


・均一な品質

・革新的な技術

・顧客サービス

Parkerは、様々な産業分野において
お客様のご要求を満足するフィルター
システムを提供しています。

世界に広がる
販売/サービス網

Parkerのフィルター製品のサプライヤー
としての全世界的な高い評価は、集中/統合的
な開発/生産システムの結果によるものです。

Parkerのフィルター製品は、
プロセス・フィルトレーション
エア/ガス・フィルトレーション&セパレーション
燃料コンディショニング&フィルトレーション
油圧作動油/潤滑油フィルトレーション
からコンディション・モニタリング・システムまで、
多岐に及び多くのマーケット/アプリケーション
に対応しています。

油圧作動油，潤滑油
フィルター

一般産業機械，
建設機械/産業車両，
軍事/港湾設備用フィルター

圧縮エア/ガス・フィルター

圧縮エア/ガス用
コアレッシィング，
油/水分，活性炭フィルター

プロセス/ケミカル・フィルター

飲料，ケミカル，食品加工機，
化粧品，塗料，水処理，
マイクロ・チップ製造工程用フィル
ター

Racor
燃料コンディショナー/フィルター

船舶，自動車，建設/産業車両
エンジン用
エア/燃料/オイル・フィルター

コンタミネーション・モニタリング

油圧作動油，潤滑油用
オン・ライン/オフ・ライン
パーティクル・カウント・システム
水分測定システム



  1. Low Pressure Filters / 低圧ﾌｨﾙﾀｰ

  2. Medium Pressure Filters / 中圧ﾌｨﾙﾀｰ

  3. High Pressure Filters / 高圧ﾌｨﾙﾀｰ

  4. Filter Indicators / ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ

  5. Portable Filtration System / 浄油ｼｽﾃﾑ

  6. Par-Fit / Par-Gel

  7. Reservoir Equipment
     / ﾀﾝｸ・ｱｸｾｻﾘｰ

  8. Fluid Condition Monitoring
     / ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ・ﾓﾆﾀｰ

  9. Transducers & Transmitters
     / 圧力ｾﾝｻｰ

  10. Flowmeters & Monitors
      / 流量計

ETF ｼﾘｰｽﾞ - ﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾏｳﾝﾄ
TTF ｼﾘｰｽﾞ - ﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾏｳﾝﾄ
BGT ｼﾘｰｽﾞ - ﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾏｳﾝﾄ
IN-AGB ｼﾘｰｽﾞ - ｲﾝ・ﾀﾝｸ・ﾏｳﾝﾄ
Tanktopper ｼﾘｰｽﾞ - ﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾏｳﾝﾄ (ｴｱﾌﾞﾘｰｻﾞ付)
ｻｸｼｮﾝ ﾘﾀｰﾝ ｼﾘｰｽﾞ - ｻｸｼｮﾝ&ﾘﾀｰﾝ
Maxiflow ｼﾘｰｽﾞ - ｽﾋﾟﾝ・ｵﾝ・ﾀｲﾌﾟ
ATZ ｼﾘｰｽﾞ - ﾀﾝｸ･ﾄｯﾌﾟ･ｻｸｼｮﾝ
Multiflow ｼﾘｰｽﾞ - ﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾏｳﾝﾄ
ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ
ﾒﾃﾞｨｱ

2
2
2
3
3
3
4
4
4
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5

15/40/80CN - Eco ｼﾘｰｽﾞ
45M/45M　- Eco ｼﾘｰｽﾞ
130 ｼﾘｰｽﾞ - Eco ｼﾘｰｽﾞ

15P/30P ｼﾘｰｽﾞ
100P ｼﾘｰｽﾞ
18/28/38P ｼﾘｰｽﾞ
70/70 - Eco ｼﾘｰｽﾞ
22PD/32PD ｼﾘｰｽﾞ

FMU ｼﾘｰｽﾞ

Guardian/ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ
10MF/ﾌｨﾙﾀｰ・ｶｰﾄ
PVS ｼﾘｰｽﾞ

Par-Gel/水分除去ｴﾚﾒﾝﾄ
Par-Fit/他社互換交換用ｴﾚﾒﾝﾄ
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/低圧フィルター

廉価版ﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾏｳﾝﾄ・ﾘﾀｰﾝ・ﾌｨﾙ
ﾀｰ

強化樹脂製ﾍｯﾄﾞ，2系統のﾘﾀｰﾝ・
ﾎﾟｰﾄ（ｵﾌﾟｼｮﾝ），取外しの容易なｶ
ﾊﾞｰによりコスト効率の良いﾌｨﾙ
ﾀｰ・ｼｽﾃﾑを提供します。

仕様
・最高使用圧力
   0.6 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
・最大流量
   140 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ
   セット圧力 : 0.1 MPa
   ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ/電気ｽｲｯﾁ

