
邁博瑞生物膜技術（南通）株式会社

Membrane Solutions（NanTong)Co.Ltd

邁博瑞生物膜技術（南通）株式会社

Membrane Solutions

連絡先：上海市普陀区中山北路１７５９号浦発広場 D 座２２０２B室 Address: 2202, No.l759 North Zhongshan Road, Shanghai

電話番号：４００－６２０－１６６０ ファックス：００８６－２１－５１６８７５５１ Toll free: 400-620-1660 Fax: 0086-21-51687551

メールアドレス：info@membrane-solutions.com Email: info@membrane-solutions.com

ウェブサイト：nfo@membrane-solutions.com Website:http://www.membrane-solutions.com

工業用フィルターカートリッジ

Industrial Filter Cartridge

mailto:info@membrane-solutions.com
mailto:info@membrane-solutions.com
mailto:info@membrane-solutions.com


邁博瑞生物膜技術（南通）株式会社
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昔とは比べ物にならない世界、どこにもある邁博瑞！
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使命 MissionMissionMissionMission StatementStatementStatementStatement

専門の応用技術、開発と技術の支持を通じ、お客様に価値を創造し、世界をリードする膜

濾過製品のリーダとなる。

To be the worldwide leader in providing a wide variety of quality membrane & filtration

products with appli-cation expertise, development and technical support, creating value

and innovative solutions for our customers.

会社のプロフィール

CompanyCompanyCompanyCompany profileprofileprofileprofile

邁博瑞生物膜技術株式会社は専門的にミリポア膜及びその関連製品の研究、開発、生産及び販売を

するハイテクニックなアメリカ独資企業である。２００７年から、邁博瑞が中国に入り、現在は三

つの製造工場、一つの南通研発実験基地そして上海・武漢・南通三つの販売部を成立し、全面的に

中国での濾過分野への戦略的発展を始めたのである。

Membrane Solutions, LLC is a wholly U.S. owned high-tech enterprise in China specializing in

manufacturing, R&D, and sales of microfiltration membrane and related products. Membrane

Solutions entered China market in 2007. Since then, we have set up three manufacturing plants

and one R&D center in Nantong, and three sales branch offices in Shanghai, Wuhan, and Nantong,

launching a full-scale development strategy in the filtration industry of China.

邁博瑞には生物・化学工業・機械・自動化コントロールなど分野の人材を集めた革新的な製品を開

発するチームがあり、各学科人員の専門配置の枠組が合理的で、科研技術も充分である。邁博瑞の

メイン製品はシリンジフィルター、膜ディスク、サンプルバイアル、クロマト消耗品、生物分子消

耗品、工業用フィルターカートリッジ＆バッグ、及び自己啓発知的財産権のあるミリポア膜などで

ある。MS ブランドのシリンジフィルターは全世界４０か国と地域へ売り、年間の出荷量は１千万台

を超え、製品の規格が健全で質も優れたものであり、自有ブランド以外、国際的有名なブランドの

OEM 製品にも評判がいいし、すでにフィルター世界に立っていたのである。

Membrane Solutions have established an innovative and talented product development team in

the fields of biology, chemical engineering, mechanics, and automation. Our people possess top

professionalism as well as strong technical capabilities in scientific research. Membrane Solutions

provide a wide range of products including syringe filters, membrane discs, sample vials,

chromatographic consumables, biological molecules consumables, industrial cartridge filters, and

microfiltration membrane, all of which enjoy self-developed intellectual property rights and

protection. Syringe filters, high quality and complete in offering, are exported to over 40 countries

and regions with annual export volume exceeding 10,000,000 pieces. They are of high quality and

have a complete range of specifications. In addition to marketing our own brands, Membrane

Solutions engage in OEM production for international famous brands. We have well received in

OEM fields due to excellent reputation of ours, ranked among top three manufacturing leaders in

filtration.

http://ejje.weblio.jp/content/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%95%93%E7%99%BA


