
 

みつわ パイ差しストレーナー 
Mitsuwa Pipe-Insertable Strainers 

ＳＵＳ３１６Ｌ製エッチングストレーナー 
“Etching strainers” of all stainless steel material(SUS316L) 

Presenter : R.Tatsuno 
Executive Manager 
Mitsuwa pump Co.,LTD 

“製品の特長”解説資料 
Characteristic of products 

Food safety concept 
It isn't the filtration purpose of manufacturing process. 
It's done for defense of contamination mixture of manufacturing process. 



 
エッチングストレーナーとは 

What is an ”Etching Strainers”? 

 半導体等の電子部品製造分野で用いられている
フォトｴｯﾁﾝｸﾞ技術を使用し、ステンレス鋼（ＳＵＳ３１６Ｌ）

に精密微細穴加工を施します。 
Precise holes are uniformly opened up using photo etching , which is used 
in the manufacture of semiconductors and other electronic components. 
 

薬品の化学反応を利用し 

金属を溶かして、微細なｽﾙｰﾎｰﾙを形成する画
期的な加工方法です。 
The processing technology which melts metal 
using a chemical reaction and makes "through 
hole" 

従来不可能であった微細で正確な 寸法の穴が
均一に加工されている 
   ⇒高ﾒｯｼｭ/高開孔率を実現!! 
A minimal hole can be made uniformly correctly 
最小Φ0.05㎜ ﾋﾟｯﾁ0.13㎜可能!!! 



濾材の板厚は 0.5ｍｍ 
The thickness of the product? 

例えば0.5㎜の濾材に直接0.05㎜穴をエッチングで開けるこ
とは不可能なので、厚さ０．１ｍｍの薄板に加工し、5枚重ね
合わせて強度を確保する。 
For example it isn‘t possible to make the thickness of the 0.5mm 
through hole. why is 0.5mm possible? 

この時使われる技法が・・・ 

拡散接合による原子レベルの接合により、１枚板と同等の性質で濾材が剥がれる心配ありません。 
Bonding of the atomic level never comes off. 

高度な技術によって１枚１枚のシートがズレはない驚異のアライメント精度と加工技術 

The technology from which the location of the hole doesn't shift even if it's piled up 

拡散接合 
”Diffusion bonding” 

エッチング濾材について 
About an etching processing technology. 



みつわ パイ差しストレーナーの特徴 
Characteristic of Mitsuwa Pipe-Insertable Strainers 

 
① 正確な濾過精度       
  The correct retention ratings 

② 優れた再生洗浄性 
   Superior regenerative washing 

③ 異物混入のリスク激減 
 Drastically reduced risk of contamination 

④ 既存配管にそのまま装着 
 Easily inserted into existing piping 

従来のストレーナーは金網ストレーナーが一般的です。 
Than general wire mesh strainers. 



① 正確な濾過精度 
The correct retention ratings 
 

高度なエッチング技術と拡散接合によって、
正確でズレのない均一な穴が開いている 
Etching technology 
Diffusion bonding 

濾材自体が１枚の板なので金網のような目
開きの変形が起こらない 
The size in the hole doesn‘t undergo 
influence of the pressure/ temperature / 
viscosity 

濾過精度が保たれる 
The filtration precision is kept “any conditions.” 

金網 Wire Mesh 

エッチングEtching 

Precise hole 



エッチングストレーナーの場合
Case of Etching ・ 濾材構造がシンプル 突起物やバリが存在しない 

 The simple structure  Clean surface 

・ 目詰まりによる残留物がほとんどない 

 A washing residual isn't left. 

・ 洗浄しやすく、反復使用出来るので、非常に経済的 
 It's economical by a high reuse. 

サニタリー性に優れたストレーナー 
Excellent sanitariness 

② 優れた再洗浄性 
Superior regenerative washing 
 一般的な金網ストレーナーの場合、 
鋼線が交差しているため、洗浄しても濾液残留物が残りやすい。 

The intersection washing of wire mesh is difficult. 



③ 異物混入のリスクが激減 
Drastically reduced risk of contamination 
 
メディア破損による異物の混入の心配がない 
There is no fracture trouble of “Filter”. 

＜某乳業メーカー事例 / For example＞ 

最終工程で金網を使用していた。 

金網の破損による鋼線の離脱が万が一起こった場合、大
問題となってしまうため、リスクを考慮し一部ｴｯﾁﾝｸﾞ構造
に移行した。 
A milk manufacturing process isn't using “ wire mesh” 
now in Japan. Those were changed to an “etching 
strainer”. Because “wire mesh” has rupture risk. 



ferrule 

Strainer ferrule 

Original gasket 

へルール接続部に専用ガスケットを取付けることにより 
パイ差しストレーナーを挟むことが可能！！ 
Easily inserted into 1 to 4 inch ferrule. (No housing needed) 

④ 既存配管にそのまま装着（パイプ差し込み式） 
Easily inserted into existing piping 
 



主なマーケット 
High potential markets 

扱う製品が直接人体に影響を与えるものなので、異物混入リスクの回避を大きなメリットとして捉えています。 
It has the high priority of contamination risk hedge. 

食品業界 
Food & Beverage 

化粧品業界 
Cosmetic 

製薬業界 
Pharmaceutical 

ファインケミカル・高純度薬品・高機能材料 
Fine chemical , High-purity chemical , High functional material industries 
流体が高付加価値製品であり極端にコンタミ混入を嫌うマーケット 

Product fluid is expensive 

その他に期待できるマーケット  Other expectation markets 

みつわパイ差しストレーナーはすべての製品がクリーンルーム（クラス10,000）で
洗浄（DI Water）・乾燥・検査・梱包し上記のマーケットに対応しています。 
strainer of MITSUWA is controlled in the clean room (class 10,000). 



（Product Number） 

MPS-□□S-□□□＃-□ 
A B C 

Ａ：Size ・・・ １Ｓ １．５Ｓ ２Ｓ ２．５Ｓ ３Ｓ ４Ｓ 
 
Ｂ：Rerention ratings ・・・ ２０＃ ３０＃ ４０＃ ６０＃ ８０＃ １００＃ １２０＃ １５０＃ ２００＃ 

 
Ｃ：Gasket ・・・ Ｎ（NBR） Ｔ（PTFE） Ｄ（Sillcon） Ｖ（Viton） Ｅ（EPDM） 

標準規格サイズ以外も製作可能です。 
It's possible to make except for standard specifications and size. 

Order of the product 



Thank you!! 

If you have any question , please send E-mail to me. 
E-mail : r-tatsuno@mitsuwapump.jp 


