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ｼﾝﾌﾟﾙな構成、優れた性能
Jordanﾊﾞﾙﾌﾞに関し他社の製品との相違に気付かれると思います、それが

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄです。この注目すべきｼﾝﾌﾟﾙな構成は旧来の引上げｽﾃﾑやﾛｰ

ﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞに見られない優れた性能と特色を持っています。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄには二つの主要な部品、可動ﾃﾞｨｽｸと多重ｵﾘﾌｨｽを有する固

定ﾌﾟﾚｰﾄがあります。これらの部品が他のﾊﾞﾙﾌﾞ様式では達成し難い性能、信

頼性、及び精度をもたらします。

優位性

静粛作動

従来のｸﾞﾛｰﾌﾞ式やｹｰｼﾞ式と比較するとｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ式は騒音

ﾚﾍﾞﾙが5-10dB低くなります。もし「低騒音用ﾄﾘﾑ」の高額な追

加費用を望まれないのならば、ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞは他の様式

ﾊﾞﾙﾌﾞより著しく静粛です。

なぜならば、

• ﾃﾞｨｽｸとﾌﾟﾚｰﾄは常時接触し、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式に生じるﾁｬﾀﾘﾝｸﾞを
排除しております。

• 直線的流路がｸﾞﾛｰﾌﾞ式やﾛｰﾀﾘｰ式に生じﾊﾞﾙﾌﾞの騒音の原因

となる乱流を最小化します。

• ﾌﾟﾚｰﾄとﾃﾞｨｽｸの多重ｵﾘﾌｨｽが流れをより小さな流路へ導入

させる為、騒音低減となります。 

外径と重量

配管口径に従い外径は大きく、且つ重量増となります。 ｽﾄﾛｰｸ

長が短いｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞはｸﾞﾛｰﾌﾞ式/ｹｰｼﾞ式ﾊﾞﾙﾌﾞよりも

ｺﾝﾊﾟｸﾄで軽量となります。

Mk75ｼﾘｰｽﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞの場合、ｳｪｲﾌｧｰ式に比べ出荷ｻｲｽﾞ、重量

や廃棄梱包材、経費を劇的に削減します。 

「大きくて重い」　　　　
ｸﾞﾛｰﾌﾞ式やｹｰｼﾞ式ﾊﾞﾙﾌﾞ"

ｺﾝﾝﾊﾟｸﾄ、軽量 
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  
ｳｪｲﾌｧｰ式 
ｺﾝﾄﾛ-ﾙﾊﾞﾙﾌﾞ
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乱流減衰

調節時にﾛｰﾀﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙ弁の制御部はｼｰﾄのｼｰﾙｴﾘｱに直接流体が当

たり、早々とｼｰﾙ漏れを生じます。

ｸﾞﾛｰﾌﾞ式の屈曲した流路は大きな乱流と騒音、ｼｰﾙ寿命を減じ、

そして制御性を危うくする摩滅を生じます。ﾌﾗｯｼﾝｸﾞやｷｬﾋﾞﾃｰｼｮ

ﾝが発生する状況ではﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾃﾞｨへの障害発生は普通ですが、高

価な材質へ変更、若しくはﾄﾘﾑ形状の精査によってのみ緩和され

ます。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄの多重ｵﾘﾌｨｽ直線流路は乱流を減じ、静粛作

動、摩滅減少、ｼｰﾄ長寿命化、及び良好な制御性に繋がります。

一例として、超ｺﾝﾊﾟｸﾄｳｪｲﾌｧｰ式ﾎﾞﾃﾞｨのMk75ｼﾘｰｽﾞはｼｰﾄとﾎﾞ

ﾃﾞｨのｴﾛｰｼﾞｮﾝは明らかに排除されています。極めて大きなｺｽﾄ削

減が実現出来ます。

直線流路

ｼｰﾄｾｯﾄは旧来のｸﾞﾛｰﾌﾞ式と異なり流体に対し直角配置です。

流体に対する直路は乱流を減じ優れたﾄﾘﾑ寿命を達成します。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ式は流れがｼｰﾄに沿い、対抗しないため特に小流

量制御に使用出来ます。旧来のｸﾞﾛｰﾌﾞ式では流体はﾌﾟﾗｸﾞ下部か

らﾌﾟﾗｸﾞに対抗します。ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ式は流体はﾌﾟﾚｰﾄに面する

ﾃﾞｨｽｸを押し、所定の設定値を維持するのに寄与します。

これは又、ﾊﾞﾙﾌﾞ調整と同じく、ﾃﾞｨｽｸとﾌﾟﾚｰﾄ自体を磨き、洗浄

する事になります。ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ式は摩滅するのではなく、

「 さらなる研磨」と言ってもよいでしょう。

短ｽﾄﾛｰｸ、高応答性

全ｽﾄﾛｰｸ長は同格のｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞの数分の一です。減圧弁では

ｽﾄﾛｰｸ長は通常ｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞの1/3で、総ﾄﾞﾙｰﾌﾟ(設定値からの誤

差)を減じます 。

ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁ではｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄは作動空気消費量の低減と重量

の軽減となります。短ｽﾄﾛｰｸはﾊﾟｯｷﾝｸﾞ摩耗を減じ、

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ寿命を延伸します。

Jordan ﾊﾞﾙﾌﾞ
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄの直線流路

競合ﾊﾞﾙﾌﾞ
旧来のｸﾞﾛｰﾌﾞ式ﾊﾞﾙﾌﾞの屈曲流路
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遮断性

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ式は面状閉止を行い、線状閉止ではありません。 

ﾊﾞﾙﾌﾞが閉の場合、ﾃﾞｨｽｸとﾌﾟﾚｰﾄは0.8mm重複しています。 

この閉止面は通常ｼｰﾄ漏れの大きな原因となる線引き発生の減少
に役立ちます。保守と停止時間を低減し、生産性と利益の向上
に繋がります。

容易な保守

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞのｼﾝﾌﾟﾙな構造は保守が容易です。ﾊﾞﾙﾌﾞの

分解は単純で、ｼｰﾄはﾎﾞﾃﾞｨに圧入やねじ止めされてはおらず、
簡単に取外せます。  貴社の仕様が変更された場合、ﾎﾞﾃﾞｨｻｲｽﾞ

によりますが、Cv値は最小0.0008から最大600まで交換可能

です。

耐久性

• 自己洗浄性： ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄの摺動部は自己洗浄機能があり、

漏れを生じさせる異物をﾌﾟﾚｰﾄに面して摺動するﾃﾞｨｽｸの強い

動きにより排出させます。

• 材質：Jorcoteｼｰﾄ材は極めて固く(@RC85)、且つ優れた耐摩耗
性があります。 

• 多重ｵﾘﾌｨｽ：多重ｵﾘﾌｨｽﾃﾞｻﾞｲﾝは浸食性流体を小流とし、障害流

となる事を防ぎます。浸食力は複数のｽﾛｯﾄにより消散され、

他のバルﾌﾞに生じる単一の摩耗を排除し、且つ静粛作動です。

• 故障ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞを排除：上流圧がﾃﾞｨｽｸをﾌﾟﾚｰﾄに定常に押え、