TTFｼﾘｰｽﾞはﾏｸﾞﾈｯﾄ・ﾌﾟﾚ・ﾌｨﾙﾀｰとｴ
ﾚﾒﾝﾄ目詰まり時の全流ﾊﾞｲﾊﾟｽを特
徴とするﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾘﾀｰﾝ・ﾌｨﾙﾀｰで
す。ｲﾝ-ｱｳﾄ（ｵｲﾙがｴﾚﾒﾝﾄ内側から
外側に向かって流れる）構造により
汚染されたｵｲﾙがｼｽﾃﾑに逆流する
ことがありません。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
         LEIF（特許）搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   1.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   G3/4 - G2
   SAEﾀｲﾌﾟ対応可
・最大流量
   500 LPM
・圧力計/電気ｽｲｯﾁ
・ｵﾌﾟｼｮﾝ
   給油口付ﾌｨﾙﾀｰ・ｶﾊﾞｰ
   2系統ﾘﾀｰﾝ・ﾎﾟｰﾄ等

BGTｼﾘｰｽﾞはﾏｸﾞﾈｯﾄ・ﾌﾟﾚ･ﾌｨﾙﾀｰとｴ
ﾚﾒﾝﾄ目詰まり時の全流ﾊﾞｲﾊﾟｽを特
徴とするﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ・ﾘﾀｰﾝ・ﾌｨﾙﾀｰで
す。ｲﾝ-ｱｳﾄ（ｵｲﾙがｴﾚﾒﾝﾄ内側から
外側に向かって流れる）構造により
汚染されたｵｲﾙがｼｽﾃﾑに逆流する
ことがありません。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
         LEIF（特許）搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   1.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   SAE 2", 3" ﾌﾗﾝｼﾞ
・最大流量
   2400 LPM
・圧力計/電気ｽｲｯﾁ
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IN-AGBｼﾘｰｽﾞは、低ﾋｽﾃﾘｼｽのﾊﾞｲ
ﾊﾟｽ･ﾊﾞﾙﾌﾞ，ﾏｸﾞﾈｯﾄ・ﾌﾟﾚ･ﾌｨﾙﾀｰと
高性能ｴﾚﾒﾝﾄ ﾏｲｸﾛ･ｸﾞﾗｽⅢによる
高い捕捉性能を有するﾛｰ･ｺｽﾄで
高性能なﾀﾝｸ・ﾋﾞﾙﾄ･ｲﾝ・ﾌｨﾙﾀｰで
す。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
         LEIF（特許）搭載可能

仕様
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・軽量
     ・低重量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・最大流量
   2400 LPM

TPRｼﾘｰｽﾞは、10μmのｴｱ･ﾌﾞﾘｰｻﾞー
をﾊｳｼﾞﾝｸﾞに搭載したﾌｨﾙﾀｰです。
作動油のｺﾝﾀﾐを除去すると同時に空
気中の塵埃による作動油の汚染を
防止します。ﾏｸﾞﾈｯﾄ・ﾌﾟﾚ･ﾌｨﾙﾀｰと低
ﾋｽﾃﾘｼｽのﾊﾞｲﾊﾟｽ・ﾊﾞﾙﾌﾞ付。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
         LEIF（特許）搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   1.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   TPRⅠ: G3/4(ISO228), SAE12

   TPRⅡ: G1
1
/4, G1

1
/2

             SAE20, SAE24

   TPRⅢ: G1
1
/2

・最大流量
   TPRⅠ: 80 LPM
   TPRⅡ: 250 LPM
   TPRⅢ: 650 LPM
・圧力計/電気ｽｲｯﾁ

SRｼﾘｰｽﾞ ｻｸｼｮﾝ&ﾘﾀｰﾝ・ﾌｨﾙﾀｰ
は、ｵｰﾌﾟﾝ回路用のﾘﾀｰﾝ･ﾌｨﾙﾀｰと
ﾌﾞｰｽﾄを必要とする閉回路用のｻｸ
ｼｮﾝ・ﾌｨﾙﾀｰを一つのﾊｳｼﾞﾝｸﾞに搭
載した高性能ﾌｨﾙﾀｰです。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
         LEIF（特許）搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   1.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   SR1
     ﾘﾀｰﾝ: G1

     ｻｸｼｮﾝ: G
3
/4

   SR2

     ﾘﾀｰﾝ: G1
1
/4

     ｻｸｼｮﾝ: G1
・最大流量
   130 LPM  ｻｲｽﾞ1
   250 LPM  ｻｲｽﾞ2
・圧力計/電気ｽｲｯﾁ

/低圧フィルター
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ﾏｸｼﾌﾛｰ・ﾌｨﾙﾀｰはｱﾙﾐ・ﾎﾞﾃﾞｨに赤/
緑のｲﾝｼﾞｹｰﾀｰを搭載したｶｰﾄﾘｯｼﾞ・
ﾀｲﾌﾟの高性能ｲﾝﾗｲﾝ･ﾌｨﾙﾀｰです。

仕様
・最高使用圧力
   1.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   3, 10μm
・配管接続

   G
3
/4, G1

1
/4, G1

1
/2

・最大流量
   360 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ

ATZｼﾘｰｽﾞは高性能のﾀﾝｸ･ﾄｯﾌﾟ･ｻｸ
ｼｮﾝ・ﾌｨﾙﾀｰです。

ﾀﾝｸ内のｺﾝﾀﾐから油圧ﾎﾟﾝﾌﾟを保護
します。

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞの先端（ｵｲﾙ流入口）はﾀﾝ
ｸ内のｵｲﾙに浸かった状態でご使用
下さい。

