです。Fail-Dry®安全デザインで特
許取得済みです。 PTFE蛇腹式バリアタイ
プの密封です。 実質的に、あらゆるタイ
プのソリューションとして使用していただけ
ます。 サイズは1/2" から3"です。 PVC、
CPVC、ナチュラルポリプロ、PVDF。

このコンパクトな直接作用デザインにより、スペ
ースに限りのある高圧格付けのアプリケーション
に対してコスト効率のよりソリューションを提供
しています。 Fail Dry® の安全性デザインで特許
取得済みです。 実質的に、あらゆるタイプのソ
リューションとして使用していただけます：
酸、腐食剤、溶剤、塩素系溶液および超純水液に
使用できます。 200万回サイクルライフです。
サイズは1/4" および 1/2"です。 オリフィスが3/16"
の場合、0.5cvで、オリフィスが1/4"の場合は0.8cv
です。 PVC、CPVC、ナチュラルポリプロ、
PVDF。

ソソレレノノイイドド弁弁

特特殊殊用用途途用用ソソレレノノイイドド弁弁  “EASY-NO”
シシリリーーズズおおよよびび “THP”シシリリーーズズ
通常開放されている直接作用式の
EASY-NOシリーズは、通電すると閉じ
ます。 停電時に継続して流量がなけれ
ばならないアプリケーションに合うようにデ
ザインされています。70 PSIまでの圧力がか
かる圧力、流出もしくは真空サービスに適し
ています。 直接作用式のTHPシリーズは多
目的弁で、入口および背面圧が100 PSIま
でに適しています。3段階で、通常開放ま
たは通常閉鎖式の弁として機能できます。
EASY-NOもTHPシリーズも両方とも、

PVCでサイズは1/4" および1/2"でご利用いただけます。

“EASMT” シシリリーーズズおおよよびび  “EASYMT” シシリリーーズズ 直直接接作作用用蛇蛇腹腹式式 PTFE
厳しい環境で使用するアプリケーション用の直接作
用式弁は、実質的にあらゆるソリューション（酸、
腐食剤など）に適しています。 ユニークな“蛇腹式”
デザインにより、ダイナミックなバリア密封を提
供し、放出物の漏れを防ぎます。 200万回サイクル
ライフです。 Fail Dry® の安全性デザインを採用
しています。 サイズは1/4" から1"です。 Cvは1.1
から 4.7、オリフィスは3/8" から11/16"です。
PVC、CPVC、ガラス充填ポリプロ、PVDF。

“TRUE-BLUETM” “MBV” シシリリーーズズ  トトゥゥルルーーユユニニオオンン手手動動ボボーールル弁弁
この調整弁はバブルタイトシーリングで、完
全に機械加工、研磨済みのスムースなボール
で簡単に調節できます。 トラニオンでボール
が常に中央になるようにデザインされてお
り、シャフトを強化し、破損を無くし、信頼
性を高めるために二重密閉されています。
PTFEシートはトルクを減らし、シート寿命
を長くするためにOリングでバックロードさ
れています。 各弁はほんの数分で作動の受入

準備が整うように構築されており、特別なツールも変更も必要ありませ
ん。また、サイクルライフが長期間になるように構築されています。
PVC, CPVC, PPおよびPVDFです。3ウェイのTMBVシリーズはPVCお
よびCPVCでご利用いただけます。サイズは 1/2" から 4"です。 BSP、
メートルソケット。

“LMBV” シシリリーーズズ  外外側側還還元元式式ボボーールル弁弁
革命的なボール弁アダプターにより、
横からの落下による脆弱性を無くし、
別なフィッティングを付けなくて
もティーに簡単に据付け可能となりま
した。 また、コスト効率の悪いゼロ
デッドレッグ弁の代替え品として最
適です。 1/2" から 2" のボール弁サ
イズがあります。 3/4" から 3"のティ
ーアダプターが標準で、その他のサ