これがｸﾞﾛｰﾌﾞ式に生じる突然の故障や騒音接触を防止しま

す。 ﾃﾞｨｽｸとﾌﾟﾚｰﾄ間の定常接触は実態として自己研磨とな

り、ﾊﾞﾙﾌﾞが工場から廃棄されるまで摩擦の減少と強い閉止性

を保ちます。 

ｼｰﾄｺｰﾃｨﾝｸﾞ

Jordan ﾊﾞﾙﾌﾞは用例に対し適合するｺｰﾃｨﾝｸﾞとｼｰﾄ材を提供

します。 Jorcoteは弊社の標準ｼｰﾄ材でｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ用の優れ

た合成ｺｰﾃｨﾝｸﾞです。 この材質は極めて固く、非常に優れ

た特性を発揮します。他のｺｰﾃｨﾝｸﾞはﾃﾌﾛﾝとｸﾛｰﾑﾒｯｷがあ

ります。

• 開発試験： Jordanﾊﾞﾙﾌﾞの技術陣はｽﾁｰﾑ試験で1.72MPa の飽

和蒸気を使用しました。この試験においてﾊﾞﾙﾌﾞは全開、全閉
を各回行っております。

ﾊﾞﾙﾌﾞの入出口間の圧力降下は全圧1.72MPaです。この結果は

とても有効でした。標準のJorcote/ｸﾛｰﾑｼｰﾄは70,000回の開閉
後においても新品よりも摺動力が小さく、ｼｰﾄ漏れはANSI ｸﾗｽ

IVの限界以下でした。
Jordanﾊﾞﾙﾌﾞの技術陣は常に製品をﾌｨｰﾙﾄﾞにおいて有効で高い

性能である事を確認する為に試験と開発を重ねております。
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ﾃﾞｨｽｸとﾌﾟﾚｰﾄは全開状態を示しております。

備考、直線流路。

これが他のﾊﾞﾙﾌﾞ様式に生じる低制御性、騒音や摩滅の

原因となる流体の乱流を最小化します。

ﾃﾞｨｽｸとﾌﾟﾚｰﾄは全閉状態を示しております。

0.8ｍｍの重複部が十分な閉止性を維持します。

この重複部は線引きによるｴｯｼﾞ部のｴﾛｰｼﾞｮﾝを防止す

る特別な金属緩衝部を形成します。

開状態 閉状態

JORLON ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは減圧弁の寿命を延伸し、ﾄｰﾀﾙｺｽﾄを低減します。このﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは標準のｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾀﾞｲｱﾌﾗﾑの代替品として開発されました。

Jorlonは素晴らしく改善されたPTFE材で減圧弁の信頼性、性能と寿命に明らかに影響しています。当材は多くの減圧弁用例に対する標準で　

適正なﾀﾞｲｱﾌﾗﾑで、且つ様々な利益をもたらします。

ﾃﾞｨｽｸとﾌﾟﾚｰﾄ

• 耐食性：JorlonはPTFEを基幹とし、Teflon™同様の耐食性

があります。

• 温度定格：Jorlonは最高232°C～最低 -40°Cに対応。

• 高圧限界：Jorlonは弊社製減圧弁の最大許容圧力以上で試

験されています。一例としてJorlonは4.83MPa@38℃で問
題ありません 。

• 性能改善：ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは自ずと強固で感度が低下し

ます。Jorlonは純ｴﾗｽﾄﾏｰﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ 同様なﾄﾞﾙｰﾌﾟ/ｵﾌｾｯﾄ特性

を持ち、流量が変動する状況においても十分な設定圧精度
を示します。

• 長寿命：Jorlonは厳格な耐久性試験を行いました。試験は

空気圧2.06MPaとｽﾁｰﾑ232℃を使用し、故障なし。ｻｲｸﾙ試

験は全開閉を1,000,000回以上行い故障は発生しておりま
せん。

• 低経費：低ﾄﾞﾙｰﾌﾟ特性は良好な精度となり、良好な精度は

ﾄｰﾀﾙ性能と生産性を向上します。長寿命はﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ交換の為

の停止時間を少なくし、必然的に利益増につながります。



Jordanﾊﾞﾙﾌﾞの概容

60年以上に渡り、世界中の企業に様々な
用例向けのJordanﾊ゙ ﾙﾌ゙ にご信頼を頂いてお
ります。Jordanﾊﾞﾙﾌﾞは何が異なってい
るのか説明申し上げます。

• 革新性：弊社の有能な技術陣は革新的新製品の設計

や顧客に提供する既存製品のさらなる開発に邁進し

ております。

• 信頼あるﾊﾟｰﾄﾅｰ：弊社は顧客に対し、その使用性効

果を改善しﾘｽｸの低減、そして利益の向上に助力致し

ます。 弊社技術、及び営業部門は貴社に信頼頂ける

解決策と製品を提供致します。

• 顧客主体：弊社の他に比類のない製品群、技術部門、及

びｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ部門により顧客が確実な結果を得られるべく

支援します。低い使用経費、最良の性能、長寿命、

ﾘｽｸの軽減と高生産性。

• ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ：誰も意図しない停止時間や製品の故障を望んで
はいません 。Jordanバルブ、弊社は革新的で信頼ある製

品のﾃﾞｻﾞｲﾝを標準、且つ図る事を 確固としてコミットメ

ント致します。

• 担当者：代理店や販売店のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸが貴社のご要望

に応えます。jordanvalve.com、若しくは

電話  +1.513.533.5600.までお尋ね下さい。 

JVCV MAX ｻｲｼﾞﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱ
ﾊﾞﾙﾌﾞの仕様に時間を要しません。JVCV Maxｻｲｼﾞﾝｸﾞ

ｿﾌﾄｳｪｱがｳｪﾌﾞｻｲﾄにございます。ほんの幾つかのﾊﾟﾗﾒｰ

ﾀの入力により貴用例向けの必要なCv値を算出しま

す。 提示されたﾃﾞｰﾀをﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ、印刷しご利用下さ

い。

ｽﾍﾟｼｬﾙ
広範なﾎﾞﾃﾞｨ材質、Cv値、及び圧力定格のｵﾌﾟｼｮﾝが多

様な貴社用例に対応すべく整えられております。

全てのｵﾌﾟｼｮﾝが製品概容には提示されておりませんの

で、特殊材質の場合はお近くの代理店にご相談下さ

い。

Jordanﾊﾞﾙﾌﾞ小規模な保守と少ない部品交換回数により信頼
性が秀でています。弊社の温度ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰは30年以上の使用
に耐え、恐らく他社製品に比べ長寿命です！“

-某顧客の感想

緊急出荷ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
弊社のJordanﾊﾞﾙﾌﾞ出荷ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは貴社が必要とされる
時に、必要な製品を提供するｵﾌﾟｼｮﾝがございます。 　

製品の多くは翌日出荷が可能です。弊社ｳｪﾌﾞｻｲﾄの緊急

出荷可能製品ﾘｽﾄをご覧下さい。

厳格な試験
全てのJordan減圧弁、温度ﾚｷﾞｭﾚｰﾔｰやｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞは

ｵﾊｲｵ州ｼﾝｼﾅﾁ所在の弊社工場で生産され、出荷前に徹底

して試験されます。



1 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ減圧弁

圧力と背圧制御弁は自力式で大流量、高感度、差圧式、ﾄﾞｰﾑﾛｰﾄﾞ式、

真空、ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、ｳｪｲﾌｧｰ式を含んでおります。

目次

2 温度ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

自力式、大流量、故障制御ｵﾌﾟｼｮﾝ、周囲温度、外部ﾊﾟｲﾛｯﾄ、及び三方口

混合/分岐温度ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰがあります。

3 ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ、ｶﾞｽ用圧力制御弁

低圧、ﾊﾞﾗﾝｽ式ﾌﾟﾗｸﾞ、二重ｼｰﾄ、ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、内部ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、高入口圧、

及び超精密圧用があります。

4 ｸﾞﾛｰﾌﾞ式減圧弁

ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁、ｴｱﾛｰﾄﾞ式ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁、双方向入口/出口、ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、及び液体

圧力制御弁があります。

5 ｳｪｲﾌｧｰ式、大流量/高Cv値、、ﾓｰﾀｰ駆動型、最終段制御機器、ﾍﾞﾛｰｽﾞｼｰﾄ

式、及び三方口ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞがあります。

6 ｸﾞﾛｰﾌﾞ式ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ

ｸﾞﾛｰﾌﾞ式ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁、単一接続口、ｸｲｯｸ交換、内部流路、ｱﾝｸﾞﾙ式、

ﾛｰﾀﾘ及び開閉ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁があります。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ弁

Pg. 7



1
SLIDING GATE
REGULATORS
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ減圧弁と背圧弁はｽﾁｰﾑ、

液体とｶﾞｽ流体用です。製品は自力式、大流

量、差圧式、真空、ｴｱﾛｰﾄﾞ式とﾊﾟｲﾛｯﾄ式を

含みます。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄの明確なｼﾝﾌﾟﾙ要素 - 二つ

の基幹部品からなり、可動ﾃﾞｨｽｸと固定ﾌﾟﾚｰﾄ

で、何れも多重ｵﾘﾌｨｽがあります。

このｼｰﾄｾｯﾄは他のﾊﾞﾙﾌﾞ様式に勝る性能、信頼

性と精度のﾚﾍﾞﾙを達成します。



ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ内部部品がｼｰﾄとﾄﾘﾑ寿命を延伸

Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは高頻度、耐食性、及びｽﾁｰﾑｻｰﾋﾞｽに優れ
ています
高温用例向けにｵﾌﾟｼｮﾝで金属ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ選定可

有効なJorcoteｺｰﾃｨﾝｸﾞが低摩擦性を優れた耐摩耗性と　　
288℃の耐温度性と共に実現

精度向上の為にｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾚﾝｼﾞの最適化

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは
• 直線流路による乱流減衰と静粛性

• 短ｽﾄﾛｰｸによる高応答性と精密制御
• Cv値変更が容易
• ｼｰﾄ閉止面の重複による確実な閉止性

Cv値変更は容易で、配管口径により対応

Pg. 9



1  ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ減圧弁

Mk60 
Mk60ｼﾘｰｽﾞはｽﾁｰﾑ、水、ｵｲﾙ、ｶﾞｽ、空気や化学薬液を含む多様な用例向けで
す。この自力式減圧弁は下流側圧力を決められた設定圧力に制御します。　　
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは優れた制御性とｺﾝﾊﾟｸﾄで軽量ﾃﾞｻﾞｲﾝ、極めて長寿命です。

接続口径 1/4" - 4"

Cv値 最大200

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾊｽﾃﾛｲ C、ｱﾛｲ 20

設定値 MK60：0.007 ~ 1.52MPa       
MK60HP：0.52 ~ 3.1MPa

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、
鋳鉄

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

自力式、Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

Mk601/602
Mk601とMk602ｼﾘｰｽﾞは大径ﾊﾞﾙﾌﾞを使用する事なく高Cv値用例に対応　　
します。 大流量型Mk601のCv値は最大50、Mk602のCv値は最大70です。 
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは通常大流量減圧弁に生じるﾄﾞﾙｰﾌﾟを減衰します。

自力式、大流量

接続口径 1-1/2" - 2"

Cv値 最大70

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

設定値 0.14 ~ 1.1MPa       

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、

接続様式 ねじ込み、ANSIﾌﾗﾝｼﾞ(150＃/300＃)、 
DINﾌﾗﾝｼﾞ(PN10/16、PN25/40)
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Mk61
Mk61ｼﾘｰｽﾞは ｽﾁｰﾑ、水、ｵｲﾙ、ｶﾞｽ、空気や化学薬液を含む多様な用例向け
です。この自力式減圧弁は下流側圧力を決められた設定圧力に制御しま
す。ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは優れた制御性とｺﾝﾊﾟｸﾄで軽量ﾃﾞｻﾞｲﾝ、極めて長寿
命です。大径のﾀﾞｲｱﾌﾗﾑが高い感度を有しています。

高感度

Mk63/64
Mk63は減圧弁の二次側圧力とﾀﾞｲｱﾌﾗﾑに負荷されたの信号圧との差圧を　
一定に 維持します。Mk64はMk63と流量特性は同じで、大径のﾀﾞｲｱﾌﾗﾑに
よる制御圧の変移を小さくします。 
このｼﾘｰｽﾞは燃料油霧化用例に有効です。負差圧式もございます。

ｵﾌﾟｼｮﾝ 二重ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ、流路貫通型、手動操作ﾊﾝﾄﾞﾙ

差圧式、Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

接続口径

Cv値

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/4" -3/4"

最大4.4

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ｴﾗｽﾄﾏｰ

設定値 0.007 ~ 1.24MPa       

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、

接続様式 ﾈｼﾞ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

接続口径 Mk63：1/4" - 2"
Mk64：1/4"-3/4"

Cv値 最大30

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

設定値 MK63：0.007~1.52MPa       
MK64：0.007 ~ 1.24MPa

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接



1  ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ減圧弁

Mk65
Mk65ｼﾘｰｽﾞは ｽﾁｰﾑ、水、ｵｲﾙ、ｶﾞｽ、空気や化学薬液を含む多様な用例向
けです。当製品は高精度で設定真空値を正確に維持する十分な遮断性があ
ります。真空設定用として蒸着装置、調理装置、研磨装置、ﾌﾗｲｽ盤、気圧
ﾁｬﾝﾊﾞｰや他の真空装置に用いられます。

二次側真空制御

Mk66
Mk66ｼﾘｰｽﾞは高精密で経済的なｴｱﾛｰﾄﾞ式減圧弁で、自局、又は遠隔地から
制御します。 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄとの組合せにより優れた制御と細密性を供
します。 当製品は遠隔制御用に電空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰと合わせて使用出来ます。  
また、Mk12調節器やLowFlow JR減圧弁による手動設定も可能です。

ﾄﾞｰﾑﾛｰﾄﾞ式、高精密

接続口径

Cv値

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/2" - 2"

最大30

Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

真空設定値

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、

接続様式

ｰ34 ～ ｰ846Pa

接続口径

Cv値

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/2" -6"

