
PROCESS FILTRATION
FROM PURE TO STERILE

Technical alterations reserved (01/2020) - Ver PF2111a

ここの製品について
除菌・微生物管理において、高性能と安定性を誇る
『LifeTec™ PES-BNフィルターエレメント』は、絶対グ
レード定格のポリエーテルスルフォン素材の高機能プリー
ツ状除菌フィルターです。高濃度コロイド状液体の除菌濾
過と微生物濾過、耐用年数において安定した性能を提供し
ます。

LifeTec™PES-BNフィルターエレメントの卓越した性能は、
最先端の膜濾材（メンブレンフィルム）に基づいていま
す。ポリエーテルスルホン膜は本質的に親水性であり、非
対称に設計された細孔構造を持っていることが特徴です。
細孔径は濾材の中心に向かって着実に小さくなり、多孔性
のある構造になります。高い耐久性設計により、多孔質構
造を保持しながら、不純物の除去性能を維持します。

全ての材料は、CFR Title21 (米国連邦規則集21章）、EU規
則 EC No.1935/2004（食品接触材料および物品に関するEU
規則）とその後の改正条項に適合しています。

特特 長

0.45µmの絶対グレード定格

高流量

高耐性素材

非対称性の高い膜設計

高温安定性、永続的な親水性

食品接触使用として承認取得済み
（CFR Title 21 & 1935/2004 / EC)

醸造所

アルコール飲料

ボトル入り飲料水・ミネラルウォーター

ソフトドリンク

化学

フィルターエレメントは、EC/2023/2006 で定義されているGMP 
の要件に適合しており、フィルターメディアの離脱がなく、熱溶着
により製造しています。

さらに、すべての素材はEC/1907/2006 とEC/65/2011 で定義されて
いる懸念物質（SVHC）を含有していません。

用用 途

ププロセスフィルトレーション



材材料適合性（米国）
LifeTec™ PES-BNフィルターカートリッジのすべてのコンポ―ネント
は、米国連邦規則集（CFR） Title 21に、食品コンタクト用としてFDAに
リストされています。

品質テスト
当社製品は、品質保証によって次の要件を満たしている

ことを検査した後、工場出荷をしています。

すべての10インチ除菌フィルターは、確立された品質と
設計仕様への準拠を検証し、安定した信頼性の高いパ
フォーマンスのために、完全性テストが行われています。

EC / 1935/2004に準拠した各フィルターエレメントの
トレーサビリティは、シリアル番号で管理しています。

すべてのLifeTec PES-BN フィルターエレメントは、 
ISO9001認証されたクラス7 クリーンルームで、分類、組
み立て、評価、包装を行っております。この施設の品質
管理システムは、認定された登録機関により適切な
ISO9001品質システム規格に承認されています。

フィルター材料 CFR Title 21
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適適用用途
絶対定格のLifeTecPES-BNメンブレンフィルターは、
高濃度コロイド性液体濾過に最適です。

液体の浄化と殺菌：
ビール

ワイン

清澄化 および 終段濾過：

脱イオン水
化学処理水
高温水
プロセス水
成分水

ソフトドリンク
ボトル入り飲料水・ミネラルウォーター

材料適合性（EU）
TheLifeTec™PES-BNフィルターエレメントは、欧州規則（EC）1935 / 
2004 の食品接触使用のガイドラインを満たしています。 すべてのポリ
マーコンポーネント（ポリプロピレン、ポリエーテルスルホン、EPDM)
は、食品と接触することを目的としたプラスチック材料および物品に関
するEU指令EC / 10/2011の要件を満たしています。 流出試験は、洗浄後
または流動状態で類似（B、D1）で実施されました。
使用されるすべての材料には、EC / 1907/2006（REACHガイドライン）
およびEC / 65/2011（RoHSガイドライン）で定義されている、高懸念物
質（SVHC）や、ラテックスベースの成分は含まれておりません。 アウ
ターガード・インナーコアに使用されるPP材料は、EMA / 410/01 Rev.03
に準拠して処理されており、TSEおよびBSEへのリスクはありません。

捕捉能力 （HIMAバクテリアチャレンジテストによる）

フィルターグレード 微生物
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LifeTec™ PES- N

* 数値は、耐蒸気性を評価するためのラボテスト結果に基づいています。実際の使用にあたっては、フィルターエレメントで確認する必要が
あります。推奨されるオートクレープ／蒸気殺菌手順については、ドナルドソンにお問い合わせください。

仕様
0.45 µm（絶対保持率）
0.72 m² / 250 mm (10”) エレメント

フィルターグレード
濾過面積
最大圧力損失 使用温度 差圧 ／ 崩壊圧

殺菌蒸気循環回数* 1121°C ～ 125°C（30分）飽和蒸気　（上流側から流した場合） 最大100 回まで　

完完全性テスト

流量性能

製品仕様

LifeTec™ PES-BN

10”エレメント
脱イオン水、20℃

ププロセスフィルトレーション
PROCESS FILTRATION

バブルポイントテスト ディフュージョンテスト / 順方向フローテスト

フフィルターグレード
最小バルブ
ポイント フィルターグレード

最大拡散値
（ディフュージョン値）



サイズ - CODE 2 コネクション
Size a b c

CODE 2:  2 x 226 Oリング、ツイストロック、フラットエンド、
一体化補強リング 

サイズ - CODE 3 コネクション
Size a b c

CODE 3:  2 x 222 Oリング、プラグコネクション、フラットエンド、
一体化補強リング 

サイズ - CODE 7 コネクション
Size a b c

CODE 7:  2 x 226 Oリング、ツイストロック、フィン付き、
一体化補強リング 

サイズ - CODE 8 コネクション
Size a b c

CODE 8:  2 x 222 Oリング、プラグコネクション、フィン付き、
　　　　一体化補強リング 



そその他のエンドキャップ形状については、お問い合わせください。

完全性試験、フォワードフロー水浸入テストにより確認後、出荷をしています。

サイズ - CODE ９ コネクション
Size a b c

E 9: 2 x 222 Oリング、バイヨネット３ロッキングタブ、フィン付き、
一体化補強リング 

サイズ - UF コネクション
Size a b c

CODE UF:2 x 226 Oリング、プラグコネクション、フィン付き、
一体化補強リング 

サイズ - DOE コネクション
Size a b c

DOE: ダブルオープンエンド/ EPDM ガスケット