イズに関しては工場にお問い合わせ下さい。 PVC、CPVC、PVDF
およびナチュラルポリプレピレン、ソケットもしくはバットフュージ
ョンでご利用いただけます。

ボボーールル弁弁

“ZC” シシリリーーズズ  流流量量ががカカススタタママイイズズ可可能能なな制制御御ボボーールル弁弁
スムースな流量制御ができる手動または電子作動式ボール弁です。 特殊カットされたZCボー
ルは、4-20mA(0-10VDC) EBVAアクチュエータシリーズで使用され、標準V-ボールアングル
で選択すると、正確に制御できます。これは特許申請済みの“Batwing”デザインを使用した直線
流でも同様です。 実質的にどんなアプリケーションに対しても、厳密な流量ニーズに見合う
ようにカスタムカットをご利用いただけます。 PVC, CPVC、ナチュラルポリプロおよびPVDF
で、1/2" から 4" のサイズで提供されています。 

“EBVA” 2--ウウェェイイシシリリーーズズおおよよびび “TEBVA”
シシリリーーズズ  3--ウウェェイイ電電気気作作動動式式ボボーールル弁弁
自動電圧センサー付きマルチ電圧アクチュエー
タ、ACまたはDCから選択可能です。 熱、凝
固および超過トルクに対して保護可能で、より
小型なサイズで5.5秒サイクルタイムの極めて
強力なモータを採用しています。 IP65気象耐
性基準に見合うようにデザインされています。
全て頑丈なプラスチック構造で、腐食性の高い
環境に最適です。 手動で無効にでき、ポジシ
ョン、ステータスライトも標準でつけられたコ
ンパクトデザインです。 弁本体取付ラグに簡

単に取り付けられます。 安全装置および4-20 mAもしくは0-10 VDC
デジタル制御装置付きのオプションがあります。 2つのアクチュエー
タの弁のサイズは、1/2"から4"までの範囲です。
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“EAST” シシリリーーズズ  ココンンパパククトトなな直直接接運運転転 “PS” シシリリーーズズ  パパイイロロッットト作作用用



エエアア  &&  ガガスス通通気気用用弁弁

“DGV” シシリリーーズズ  連連続続脱脱気気弁弁
システム運転中に起こる、微量のガスを排出するために使
用します。 ポリプロフロートが液体レベルが上昇すると
弁を閉じ、フロートチェンバーがガスで充満すると開き
ます。 内部にも外部にも金属コンポーネントは使用して
いません。有害な環境での使用に最適です。 最大運転圧
力は100PSIです。 PVC、CPVC、ナチュラルポリプロも
しくはPVDFの本体材質は、1/2" NPT接続が付いており、
1/8" NPT通気ポートがあります。

“ARV” シシリリーーズズ排排気気弁弁
システム起動時にガス排気量が多い場合にご使用くだ
さい。 ユニークな自動誘導式のポペットによりシス
テム液体の放出を最低限に抑え、ボール式デザインよ
りもより確実に密閉することが可能です。 液体があ
れば、0PSIで閉じ、バブルタイトシールの場合、
10-15PSIで閉じます。 1/2"、3/4" および 1" NPT接続
で、PVCとCPVCでご利用いただけます。

遮遮断断弁弁

“BAT” 、“SWT” おおよよびび “BST” シリーズ 遮断弁
自自動動空空気気式式

2-ウェイグローブタイプの遮断
弁は、PTFEシャフトデザイン、
Fail Dry®デザインが特徴で、透
明なエアシリンダーにより弁の
位置が見えています。全て標準
装備です。 何十年も厳しい環境
で耐用性が証明された耐用性の
高い商品です。 BATシリーズは
複動式で、空気で開閉します。
BLTシリーズは液体処理圧を使
って開放し、空気で閉じます。
BSTシリーズはエアXスプリング
で、通常閉じているか、開い

ています。 サイズは1/2" から 2"です。

“BSDA” シシリリーーズズののエエアア式式  PPTTFFEE
ダダイイアアフフララムム弁弁

長期サイクルライフでコン
パクトデザインです。 水、
超純水液または腐食性の高
い液体への使用に適してい
ます。 非湿潤エラストマが
付いたPTFEダイアフラムで
す。 ミリオンサイクルデザ
インです。 接続方式は雌型

ソケット、雌型スレッド、スピゴットもし
くはフレアが可能です。 Fail Dry® の安全
性機能で特許取得済みです。 内部キャビテ
ィがスムースで、デッドレッグを防ぎます。
1/8" NPTエア接続です。 標準は通常閉鎖
されたスプリングリターンです。 PVCでサ
イズは1/2"から 2"です。