ｴﾚﾒﾝﾄを取外すとﾊｳｼﾞﾝｸﾞ底部に搭
載されたﾁｪｯｸ・ﾊﾞﾙﾌﾞが自動的に閉
じてｴﾚﾒﾝﾄ交換時のﾊｳｼﾞﾝｸﾞ内への
ｵｲﾙの浸入を防止します。

ﾏｸﾞﾈｯﾄ・ﾌﾟﾚ･ﾌｨﾙﾀｰ付

仕様
・最高使用圧力
   ｻｸｼｮﾝ・ﾗｲﾝ専用
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
・配管接続

   ATZ120: G1
1
/2(ISO228)

   ATZ300: 2
1
/2" SAEﾌﾗﾝｼﾞ

・最大流量
   300 LPM
・圧力計（負圧計）

ﾏﾙﾁﾌｨﾛｰはﾎﾞﾃﾞｨに赤/緑のｲﾝｼﾞ
ｹｰﾀｰを搭載した高性能のﾀﾝｸ･ﾄｯ
ﾌﾟ・ﾘﾀｰﾝ･ﾌｨﾙﾀｰです。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
         LEIF（特許）搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   0.8 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   G1/2, G3/4, G11/4
・最大流量
   600 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ
・構造
   ﾎﾞｳﾙ: ｽﾃｨｰﾙ
   ﾍｯﾄﾞ: ｱﾙﾐ

/低圧フィルター
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建設機械/産業車両用ｽﾃｨｰﾙ・ﾀﾝｸ

OEMのお客様並びに油圧ｼｽﾃﾑの
設計者の皆様にｺｽﾄ効率に優れた
ｽﾃｨｰﾙ・ﾀﾝｸを提案致します。

Parkerのｽﾃｨｰﾙ・ﾀﾝｸは特にｺﾞﾐ処
理，運搬車両ﾏｰｹｯﾄでご採用頂い
ております。

Parkerのｽﾃｨｰﾙ・ﾀﾝｸにはｼｽﾃﾑ構
成に必要な下記付属品が搭載され
ています。

・ﾀﾝｸ背面又はﾀﾝｸ底部の給油口
・ﾀﾝｸ・ﾏｳﾝﾄ・ﾌｨﾙﾀｰ
・取付けﾌﾞﾗｹｯﾄ
・材質
  2mm厚ｽﾃｨｰﾙ
　ｽﾃﾝﾚｽ・ｽﾃｨｰﾙ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

ｵｰﾀﾞｰ・ﾒｲﾄﾞの高ﾎﾟﾘﾏｰ・ﾀﾝｸ

OEMのお客様は常にｺｽﾄの低減と
性能の向上ﾟを目指されています。
このようなお客様のためにParker
は、ﾌｨﾙﾀｰとｴｱ･ﾌﾞﾘｻﾞｰを搭載した
高ﾎﾟﾘﾏｰ・ﾀﾝｸを提案します。

高ﾎﾟﾘﾏｰ･ﾀﾝｸはﾌｫｰｸ･ﾘﾌﾄ，農業機
械，建設機械等に最適です。

各々のﾀﾝｸはﾕﾆｰｸな外観，寸法，
統合された機能を有しています。ﾀ
ﾝｸにはﾀﾝｸ・ﾄｯﾌﾟ･ﾏｳﾝﾄ若しくはﾀﾝｸ
と統合されたﾘﾀｰﾝ･ﾌｨﾙﾀｰとｴｱ･ﾌﾞ
ﾘｰｻﾞーが搭載されています。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄLEIF（特許）を選
択頂けます。

信頼性の高いﾘｰｸ･ﾌﾘｰ接続口は
高ﾎﾟﾘﾏｰ・ﾀﾝｸの重要な要素です。
Parker独自の技術により金属製構
成部品は高ﾎﾟﾘﾏｰ･ﾀﾝｸの壁面に
ﾓｰﾙﾄﾞされていますので、ﾀﾝｸとﾀﾝ
ｸに接続される部品間の優れた耐
ﾘｰｸ性を有しています。

高ﾎﾟﾘﾏｰ･ﾀﾝｸの特徴
・軽量
・自由度の高い外観形状
・高，低温特性に優れた高強度材
料
・複数の機能をﾀﾝｸに統合
・ﾘｰｸ･ﾌﾘｰ

ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢはParkerの最新の油
圧用ﾌｨﾙﾀｰ･ﾒﾃﾞｨｱです。
ISO規格により性能を保証した長寿
命，高性能のﾏﾙﾁ･ﾚｲﾔｰ構造のｸﾞ
ﾗｽ･ﾌｧｲﾊﾞｰ製ﾒﾃﾞｨｱです。
粗度の異なるﾒﾃﾞｨｱを3層に重ねる
構造により低圧力損失とｺﾝﾀﾐの高
捕捉能力を両立しています。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
　ｴｺｸﾞﾗｽⅢ
ｴｺｸﾞﾗｽⅢは金属を含まないｴﾚﾒﾝﾄ
ですので軽量で、使用後の焼却処
理が可能です。
ｴｺｸﾞﾗｽⅢの濾材もﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢと
同じﾏﾙﾁ･ﾚｲﾔｰ構造のｸﾞﾗｽﾌｧｲ
ﾊﾞｰですので、ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢと同様
に長寿命，高性能のﾒﾃﾞｨｱです。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
　LEIF（特許）
低圧ﾌｨﾙﾀｰ用ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ｴﾚﾒﾝﾄ
LEIFは金属製のﾒﾃﾞｨｱ・ｻﾎﾟｰﾄが装
着されていますが、金属製のｾﾝ
ﾀｰ･ｻﾎﾟｰﾄ・ﾁｭｰﾌﾞ，ｴﾝﾄﾞ･ｷｬｯﾌﾟが
ありませんので、高いｺﾝﾀﾐ捕捉能
力と廃却処分時の負担を低減した
低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄです。LEIFの濾
材もﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢと同じﾏﾙﾁ･ﾚｲﾔｰ
構造のｸﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞｰですので、ﾏｲｸ
ﾛｸﾞﾗｽⅢと同様に長寿命，高性能
のﾒﾃﾞｨｱです。

