
PROCESS FILTRATION

HELPING TO PROTECT 
WHAT MATTERS MOST.
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ドナルドソンは、お客様の大切な製品を守ります。
100 年以上もの長きにわたり、ドナルドソンは、エネルギー・コスト効率に優れたフィルトレーション
ソリューションを提供し続けています。長年培った高度なフィルトレーション技術を用いた広範囲な
製品群が、さまざまな産業分野に導入されています。また、納品時はもちろん、納品後も、私たちは
お客様の大切な製品の品質維持をサポートしています。

アドバンスドフィルトレーションテクノロジー：最先端技術
ドナルドソンの最先端フィルトレーション技術により開発されたフィルターにより、エネルギー効率を改善、コスト削減
ができます。また、フィルトレーション技術開発への継続的な研究投資により、高性能フィルターの開発をしています。
例えば、

 LifeTec™

独自開発のメディア（濾材）構成と設計技術により、捕集能力、通気性、強度が、大幅に向上しました。

 Ultrapac™ Smart
コンパクトなモジュラー設計と洗練されたヒートレスドライヤーシステムにより、クリーンな乾燥空気を
生成します。
 UltraPleat™

革新的な流量設計と最適化されたプリーツ形状を導入する事で、圧力損失とエネルギー消費量を削減する
メディアテクノロジーです。

 Proprietary ePTFE membrane
大きい流量において高い粒子捕集率（除去効率）を高次元で達成させるドナルドソン独自開発のメディアです。

豊富な製品ラインナップ
ドナルドソンは、お客様の製造工程における上流側の
フィルターから、中間・下流側最終工程までのフィルター、
すべてのニーズに対応する幅広い製品とフィルトレー
ションソリューションを提供しています。
私たちは、ドナルドソンフィルター用の何千品目にも
及ぶエレメント、ハウジング、アクセサリー類と、
様々な他のブランドと互換性があるエレメントを
取り揃えております。
ドナルドソン製品は、食品安全を率先して推し進め、
様々な国々の品質基準に適合しています。

FDA（米国食品医薬品局）Code of Federal Regulations,Title 21
GFSI sanitary guidelines such as SQF and BRCS
3-A sanitary and hygienic guidelines
ISO 8573-1：2010 for compressed air 
その他

Protect your operation. 
Protect your reputation. 
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- ライフテック

- ウルトラパック スマート

- ウルトラプリート

サポートと専門知識
ビジネスとブランドの評判は、生産プロセス全体の清浄度合に影響します。そのため、経験豊富で信頼性が高く、
必要なときにいつでも対応できるフィルトレーションパートナーが必要です。

納品前から納品後もドナルドソンがサポート

広範囲におよぶ分析技術とトラブルシューティング

製品とアプリケーションのトレーニング

厳格な施設・設備評価

製品品質

解決策と最適方法をすばやく入手

必要な時に素早い対応

徹底したシステム指導

最新の食品安全基準を満たすプロセスの最適化

製品のアフターフォロー

ドナルドソンのサービスへの取り組みは、お客様へ長期的な価値を提供し、生産工程をより効果的に運営します。

プロセスフィルトレーション市場

ドナルドソンのプロセスフィルタ製品は多種多様の業界で導入・採用されています。

ノンアルコール・清涼飲料

加工食品

アルコール飲料

食品原材料

牛乳・乳製品

ペットフード
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Donaldson Has You Covered
高い清浄度、無菌環境を維持することは、とても重要なプロセスです。当社のアプリケーションに対する専門知識と
最先端濾過技術（フィルトレーションソリューション）が、上流側から下流側までの濾過工程を効果的に運用される
ことをサポートしていきます。

圧縮空気

バルクガス
・LPG

包装
・梱包材

完成品

原材料

製造工程

蒸気

水処理
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液体濾過過程

液体濾過技術

上下水道水、
井戸水が生産工程
に導入される際、
コースフィルタ
（粗目素材のフィ
ルター）で濾過
されます。

CIPシステム用
ろ過された給水は、
洗浄を伴う環境下
での設備・機器の
長寿命化、有効性
維持に貢献します。

製品に間接的に
接触、または、
製品表面に直接
接触する液体
（すすぎ、洗浄、
加熱、冷却装置
用水など）

製品の一部として
含まれる原材料、
およびその他の
非原材料成分
（製品の洗浄、
輸送、回収に使用
される水など）

ビール、ワイン、
ボトル入飲料水など
ほとんどの飲料は、
容器に入れる前に
ろ過が必要です。
これにより、高品質、
長期保存、一貫した
風味が持続します。

不純物、汚れ、錆、細菌、微生物、その他の汚染物質が含まれない液体原料製品を製造することは、最も考慮されなけれ
ばならない側面の1つです。適切な濾過技術は、そのような汚染物質から製品の保護を確実にする上で最良の方法です。
これには、粗い物質に対するものから最終過程にいたるまで複数の濾過工程に区分されています。

水源
CIP・定置洗浄

加工工程での
液体

液体原材料 製品
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より少ないフィルター交換で
エネルギー、メンテナンス、

フィルターコストを節約

LIFETEC

従来のメルトブロー製品から、ライフテック
製品へ切り替えたところ、約27％のトータル
コスト削減が報告されています。
（海外にて操業コストを算出）

LIFETEC

捕捉容量47％増 44％圧力損失
メルトブロー製品と比較

LIFETEC

メルトブロー製品と比較

LIFETEC™ フィルターエレメント
ドナルドソンのLifeTecプロセスフィルタ製品は、耐久性が高く、長寿命であり、高流量に対応できる事が特長です。
滅菌や重要工程におけるフィルターとして食品および飲料業界の様々な用途・技術に対応し、幅広い分野において
利用可能です。 