会社の南通濾過製品生産工場は３０ムーあまりな地を敷き、建築面積が５０００平方メートルを

超え、そのうち、１０００平方メートル近くが清潔な生産現場であり、権威ある部署のテストも

通っていたのである。会社が専門的な先進製膜現場と多数なミリポア膜、シリンジフィルター及

び膜ディスクの生産ラインを持ち、設備が先端的で、生産量が多く、質も安定であり、業界でも

有数である。独創な中国式な連続包装が細菌テストグリッド膜包装で新たな局面を切り開いたの

である。各管理能力のアップにつれて、会社が ISO９００１体系認定を獲得し、一流の製品と完

璧なサービスでお客様の濾過システムを最高な状態に確保する！

Our filtration factory in Nantong is a 4 story building sitting on about a land of five acres. The

building area has 5000 square meters, of which the clean production workshop of nearly 1000

square meters has successfully tested by the authority. Our company has advanced membrane

production workshop as well as several automatic assembly lines for microfiltration membrane

cartridge, syringe filter, and membrane discs. With advanced equipment, high output, and stable

quality, Membrane Solutions is far ahead of competitors in the industry. The original continuous

packaging of gridded membrane filters, first in Chinese market, have created a breakthrough in

packaging. The company has been certified by the IS09001 Quality System Certification, as a

result of our years of quality management We strive to ensure that the filtration system

delivered to our clients remain the best as a result of our consistency in the first-class products

and superior services.

科学化、知能化、人本位な管理ムードで、邁博瑞が従業員全員の発展と成長にもっとも競争的な

空間を提供し、新たな立脚点に立つことと新たな局面を切り開くことを堅持し、人本位、誠実、

革新、専門、精密、卓越を企業信念とする、一流なサービスを追求し、有名なブランドを培い、

世界一流な企業を創り、業界でのリードになろうとしている。邁博瑞の企業理念は積極的且つ前

向き、突発且つ革新、一流な技術で一流なブランドを作り上げることである。

Membrane Solutions LLC focus on growing our employees by providing the most competitive

growing platform for career development. Membrane Solutions focus on providing first-class

service, cultivating brand name recognition, striving for industry leadership, and building a

world-class enterprise.



会社の枠組

OrganizationOrganizationOrganizationOrganization chartchartchartchart
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資格認定及び栄誉

Qualification and Honors

★ ２００７年ISO９００１-２０００質量体系認定を獲得する。

★ ２０１２年EUのCE安全認定を獲得する。

★ Passed the IS09001-2000 quality system certification in 2007

★ Through the European CE safety certification in 2012



製品の紹介

Product introduction

ミリポア-ナイロンプリーツ

フィルターカートリッジ

ナイロンプリーツフィルターカートリッジが親水性のナイロンミリポアフィルター

膜及び不織布また（繊維ウェブ ）の内外支持層を使って折り畳んできたものである。

フィルターカートリッジのケーシングセンチバール及び端ぶたがスウェト・ソルダリ

ング技術で加工成型し、接合剤なしで、漏れない、二次汚染なしである。

親水性のナイロンには高い流通力、低い分離力、均一な口径且つ比較的に強い柔軟

性と吸着力を持ち、有効的な遮断力で精度高い濾過の応用条件に応じる。MS®出品のナ

イロンプリーツフィルターカートリッジは出荷前完全性テストで製品の高い質を確保

し、ME や生物製剤などの業界で幅広く使われている。

製品の特色

親水性のナイロン膜

化学適合性がよい、多くの試

剤と適合する。

低い分離力で高い流通力

すべてのフィルターカート

リッジ が百パーセントに完

全性テストにパスする。

スウェト・ソルダリング技術

を利用する。

応用

電子、ME、半

導体工業水濾

過

高純度化学製

品濾過

水薬濾過 ド

リンク濾過

部品材質

濾過材質：親水性ナイロン膜

内外管材質：PP

端ぶた材質：PP

接合点タイプ ：

DOE/SOE/222Flat/222Fin/22

6Fin/226Flat

シール環材質：シラスティッ

ク/FPM/ EPDM/NBR

フィルターカートリッ

ジのサイズ

外径：６８ｍｍ

孔隙径：０．１μm、０．

２２μm．０．４５μm，

１μm

長さ：１０″、２０″、

３０″、４０″

お客様の要求次第で造

れる。

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E5%90%88%E7%82%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93
http://ejje.weblio.jp/content/%E9%AB%98%E7%B4%94%E5%BA%A6
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B0%B4%E8%96%AC
http://ejje.weblio.jp/content/%E4%B8%8D%E7%B9%94%E5%B8%83
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%8F%A3%E5%BE%84
http://ejje.weblio.jp/content/ME