/リザーバー・ソリューション

スティール・タンク 高ポリマー・タンク メディア
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CNｼﾘｰｽﾞは高い耐疲労圧力（4～
5.6 MPa）と経済性を兼ね備えたｲﾝ
ﾗｲﾝ中圧ﾌｨﾙﾀｰです。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
　　　　　ｴｺｸﾞﾗｽⅢ搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   7.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   15CN

   G
3
/4, G1, SAE12, SAE16, M27

   40CN

   G
3
/4, G1

1
/2, SAE16, SAE24, M33

   80CN

   G1
1
/2, G2, SAE24, SAE32

   M42, M48
   SAE 2" 3000-M ﾌﾗﾝｼﾞ
・最大流量
   600 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀ/電気・電子ｽｲｯﾁ

45M/45 Ecoｼﾘｰｽﾞは中圧ﾗｲﾝのｼ
ｽﾃﾑ構成部品の保護に最適なｲﾝﾗ
ｲﾝ・ﾌｨﾙﾀｰです。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
　　　　　ｴｺｸﾞﾗｽⅢ搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   4.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続

   G1, G1
1
/4, G1

1
/2

   SAE 1
1
/2" 300-M ﾌﾗﾝｼﾞ

・最大流量
   260 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ/電気・電子ｽｲｯﾁ

130ｼﾘｰｽﾞは、1000LPMまでの油
圧・潤滑回路のﾘﾀｰﾝ・ﾌｨﾙﾀｰとして
最適なﾌｨﾙﾀｰです。

ｴﾚﾒﾝﾄ交換時も連続稼動可能な
ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽ・ﾀｲﾌﾟも供給可能

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
　　　　　ｴｺｸﾞﾗｽⅢ搭載

仕様
・最高使用圧力
   ｼﾝｸﾞﾙ・ﾌｨﾙﾀｰ : 3.0 MPa
   ﾌｨﾙﾀｰ・ｼｽﾃﾑ : 1.6 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   ｼﾝｸﾞﾙ・ﾌｨﾙﾀｰ

     SAE 2", 2
1
/2" 3000-M ﾌﾗﾝｼﾞ

   ﾌｨﾙﾀｰ・ｼｽﾃﾑ
     SAE 3" 3000-M ﾌﾗﾝｼﾞ
・最大流量
   1000 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ/電気・電子ｽｲｯﾁ

/中圧フィルター
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15P/30Pｼﾘｰｽﾞは、高い清浄度を
要求される油圧ｼｽﾃﾑに最適のﾌｨ
ﾙﾀｰです。現在の油圧ｼｽﾃﾑではよ
り高い制御性と長寿命が要求され
ており、これらのｼｽﾃﾑに搭載され
ている油圧機器は作動油の汚染
に敏感な非常に小さなｸﾘｱﾗﾝｽで
組立てられています。

・最高使用圧力
   20.7 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
・配管接続

   15P : G
3
/4又はM27

   30P : G1又はM33
・最大流量
   200 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ/電気・電子ｽｲｯﾁ

100Pｼﾘｰｽﾞは大流量の高圧ﾌｨﾙﾀｰ
のご要求にﾐｰﾄする製品です。
又ﾘﾊﾞｰｽ・ﾊﾞﾙﾌﾞ（ｵﾌﾟｼｮﾝ）を装着す
ることにより正逆流が発生する回
路でもｴﾚﾒﾝﾄで捕捉したｺﾝﾀﾐが逆
流することなく、逆流を流すことが
可能です。

・最高使用圧力
   41.4 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
 ・配管接続

   G1
1
/2, G2, SAE 24, SAE 32

   1
1
/2", 2" SAE 6000 ﾌﾗﾝｼﾞ

   1
1
/2", 2" SAE 6000-M ﾌﾗﾝｼﾞ

・最大流量
   1000 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ/電気ｽｲｯﾁ

18/28/38Pｼﾘｰｽﾞは油圧ﾎﾟﾝﾌﾟの下
流に装着することによりｻｰﾎﾞ，比
例制御回路の保護に威力を発揮し
ます。
高強度ｴﾚﾒﾝﾄとﾊﾞｲﾊﾟｽ･ﾊﾞﾙﾌﾞなし
の組合せにより、より確実な機器
の保護が可能となります。

