Life Science Innovation
Speeding development. Reducing risk

WHY PARKER?
ONE PARTNER. MULTIPLE OPTIONS.

パーカーは、モーションコントロールと流体制御、フィルタ
とガス発生、素材開発と温度制御の技術を持っています。
それらの技術はお客様へ開発期間の短縮、装置の長寿命化、
リスクの低減等の価値をご提供します。

Idea > Concept > Feas
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証明された信頼性
⑳䈢䈤䈱㜞ຠ⾰䈱ຠ䇮 䉲䉴䊁䊛䉕ⷐ
᳞᭽䈮ኻ䈚䇮 䈗ឭଏ䈜䉎䈖䈫䈏น⢻
䈪䈜䇯
䈖䉏䉌䈲એਅ䉕䉂䉁䈜䇯

> Prototype > Test and Development > Manufacture
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麻酔装置・呼気装置と生体情報モニタ
Innovative solutions for:
麻酔装置• 在宅酸素治療 • 人工呼吸器• 医療ガス分析器 • 生体情報モニタ
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新生児人工呼吸器モジュール

パーカーの技術と製品群
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INNOVATION IN ACTION
3つの新しいアクチュエータ技術
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パーカーの技術は、例えば胎児
モニタ、特殊チューブと挿管に
貢献します。

WANT TO
KNOW MORE

?

E-MAIL: respiratory@parker.com
www.parker.com/respiratory
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外科手術
Innovative solutions for:
心臓外科、外科治具と器具 • 内視鏡装置 • 殺菌装置
వㅴ䈱⚛᧚ᛛⴚ䇮 ㅧ䈱ᛛⴚ䈶䉲䉴䊁䊛䈱⚿ว䈮䉋䈦䈩䇮
䊁䊛䈱⚿ว䈮䉋䈦䈩䇮
䈦䈩䇮
䊌䊷䉦䊷䈲એਅ䉕䈗ឭ᩺⥌䈚䉁䈜䇯
䃂䇭䉲䊥䉮䊮කቇ䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮
䃂䇭ᄖ⑼↪ᯏ᧚
䃂䇭න৻↪ㅜ䈫ౣ↪䈪䈐䉎⚵䉂┙䈩䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮
䉂┙䈩䉸䊥䊠䊷䉲
䉲䊢䊮

INNOVATION IN ACTION
収縮ソリューションを外科装置に御提案
科装置に御提案
装置
内視鏡外科装置のための均一な熱収縮性のチューブは、装置
のチュー
の清潔を維持することが可能です。パーカーで開発された製
品により、腹腔鏡外科機器メーカーは、縦型の収縮チューブ
の拡大による不具合を解決することが可能になりました。
また、廃棄チューブの削減、コスト削減も可能にしました。

パーカーは水用フィルタを外科手洗いステーション
に供給しています。滅菌水を使用することにより院
内感染の低減に貢献します。

チューブ、熱可塑性クイック継手から使い捨て
デバイスなど、私達の幅広い製品群はお客様の
スピーディーな設計や製造のお手伝いをするこ
とが出来ます。
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PARKER TECHNOLOGY AND
PRODUCT EXPERTISE
એਅ䈱ຠ䇮 ᛛⴚ䉋䉍䇮 䈍ቴ᭽䈱䉴䊏䊷䊂䉞䊷
䈭⸳⸘䈫ⶄ㔀䈭⚵䉂┙䈩ㅧ䈱䈍ᚻવ䈇䈏
᧪䉁䈜䇯

䃂䇭䊜䉦䊆䉦䊦䇮 䉣䊧䉪䊃䊨䊜䉦䊆䉦䊦䉝䉾䉶䊮䊑䊥
䃂䇭․ᱶ䊝䊷䊦䊄䇮 䊙䉟䉪䊨䊝䊷䊦䊄䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃
䃂䇭㪧㪫㪝㪜㪃㩷㪧㪝㪘 䈫 㪝㪜㪧 ❗䉼䊠䊷䊑
䃂䇭Ყᓮᑯ䇮 㔚⏛ᑯ
䃂䇭䉧䉴䈶ᶧ䊘䊮䊒
䃂䇭䉪䉟䉾䉪䉦䉾䊒䊥䊮䉫䇮 ⛮ᚻ䈫䉼䊠䊷䊑
䃂䇭㪧㪜㪜㪢 䉼䊠䊷䊑䈫ᯏ᪾ടᎿㇱຠ
䃂䇭㔚⏛ㆤ⭁䈫᷷ᐲ▤ℂ