作業パラメータ

最高作業温度：80°C@1.5bar う

濾過面積：0.6 ㎡/10inch

最大操作圧力：5bar@20°C

推薦交替圧力：2.4bar@20°C

製品番号

CR:：プリーツフィルターカートリッジ

NY:濾過材質

０１０：長さ１０″

０５０：精度５μm

０S：０＝DOE S=シラスティックシール

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥2.5bar@20°C

（純水）：０．４５μm≥１．５bar@20°C

mailto:80%C2%B0C@1.5bar
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

ミリポア－PES プリーツフィルターカートリッジ

MS®SteriPure シリーズの PES プリーツフィルターカートリッジが外国輸入の親水性非対称 PESM と PP モジ

ュールで造られている。超低な蛋白質吸着特性が多数な肝心応用の適応性を確保したのである。PES 膜は精

確に不純物を遮断するだけでなく、幅広い化学品相性を持っている。

SteriPure PES プリーツフィルターカートリッジはすべて清潔室で製造し組み立て、そして百パーセントに

ロットと原料生産を遡れる。PES プリーツフィルターカートリッジには多数の孔隙径とサイズが提供され、

ほとんどの国内外のフィルターに適用されている。PES のよい耐熱性は蒸気殺菌が提供され、出荷前の完全

性テストが製品の質を確保し、生物製剤の端末除菌濾過に幅広く使われている。

製品の特色

遮断効果優れた親水不

対称 PESフィルター膜

低蛋白質吸着

高流速、長寿命

化学相性が強い

孔隙径範囲が広い、サ

イズが完璧

百パーセント完全性テ

スト

応用

高純水、超純水と脱

イオン水 整備と使

用点濾過

生物製品除菌濾過

緩衝液と生物濾過

もっと精密な前置

濾過

ミネラルワォータ

ー、ドリンク、アル

コール類の濾過

部品材質

濾過材質：親水性 PESM

内外管材質：PP

端ぶた材質：PP

接合点タイ

プ ：:DOE/SOE/222Flat/222F

in/226Fin/226Flat

シール環材質：シラスティッ

ク/FPM/ EPDM/NBR

溶接技術：スウェト・ソルダ

リング （接合剤なし）

フィルターカートリ

ッジのサイズ

外径：６８ｍｍ

孔隙径：０．１０μm、

０．２２μm．０．４

５μm，１μm

長さ：１０″、２０″、

３０″、４０″

お客様の要求次第で

造れる。

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E5%90%88%E7%82%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%B7%A9%E8%A1%9D%E5%99%A8
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%80%90%E7%86%B1%E6%80%A7