・最高使用圧力
   41.4 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
・配管接続

   G
3
/4, G1, G1

1
/4, G1

1
/2

   SAEﾈｼﾞ, SAEﾌﾗﾝｼﾞ
・最大流量
   700 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ/電気・電子ｽｲｯﾁ

/高圧フィルター
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70/70 Ecoｼﾘｰｽﾞは、作動油の汚
染に敏感なｼｽﾃﾑの油圧機器の保
護に最適なﾌｨﾙﾀｰです。

低環境負荷ｴﾚﾒﾝﾄ
　　　　　ｴｺｸﾞﾗｽⅢ搭載可能

仕様
・最高使用圧力
   42.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   ｴｺﾙﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
     ・軽量
     ・一般ｺﾞﾐとして処理可
     ・環境負荷少
・配管接続
   G1, 11/4, 11/2

   SAE 1
1
/4", 1

1
/2" 3000-M ﾌﾗﾝｼﾞ

   SAE 1
1
/4", 1

1
/2" 6000-M ﾌﾗﾝｼﾞ

・最大流量
   450 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ/電気・電子ｽｲｯﾁ

22PD/32PDは回路を停止すること
なくｴﾚﾒﾝﾄの交換が可能なﾃﾞｭｰﾌﾟ
ﾚｯｸｽ・ﾀｲﾌﾟ専用のﾌｨﾙﾀｰです。

仕様
・最高使用圧力
   21.0 MPa
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
・配管接続
   22PD
    G1

    SAE 1
1
/4" 3000-M ﾌﾗﾝｼﾞ

   32PD

    G1
1
/4

    SAE 1
1
/2" 3000-M ﾌﾗﾝｼﾞ

・最大流量
   250 LPM
・ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ/電気・電子ｽｲｯﾁ

FMUｲﾝｼﾞｹｰﾀｰはParkerの各種ﾌｨ
ﾙﾀｰにのﾒﾃﾞｨｱの状態のﾓﾆﾀｰに最
適な圧力計，目視ｲﾝｼﾞｹｰﾀ，電気
ｽｲｯﾁ，電子ｽｲｯﾁです。

他社製のﾌｨﾙﾀｰにも搭載可能で
す。
（詳細はParkerにご相談下さい。）

圧力ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ
・低圧ﾌｨﾙﾀｰ用
・接続 : G1/8, M10X1
・設定圧力 : 0.12 MPa, 2.0 MPa
・圧力計
・電気ｽｲｯﾁ
    最大42 VAC/DC
    最大250 VAC DIN 43650 ﾌﾟﾗｸﾞ
付

差圧ｲﾝｼﾞｹｰﾀ
・ｲﾝﾗｲﾝ･ﾌｨﾙﾀｰ用
・最高使用圧力 : 42.0 MPa
・材質 : ｱﾙﾐ, 真鋳, ｽﾃﾝﾚｽ, 鉄
・設定圧力 : 各種
・目視ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ（ﾎﾟｯﾌﾟ･ｱｯﾌﾟ）
・電気ｽｲｯﾁ
    最大250 VAC
・電子ｽｲｯﾁ LEDｲﾝﾀｰ･ﾌｪｲｽ付
    10 ... 36 VAC
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏﾌﾞﾙ

/高圧フィルター

/インジケーター
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ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝは2つの機能を兼ね備え
たﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ・ﾌｨﾙﾀｰ･ｼｽﾃﾑです。

・ﾄﾞﾗﾑ缶等に貯蔵されたｵｲﾙを
    洗浄して油圧ｼｽﾃﾑへ給油
・ｼｽﾃﾑ内のｵｲﾙの定期的な浄化

特徴
・軽量・ｺﾝﾊﾟｸﾄ
・簡単操作
・Parkerの標準ｴﾚﾒﾝﾄを搭載
・ﾊﾞｲﾊﾟｽ流はINﾎﾟｰﾄに還流
・水除去ｴﾚﾒﾝﾄ（Par-Gel）対応

仕様
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   Par-Gel（水分除去）
・処理流量
   15 LPM
・電気ﾓｰﾀｰ
   220/240 VAC
   110 VAC
   24 VDC

10MFは油圧ｼｽﾃﾑ内のｵｲﾙの定期
的な浄化に最適なﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ・ﾌｨﾙ
ﾀｰ･ｼｽﾃﾑです。又油圧ｼｽﾃﾑへの
ｵｲﾙ給油にも威力を発揮します。

ｵｲﾙは精製，調合，運搬，貯蔵等
あらゆる状況でｺﾝﾀﾐ/水分浸入の
脅威に曝されています。ｵｲﾙ中の
浮遊水分は給水性能の高いﾎﾟﾘﾏｰ
製ｴﾚﾒﾝﾄPar-Gelで除去することが
できます。

10MFは清浄能力とｴﾚﾒﾝﾄ寿命ｱｯﾌﾟ
のため、大容量のﾌｨﾙﾀｰを2基搭
載しています。内臓ﾎﾟﾝﾌﾟで吸入さ
れたｵｲﾙは、INLETﾌｨﾙﾀｰで粒度
の大きいｺﾝﾀﾐを取除いた後、
OUTLETﾌｨﾙﾀｰで粒度の細かいｺﾝ
ﾀﾐ若しくは水分を取除きます。