“BSR” 高高圧圧シシリリーーズズ  ココンンパパククトトエエ
アア式式遮遮断断弁弁

BSR エア式弁は通常閉
じており、純水および
腐食性の高いアプリケ
ーションに最適です。
低摩擦デザインのバブ
ルタイトシール、非湿
潤メタルが特徴です。

サイズは1/2" および 3/4" です。 Cv 2.5
および 5.0で、最大 150 PSI、真空サ
ービスもご利用いただけます。

“HSA” おおよよびび “HTA” シシリリーーズズ  ピピンンチチ弁弁
エア式弁には “ピンチ”スリーブ
があり、流量を遮断します。土
石流や堆積物が通常のシートや
密閉デザインのバブルタイト閉
じを邪魔している場合に最適で
す。 HSA は特許申請中の関節

スリーブ成形のEPDMh2が閉じる直列デザインで、
PVC、CPVC、ナチュラルポリプロもしくはPVDFで1/2"
から 1" 接続があります。 HTA は直径3/8" から1/2"
のユーザー提供管を締め付けます。

“IDA” シシリリーーズズ  ククィィッッククダダンンププ弁弁
シンクもしくはタンクを空
にするために迅速にボルテ
ックスを 取付し排水しま
す。 IDAはエアによる複合
式エア、または通常閉じて
いるスプリングリターン

デザインでご利用いただけます。 高容量
デザインにより、通常のダンプ弁の流量率
の最大2倍まで提供し、ヘッドの最大25"ま
でバブルタイトを残します。 PVDF、ポ
リプロもしくはPVCで、サイズは4", 5"お
よび 6"です。

“MFR” シシリリーーズズ  手手動動  自自動動閉閉鎖鎖弁弁
通常閉じているMFRパー
ムまたはフット作動式
弁により、別の機能か
ら手を放しておかなけ
れなならないアプリケー
ションに最適です。自

動スプリングリターンにより、弁バブル
タイトシールを閉じます。 低摩擦にな
るようにデザインされており、非湿潤メ
タルを使用しています。 サイズは1/2"
および 3/4" です。 Cv 2.5 および 5.0で、
最大 150 PSI、真空サービスもご利用い
ただけます。

ゲゲーージジガガーードド、、機機器器＆＆制制御御装装置置

“GGS” シシリリーーズズ  化化学学薬薬品品ゲゲーージジガガーードド
“GGME” シシリリーーズズ  小小型型ダダイイアアフフララムム密密閉閉
PTFEまたはバイロンバリアシールから選択で
き、高精度を保ちながら、いずれも機器を腐食
または詰まりから守ります。 ユニークなスチー
ル製の六角ゲージ接続（非湿潤）により、破損
を無くします。 21/2"ステンレススチール圧もし
くは真空ゲージあり、またはなしでもご利用い
ただけます。 入口は1/2"です。 ゲージ接続部分
は、1/4"または1/2"です。 コンパクトダイアフラ
ムシールのGGMEシリーズも、圧力用または
真空用がご利用いただけます。

“GGMU” シシリリーーズズ  超超純純ゲゲーージジガガーードド
ユニークな直列デザインにより、バクテ
リアの増殖と汚染の温床となりうる “デッ
ドレッグ’を なくします。 無着色の熱可
塑性材質であるFKMまたは金属イオンフ
リーEPDMを 使用しています。 特殊で
フレキシブルなエラストマスプールに
より、システム内の液体をゲージに満
たされた液体から分離し、正確な読み取
り値を確実に提供します。既存の配管シ
ステムに適用可能です。 サイズ： 1/2"
から 2"です。

“SWT” シシリリーーズズ  圧圧力力ススイイッッチチ
配管システムの圧力が設定圧力よりも上昇ま
たは下降した際に、機器に信号を送るのに使
用され、調節スクリューで簡単に調節でき
ます。 最大運転圧力は150 PSIです。 NEMA 4X
デザイン、特許取得済みのFail-Dry® 安全ベント、
PTFEダイアフラム(非湿潤エラストマ)および
オールプラスチックグリップが特徴です。スナ
ップアクション16 Amp/3端子スイッチが標準
で、25 Ampおよび低不感帯3Ampスイッチはオ
プションです。 全てUL認証済みでCSA承認済
みです。 1/2" NPT 接続付のPVCです。