ENGINEERING YOUR SUCCESS
3Dレーザープリントによる設計時間の短縮・コスト削減
ᄖ⑼䉿䊷䊦䈮䈫䈦䈩䇮 ⸳⸘ᤨ㑆䈱⍴❗䈲ຠᬌ⸽䈫Ꮢ႐ᛚ
䉕ᣧ䉄䉎䈖䈫䈮ല䈪䈜䇯
㪊㪛 䊧䊷䉱䊷䊒䊥䊮䊃䉕↪䈇䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮 ᣧᕆ䈮ቢᚑᓟ䈱
ᄖⷰᒻ⁁䈏䉒䈎䉎䊒䊨䊃䉺䉟䊒䉕ᓮឭଏ䈜䉎䈖䈫䈏᧪䉁䈜䇯
䈖䈱䊂䉱䉟䊮䈱ⷞⷡൻ䈫ⶄ䉕↪䈇䉎䈖䈫䈪䇮 䉮䊮䉶䊒䈱
⏕䉕ኈᤃ䈮䈚䇮 ടᎿ䉮䉴䊃ᷫ䇮 ⸳⸘ᤨ㑆䈱⍴❗䈏
᧪䉁䈜䇯

WANT TO
KNOW MORE

?

E-MAIL: cardiovascular@parker.com
www.parker.com/cardio
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医療流体コントロール
Innovative solutions for:
透析、IV療法、薬注入、先進の傷治療、圧縮治療、血液採取
䉼䊠䊷䊑䈫⛮ᚻ䈎䉌ᚑᒻ䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃䇮
ᓮᑯ䇮 䊘䊮䊒䇮 ജ 㪆 䊐䊨䊷䉮䊮䊃
䊨䊷䊤䈪᭴ᚑ䈘䉏䉎ᵹ䈱ຠ⟲䉕
䈗ឭ᩺⥌䈚䉁䈜䇯

䃂䇭䉲䊥䉮䊮䈫ᾲน႟ᕈ䉣䊤䉴䊃䊙䊷䉕
䇭䇭㩷ቯ䈚䈢 㪬㪪㪧 䉪䊤䉴 㪭㪠
䃂䇭․ᱶ⚛᧚วᚑ‛
䃂䇭䉦䊁䊷䊁䊦䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃
䃂䇭㔚᳇䈮䉋䉎⌀ⓨ䇮 ᱜᓮ
䃂䇭䊐䉞䊦䉺䊷䉲䉴䊁䊛
䃂䇭ⴊᩖṁ⸃᧚ᢱ

INNOVATION IN ACTION
マルチ結合ソリューションは
廃液収集システムの創造を容
易にします。
信頼できるゼロリーク継手は、手術
の間に使用される廃棄物収集システ
ムに必須です。
パーカーバイオケアは殺菌装置を配
置するオートメーション化した流体
コントロールシステムを御提案しま
す。
流体コントロールシステムは廃物の
収集システムと殺菌装置間の接続を
提供するだけでありません。
システムで殺菌が開始したことを確
認出来るセンサーも含まれます。
また、流体コントロールシステムは
大きなパーティクルが流れを妨げた
り、流れを止めたり、リークをさせ
ない為に、薄層状の流路を採用して
います。

パーカーの素材技術は、ストッパー、シリンジ
シール等多くの特殊ソリューションを開発する
のに用いられます。

パーカーは、流体コントロールに
最適な提案を致します。
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PARKER TECHNOLOGY AND
PRODUCT EXPERTISE
䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃䇮․ᱶኻᔕ䈫․ᱶ㪬㪪㪧䉪䊤䉴㪭㪠
᧚ᢱ䉕ឭଏ䈜䉎䊌䊷䉦䊷䈲䇮એਅ䉕ᄙ䈒䈱
ຠ䉕ᓮឭ᩺䈇䈢䈚䉁䈜䇯