最大395

Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

設定値 ﾎﾞﾃﾞｨ定格による

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、鋳鉄

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接
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Mk6769
Mk67ｼﾘｰｽﾞは超精密圧制御用であり、自力式減圧弁に比べ高い精度と小
ｵﾌｾｯﾄ性を持っています。
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは卓絶したｼｰﾄとﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ寿命をもたらし、取付容易で簡
便な保守とより高い精密性を発揮します。

ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、大流量

Mk675
Mk675ｼﾘｰｽﾞはｳｪｲﾌｧｰ式ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ減圧弁で、二次側圧力を決められた
設定圧に制御します。ｳｪｲﾌｧｰ型は重量削減とｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄにより取付と
保守が容易です。流路はﾊﾞﾙﾌﾞｼｰﾄとﾎﾞﾃﾞｨ間が直線です。ﾃﾞｨｽｸの移動方向が
流路に直角で流路方向に対抗していません。Mk675は精密制御と小ｵﾌｾｯﾄの
為にｽﾄﾛｰｸをさらに幅広いﾚﾝｼﾞで使用する事が出来ます。

ｳｪｲﾌｧｰ式、Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/2" - 6"

Kv (Cv) up to 340 (up to 395)

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾓﾈﾙ、ﾊｽﾃﾛｲC、ｱﾛｲ20

Setpoint 0,69 to 13,8 bar (10 to 200 psi)

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、鋳鉄

End Connection

接続口径

Cv値 最大340

設定値 0.069～1.38MPa

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

3" - 6"

Kv (Cv)

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ  Jorlon、EPDM、ﾈｵﾌﾟﾚﾝ/ﾅｲﾛﾝ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続口径

Cv値 最大345

設定値 0.048～2.41MPa

接続様式

炭素棒鋼、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ棒鋼、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ、ﾊﾝﾄﾞﾎｲｰﾙ(ﾚﾝｼﾞｵﾌﾟｼｮﾝ)、ﾌﾞﾘｰﾄﾞﾎﾟｰﾄ
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ、酸素用洗浄、又は禁油処理



1  ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ背圧弁

Mk50
Mk50ｼﾘｰｽﾞはｽﾁｰﾑ、水、ｵｲﾙ、ｶﾞｽ、空気や化学剤を含む多様な用例向けで
す。十分な流量特性とｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄﾄﾘﾑが一次側圧力を過圧状態とならな
いように迅速、且つ精密に制御します。

自力式、Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

Mk501/502
Mk501とMk502ｼﾘｰｽﾞは配管系を大径にすることなく高Cv値が必要な用例
向けです。Mk501のCv値は最大50、Mk502は最大60です。
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄ大流量型背圧弁に生じるﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ(設定値上昇)を抑制し
ます。

大流量、超大流量

1/4" - 4"

KCvv (Cv)

 Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

接続口径

Cv値 最大200

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

設定値

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、鋳鉄

Mk50：0.003 ～ 1.03MPa
Mk50HP：0.52 ～ 3.1MPa

1-1/2" - 4"

 Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

接続口径

Cv値 最大70

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

設定値

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、鋳鉄

0.003 ～ 1.03MPa
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Mk51
Mk51ｼﾘｰｽﾞはｽﾁｰﾑ、水、ｵｲﾙ、ｶﾞｽ、空気や化学剤を含む多様な用例向けで
す。十分な流量特性とｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄﾄﾘﾑが一次側圧力を過圧状態とならない
ように迅速、且つ精密に制御します。大径のﾀﾞｲｱﾌﾗﾑが高い感度に寄与して
います。

高感度

Mk53/54
Mk53は減圧弁の二次側圧力とﾀﾞｲｱﾌﾗﾑに負荷されたの信号圧との差圧を　
一定に 維持します。Mk54はMk63と流量特性は同じで、大径のﾀﾞｲｱﾌﾗﾑによ
る制御圧の変移を小さくします。 
このｼﾘｰｽﾞは差圧制御、及び遠隔制御の双方の用例に有効です。負差圧式も
ございます。   

差圧式、Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/4" - ３/４"

KCvv (Cv)

 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ｴﾗｽﾄﾏｰ

接続口径

Cv値 最大4.4

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

設定値

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、

0.003 ～ 1.17MPa

ｵﾌﾟｼｮﾝ 二重ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ、流路貫通型、手動操作ﾊﾝﾄﾞﾙ

接続口径 Mk53：1/4" - 2" 
Mk54：1/4"-3/4"

Cv値 最大30

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

設定値 MK53：0.003~1.03MPa       
MK54：0.003 ~ 1.17MPa

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接



1  ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ背圧弁

Mk55
Mk55ﾘｰｽﾞは 高精度で設定真空値を正確に維持する十分な遮断性がありま
す。真空設定用として蒸着装置、調理装置、研磨装置、乳製品製造装置、
気圧ﾁｬﾝﾊﾞｰや他の真空装置に用いられます。 

一次側真空制御、Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

Mk56
Mk56ｼﾘｰｽﾞは高精密で経済的なｴｱﾛｰﾄﾞ式背圧弁で、自局、又は遠隔地から
制御します。 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄとの組合せにより優れた制御と細密性を供
します。Mk56には設定用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞもﾊﾟｲﾛｯﾄ系もありません。 それらに代わ
り空気信号が設定値用としてﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ上面に入力されます。当製品は遠隔制
御用に電空ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰと合わせて使用出来ます。  また、Mk12調節器や
LowFlow JR減圧弁による手動設定も可能です。  

ﾄﾞｰﾑﾛｰﾄﾞ式、高精密

接続口径

Cv値

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/4" - 2"

最大30

Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

真空設定値

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

ｰ34 ～ ｰ846Pa

接続口径

Cv値

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/2" -6"

最大340

Jorlon、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

設定値 ﾎﾞﾃﾞｨ定格による

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、鋳鉄

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接
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Mk57
Mk57ｼﾘｰｽﾞはﾊﾟｲﾛｯﾄ式背圧弁で小さな設定値誤差と定格流量の90%まで正
確な制御を致します。
当製品は制御者が操作するﾊﾞﾙﾌﾞ同様な精度を持ち、極めて重要な用例に対
応致します。

ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、超高精密

Mk575
Mk575ｼﾘｰｽﾞはｳｪｲﾌｧｰ式ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ背圧弁で、一次側圧力を決められ
た設定圧に制御します。ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞがｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄを通常閉状態に維持
しています。ｳｪｲﾌｧｰ式は重量削減とｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄにより取付と保守
が容易です。

ｳｪｲﾌｧｰ式、Jorlonﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1/2" - 6"

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、鋳鉄

接続口径

Cv値

設定値

接続様式

最大340

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

0.07～1.28MPa

3" - 6"

Jorlon、EPDM、ﾈｵﾌﾟﾚﾝ/ﾅｲﾛﾝ、ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ

接続口径

Cv値 最大345

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

設定値 0.028～2.07MPa

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

炭素棒鋼、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ棒鋼、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
ﾊﾝﾄﾞﾎｲｰﾙ(ﾚﾝｼﾞｵﾌﾟｼｮﾝ)、ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ、酸素用洗浄、
又は禁油処理