製品番号

CR:：プリーツフィルターカートリッジ

PES:濾過材質

０１０：長さ１０″

０２２：精度０．２２μm

作業パラメータ

最高作業温度：≤80°C@0.7bar

濾過面積：0.6 ㎡/10inch

最大操作圧力：5bar@20°C

推薦交替圧力：2.4bar@20°C

殺菌方式：殺菌キャビネで殺菌するある

いはオンライン殺菌する３０分@１20°C

ごとに

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥３．４bar@20

°C

（純水）：０．４５μm≥２．２bar@20°C

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%93%E3%83%8D


製品の紹介

Product introduction ミリポア－PTFE プリーツフィルターカートリッジ

PTFE プリーツフィルターカートリッジが疎水性の PTFE ミリポアフィルター膜及び不織布また（繊維ウェブ ）

の内外支持層を使って折り畳んできたものである。フィルターカートリッジのケーシングセンチバール及び端

ぶたがスウェト・ソルダリング技術で加工成型し、接合剤なしで、漏れない、二次汚染なしである。

PTFE 膜の幅広い化学相性がプリーツフィルターカートリッジを各種の酸性とアルカリ性液に使われ、MS の PTFE

プリーツフィルターカートリッジの生物安全性と発熱原コントロールが USP の要求に満足され、出荷前すべて

のフィルターカートリッジが百パーセントに泡立ち点及び拡散流などの完全性テストを通し、幅広く生物製剤

業界の各種の酸性、アルカリ性、有機溶剤の濾過に使われている。

製品の特色

疎水性の PTFE 膜

幅広い化学相性

多層支持層加膜の組

み合わせプリーツ構

造を利用する

すべてのフィルター

カートリッジ が百

パーセントに完全性

テストをパスする。

高い流通力、使用年

限が長い

強い疎水性、防水侵

蝕力が高い

応用

無菌タンク排気

溶剤除菌濾過

圧縮空気除菌濾過

腐蝕性液体濾過

有機溶剤濾過

部品材質

濾過材質：疎水性 PTFE

膜

内外管材質：PP

端ぶた材質：PP

接合点タイプ ：

DOE/SOE/222Flat/222F

in/226Fin/226Flat

シール環材質：シラス

ティック/FPM/

EPDM/NBR

フィルターカート

リッジのサイズ

外径：６８ｍｍ

孔隙径：０．１μm、

０．２２μm．０．

４５μm，１μm

長さ：１０″、２

０″、３０″、４

０″

お客様の要求次第

で造れる。

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%96%8E%E6%B0%B4%E6%80%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E4%B8%8D%E7%B9%94%E5%B8%83
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%99%BA%E7%86%B1%E5%8E%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%89%A4
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%96%8E%E6%B0%B4%E6%80%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%96%8E%E6%B0%B4%E6%80%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E7%A9%BA%E6%B0%97
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%85%90%E8%9D%95%E6%80%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%89%A4
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%96%8E%E6%B0%B4%E6%80%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E5%90%88%E7%82%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0


製品番号

CR:：プリーツフィルターカートリッジ

PTFE:濾過材質

０１０：長さ１０″

０５０：精度５μm

０S：０＝DOE S=シラスティックシール

作業パラメータ

最高作業温度：80°C@１．５bar

濾過面積：0.6 ㎡/10inch

最大操作圧力：5bar@20°C

推薦交替圧力：2.4bar@20°C

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥１．０bar（純

水）：０．４５μm≥０．５bar

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

ミリポア－PP プリーツフィルターカートリッジ

PP プリーツフィルターカートリッジが超細い PP 繊維膜及び不織布また（繊維ウェブ ）

の内外支持層を使って折り畳んできたものである。フィルターカートリッジのケーシング

センチバール及び端ぶたがスウェト・ソルダリング技術で加工成型し、接合剤なしで、漏

れない、二次汚染なしである。

邁博瑞出品のプリーツフィルターカートリッジがプリーツ式を使い、膜の濾過面積が広い、

不純物を獲得力が強い、差圧が低い、使用年限が長い、フィルターカートリッジ全体が純

PP 材質で、幅広い化学相性を持っている。

製品の特色

すべてが百パーセント純の

PP構造

多層支持層加膜の組み合わ

せプリーツ構造を利用する

幅広い化学相性

スウェト・ソルダリング 技

術を利用する

差圧が低い、使用年限が長

い

孔隙径のレンジが広い

応用

防水の前置濾過

医薬生物の濾過

有機溶剤、インクの

濾過

油田注水の濾過

ミネラルワォータ

ー、ドリンク、アル

コール類の濾過

部品材質

濾過材質：ポリプロピ

レン

内外管材質：PP

接合点タイプ ：

DOE/SOE/222Flat/22

2Fin/226Fin/226Fla

t

シール環材質：シラ

スティック/FPM/

EPDM/NBR

フィルターカートリッ

ジのサイズ

外径：６８ｍｍ

孔隙径：０．１μm、０．

２２μm．０．４５μm，

１μm、３μm、５μm、

１０μm、２０μm、５０

μm、１００μm

長さ：１０″、２０″、

３０″、４０″、５０″、

６０″、７０″

お客様の要求次第で造

れる。

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%89%A4
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E5%90%88%E7%82%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%B7%AE%E5%9C%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E4%B8%8D%E7%B9%94%E5%B8%83
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%B7%AE%E5%9C%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%96%8E%E6%B0%B4%E6%80%A7
http://ejje.weblio.jp/content/%E4%B8%8D%E7%B9%94%E5%B8%83
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%AB%AF%E3%81%B6%E3%81%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%99%BA%E7%86%B1%E5%8E%9F
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%89%A4