Par-GelはOUTLETﾌｨﾙﾀｰに
　　　　　　　　　搭載頂けます。

仕様
・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒﾃﾞｨｱ
   ﾏｲｸﾛｸﾞﾗｽⅢ
     ・高補足力
     ・低圧力損失
     ・長寿命
   Par-Gel（水分除去）
・処理流量
   38 LPM
・電気ﾓｰﾀｰ
   220/240 VAC
   110 VAC

PVSはｵｲﾙを昇温（66℃）、真空脱
気することによりｼｽﾃﾑ内のｵｲﾙに
浸入した水分を完全に除去するこ
とができます。脱気した水分はｺﾝ
ﾃﾞﾝｻｰで水に還元した後に排出し
ますので、排気等により作業環境
を汚染することがありません。

ｼﾘｰｽﾞ/仕様
PVS 185
・処理流量 : 19 LPM
・配管接続

   IN    : 
3
/
4
" JIC （雄）

   OUT : 
3
/4" JIC （雄）

PVS 600
・処理流量 : 37.9 LPM
・配管接続
   IN    : 1" JIC （雄）
   OUT : 1" JIC （雄）
PVS 1200
・処理流量 : 75.7 LPM
・配管接続

   IN    : 1
1
/2" NPTF

   OUT : 1" JIC （雄）
PVS 1800
・処理流量 : 113.6 LPM
・配管接続
   IN    : 2" NPTF

   OUT : 1
1
/2" JIC （雄）

PVS 185
・処理流量 : 170.3 LPM
・配管接続
   IN    : 3" NPTF
   OUT : 2" NPTF

/浄油システム
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従来海外から輸入された機械の
油圧ｼｽﾃﾑのﾒﾝﾃﾅﾝｽには、機械
ﾒｰｶｰ又はｵﾘｼﾞﾅﾙ・ﾌｨﾙﾀｰ・ﾒｰｶｰ
からの高価な交換用ｴﾚﾒﾝﾄの購
入が必要でした。今交換用ｴﾚﾒﾝ
ﾄは1つのﾒｼﾞｬｰ・ｻﾌﾟﾗｲﾔｰから適
価できるようになりました。

Parkerの油圧ﾌｨﾙﾀｰは、様々な
産業界でその高い品質と充実し
たｻｰﾋﾞｽ体制でよく知られていま
す。

Parkerの交換用ｴﾚﾒﾝﾄPar-Fit
は、最新の濾材技術を駆使し、
厳しい性能・寸法基準を勘案して
設計・ﾃｽﾄされた高い信頼性を有
する他社互換ｴﾚﾒﾝﾄです。

Par-Gel はｵｲﾙ中の水分除去用
ｴﾚﾒﾝﾄです。
油圧・潤滑ｼｽﾃﾑのｵｲﾙ中の水
分に起因する様々な問題の解決
に有効です。
ｺﾝﾀﾐだけでなく、ｵｲﾙ中の水分を
除去することによりｼｽﾃﾑを最適
な状態に維持することができま
す。

従来からのIP65準拠のﾌｨﾗｰ・ﾌﾞﾘｰｻﾞｰ，ﾒﾀﾙ･ｴｱ･ﾌﾞ
ﾘｰｻﾞｰに加えて、ｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ付でｴﾚﾒﾝﾄの交換が可
能な
EAB，ABLｼﾘｰｽﾞがﾘﾘｰｽされました。

従来からの目視ﾀｲﾌﾟ（温度計付）のﾚﾍﾞﾙ･ｹﾞｰｼﾞに
加えて、作動油ﾚﾍﾞﾙの遠隔ﾓﾆﾀｰが可能なFLｼﾘｰ
ｽﾞ，CLS46が登場しました。

ｻｸｼｮﾝ･ｽﾄﾚｰﾅｰはﾀﾝｸ内の粒度の大きいｺﾝﾀﾐから
油圧ﾎﾟﾝﾌﾟを保護します。又ﾃﾞﾌｭｰｻﾞｰは戻り油によ
るｴｱﾚｰｼｮﾝから油圧ﾎﾟﾝﾌﾟを保護します。

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ･ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞは電動ﾓｰﾀｰと油圧ﾎﾟﾝﾌﾟの接続用
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾏﾙﾁｸﾗﾝﾌﾟ･ｼｽﾃﾑは自由度の高い配管の
ｸﾗﾝﾌﾟ･ｼｽﾃﾑです。ﾄﾞﾗｲﾌﾞ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ，ｸﾗﾝﾌﾟ・ｼｽﾃﾑ
共に様々なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝでご使用頂ける定評ある製
品です。

ｸﾞﾘｾﾘﾝ油圧計
外径 : 63mm, 100mm
ﾏｳﾝﾄ方式 : ﾊﾟﾈﾙ・ﾏｳﾝﾄ, ﾎﾞﾄﾑ・ﾏｳﾝﾄ
表示圧力 : 最高0 - 100 MPa

/タンク・アクセサリー
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LCM20は、15年の販売実績を有す
る世界のﾍﾞｽﾄ･ｾﾗｰ・ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ・ﾊﾟｰ
ﾃｨｸﾙ・ｶｳﾝﾀｰCM20の後継器です。