2
TEMPERATURE
REGULATORS
精密な温度制御 - JordanﾊﾞﾙﾌﾞはMk80ｼﾘｰｽﾞを

取り揃えております。

用例がﾀﾝｸ加熱、ｽﾁｰﾑﾄﾚｰｼﾝｸﾞ、熱交換器、　

空気乾燥、若しくは冷却制御の何れであって

も、弊社製品は外部電源や他の計装機器を必

要とせず温度を制御致します。 

弊社製品には三つの主幹部品があります。　

感知ﾊﾞﾙﾌﾞ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ製溶接ｱｸﾁｭｴｰﾀｰと

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄです。

弊社製品をご利用頂きますと、常に正確な

温度制御と高い信頼性を期待する事が出来

ます。



上下の鋳造性外装とﾀﾞｲｱﾌﾗﾑはﾘｰｸの原因となる
ｶﾞｽｹｯﾄが不要でﾀｲﾄな固着が出来るﾍﾘｱｰｸ溶接
加工

数種類の感知ﾊﾞﾙﾌﾞ

ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ長は最長30m

数種類の熱媒体により温度制御ﾚﾝｼﾞは-29℃～ 232℃

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄはｸﾞﾛｰﾌﾞﾊﾞﾙﾌﾞよりも短ｽﾄﾛｰｸで、全開から全閉に至る温度ｽﾊﾟﾝ
は4℃

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは金属疲労による故障、特にﾍﾞﾛｰｽﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰに生じる、を排除

Pg. 19

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは
• 直線流路による乱流減衰と静粛性

• 短ｽﾄﾛｰｸによる高応答性と精密制御
• Cv値変更が容易
• ｼｰﾄ閉止面の重複による確実な遮断性 



2  温度ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰ

Mk80
Mk80ｼﾘｰｽﾞは自力式で外部電源や他の計装機器を必要とすることなくﾊﾞﾙﾌﾞを制御しま
す。 ﾊﾞﾙﾌﾞの作動によりｼｰﾄがﾊﾞﾙﾌﾞが感知する温度上昇により開閉します。　　　
Mk80は定格流量の10～90%に至る広範な設定ﾚﾝｼﾞを有します。ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ長は最大30m
です。

自力式、外部電源不要

Mk801/802
Mk801/802ｼﾘｰｽﾞは自力式で外部電源や他の計装機器を必要とすることなくﾊﾞﾙﾌﾞを制
御します。 ﾊﾞﾙﾌﾞの作動によりｼｰﾄがﾊﾞﾙﾌﾞが感知する温度上昇により開閉します。　　 
この製品はMk80の大流量型で、ｷｬﾋﾟﾗﾘｰ長は最大30mです。  

自力式、大流量

Mk85
Mk85ｼﾘｰｽﾞは自力式で熱装置に故障が生じた場合にﾊﾞﾙﾌﾞを所記位置にする故障ｵﾌﾟｼｮﾝ
制御製品です。Mk85は加熱用例では故障時閉、冷却用例では故障時開と制御します。 
この製品はｵｰﾄｸﾚｰﾌﾞや大型蓄積ﾀﾝｸのような緩やかな反応装置向けに適しています。

故障制御ｵﾌﾟｼｮﾝ

接続口径 1/4"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

Cv値 最大 30

ｼｰﾄ材質 Jorcote

制御ﾚﾝｼﾞ -29°C ～ 232°C 

接続口径 1/２"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

Cv値 最大 ７０
ｼｰﾄ材質 Jorcote

制御ﾚﾝｼﾞ -29°C ～ 232°C 

接続口径 1/4"- ３/４"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

Cv値 最大 4.4
ｼｰﾄ材質 Jorcote

制御ﾚﾝｼﾞ 4℃ ～ 141℃ 
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Mk86
Mk86は周囲温度環境でのｽﾁｰﾑﾄﾚｰｼﾝｸﾞ系の制御用です。Mk86は必要な場合にのみﾄﾚｰｽ
系にｽﾁｰﾑを流し、周囲温度が動作設定温度より上昇、又は降下に従い開閉します。

周囲温度感知式

Mk87
Mk87ﾊﾟｲﾛｯﾄ式でｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞが広い設定ﾚﾝｼﾞと高い精度で多様な温度制御用
例に対応します。Mk80及びMk87と同じﾃｸﾉﾛｼﾞｰのﾊﾟｲﾛｯﾄ式温度ﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰであり、品
質と性能を実現します。大径の配管系や大流量系に適しています。

外部ﾊﾟｲﾛｯﾄ式

Mk89/89MX
Mk89は冷却器やﾌｨﾙﾀｰのﾊﾞｲﾊﾟｽ流体の転換制御に使用されます。この形態は一つの入と
二つの出口からなります。出口一か所が閉じ、他の出口が開くと流路が変更し転換され
ます。また混合用としても使用出来ます。

三方口、分岐、混合

接続口径 1/２"- ２"

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

Cv値 最大 ３０
Jorcoteｼｰﾄ材質

制御ﾚﾝｼﾞ -15℃ ～ ９９℃

接続口径 1/２"- ６"

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

Cv値 最大 395
Jorcoteｼｰﾄ材質

制御ﾚﾝｼﾞ -２９℃ ～ ２３２℃

接続口径 1-1/２"- ６"

ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

Cv値 最大 30
Jorcoteｼｰﾄ材質

制御ﾚﾝｼﾞ -２９℃ ～ ２３２℃



3
TANK BLANKETING 
& GAS 
REGULATORS
Jordanﾊﾞﾙﾌﾞのﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄやｶﾞｽ ﾊﾞﾙﾌﾞは貯蔵ﾀﾝｸ
の気相空間の圧力を一定に制御します。

用例が化学薬剤、石油化学、ｵｲﾙやｶﾞｽ、水、　　
汚水処理、若しくは飲食品に関わらず、　　　　
弊社製ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用ﾊﾞﾙﾌﾞが完璧に対応します。

広い制御ﾚﾝｼﾞのｶﾞｽ、及びﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用ﾊﾞﾙﾌﾞ
は、自力式を初め、ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、内部感知式　

ﾊﾞﾗﾝｽﾌﾟﾗｸﾞ式、二重ｼｰﾄ等、多くの形式があり

ます。



所定の設定圧を維持する為に開閉を調整しﾀﾝｸ圧力
の非常に小さな変化に反応

ﾀﾝｸﾌ゙ ﾗﾝｹｯﾄ制御は気相空間の酸素濃度を低減し、酸素
濃度は可燃危険度以下

ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ制御は使用する不活性ｶﾞｽを大気へ拡
散せず保持し、環境規制に確実に対応

単純構造、低保守経費で信頼性を増長

ANSI ｸﾗｽ VI 閉止性

Pg. 23



3  ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ＆ｶﾞｽ減圧弁

Mk608
Mk608は大型ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ制御、又は低圧ｶﾞｽ制御に用いられます。 ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用例では
適正な正圧を維持するﾌﾞﾗﾝｹｯﾄｶﾞｽの流量を制御します。
ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄが確立すると小流量の窒素がﾀﾝｸに継続して送入されﾌﾞﾗﾝｹｯﾄをｸﾘｰﾝに保ちます。