製品番号

CR:：プリーツフィルターカートリッジ

PP:濾過材質

０１０：長さ１０″

０５０：精度５μm

０S：０＝DOE S=シラスティックシール

作業パラメータ

最高作業温度：１２０°C

濾過面積：0.6５㎡/10inch

最大操作圧力：5bar@20°C

推薦交替圧力：2.4bar@20°C

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥１．０Bar

（純水）：０．４５μm≥０．５bar

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

PP 熔噴フィルターカートリッジ

邁博瑞 MicroPure classic シリーズ熔噴フィルターカートリッジが PP 樹脂を原料で繊維を造り、接合剤な

しで、ホットメルト繊維で巻き添えて完成する。独特な三層グラジェントの孔隙径デザインで、立体的な

濾過効果を形成し、高空隙率 、高遮断率、高不純物収容量と低圧力降下 の効果をもたらしたのである。

全 PP 構造で、高い化学相性で、強酸、強アルカリ及び有機溶剤の濾過に適切し、先端の繊維熱熔技術で、

この製品に対するお客様のさまざまな要求に満足させる。

製品の特色

グラジェントの孔隙径構

造

高純度 PP 材料

繊維間空隙が均一で、高

い濾過効果を果たす

幅広い化学包容性

高不純物収容力、使用限

度が長い

応用

水処理：RO 反浸透前置

濾過；

電子工業：純水、超純水

の前置濾過；

冷却 水系統濾過

飲用水濾過

電気メッキ溶液濾過

部品材質

繊維材質：PP

構成材質：PP

接合点タイプ ：

DOE/SOE/222Flat/222Fin

/226Fin/226Flat

シール環材質：シラステ

ィック/FPM/ EPDM/NBR

表面処理：平面 、オレン

ジ、エンボス加工 、キャ

ビティ

フィルターカートリッジ

のサイズ

外径：６３ｍｍ、１１４

ｍｍ

内径：２８ｍｍ、３０ｍ

ｍ

孔隙径：０．５μm、１μ

m、５μm、１０μm、２０

μm

長さ：１０″、２０″、

３０″、４０″

お客様の要求次第で造れ

る。

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E5%90%88%E7%82%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E9%9D%A2
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%B9%E5%8A%A0%E5%B7%A5
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%93%E3%83%86%E3%82%A3
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%93%E3%83%86%E3%82%A3
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%86%B7%E5%8D%B4
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%88
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%A9%BA%E9%9A%99%E7%8E%87
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%AA
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%BA%B6%E5%89%A4


製品番号

CRM:：熔噴フィルターカートリッジ

PP:濾過材質

０１０：長さ１０″

０５００：精度５μm

作業パラメータ

最高作業温度：８０°C

耐圧：正方向：０．１MPａ@６０°C

反方向：０．０６MPａ@６０°C

設計作業流量：０．５T/H*10"