䃂䇭䉲䊥䉮䊮䇮 㪫㪧㪬 䈫 㪫㪧㪜 䊙䊦䉼䊦䊷䊜䊮䉼䊠䊷䊑
䃂䇭ⴊᶧㅘᨆ㑐ㅪᯏེ
䃂䇭ᄖ்ឃ⤥䉼䊠䊷䊑
䃂䇭䉪䉟䉾䉪ធ⛯⛮ᚻ
䃂䇭㪜㪤㪠 ㆤ⭁䈫᷷ᐲ▤ℂ
䃂䇭ᚻേᑯ䈫䉼䉢䉾䉪䊋䊦䊑
䃂䇭Ყᓮᑯ䇮 㔚⏛ᑯ
䃂䇭䉻䉟䉝䊐䊤䊛䊘䊮䊒
䃂䇭䊐䉞䊦䉺䊷䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮
䃂䇭․ᱶ䊝䊷䊦䊄䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃

ENGINEERING YOUR SUCCESS

有限要素解析(FEA)の開発時間短縮
ታ㓙䈱䉝䊒䊥䉬䊷䉲䊢䊮䈪䈲䇮 ౕ⊛䈭ᕈ⢻䉕੍᷹䈜䉎䈖䈫䈲䈫䈩䉅㔍䈚䈇䈪䈜䇯
․ᓽ⊛䈭䉣䊤䉴䊃䊙䊷䈫ᾲน႟ᕈ᧚ᢱ䈪㒢ⷐ⚛⸃ᨆ 㩿㪝㪜㪘䋩 䉕ല䈮↪䈜䉎
䈖䈫䈮䉋䉍䇮 䈍ቴ᭽䈱ຠ⸳⸘䈫䈱䉴䊏䊷䊄ൻ䇮 ຠ⾰ะ䉕ᓮឭ᩺䈏น⢻
䈪䈜䇯 䉁䈢䇮 䊒䊨䉫䊤䊛㐿⊒䈱ో䉮䉴䊃ᷫ䈮ᓮදജ⥌䈚䉁䈜䇯

WANT TO
KNOW MORE

?

E-MAIL: medicalﬂuid@parker.com
www.parker.com/medﬂuid
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臨床診断とイメージング
Innovative solutions for:
臨床化学分析装置、CT、MRIと PET スキャナー、
超音波、X線、イメージ放射線療法
䊌䊷䉦䊷䈱䉲䉴䊁䊛䇮 䊡䊆䉾䊃䈫ຠ䈲䇮 ⎇ⓥᚲ䇮 ∛㒮䈫䉪䊥䊆䉾䉪䈪↪
䈘䉏䉎⸻ᢿ↪ⵝ⟎䈱ᕈ⢻䉕㜞䉄䉁䈜䇯 䉟䊜䊷䉳䊮䉫ⵝ⟎䉁䈢䈲⥃ᐥ⸻ᢿⵝ
⟎䈮ኻ䈚䇮 ຠ䇮 䊡䊆䉾䊃䈎䉌䉲䉴䊁䊛䉁䈪એਅ䈱ຠ⟲䉕䈗ឭ᩺⥌䈚䉁䈜䇯

䃂䇭䉮䊮䊃䊨䊷䊦䇮 䊂䉞䉴䊕䊮䉴䇮 ᵹ䈱䊘䊮䊒䊊䊮䊄䊥䊮䉫
䃂䇭䉣䊧䉪䊃䊨䊜䉦䊆䉦䊦⟎䉄䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮
䃂䇭㪜㪤㪠 ㆤ⭁
䃂䇭䊐䉞䊦䉺䊷䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮
䃂䇭᷷ᐲ䉮䊮䊃䊨䊷䊦↪䈱䊋䊦䊑䇮 䉼䊠䊷䊑䈫⛮ᚻ