ｶﾞｽ減圧弁、ﾊﾞﾗﾝｽﾌﾟﾗｸﾞ式

Mk608IS
Mk608ISは低圧ｶﾞｽ 用減圧弁です。自力式でﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ、ｶﾞｽﾒｰﾀｰ用供給圧制御、    
ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰや他の低圧空気やガス用例向けです。
取付方向に制限はなく、位置変えも容易です。

ｶﾞｽ、低圧、内部感知式

Mk608BP
Mk608BPはﾊﾞﾗﾝｽﾌﾟﾗｸﾞ式 減圧弁で高い入口圧の低圧制御用です。自力式でﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯ
ﾄ、ｶﾞｽﾒｰﾀｰ用供給圧制御、 ｶﾞｽﾊﾞｰﾅｰや他の低圧空気やガス用例向けです。
取付方向に制限はなく、位置変えも容易です。

ﾊﾞﾗﾝｽﾌﾟﾗｸﾞ式、ANSI ｸﾗｽⅥ

接続口径 1-1/2" - 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾌﾞﾅ-N/ﾅｲﾛﾝ、ﾊﾞｲﾄﾝ/ﾉｰﾒｯｸｽ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ強化EPDM

制御ﾚﾝｼﾞ 500Pa～ 34kPa

最大入口圧 0.4MPa

接続口径 ３/４" - 1-1/4"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾊﾞｲﾄﾝ

制御ﾚﾝｼﾞ 250Pa～ 24kPa
最大入口圧 1.0MPa

接続口径 ３/４" - 1"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾌﾞﾅ-N/ﾅｲﾛﾝ(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄)、ﾊﾞｲﾄﾝ(ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ)

制御ﾚﾝｼﾞ 5０0Pa～ 24kPa
最大入口圧 1.0MPa
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Mk608DS
Mk608DSは二重ｼｰﾄ、自力式でﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ制御用です。二重ｼｰﾄ構造はANSIｸﾗｽⅥの閉
止性を持つ同様ｻｲｽﾞの単一ｼｰﾄ型よりも流量増と圧損が大きくなります。 

1-1/2"： 5 、ｵﾘﾌｨｽ径 14mm
2” ：17 、ｵﾘﾌｨｽ径 26mm

低圧・二重ｼｰﾄ式

Mk688
Mk688ｼﾘｰｽﾞはﾊﾟｲﾛｯﾄ式ｿﾌﾄｼｰﾄ減圧弁で、極低圧のﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ装置の精密圧力制御用
です。 所定の設定圧に維持する為に開閉調整を行いﾀﾝｸ内圧力の非情の小さな変動に
反応します。

ﾊﾟｲﾛｯﾄ式ｿﾌﾄｼｰﾄ減圧弁、ANSI ｸﾗｽⅥ

Mk695
Mk695ｼﾘｰｽﾞは超低圧ﾀﾝｸのﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ装置の精密圧力制御 用です。 所定の設定圧に
維持する為に開閉調整を行いﾀﾝｸ内圧力の非常に小さな変動に反応します。

ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、極低圧設定

接続口径 1-1/2" - 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ANSI ＃150/300 ﾎﾞﾃﾞｨ一体ﾌﾗﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ、EPDM

Cv値

最大入口圧 1.0MPa

1"： 17 、２”：45

接続口径 1” - 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ANSI 150#/300# ﾌﾗﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾌﾞﾅ-N

Cv値

最大入口圧 1.38MPa

1、2、4、7.5、10

接続口径 3/4" - 1"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 NPTねじ込み、ANSI 150＃/300＃ﾌﾗﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾌﾞﾅ-N

Cv値

最大入口圧 1.38MPa



3  ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ＆ｶﾞｽ減圧弁

Mk695
Mk695は内部ﾊﾟｲﾛｯﾄ式ﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用減圧弁です。ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑは事前成形Jorlonで、ﾀﾝｸ内部
のわずかな圧力変動を最大限に感知します。 
ｵﾌﾟｼｮﾝはｲﾝﾗｲﾝ型、又はｱﾝｸﾞﾙ型ﾎﾞﾃﾞｨ、ﾊﾟｰｼﾞｼｽﾃﾑや出口側圧力計があります。

ｶﾞｽ減圧弁、2”、内部ﾊﾟｲﾛｯﾄ式

Mk695X
Mk695X ｼﾘｰｽﾞは超低圧ﾀﾝｸのﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ装置の精密圧力制御用です。 所定の設定圧に維持
する為に開閉調整を行いﾀﾝｸ内圧力の非常に小さな変動に反応します。 
極軽量のﾀﾞｲｱﾌﾗﾑが最大感度を発揮します。 

小型ﾀﾝｸ、精密圧力制御

Mk508
Mk508ｼﾘｰｽﾞは低圧ｶﾞｽの背圧制御用です。この製品はﾀﾝｸﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ用Mk608と共に使用さ
れ、新鮮なﾌﾞﾗﾝｹｯﾄとすべく少流量を維持する間に圧力上昇によﾀﾝｸの損傷を防ぐために
ｶﾞｽをﾀﾝｸから排気します。また他の低背圧用例Iにも応用頂けます。

ｶﾞｽ背圧弁

2"

ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、316Lｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合溶接

事前成形Jorlon

10、19、28、48

125Pa - 1349Pa、996Pa - 4480Pa

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

Cv値

設定圧ﾚﾝｼﾞ

1/2"-3/4"

316Lｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

FNPTねじ込み、ANSI & DIN ﾌﾗﾝｼﾞ

極軽量ﾃﾌﾛﾝ

125Pa - 1370Pa、996Pa - 2490Pa 

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

設定圧ﾚﾝｼﾞ

接続口径 3/4" - 2"
ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

NPTねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾊﾞｲﾄﾝ

最大入口圧 0.17MPa
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Mk627
Mk627ｼﾘｰｽﾞは自力式減圧弁で、確実な閉止性と高低圧力装置の精密制御用です。 
空気、天然ｶﾞｽや他の多くのｶﾞｽ用です。頂部から分解可能で保守が容易です。

ｵﾘﾌｨｽｻｲｽﾞ 2mm、3mm 、5mm 、6mm 、10mm 、13mm  /交換可能

ｶﾞｽ減圧弁、自力式、高一次圧

Mk630
Mk630は自力式減圧弁で、確実な閉止性と高圧ｶﾞｽ装置の精密制御用です。 
空気や他の多くのｶﾞｽ用です。最大入口圧力は10.3MPaです。

ｶﾞｽ減圧弁、自力式、高一次圧

Mk687
Mk687はﾊﾟｲﾛｯﾄ式ｿﾌﾄｼｰﾄの精密減圧弁です。 迅速で高い精度の応答性(流量増時も小ﾄﾞ
ﾙｰﾌﾟ性)を満たす為にﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞの動作とﾊﾞﾗﾝｽ式ﾌﾟﾗｸﾞを使用しています。

Cv

ｼｰﾄ 316ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ/PTFE

ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、高精密減圧用例

接続口径 3/4" 、1”、2"
ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

NPTねじ込み、他の様式は要問合せ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ ﾆﾄﾘﾙ

3mm 、5mm 、6mm 、10mm 、13mm  /交換可能

1”、2"
1”/ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ(WCB A216)、2”/ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄

NPTねじ込み、他の様式は要問合せ

ﾈｵﾌﾟﾚﾝ、ﾊﾞｲﾄﾝ

ｵﾘﾌｨｽｻｲｽﾞ

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

1-1/2”、2"

ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ(ASME SA216WCB)、
ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ(ASME SA351 CF8M)

ねじ、ﾌﾗﾝｼﾞ(ANSI 150#、300＃、DIN PIN10/16、PN25/40)

0.17MPa/1.03Mpa

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

最小/最大圧力

1-1/2：40、2”：50



4 ｸﾞﾛｰﾌﾞ式減圧弁

Mk68G
Mk68Gは大流量、高精密で取扱容易な汎用産業用減圧制御用に最適です。製品はANSI 
ｸﾗｽIV閉止性のﾊｰﾄﾞｼｰﾄ、又はｸﾗｽIVの閉止性のｿﾌﾄｼｰﾄを選択出来ます。
底部のｷｬｯﾌﾟを簡単に取外すことが出来、ｼｰﾄとﾌﾟﾗｸﾞの交換が容易です。

ｸﾞﾛｰﾌﾞ式、大流量/高精密

Mk686G
Mk686Gｴｱﾛｰﾄﾞ型で大流量、精密制御と簡便操作の汎用産業用減圧制御用に最適です。 
製品は大流量に対応する大径ｵﾘﾌｨｽとﾎﾞﾃﾞｨの流路と共に精度と感度の向上を図る大きな
有効面積のﾀﾞｲｱﾌﾗﾑを使用しています。 底部のｷｬｯﾌﾟを簡単に取外すことが出来、ｼｰﾄとﾌﾟ
ﾗｸﾞの交換が容易です。

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、Jorlon、ﾌﾞﾅ-N/ﾅｲﾛﾝ、ﾊﾞｲﾄﾝ/ﾉｰﾒｯｸｽ

ﾌﾟﾗｸﾞ：ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ、17-4pHｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、EPDM

2.07MPa

ｴｱﾛｰﾄﾞ式、ｸﾞﾛｰﾌﾞﾄﾘﾑ、ANSIｸﾗｽ IV 又はVI

Mk58FT/A
Mk58ｼﾘｰｽﾞには三ﾎﾟｰﾄがあり、底部にﾊﾞｲﾊﾟｽ出口と側部に双方向貫通式流路として使用
する二ﾎﾟｰﾄがあります。通常配管形態は「T」状に行い、流体は一方向から反対方向へ
流れます。またMk58Aは側方の一ﾎﾟｰﾄに閉止ﾌﾟﾗｸﾞを取付、底部のﾊﾞｲﾊﾟｽﾎﾟｰﾄに流す事
も出来ます。 

最大32.4

ｹｰｼﾞﾄﾘﾑ、貫通型流路用双方向入出口

1/4"-2"

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、Jorlon、ﾌﾞﾅ-N/ﾅｲﾛﾝ、ﾊﾞｲﾄﾝ/ﾉｰﾒｯｸｽ

ﾌﾟﾗｸﾞ：ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ、17-4pHｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、EPDM

最大19

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｼｰﾄ

Cv値

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｼｰﾄ

Cv値

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｼｰﾄ

最大入口圧力

1/4"-2"

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接

316/316Lｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、Jorlon、ﾌﾞﾅ-N、EPDM、ﾊﾞｲﾄﾝ/ﾉｰﾒｯｸｽ

ﾎﾞﾃﾞｨ材質により電解ﾆｯｹﾙﾒｯｷ鉄、又はｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

1/4"-2"

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ｹｰｼﾞ材質

Cv値
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Mk5108
当製品は多くの液体配管系で比較的狭い許容範囲の圧力制御に有効です。主配管に取
付けた標準のMk5108-2は背圧弁、又は圧力保持弁として使用されます。
この使用法においては下流側の変動に関わらず上流側圧力を一定に維持します。       
ﾊﾞｲﾊﾟｽ系に使用する場合はﾘﾘｰﾌ弁として機能します。

ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、背圧弁

Mk6127
Mk6127減圧弁は様々な用例に使用されます。基本機能は一次圧の制御された二次圧
への減圧と供給側や下流側の変動に関わらず作動します。
保守時、配管から取外さずに作業が可能です。

ﾊﾟｲﾛｯﾄ式、液体用減圧弁

ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ、EPDM

5.1MPa

1-1/4”-24"
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、鋳鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ﾌﾗﾝｼﾞ(150#、300#)、ねじ込み、溝付き

最大入口圧

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ

ﾌﾞﾅ-N、ﾊﾞｲﾄﾝ、EPDM

5.1MPa

1-1/4”-24"
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、鋳鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ﾌﾗﾝｼﾞ(150#、300#)、ねじ込み、溝付き

最大入口圧

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ



5
SLIDING GATE
CONTROL VALVES
圧力、温度、液面、Ph、又は流量制御を目さ　

れる場合、Jordanﾊﾞﾙﾌﾞのｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄ

ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁がお役に立ちます。

弊社は貴社の特定の用例に合致する適正な
ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁とｵﾌﾟｼｮﾝをもって支援致します。

弊社製品はｽﾁｰﾑ、ｴﾈﾙｷﾞｰ源、石油、化学精製や

他の様々な用例に対応致します。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは直線流路で短ｽﾄﾛｰｸ、迅速

応答性、静粛作動、容易なCv値変更と確実な

閉止性を持っています。

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞの単純構造は容易な保守

性を伴います。 



ｱｸﾁｭｴｰﾀｰは空気式、電動、ﾋﾟｽﾄﾝ式、及び
ﾊﾝﾄﾞﾎｲｰﾙ付きがあります。

Namur対応、一体型ﾖｰｸでﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰや他の
ｱｸｾｻﾘｰの取付に対応

短ｽﾄﾛｰｸは小型ｱｸﾁｭｴｰﾀｰでﾊﾞﾙﾌﾞを作動し、精度の向上と重量軽
減、空気消費量の削減を図ります

Pg. 31

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄは
• 直線流路による乱流減衰と静粛性

• 短ｽﾄﾛｰｸによる高応答性と精密制御
• Cv値変更が容易
• ｼｰﾄ閉止面の重複による確実な閉止性



5  ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ弁

Mk70
Mk70ｼﾘｰｽﾞは空圧作動ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ弁で、多重ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｱｸﾁｭｴﾀｰと緻密制御と高精度な
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄを合わせ持っています。 側面、又は頂部取付型ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰはｺﾝﾄﾛｰﾙ弁とｱｸﾁｭ
ｴﾀｰ間のﾋｽﾃﾘｼｽに対処し、且つ弁の制御信号にﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑ位置が常に直接比例すべく機能し
ます。

接続口径 1/4"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

ｼｰﾄ Jorcote処理ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ/標準

Cv値 最大30

動作 直動(ATC)、又は逆動作(ATO)