PH値：１－１３

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥１．０bar

（純水）：０．４５μm≥０．５bar

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

糸巻きフィルターカートリッジ

糸巻きフィルターカートリッジが一種の深層フィルターカートリッジであり、低粘度、低不純物含

有量の濾過に使われている。糸巻きフィルターカートリッジはポリプロピレン織糸或いは脱脂綿糸

を特定密度より精密に多孔構成に巻き添えて完成され、外疎内密の胞状構造を持ち、有効的に流体

の中の浮遊物 、粒子、さびなどの不純物を除去し、優秀な濾過性能を持っている。

邁博瑞会社が生産した糸巻きフィルターカートリッジはその優れた性能及び多様なサイズと系列タ

イプでドリンク、工業用水、生活用水、直流通電液、油類、ペンキなどの濾過に幅広く使われてい

る。

製品の特色

幅広い濾過材料とセ

ンチバール材料の選

択が優越な性能を確

保する

グラジェント孔構造

が有効的にサイズ相

違な粒子を除去する

長い使用年限が運行

コストを節約する

幅広い化学包容性

高不純物収容力

応用

RO 前の保安濾過

石油化学工業濾

過

工業用油の濾過

電子純水の濾過

有機溶液の濾過

部品材質

濾過材質：PP ポリプ

ロピレン織糸、脱脂

綿糸

構成材質：PP、３０

４ステンレス鋼、３

１６ステンレス鋼

接合点タイプ ：

DOE/SOE/222Flat/22

2Fin/226Fin/226Fla

t

シール環材質：シラ

スティック/FPM/

EPDM/NBR

フィルターカートリッジ

のサイズ

外径：６３ｍｍ、１１４ｍ

ｍ

内径：２８ｍｍ、３０ｍｍ

孔隙径：０．５μm、１μm、

５μm、１０μm、２０μm、

３０μm、５０μm

長さ：１０″、２０″、３

０″、４０″

お客様の要求次第で造れ

る。

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%B9%94%E7%B3%B8
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%84%B1%E8%84%82
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%84%B1%E8%84%82
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%8E%A5%E5%90%88%E7%82%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%B9%94%E7%B3%B8
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%84%B1%E8%84%82
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%83%9E%E7%8A%B6%E3%81%AE
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B5%AE%E9%81%8A%E7%89%A9


製品番号

CRW：糸巻きフィルターカートリッジ

PP:濾過材質

０１０：長さ１０″

０５００：精度５μm

P:PP 構成

作業パラメータ

最高作業温度：１２０°C

最大操作圧力：３．４bar

差圧：４．２bar、２５°C

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥１．０bar

（純水）：０．４５μm≥０．５bar

有機物除去率

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

焼結型活性炭フィルターカートリッジ

焼結型活性炭フィルターカートリッジが優質な粉体ヤシ殻活性炭と高分子の接合

剤を使って、特殊な焼結工芸で精製した高密度なフィルターカートリッジである。

このフィルターカートリッジは充分に粉末活性炭の高効率な吸着性を生かし、且

つ使用便利で、安全で、普通の活性炭フィルターカートリッジ炭素粉末脱落と二

次汚染の可能性を防止したのである。

焼結型活性炭フィルターカートリッジは吸着と濾過作用を一身に集め、ものすご

い吸着容量と吸着効率を持ち、水体中の微小粒子、余った弗素、変な匂、有機物

などを有効的に除去し、各応用と業界に幅広く使われている。

製品の特色

炭素粉末の零放出

高効率的に余った弗素と変な匂

を除去する

有機物の吸着効果が極めてよい

高濾過精度

吸着と濾過作用を一身に集める

応用

飲用水

反浸透前置処理

ペンキ、電気メッキ

食品

化学工業

部品材料

ろ材 ：粉末ヤシ殻炭素

内外構成：PP

グリッド：PP

端ぶた：PP

受け板 ：NBR/ シラステ

ィック

フィルターカートリッジのサ

イズ

外径：６３ｍｍ

内径：２８ｍｍ

長さ：１０″、２０″、３

０″

お客様の要求次第で造れる。

http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%8D%E6%9D%90
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%8F%97%E3%81%91%E6%9D%BF
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%B2%89%E6%9C%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BC%97%E7%B4%A0
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%84%BC%E7%B5%90%E5%9E%8B
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%84%BC%E7%B5%90%E5%9E%8B
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%B2%89%E6%9C%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%84%BC%E7%B5%90%E5%9E%8B
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BC%97%E7%B4%A0


製品番号

CRSI：焼結型活性炭フィルターカートリッジ

０１０：長さ１０″

０５００：精度５μm

作業パラメータ

濾過精度：１μm、５μm、１０μm

最高作業温度：５２°C

最大操作圧力：１７bar

差圧：７bar、２５°C

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥１．０bar

（純水）：０．４５μm≥０．５bar

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%84%BC%E7%B5%90%E5%9E%8B
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