INNOVATION IN ACTION
パーカースマートシリンジポンプ
ᣂ䈚䈇ᯏེ䈱⸳⸘䉕䈗ᬌ⸛䈘䉏䈩䈇䉎䈍ቴ᭽䈮䇮 䉮䊮䊌䉪䊃䈪⛔ว䈘䉏䈢䇮
⑳㆐䈱ᣂ䈚䈇䉴䊙䊷䊃䉲䊥䊮䉳䊘䊮䊒䈲ఝ䉏䈢ᕈ⢻䉕䈗ឭଏ⥌䈚䉁䈜䇯
䉲䊥䊮䉳䊘䊮䊒䈲ᭂዋ㊂䈱⸘᷹䈏น⢻䈪䇮 㜞䈇ಣℂ⢻ജ䈱⎇ⓥᚲ⸳䈮
ᦨㆡ䈪䈜䇯 䉲䊥䊮䉳䊘䊮䊒䈲䇮 䉮䊮䊌䉪䊃䉰䉟䉵䈭䈱䈪䇮 ๆᒁ䉇ฯ䉕䈜
䉎䊝䊷䉲䊢䊮䉲䉴䊁䊛䈱䊓䉾䊄ㇱ䈮⋥ធ⸳⟎䈜䉎䈖䈫䈏น⢻䈪䈜䇯
䈖䉏䈲㐳䈇㈩▤䉕䈭䈒䈚䇮 䊘䊮䊒䈫䉰䊮䊒䊦䈱㑆䈱ᵹ៝ㅍ䈮↪䈘䉏䉎
ᣢሽ䈱䊂䉾䊄䊗䊥䊠䊷䊛䈏䈭䈒䈭䉍䇮 䉲䊮䊒䊦䈪ⵝ⟎䈱ᕈ⢻ะ䉕น⢻
䈮䈚䉁䈜䇯
㩷㩷㩷㩷㩷䉁䈢䊊䊮䊄䊥䊮䉫䊤䉟䊮䈱㒰䈲ౕེ䈱⋭䉴䊕䊷䉴ൻ䇮 䉮䉴䊃䇮 ↪
㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷㔚ജ㊂䇮 ⊒ᾲ䉕ᷫ䈚䉁䈜䇯
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PARKER TECHNOLOGY AND
PRODUCT EXPERTISE
䊌䊷䉦䊷䈱䊁䉪䊉䊨䉳䊷䈲䉧䉴䈫ᶧ䈱䊜䊂䉞䉝
䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮䈎䉌䉣䊧䉪䊃䊨䊜䉦䊆䉦䊦⟎䉄
ⵝ⟎䈮䉁䈪䈶䉁䈜䇯
䃂䇭㜞ᕈ⢻䊋䊦䊑䈫䊘䊮䊒
䃂䇭⠴ൻቇ⮎ຠ䈱․ᱶ䊝䊷䊦䊄ᄖⷰ
䃂䇭㪜㪤㪠 ㆤ⭁䈫ᾲ▤ℂ
䃂䇭䊝䊷䉺䊷䇮 䊄䊤䉟䊑䈫䉣䊧䉪䊃䊨䊜䉦䊆䉦䊦
䇭䇭㩷⟎䉄ⵝ⟎
䃂䇭᷷ᐲ䉮䊮䊃䊨䊷䊦ᛛⴚ

ENGINEERING YOUR
SUCCESS
軽量、低コストの統合ソリューション
軽量化と EMI の信頼性を維持することは
どのような電子診断用アプリケーション
においても課題になります。
パーカーはプラス
チックから金属な
ど様々な素材を活
用し、製品、アッ
センブリユニット、
システムを御提案
します。
プラスチックハウ
ジングと製品を含む EMI に対応した
複数の材料を使用することによって
（エコプレート伝導性のコーティング、
EMI シールドガスケット）軽量化、
生産性の向上そして低コストを実現
致します。
また、パーカーはシステムを保護す
る為の EMI 遮蔽光学ディスプレイを
御提供致します。

䊌䊷䉦䊷䈱ኾ㐷⍮⼂䈲ෂ㒾䈭ᇦ䉕䉮䊮䊃䊨䊷䊦䈜䉎⸻ᢿౕེ
ะ䈔䊚䊆䉼䊠䉝ᵹᎿቇ䈎䉌䉟䊜䊷䉳䊮䉫ᯏེ䈱಄ළ䉲䉴䊁䊛ะ
䈔䈱䉋䉍ᄢ䈐䈭⋥ᓘ䈱䊖䊷䉴䉇⛮ᚻ䈮ᷰ䉍䉁䈜䇯

䊌䊷䉦䊷䈲 㪤㪩㪠䇮 㪚㪫 䈫䇭㪧㪜㪫 䉴䉨䊞䊅䈱
ᖚ⠪䈱៝ㅍ䉁䈢䈲䇮 ⟎䉄䈱ὑ䈱࿁
ォ䉇䊥䊆䉝䊝䊷䉲䊢䊮䈱ຠ䉕ᓮឭଏ䈚䉁
䈜䇯

WANT TO
KNOW MORE

?