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
・建設機械
・製造工場
・油圧装置・ｼｽﾃﾑ・ﾒｰｶｰ
・試験・研究機関
・発電所
・船舶・港湾機器
・航空機・防衛機器

特徴
・日常的なﾊﾟｰﾃｨｸﾙのﾓﾆﾀｰにより
　測定時間の短縮と測定経費を
　節減。
・機械稼動状態での測定により
  ﾀﾞｳﾝ･ﾀｲﾑを低減。
・2分間のﾃｽﾄ･ｻｲｸﾙで瞬時に
  正確な測定。
・ﾃﾞｰﾀ登録機能により装置毎に
  測定結果の履歴を記録。
・内臓ﾌﾟﾘﾝﾀｰにより測定結果を
  ｸﾞﾗﾌ，ISO，NASで印刷。
・ﾊﾝﾄﾞ・ｾｯﾄから最大300ﾃｽﾄの
　記録を選択・呼出し。
・RS232によるPCへﾃﾞｰﾀの取込
み。
・出力ﾚﾍﾞﾙのﾘﾐｯﾄ設定により
　ｱｳﾄ･ﾌﾟｯﾄ・ｵﾌﾗｲﾝ･ﾌｨﾙﾀｰの
　ような周辺装置の制御可能。
・ﾜｰﾙﾄﾞ･ﾜｲﾄﾞのｻｰﾋﾞｽ，
　ﾃｸﾆｶﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ体制

MCM20は連続・恒久的なﾊﾟｰﾃｨｸﾙ
の管理・測定が必要なｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
に最適な常設ﾀｲﾌﾟのﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ･ﾊﾟｰ
ﾃｨｸﾙ･ｶｳﾝﾀｰです。

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
・ﾃｽﾄ装置
・建設機械
・製造工場
・油圧装置・ｼｽﾃﾑ・ﾒｰｶｰ

利点
・連続的なﾊﾟｰﾃｨｸﾙのｶｳﾝﾄにより
　継続して油圧ｼｽﾃﾑのﾓﾆﾀｰが
　可能。
・ﾌﾟﾘ･ｾｯﾄ機能により特定の
　ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙでの測定が可能。

特徴
・ﾃｽﾄ･ｻｲｸﾙ･ﾀｲﾑ :
    30秒～3分
・繰り返しﾃｽﾄ時間 :
    連続又は30秒～1440分
・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ･ｶｳﾝﾄ :
    6ﾁｬﾝﾈﾙ
・国際規格 :
    ISO4406. NAS 1638
・最高作動圧力 : 42.0 MPa
・最低作動圧力 : 0.2 MPa
・適用油 :
    鉱物・石油系油
    燐酸エステル油（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
・外部ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ : RS232
・電源 : 12 VDC

UBSﾎﾞﾄﾙ･ｻﾝﾌﾟﾗｰはLCM20, H2Oil

で実績のあるﾊﾟｰﾃｨｸﾙ/水分ｶｳﾝ
ﾀｰ用のﾎﾞﾄﾙ･ｻﾝﾌﾟﾗｰです。

ﾎﾞﾄﾙに採取したｵｲﾙを内臓ﾎﾟﾝﾌﾟで
ｶｳﾝﾀｰに供給します。

ｵｲﾙに溶け込んだ気泡を吸引する
真空ﾁｬﾝﾊﾞｰ付。

ｶｳﾝﾀｰに接続するとｶｳﾝﾀｰを自動
認識しますので、ｶｳﾝﾀｰの測定開
始ﾎﾞﾀﾝを押すと、ｶｳﾝﾀｰの測定時
間に同期してｵｲﾙの供給を行いま
す。

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
・ﾊﾞｯﾁ･ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
・ｵｲﾙ･ﾘｻｰﾁ
・ﾗﾎﾞ･ﾃｽﾄ
・移送ﾗｲﾝのﾓﾆﾀｰ

/コンディション･モニター
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System 20
   流量・圧力・温度ｾﾝｻｰ

配管中に装着して頂くことにより
「流量」，「圧力」，「温度」を定期的
に測定できます。

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙ･ｶｳﾝﾀｰ（LCM20,
MCM20）のｲﾝﾗｲ･ｻﾝﾌﾟﾗｰとしても
ご使用頂けます。

低圧力損失で、逆流もOK。

配管ｻｲｽﾞに合わせた3ﾓﾃﾞﾙ
　　6-25    LPM (G 3/8)
　　20-100 LPM (G3/4)
　　80-380 LPM (G11/4)

System 20
   油圧ﾃｽﾀｰ

定期的に「流量」，「圧力」，「温度」
をﾓﾆﾀｰすることにより、油圧ｼｽﾃﾑ
のわずかな変調，故障の兆しを捉
えることができます。

ｱﾅﾛｸﾞ表示，ﾃﾞｼﾞﾀﾙ表示の2ﾀｲﾌﾟ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃｽﾀｰはRS232を装備。ﾒﾓ
ﾘｰ内の測定ﾃﾞｰﾀをPCに転送可
能。

MS100/MS150は油圧ｼｽﾃﾑのﾗｲﾝ
に設置することにより、ﾘｱﾙﾀｲﾑで
油中の水分をﾓﾆﾀｰできるｾﾝｻｰで
す。

各ｵｲﾙの水分飽和点に対するﾊﾟｰ
ｾﾝﾃｰｼﾞをﾘｱﾙﾀｲﾑに正確に繰り返
し測定し、結果を表示します。

飽和水分ﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞは油圧ｼｽﾃﾑ
内のｵｲﾙの水分含有率を定量的に
測る簡易的な分析方法です。