押し出し型活性炭フィルターカートリッジ

押し出し型活性炭フィルターカートリッジが優質で高効率な粒活性炭を主体に使い、食品級な接合剤を添え、

特殊な連続圧縮技術で完成される。外部の PP 前置濾過膜が有効的に大きな沈殿物粒を濾過し、フィルターカ

ートリッジの使用年限を延長する。PP 保護網がフィルターカートリッジに高い強度と不純物収容力を与えたの

である。

この製品には優秀な吸着力と濾過効率を持ち、有効的に水体中に余った弗素、変な匂と有機物、及び微小な沈

殿物粒を除去する。

製品の特色

強いな吸着力、高い濾過効率

有効的に余った弗素、変な匂と

有機物を除去する

炭素粉末の零放出

低差圧、長使用年限

強い不純物収容力

応用

飲用水

電気メッキ液濾過

化学工業業界

食品業界

石油工業

部品材質

ろ材 ：炭質炭素、ヤシ

殻炭素

外套：PP

グリッド：PP

端ぶた：PP

受け板：NBR/ EPR/ シラ

スティック

フィルターカートリッジのサイ

ズ

外径：６３ｍｍ、１１５ｍｍ

内径：２８ｍｍ、３０ｍｍ、

長さ：９．７５″、１０″、２

０″

お客様の要求次第で造れる。

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BC%97%E7%B4%A0
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BC%97%E7%B4%A0
http://ejje.weblio.jp/content/%E7%82%AD%E7%B4%A0%E7%B2%89%E6%9C%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%8D%E6%9D%90
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%8F%97%E3%81%91%E6%9D%BF


製品番号

CRCTO：焼結型活性炭フィルターカートリッジ

０１０：長さ１０″

０５０：精度５μm

作業パラメータ

濾過精度：５μm、１０μm

最高作業温度：５２°C

最大操作圧力：１７bar

差圧：４．５bar、２５°C

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥１．０bar

（純水）：０．４５μm≥０．５bar

有機物除去率

http://ejje.weblio.jp/content/%E7%84%BC%E7%B5%90%E5%9E%8B
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

粒活性炭フィルターカートリッジ

邁博瑞粒活性炭フィルターカートリッジの中のすべて活性炭粒が水体と充分に接触してから

最大な吸着量を確保し、有効的に飲用水中に余った弗素、変な匂と VOC を除去する。

使い時に、水流がフィルターカートリッジの一端に入り、全体の活性炭層を通し別端に流れ

出す。その内部の独特なデザインが最大限に傍流を減少し、精度が２０μmの後部濾過層は有

効的に炭素粉末と他の粒物の排出を下げる。

この製品は異なったサイズと流速の場合、全部有効的に飲用水の濾過に使われる。

製品の特色

傍流なし

有効的に余った弗素、変な匂

と VOC を除去する

黒水の出現を有効的に防ぐ

広い流速適用範囲

応用

飲用水

プール

化学工業

石油化学工業

部品材質

ろ材 ：炭質炭素、ヤシ

殻粒活性炭

外套：ポリスチレン

後部処理膜：PP

端ぶた：PP

受け板：NBR/ EPR/ シラ

スティック

フィルターカートリッジの

サイズ

外径：６３ｍｍ、１１５ｍｍ

内径：２８ｍｍ、３０ｍｍ、

長さ：９．７５″、１０″、

２０″

お客様の要求次第で造れる。

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BC%97%E7%B4%A0
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BC%97%E7%B4%A0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%8D%E6%9D%90
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%8F%97%E3%81%91%E6%9D%BF


製品番号

CRGAC：粒活性炭フィルターカートリッジ

０１０：長さ１０″

０５０：精度５μm

作業パラメータ

濾過精度：５μm、１０μm

最高作業温度：５２°C

最大操作圧力：１７bar

差圧：４．５bar、２５°C

完全性テスト

泡立ち点 テスト：0.22μm≥１．０bar

（純水）：０．４５μm≥０．５bar

有機物除去率

http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B4%BB%E6%80%A7%E7%82%AD
http://ejje.weblio.jp/content/%E6%B3%A1%E7%AB%8B%E3%81%A1%E7%82%B9