E-MAIL: diagnostics@parker.com
www.parker.com/meddiag
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研究所機器
Innovative solutions for:
マイクロアレイ、バイオチップ、質量分析、顕微鏡、ガス、
液体クロマトグラフィー、高処理スクリーニング、
液体ハンドリングとディスペンス
⮎䈱⊒䈫㐿⊒䈜䉎䈍ቴ᭽䈲䇮 ㆇ༡䈱ല₸䈱ὑ䈮Ꮏ⒟䉕⛔ว䈚䈭䈒䈩䈲
䈭䉍䉁䈞䉖䇯㩷䉁䈢෩䈚䈇ᐭⷙᩰ䉕ḩ䈢䈚䇮 ല₸䉋䈒ຠ䉕Ꮢ႐䈮ᛩ
䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉍䉁䈞䉖䇯
㪛㪥㪘 䈫䉺䊮䊌䉪⾰⎇ⓥ䈱ᦼ㑆䉕⍴❗䈚䇮 ↢‛⮎䈱⺞ᩏ䉕ⴕ䈇䇮 ᣂ䈚䈇
⊒䉕ㅴ䉄䈩䈇䈒䈪䇮 䊌䊷䉦䊷䈲એਅ䉕䈗ឭ᩺⥌䈚䉁䈜䇯
●
●
●
●

ᵹ䉲䉴䊁䊛
ዊᒻ♖ኒ䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃䈫䉲䉴䊁䊛
䉮䊮䊃䊨䊷䊦䊝䉳䊠䊷䊦
ᓸ㊂䊐䉞䊦䉺䉲䉴䊁䊛

INNOVATION IN ACTION
先進の顕微鏡検査、細胞とイメージング

PARKER TECHNOLOGY AND
PRODUCT EXPERTISE

䊌䊷䉦䊷䈲䉮䊮䊌䉪䊃䈪㜞♖ᐲ䈭⟎䉄䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮䉕ᔅⷐ
䈫䈚䈩䈇䉎ᄙ䈒䈱䉟䊜䊷䉳䊮䉫㑐ㅪળ␠䈱䊌䊷䊃䊅䊷䈫䈚䈩
ข䉍⚵䉖䈪䈍䉍䉁䈜䇯 ․ቯ䈱䉬䊷䉴䈫䈚䈩䇮 䊌䊷䉦䊷䈲శቇㇱຠ䇮
䈍ቴ᭽䈮ᔅⷐ䈭䊡䊆䉾䊃䈫⟎䉄䊨䉾䉪䈏น⢻䈭䊝䊷䉲䊢䊮䉮䊮䊃
䊨䊷䊦䈱䉲䉴䊁䊛䉕䈗ឭଏ䈚䉁䈚䈢䇯㩷䊌䊷䉦䊷䈱䉲䉴䊁䊛䈲ᯏེ䈮
એਅ䈪⽸₂䈚䉁䈜䇯
䃂䇭㜞ᐲ䈭♖ኒᛛⴚ
䃂䇭⚦⢩䈱㕙䈮ᴪ䈦䈢䉟䊮䊂䉪䉲䊮䉫䈱䈢䉄䈱䉰䊑䊚䉪䊨䊮⸃ᐲ
䃂䇭Ꮢ䉁䈪䈱ᤨ㑆⍴❗
䃂䇭㐿⊒䉕䈜䉎䈖䈫䈮㐿⊒ᦼ㑆䈱⍴❗

䊌䊷䉦䊷䈱♖ኒ 㪯㪰 䉴䊁䊷䉳䈲䊒䊤䉾䊃
䊖䊷䊛䈱ቯᕈ䇮 㜞䈇♖ᐲ䈫䉮䊮䊌䉪䊃
╬䇮 䈍ቴ᭽䈱䊆䊷䉵䉕ḩ䈢䈜ὑ䈮ᦨㆡ䈪䈜䇯
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䊌䊷䉦䊷䈱ຠ䈫ᛛⴚ䈲䇮 䇱䈱ຠ䈎䉌䊡䊆䉾䊃䇮
䉲䉴䊁䊛䈱䈏น⢻䈪䈜䇯