“PT-SS” シシリリーーズズ  トトリリデディィケケーータタ
オールインワンの圧力・温度ゲージに、非常に
薄型のプローブが付いています。 湿潤金属に耐
えうるアプリケーションに適しています。 スチー
ルケースとステンレススチール接続があり、マル
チ圧力範囲には21/2" または 3"ゲージフェイスで
ご利用いただけます。
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“S” シシリリーーズズ  ママルルチチポポーートト
コンパクトなセレクター弁
は、2-ウェイ、3-ウェイ、
4-ウェイ、5-ウェイおよび
マルチスタックドリリング
で提供しています。 ラボ使
用もしくは、複数の液体ソ
ースから選べるその他のア
プリケーションに最適です。
手動または作動型で、PVC、

CPVC、ポリプロ、PVDFまたはPTFEで、サ
イズは1/4" または1/2"です。

ダダイイババーータタ  &&  ママルルチチポポーートト弁弁

“F” & “BFS” シシリリーーズズ空空気気式式ダダイイババーータタ
3-3-ウェイグローブタ
イプのダイバータもし
くはサンプリング弁
は、バランスのとれた
シャフト、Fail Dry®デ
ザインが特徴で、透明
なエアシリンダーによ
り弁の位置が見えてい
ます。全て標準装備で
す。 何十年も厳しい環
境で耐用性が証明され
た耐用性の高い商品で

す。 BFS 1/2" ではPVCまたはナチュラル
ポリプロのサイズがあり、FはPVCで3/4"から
2"です。

“TUCA” シシリリーーズズ  エエアア式式  ココンンパパククトトダダ
イイババーータタ

3-ウェイダイバータもしくはサン
プリング弁も、2つの入口を１
つの出口と組み合わせるのに使
用可能です。 Fail Dry® 警告ベン
トが含まれます。 サイズは
PVC、ナチュラルポリプロ、
PTFEおよびPVDEで1/4"および
1/2"です。

“GL” シリーズ レベルインジケータ
タンクレベルを簡単に目視検査でき
ます。GL にはPyrex® インナーシ
リンダーの付いたアクリル容器があ
り、有害物質や高純度 アプリケー
ションに適しています。 長さは1か
ら4フィートで、PVC、ナチュラル
ポリプロ、またはPTFE接続で、
1/2"または3/4" NPTです。

流流量量&&  レレベベルルイインンジジケケーータタ

“GX” おおよよびび “GY” シシリリーーズズ  点点検検窓窓
流流量量イインンジジケケーータタ

安全で確実な流量および腐食性
液または超純水液の透明度を表
示します。 流量を検知するため
にビニールストリーマーがご利
用いただけます。 “GX” シリー
ズには節約のためアクリルシリ
ンダー壁のみを設けています。
“GY”シリーズには、パイレック
スインナーシリンダーを守るア

クリルアウターシリンダーがあります。 サイズ
は1/2" から 3" NPTです。

“GYW” シシリリーーズズ  ウウェェハハーー点点検検窓窓
より大型の配管システム
で、安全で確実な流量およ
び腐食性液または超純水液
の透明度を表示します。 二
重壁構造です。 標準コンパ
ニオンフランジ間にフィッ

トします。 サイズは11/2" から 8"パイプ
です。

“RS” シシリリーーズズ  近近似似値値セセンンササーー
VPA測定ポンプで使用するようにデザ
インされたインジケータライトが付い
たAC または DC リードスイッチで
す。CSAに記載されており、NEMA-6
ウォッシュダウンに互換性があり

ます。

一一定定流流量量弁弁

充充填填  //  測測定定

“FC” シシリリーーズズ  流流量量制制御御装装置置
自動改造防止弁により、15から100PSIの間で入
口圧が変化しても、一定の流量を保ちます。
液体には金属部分は接しません。 1/4 から
120 GPMの間で事前設定した流量率を維持し
ます。 サイズは1/4"から3"です。

“VPA” シシリリーーズズ、、二二重重シシリリンンダダーー、、  エエアア式式充充填填おお
よよびび測測定定ポポンンププ
自動調整ポンプにより、非常に腐食性の高い液体の
正確な量を測定できます。 Fail Dry® のデザインが特
徴です。 エア式で、排出率を調節可能です。 1スト
ローク毎に ７、10、32および128 oz.の容量がありま
す。 その他の容量についてはリクエストに応じてご
利用いただけます。
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� ボボーールル弁弁
� 蝶蝶弁弁
� ボボーールル逆逆止止めめ弁弁
� ダダムムタタイイププダダイイ