製品の紹介

Product introduction

製品の紹介

Product introduction

ニードルパンチフェルトフィルターバッグ

ニードルパンチフェルトフィルターバッグが

１００パーセントの純繊維ニードルパンチフ

ェルトによる造られ、三軸立体深層濾過構造を

持ち、内部の曲がりくねりな濾過層が有効的に

不純物収容力を増え、純 PP、ポリエステル 、

PTFE など異なった材質が選ばれ、貴方様のさま

ざまな需要を満足させる。

製品の特色

比較的に高い不純物収容量

表面に脱毛. 現象なし

シール環或いはステンレス鋼環

熱熔無隙熔接

材料にシリコーン油 が含まらない

高流速、低圧降濾過

化学物の零放出

有効的に液体溢出を防ぐ

応用

水処理前置濾過、化学工業、ペンキ、食品加工、油精製など

製品番号

FB：フィルターバッグ番号

PP：材質 PP=ポリプロピレンニードルパンチフェルト PE＝ポリエステル ニードルパンチフェルト PTFE=ポリ四フッ化エチレン

５０：濾過精度（μm）１/5/10/25/50/100/200

P:外套 P=無 E=ポリエステル多繊条布 N=ナイロン単繊条布

０１：サイズ（ｃｍ）01:：17.78x41.91 02:17.78x81.28 03:10.16x22.86 04:10.16x35.56

E：シール環 P=ポリプロピレン E=ポリエステル S=ステンレス鋼

E:E=熔接 A=縫い目

http://ejje.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E8%BB%B8
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E8%84%B1%E6%AF%9B
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%B2%B9
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E5%9B%9B%E3%83%95%E3%83%83%E5%8C%96%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E7%B9%8A%E6%9D%A1
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E7%B9%8A%E6%9D%A1
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB


ナイロン単繊条バッグ

ナイロン単繊条バッグが単本ナイ

ロン繊維品のろ材で造られ、熔接熔

合或いは縫合構造である。圧対抗強

度がよい、変形にくい、スムーズな

表面で、清潔し安い、繰り返して使

える。粗末濾過、前置濾過など精度

に対する要求低い、不純物含量高い

応用に適する。

製品の特色

固定孔隙径、定値濾過

高い引張強さ

シール環或いはステンレス鋼環

熔接熔合或いは縫合構造

清潔し安い、繰り返して使える

各種の硬性不純物粒を遮断できる

高粘度材料に適する

経済的、コストパフォーマンスが高い

応用

水処理前置濾過、化学工業、ペンキ、食品加工、油精製など

製品番号

FB：フィルターバッグ番号

NMO：材質 NMO=ナイロン単繊条布

５０：濾過精度（μm）25/50/75/100/200/250/300/400/600/800/1000

P:外套 P=無 N=ナイロン単繊条布

０１：サイズ（ｃｍ）01:：17.78x41.91 02:17.78x81.28 03:10.16x22.86 04:10.16x35.56

E：シール環 P=ポリプロピレン E=ポリエステル S=ステンレス鋼

E:E=熔接 A=縫い目

http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E7%B9%8A%E6%9D%A1
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E7%B9%8A%E6%9D%A1
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%BC%95%E5%BC%B5%E5%BC%B7%E3%81%95
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E7%B9%8A%E6%9D%A1
http://ejje.weblio.jp/content/%E5%A4%9A%E7%B9%8A%E6%9D%A1
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%92%B0
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%B3
http://ejje.weblio.jp/content/%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB


邁博瑞年代記

Memorabilia of Membrane Solutions

２０１１年から今に至って、武漢販売部を設立する

２０１１till now, open a new sale office in Wuhan.

２００９年１２月自己研発生産のマイン製品が上市し、そしてドイツ TUV の ISO９００１認定にパスする。

December of 2009, Independent research and development production of superiority products and through Germany TUV ISO 9001 certification.

２００８年頭アメリカ側の投資方が中国に投資し邁博瑞生物膜技術株式会社を成立する。

At the beginning of 2008, Membrane Solutions.Co.Ltd in China founded by USA head office.

２００７年５月邁博瑞生物膜技術（南通）株式会社が正式的に江蘇省南通市経済技術開発区に登録され成立する。

May of 2007, Registered and founded factory in CBD, Nantong Jiangsu province.

２００６年アメリカ本社が Membrane SolutionsLLC を計画に入れはじめる。

006, Our president Started operations in the United States.