䃂䇭䊘䊮䊒䇮 ♖ኒ䊋䊦䊑䈫䉮䊮䊃䊨䊷䊤
䃂䇭㜞䇮 ૐ⌀ⓨ↪⛮ᚻ
䃂䇭⠴⮎ຠ․ᱶ䊝䊷䊦䊄ᚑဳ
䃂䇭㪜㪤㪠 ㆤ⭁䈫᷷ᐲ▤ℂ
䃂䇭䊝䊷䉺䊷䇮 䊄䊤䉟䊋䇮 䉣䊧䉪䊃䊨䊜䉦䊆䉦䊦⟎
䇭䇭㩷䉄ⵝ⟎
䃂䇭᷷ᐲ䉮䊮䊃䊨䊷䊦䊁䉪䊉䊨䉳䊷
䃂䇭㪧㪫㪝㪜䇮 㪝㪜㪧䇮 䉲䊥䉮䊮䈫䉡䊧䉺䊮䉼䊠䊷䊑

ENGINEERING YOUR
SUCCESS
電子制御の圧力と流量コントロールモジュール
䊌䊷䉦䊷䈲䈠䈱ᵹ䈫䉲䉴䊁䊛䊂䉱䉟䊮䈱ᛛⴚ䉕
㚟䈚䇮 ⇇䊃䉾䊒䉪䊤䉴䈱⾰㊂ಽᨆ䈫ᶧ䉪䊨䊙
䊃䉫䊤䊐䉞䊷 䋨㪤㪪㪆㪣㪚䋩 ᯏེะ䈔䈮㔚ሶᓮ䈱
ജ䈫ᵹ㊂䉮䊮䊃䊨䊷䊦䊝䉳䊠䊷䊦䉕⸳⸘䇮 㐿⊒䈚䉁
䈚䈢䇯 ᵹ䉰䊑䉲䉴䊁䊛䈲䇮 ⇣䈭䈦䈢䉟䉥䊮䈱䉧
䉴䉕䈮ᓮ䈚䉁䈜䇯
䉁䈜䇯 䈠䈱䊡䊆䉾䊃䈲ᐢ▸࿐䈮
䉒䈢䉎䊐䊨䊷䈮䇮 ఝ䉏䈢ቯᕈ䇮
➅䉍䈚♖ᐲ䈫䊥䊆䉝䈭
䊆䉝䈭
․ᓽ䉕ᓮឭ᩺䈇䈢䈚䉁䈜䇯
䈚䉁䈜䇯
㩷䈖䈱ᛛⴚ䉕ㅢ䈚䈩䇮
䇮
䊌䊷䉦䊷䈲એਅ䈱
䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮䈱
ᓮឭ᩺䈏น⢻䈪䈜䇯
䈜䇯

䃂䇭⸳⸘ᦼ㑆䈱⍴❗䈮䉋䉍Ꮢ႐䈻䈱ᛩ䉕ᣧ䉄䉁䈜
䃂䇭䈍ቴ᭽䈱᭽䈮ว䉒䈞䈩䊁䉴䊃䇯
䃂䇭㪌㪇 એ䈱ㇱຠ䉕 㪈 䉲䉴䊁䊛䈮ᦨㆡൻ䈘䉏䈢䊡䊆䉾䊃
䃂䇭ಽᨆ⸃ᐲ䈮Ⴧ䉇䈜䈖䈫䈮䉋䉎ᕈ⢻䈱ะ䇯
䃂䇭ಣℂ⢻ജ䈱ะ䈮䉋䉍䉮䉴䊃ૐᷫ

䊌䊷䉦䊷䈲䉧䉴䉪䊨䊙䊃䉫䊤䊐䉇⾰㊂ಽᨆⵝ⟎↪䈮
◲න䈮↪䈪䈐䉎ಽᨆ䉧䉴⊒↢ⵝ⟎䉕䈍ቴ᭽䈮ᓮ
ឭଏ䈇䈢䈚䉁䈜䇯 ห᭽䈮䊝䊷䉲䊢䊮䉮䊮䊃䊨䊷䊦䊡
䊆䉾䊃䇮 ૐ䊥䊷䉪⛮ᚻ䇮 䊋䊦䊑䇮 ♖ኒ䊧䉩䊠䊧䊷
䉺䇮 䊐䉾⚛♽䉼䊠䊷䊑䉅䈗ឭ᩺⥌䈚䉁䈜䇯

WANT TO
KNOW MORE

?