アアフフララムム弁弁
� ララブブココッッククスス
� YY  スステテイイナナーー

ブルー標準型ラインは、価格に敏感な熱可塑性弁の要件を満
たした、Plast-O-Matic Valvesのソリューションです。 現
在、水、腐食性液または純度の高いアプリケーション用の輸
入もしくは大量生産しているプラスチック弁をご指定の場合
、ブルースタンダードは、同じ品質で性能レベルを提供しな
がら、Plast-O-Maticのテクニカルサービスとテスト、サポ
ートが得られます。

®

100 c 30B

カカススタタムム製製品品

“PCWS” おおよよびび  “PCWR” シシリリーーズズ
スステティィッックク
処理冷却水アプリケーション用
の丈夫で強化されたアセンブリ
により、弁、ゲージ、流量メー

タおよびコネクターを
実質頑強で、劇的に据
付けコストを削減でき
るコンパクト“スティ

ック”に凝縮させます。 PCWS
供給側には圧力調整器と圧力ゲージがつ
いています。PCWRリターンサイドには
流量メータとスロットリング弁が付いて
います。 様々な弁や接続部を組み合わ
せて、カスタマイズ
可能です。

ブブルルーー標標準準輸輸入入弁弁

FAIL-DRY® のの概概念念
Fail Dry®はPlast-O-Maticの特許取得済み
デザインの安全機能で、バルブまたはポ
ンプの2つの密閉されたセクションを分
離する通気室を設けるというユニークな
概念を説明するものです。 下側(主要）
密閉に失敗した場合、上側（第二）密閉
が運転中のメディアの乾燥した状態を保
ち続けます。 特許取得済みのFail Dry®

が付いた制御装置のみがこのユニークな
方法で保護できます。Fail Dry® により、
弁またはポンプが第1密閉に失敗しても
機能し続けることができ、それによりメ
ンテナンスが予定されるまでの間、処理
サイクルまたはシステム運転を 実施しま
す。 これによりお金のかかる非常時遮断
を避けることができます。

“X” おおよよびび  “Q” 弁弁  
標準製品
群に加え、
Plast-O-Matic
は、リクエスト
に応じてお客様
にカスタム弁と
制御装置を提供
しています。特
殊なアプリケー

ションに対するソリューションを提供す
るために、デザイン、設計、製造された
特殊な熱可塑性ユニットの様々な例を図
に示しています。 特殊製品プログラム
情報についてはお問い合わせ下さい。

1384 Pompton Avenue, Cedar Grove, New Jersey 07009
(973) 256-3000 • ファックス: (973) 256-4745 • www.plastomatic.com

カリフォルニア倉庫: 4054 Brewster Way • Riverside, CA 92501
(951) 686-2852 • ファックス: (951) 686-6328 
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標標準準本本体体材材質質
ほとんどのPlast-O-Maticの製品は、グレード1、タイプ1
Geon® PVC、Corzan® CPVC、Kynar® PVDF、およびナチュラ
ル無着色ポリプロピレンでご利用いただけます。 ほとんどの
製品はPTFEでも提供されており、成形製品はガラスを充填さ
せたポリプロおよびHalar® ECTFEでご利用いただけます。そ
の他の熱可塑性製品に関しては、工場にご相談ください。

密密閉閉材材質質
エラストマ密閉素材には、EPDM、FKM Viton®、FFKM, Aflas
が含まれます。 熱可塑性密閉部にはPFA、TFMおよびPTFE
が含まれます。 特殊・カスタム素材については、Kalrez®、
Chemraz®が含まれ、リクエストがあればカスタム処方もお見
積もりいたします。 また、Plast-O-Maticでは、99%の硫黄ア
プリケーション用のf99®、ピンチ弁アプリケーションおよびそ
の他用のEPDMh2®を含む、数多くの特許取得済みエラストマ
を提供しています。

本本体体  &&  密密閉閉材材質質

標標準準型型＆＆オオププシショョンン接接続続タタイイププ

� NPT

� ソケット
� フランジ
� スピゴット
� JIS

� フレア
� BSP

� メトリック
� カスタム
� ト ル ゥ ー

ユニオン