幅広い粒度分布および気体、液体の滅菌濾過に
対応するデプスフィルタとメンブレンフィルタ

0.2～50ミクロンの保持率（リテンションレート）

フィルターメディアの高い捕捉容量

ポリエーテルスルホン（PES）、ポリプロピレン（PP）、
ポリテトラフルオロエチレン（PTFE）による
メディアオプション

長さ：25.4、50.8、76.2、101.6（cm）
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蒸気濾過・スチームフィルトレーション
蒸気は高温のため、ほぼ無菌ですが、蒸気に含まれる不活性物質や粒子状物質を除去すると、機器・設備の保護につな
がり、稼働効率をさらに高めることができます。ドナルドソンのスチームフィルタは、食品の品質を維持し、電力等
エネルギーの使用量を減らし、検査や予期しない補修によるダウンタイムを軽減することで、コストを節約できます。 

プロセススチームは最も一般的に以下の用途で使用されます。

間接加熱での調理
温度制御
熱交換システムの熱の発生

調理用スチームの3-Aサニタリ規格を満たすには、ドナルドソン製品がお役立ちます。
調理用スチーム、または、クリーンスチームは、主に次のような目的で使用されます。

フィルターおよびプラント機器の滅菌
直接注入調理および低温殺菌
ブランチング
製品の滅菌

プロセススチーム

調理用スチーム
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次世代テクノロジー
コンパクトな精製パッケージであるUltrapac™Smart
ヒートレス再生吸着ドライヤーは、ろ過前および
ろ過用のUltraPleat™テクノロジーを備えています。

UltraPleatテクノロジーは、低圧損で圧縮空気とガス
から水/油のエアロゾルと固体粒子を除去します。

インダストリアルエア
インダストリアルエアは、空気圧工具やその他の機械部品に動力を供給するために使用される圧縮空気です。̶食品や
飲料に直接接触することはありません̶　機器を適切かつ効率的に機能させるために、フィルターを通過した清浄な
インダストリアルエアがお役に立ちます。アプリケーションは次のとおりです。

ドナルドソンは、多種多様なインダストリアルエアフィルタ製品を提供しています。

計装機器
圧縮空気工具
制御機器

ペインティング
レーザー
滅菌空気プレフィルター

コアレッサーエレメント
対高温用エレメント
活性炭エレメント
対微粉用エレメント

薬品耐性エレメント
高圧バルク空気濾過用ハウジング
微粉およびコアレッサー用フィルターハウジング
ヒートレス再生ドライヤー
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滅菌空気・ガス
製造工程の過程において、食品または飲料と接触する圧縮空気は、滅菌が必要不可欠です。これには、食品や飲料の
製造に使用される機器に触れる空気も含まれます。
ドナルドソンは、食品や飲料の製造工程向けのフィルターを提供しています。

ドナルドソンの滅菌エアコンポーネントは、低い総所有コストでありながら優れた性能を発揮します。

プラスチック（PET）ブロー成形/洗浄
タンクブランケット
食品充填
乾燥

パッケージング・包装
エアナイフ
混合タンク

低圧損
高いろ過効率
滅菌サイクルに対する高い耐久性

ポリプロピレンまたはポリカーボネート
およびステンレス鋼ケージ
PTFEおよびホウケイ酸塩製メディア
過酷な環境にも対応する強固なデザイン
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パラメーター PT N

最高使用温度（℃）
滅菌サイクル
保持効率LRV (0.2 microns)
ディウェッティングタイム（s)*
外部構造
耐VPHP性
耐オゾン性

82.2
150

>7

30

Polypropylene

No

No
* 10インチ[秒]のディウェッティングタイム@ 140m³/ h、2 bar abs

TETRATEX®ePTFE フィルターメディア
ドナルドソン独自のTetratex ePTFEメンブレンは、独自の微孔性構造です。それは小さく不規則な繊維構造を含み、
肉眼で見ることができない程の小さい孔径です。高い通気性があり、滅菌サイクルに対する最大限の耐久性を有して
います。フィルターの寿命が長いため、オペレーションコストの削減も可能です。

プロセスの追求
お客様が、製品の安全性と完全性を維持することを非常に重要視されていると、私たちは考えています。
また汚染に関連するコスト（製品品質確保と社会的評価）は、どの組織にとっても避けられない課題です。
貴社のフィルターシステムに関して、エネルギー効率、対費用効果等の確認が必要でしたら、
ぜひドナルドソンへご相談ください。

Donaldson Tetratex ePTFE Elements

Donaldson LifeTec PT N ePTFE Media

ドナルドソン製品の優位性
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日本ドナルドソン株式会社
産業システム事業部

〒190-0022

東京都立川市錦町 1-8-7

TEL

FAX

042-540-4123

042-540-4470

ndl-ultrafilter-web@donaldson.com
www.donaldson.co.jp
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優れたフィルトレーション  最大限のプロテクション
豊富な製品ラインナップ

空気、蒸気、液体用フィルター製品
衛生ガイドラインに適合した設計
幅広い用途目的に対応
ハウジング、エレメント、部品など
豊富な在庫

最先端技術

最適化されたフィルター性能
と濾過効率
広範囲にわたる研究開発能力
最新鋭の設計および試験・評価設備
世界中で1,000人を超える技術者

製品サポートと専門知識

専任技術者

包括的な営業サポート
広範なフィルター分析技術と
トラブルシューティング
100年以上にわたる
グローバルな成功実績