特徴
・小型･軽量で水分含有率を
　　ﾘｱﾙﾀｲﾑにﾓﾆﾀｰ
・温度補償付
・緑・赤の警報表示
・0-10 VDCのｱﾅﾛｸﾞ出力 （ｵﾌﾟｼｮ
ﾝ）
・各種表示器（ｵﾌﾟｼｮﾝ）

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
・製紙工場
・港湾設備
・送電設備
・作動油の再生装置
・工場設備

H2Oilは赤外線波長吸収式による

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ油中水分計です。

油圧ｼｽﾃﾑに浸入した水分は、機
器の錆，腐食，磨耗を促進し、機器
の作動不良の原因となる大敵で
す。
又ｵｲﾙに対しても潤滑性・粘度低
下，酸化促進，添加剤の寿命低
下，絶縁性低下の原因となります。

H2Oilは赤外線波長吸収式により
非接触・非破壊・試薬不使用で測
定できる画期的な油中水分計で
す。

特徴
・低環境負荷
   非破壊・非接触で、廃油もなし。
・高精度な微少水分測定
   航空ｼﾞｪｯﾄ燃料，ﾄﾗﾝｽ･ｵｲﾙ等の
   微少水分測定（0-50ppm）で
   実績あり。
・ｼﾝﾌﾟﾙでｽﾋﾟｰﾃﾞｨｰ
   測定器の常識を破る簡単操作。
   ﾃｽﾄ時間：最速90秒
・予防保全・省力化
   PCｿﾌﾄでの連続無人測定，警報
   設定，傾向解析機能を装備。
・高品質
   ｶｰﾙﾌｨｯｼｭｰ滴定に基づいて校
正
   されたﾏｽﾀｰで生産。

/コンディション･モニター
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Parkerの圧力ｾﾝｻｰ（Performer）は、薄膜ｾﾝｻｰのｸﾘｰ
ﾌﾟやﾋﾟｴｿﾞ･ｾﾝｻｰの脆弱さを克服するために開発され
たﾊｲ･ｸﾞﾚｰﾄﾞなｽﾃﾝﾚｽ素子を使った正確で、信頼性の
高いｾﾝｻｰです。

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
・ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ          ・ﾄﾗｯｸ･ｸﾚｰﾝ
・土木機械         ・ﾚｰｼﾝｸﾞ･ｶｰ
・水圧機器         ・林業機械
・製紙機械         ・荷役機会

仕様
・圧力ﾚﾝｼﾞ
    2.0, 6.0, 10.0, 25.0, 40.0, 70.0 MPa
    許容圧力      : 定格圧力 X 2
    ﾊﾞｰｽﾄ圧力    : 定格圧力 X 6
・耐震   : 50G
・電気
   入力                     出力
   11-30 VDC            0-5 V
   11-30 VDC            4-20 mA
・温度
   -40℃～125℃
・接続
   G1/4
   Hex : 22 mm
   締付けﾄﾙｸ : 30 Nm

廉価版のLoFlow（ﾛｰﾌﾛｰ），Easiflow（ｲｰｼﾞｰﾌﾛｰ），
Dataflow（ﾃﾞｰﾀｰﾌﾛｰ）からｽﾃﾝﾚｽ/真鋳製の高精度流
量計/ｽｲｯﾁFlowline（ﾌﾛｰﾗｲﾝ）まで、多彩な製品ﾗｲﾝ･
ｱｯﾌﾟでお客様のご要望にお答えします。

ｼﾘｰｽﾞ/仕様
Easiflow（ｲｰｼﾞｰﾌﾛｰ）
・ｵｲﾙ/水用
・使用圧力  : 1.0 MPa
・使用流量  : 1 - 150 LPM
・使用温度  : 5 - 80℃ （ｵｲﾙ）
                 5 - 60℃ （水）
・ﾘｰﾄﾞ・ｽｲｯﾁ付（ｵﾌﾟｼｮﾝ）
Dataflow（ﾃﾞｰﾀｰﾌﾛｰ）
・ｵｲﾙ/水用
・使用圧力  : 1.0 MPa
・使用流量  : 2 - 150 LPM
・使用温度  : 5 - 80℃ （ｵｲﾙ）
                 5 - 60℃ （水）
・ﾌﾛｰ･ｾﾝｻｰ付
Flowline（ﾌﾛｰﾗｲﾝ）
・ｵｲﾙ/水用
・使用圧力  : 1.0 MPa
・使用流量  : 2 - 150 LPM
・使用温度  : 5 - 80℃ （ｵｲﾙ）
                 5 - 60℃ （水）
・ﾌﾛｰ･ｾﾝｻｰ付

/圧力センサー /流量計



Parker Hannifin Brochure: Ref: FDHB131JP Issue Date: 11/07

パーカーハネフィン日本株式会社
モーション事業部
〒251-0042
神奈川県藤沢市辻堂新町4-2-1
TEL : 0466-35-3050
FAX : 046635-2019