E-MAIL: laboratoryinst@parker.com
www.parker.com/labinst
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バイオプロセスと薬剤製造の
革新的なソリューション
Innovative solutions for:
医薬、生物薬剤、ワクチン、眼科、、バルク発酵、
包装オートメーション
ᵴᕈ⮎ᚑಽ 䋨㪘㪧㪠㫊䋩䇮 ᄢዊ䈱㕖⚻ญᛩਈ⮎䉁䈢䈲
↢‛⮎䈮䈎䈎䉒䉌䈝䇮 ᤓ䈱䊋䉟䉥䊒䊨䉶䉴䉇⮎
ㅧ䊜䊷䉦䊷䈲෩䈚䈇ຠ⾰䉇ⅣႺ䇮 ో䈭ၮḰ䉕ḩ䈢䈜
䈫หᤨ䈮ή㚝䈏䈭䈇䊒䊨䉶䉴䇮 วℂ⊛䈭䊪䊷䉪䊐䊨䊷䇮
䉋䉍ㅦ䈇ಣℂ⢻ജ䈏䈅䉎䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮䉕᳞䉄䈩䈇䉁䈜䇯
䈠䈱䈢䉄䈮䇮 䊌䊷䉦䊷䈲એਅ䉕䈗ឭ᩺䈇䈢䈚䉁䈜䇯
䃂䇭䉥䊷䊃䊜䊷䉲䊢䊮ᛛⴚ
䃂䇭․ᱶൻ䈘䉏䈢䉲䉴䊁䊛䈫䈇ᝥ䈩䊐䉞䊦䉺
䃂䇭ਛ㑆䈍䉋䈶ᦨ⚳ຠಣℂ
䃂䇭⊒㉂䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮
䃂䇭ᦨዊൻ䇮 ☳䇮 䊚䉪䊨ᛩਈ䈱䈢䉄䈱䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃
䃂䇭✭ⴣ䈍䉋䈶䊜䊂䉞䉝Ḱ
䃂䇭ቢోᕈ䊁䉴䊃䈫⏕
䃂䇭㪪㪠㪧䇮 㪚㪠㪧 䈫឵ᕈ䊁䉴䊃

INNOVATION IN ACTION
新しい使い捨てのフィルタはリスク、
コストそして汚染を減少させます。
䊌䊷䉦䊷䈲․䈮↢‛⮎䊒䊨䉶䉴㐿⊒䈫ㅧ
䈱ὑ䈮䈇ᝥ䈩䊐䉞䊦䉺䉕㐿⊒䈚䉁䈚䈢䇯
䋨㪈㪇㩹䇮 㪉㪇㩹䇮 㪊㪇㩹䇮 㪋㪇㩹 䉰䉟䉵䋩
䊐䉞䊦䉺ᛛⴚ䉕ㅧ䊒䊨䉶䉴䈮ᓮឭ᩺䈜䉎䈖䈫
䈮䉋䉍䇮 ຠ⋧ᳪᨴ䈫ᑄ᫈ຠ䈱⋉
៊ᄬ䈱䊥䉴䉪䉇⸳ᛩ⾗䉕ᷫ䉌䈚䇮 䉼䊠䊷
䊑䉇㈩▤䈱ᔅⷐᷡᎿ⒟䉕䈭䈒䈚䇮 ↢↥
ᬺ⠪䉕⼔䈚䉁䈜䇯

ᚒ䇱䈱 㪟㪤㪠 ⷞⷡൻ䉸䊐䊃䉡䉢䉝┵ㇱ䉺䉾䉼
䉴䉪䊥䊷䊮䈲ᬺ⇇䉕䊥䊷䊄䈜䉎䉿䊷䊦䈫䈚䈩
㪉㪈㪚㪝㪩㪈㪈 䈫 㪺㪞㪤㪧 䈮ㆡว䈘䈞䉎䈍ቴ᭽䉕
䈍ᚻવ䈇⥌䈚䉁䈜䇯

14

PARKER TECHNOLOGY AND
PRODUCT EXPERTISE
㪧㪸㫉㫂㪼㫉 䈱ᛛⴚ䈲䇮 䉮䊮䊘䊷䊈䊮䊃䈎䉌ᒛน⢻䈭
䉲䉴䊁䊛䉁䈪䇮 ⮎䊒䊨䉶䉴䈱䉸䊥䊠䊷䉲䊢䊮䉕ዉ
䈐䉁䈜䇯 䉁䈢䇮 ቢో䈮䊃䊧䊷䉴น⢻䈭ᐢ䈇䉮䊮
䊘䊷䊈䊮䊃䇮 ⛔ว䉲䉴䊁䊛䉇એਅ䈱䉰䊷䊎䉴䈮
䉖䈪䈇䉁䈜䇯

䃂䇭䈇ᝥ䈩䊐䉞䊦䉺䇮 ᄙ⚛ሶ䊐䉞䊦䉺䈠䈚䈩
㩷㩷㩷㩷㩷㩷䉦䊒䉶䊦
䃂䇭ਛⓨ⚕⤑䊐䉞䊦䉺䈫䊐䉞䊦䉺䊂䉞䉴䉪
䃂䇭䊋䉟䉥䊒䊨䉶䉴䊋䉾䉫䇮 ⴊ▤䇮 䉼䊠䊷䊑䇮
㩷㩷㩷㩷㩷㩷䊋䊦䊑
䃂䇭❗ⓨ᳇ಣℂ
䃂䇭ㅢ᳇䊐䉞䊦䉺
䃂䇭ή⩶䉮䊈䉪䉺
䃂䇭⛮ᚻ䈫䉮䊈䉪䉺
䃂䇭䉷䊨䉣䉝䈫䊄䊤䉟䉣䉝䉲䉴䊁䊛䉕䉃
㩷㩷㩷㩷㩷䉧䉴⊒↢䉲䉴䊁䊛
䃂䇭䊋䉟䉥ᵹ䉮䊮䊃䊨䊷䊦
䃂䇭䉰䊆䉺䊥䊷䉧䉴䉬䉾䊃䇮
㩷㩷㩷㩷㩷㩷䉲䊷䊦䇮 㪦 䊥䊮䉫
䃂䇭ᠣᜈ䉲䉴䊁䊛

ENGINEERING YOUR SUCCESS
新サニタリーシールは2次側の汚染を
防ぎコストを削減します
ᣂ䉰䊆䉺䊥䊷䉲䊷䊦䈲 㪉 ᰴ䈱ᳪᨴ䉕㒐䈑
䉮䉴䊃䉕ᷫ䈚䉁䈜䇯 䊌䊷䉦䊷䈲⮎䊒䊨䉶䉴
ㅧ↪䈱ᮡḰ 㪘㪪㪤㪜 ⛮ᚻะ䈔䈮ᣂ䉰䊆䉺䊥䊷
䉲䊷䊦䉕㐿⊒䈚䇮 ຠ⟲䈮ㅊട䈚䉁䈚䈢䇯 䈠䈱ᣂ䉧䉴䉬䉾䊃䈲ㅧ䊥䉴䉪䉕࿁ㆱ䈜䉎ὑ䇮
䉧䉴䉬䉾䊃䈱ଚ䉅䈚䈒䈲ಳᚲ䈮䉋䉎ᷡ䈱㗴䈱⸃䇮 䉋䉍㐳ኼ䇮 ຠ䈱䊃䊧䊷䉰
䊎䊥䊁䉞䈱ะ䉕⠨ᘦ䈚㐿⊒䈘䉏䉁䈚䈢䇯 䊌䊷䉦䊷䈲⮎䊜䊷䉦䊷䈱䈠䈱䉋䈉䈭䊥䉴䉪䉕
ૐᷫ䈘䈞䇮 䈍ቴ᭽䈮ല₸⊛䈭ㅧ䉇ోㆇ༡䉮䉴䊃ᷫ䈮⽸₂䈚䈩䈍䉍䉁䈜䇯

WANT TO
KNOW MORE

?

E-MAIL: pharmaceutical@parker.com
www.parker.com/pharma
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