信号ﾚﾝｼﾞ 20-100kPa、40-200kPa又はｽﾌﾟﾘｯﾄﾚﾝｼﾞ

ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ弁

Mk701/702
Mk701/702大流量ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ弁で、大型化する事なく高Cv値、直線流路と簡易な
保守性を有します。
側面、又は頂部取付型ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰはｺﾝﾄﾛｰﾙ弁とｱｸﾁｭｴﾀｰ間のﾋｽﾃﾘｼｽに対処し、且つ弁の制御信号
にﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑ位置が常に直接比例すべく機能します。

大流量、高Cv値

Mk75
Mk75は軽量、ｺﾝﾊﾟｸﾄなｳｪｲﾌｧｰ型ﾎﾞﾃﾞｨで、従来型と比べ重量は1/10です。 
弊社は鋼や他の原材料の削減に努め、出荷ｻｲｽﾞ、重量、廃棄梱包材や経費を大幅に縮減
しました。
当製品は製造時、及び出荷時の化石燃料の使用はわずかであるばかりでなく、日々の稼
働における省電力と保守時の省資源も図っております。

 ｳｪｲﾌｧｰ式、ｺﾝﾊﾟｸﾄ、精密

接続口径 1"- 8"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ

Cv値 最大600

信号ﾚﾝｼﾞ 20-100、20-60*、60-100*、40-200kPa
* 要ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ

ﾀｰﾝﾀﾞｳﾝ比 100:1

閉止性 ANSI ｸﾗｽ IV

接続口径 1/2"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

ｼｰﾄ Jorcote処理ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ/標準

Cv値 最大70

動作 直動(ATC)、又は逆動作(ATO)

信号ﾚﾝｼﾞ 20-100kPa、40-200kPa又はｽﾌﾟﾘｯﾄﾚﾝｼﾞ

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ
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Mk75HW
Mk75HWは手動操作式ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ弁です。操作者は手動でﾊﾞﾙﾌﾞを所定の流
量と固定操作を行います。
ﾊﾝﾄﾞﾙはﾃﾞｨｽｸに対し鉛直上に取り付けられています。これにより迅速で、且つ機能の
逆転が可能です。ﾊﾞﾙﾌﾞは逆動作から直動にすることが出来ます(若しくはその反対)。

ｳｪｲﾌｧｰ式、手動、微調整

Mk75PTP
Mk75PTPはMk75ｳｪｲﾌｧｰ式ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁に80mm径ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ製ﾋﾟｽﾄﾝｱｸﾁｭｴｰﾀｰを搭載しており
ます。Gemu製 cPOSｽﾏｰﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰが標準で制御の為に必要です。
開閉作動の場合はﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰは必要ありません。ｻｲｼﾞﾝｸﾞ選定用にJVCVﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがございま
す。 ﾃﾞｨｽｸに対しﾋﾟｽﾄﾝが鉛直上に取り付けられており、迅速で、且つ機能の逆転が可能
です。ﾊﾞﾙﾌﾞは逆動作から直動にすることが出来ます(若しくはその反対)。

ﾋﾟｽﾄﾝ作動式、ｽﾏｰﾄﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ付き

Mk75MV
Mk75MV 軽量、ｺﾝﾊﾟｸﾄなｳｪｲﾌｧｰ型ﾎﾞﾃﾞｨで、従来型や電動型と比べ重量は1/10です。 
電源は120、又は240VACで、24VDCはｵﾌﾟｼｮﾝとなります。
当製品は製造時、及び出荷時の化石燃料の使用はわずかであるばかりでなく、日々の
稼働における省電力と保守時の省資源も図っております。

ｳｪｲﾌｧｰ式、ﾓｰﾀｰ駆動、高精度

316 Stainless Steel, Carbon Steel

Cv値 最大72

最大入口圧 1MPa

最大圧力損失 0.86MPa/標準ﾋﾟｽﾄﾝｱｸﾁｭｴｰﾀｰとｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き

ﾚﾝｼﾞ 1”：0.088 - 0.1MPa、1-1/2"：0.115MPa
2"：0.088 - 0.132MPa

閉止性 ANSI ｸﾗｽ IV

1"- 6"

最大400

4-20mA、4-12mA、12-20mA、0-5 VDC、0-10 VDC、開/閉

100:1

ANSI ｸﾗｽ IV

接続口径 1"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質
ｼｰﾄ

316ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ

Jorcote処理316ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ/標準

ﾀｰﾝﾀﾞｳﾝ比 100:1

接続口径 1"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ

ﾀｰﾝﾀﾞｳﾝ比 100:1

Cv値

信号ﾚﾝｼﾞ

閉止性

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

ﾀｰﾝﾀﾞｳﾝ比

ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ
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Mk33
Mk33電動弁でJordaｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄとﾍﾋﾞｰﾃﾞｭｰﾃｨ仕様の産業用ﾓｰﾀｰを用
い、比例(抵抗)、開閉、又は4-20mA信号で制御します。 
Mk331/332は大流量型で、Mk337ｲｺｰﾙ%型です。ｵﾌﾟｼｮﾝでｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾘﾀｰﾝ式も
選定可。 

接続口径 1/4" - 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

接続様式 ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

Cv値 Mk33：最大30、Mk331：最大50
Mk332：最大70

ｼｰﾄ Jorcote

制御信号 比例(抵抗)、開/閉、4-20mA、又は2-10 VDC

ﾓｰﾀｰ駆動、電動弁

Mk37
Mk37は電動ｺﾝﾄﾛｰﾙ弁で、極めて良好な特性を持つｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄと　
先進型電子ﾘﾆｱｱｸﾁｭｴｰﾀｰを組合せております。 
その高精密性はﾌﾟﾛｾｽ制御における最終段制御機器として利用頂けます。  
Mk371/372は大流量型で、Mk377はｲｺｰﾙ%型です。

最終段制御弁

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

Cv値

ｼｰﾄ

制御信号

1/4" - 6"

ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ、ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、鋳鉄、ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

最大395

Jorcote

電流、電圧、開/閉
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Mk74
Mk74は在来の引上げｽﾃﾑ式ﾊﾞﾙﾌﾞに対しｽﾄﾛｰｸが数分の一の特別な耐久性を
持つﾍﾞﾛｰｽﾞを使用しています。 
小型に成形されたﾍﾞﾛｰｽﾞは作動時わずかな動きでﾊﾞﾙﾌﾞを制御します。

ﾍﾞﾛｰｽﾞｼｰﾄ、微小作動

Mk79/79MX
Mk79空圧作動三方口ｺﾝﾄﾛｰﾙ 弁でﾊﾞｲﾊﾟｽや混合用に使用されます。
製品は独特なｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾘﾑ構造で長期間に渡り良好な制御を行えます。 
構造は二つのｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｹﾞｰﾄｼｰﾄが共用のﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑに配置され、ﾊﾞｲﾊﾟｽや混合
ﾓｰﾄﾞに応じて同期作動します。

三方口、ﾊﾞｲﾊﾟｽ、混合

接続口径 1/2"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鉄、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

Jorcote処理316ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

最大30

直動(ATC)、又は逆動作(ATO)

ｼｰﾄ

Cv値

動作

信号ﾚﾝｼﾞ 20-100kPa、40-200kPa又はｽﾌﾟﾘｯﾄﾚﾝｼﾞ

接続口径 1-1/2"- 2"

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

ﾌﾗﾝｼﾞ、ねじ込み

最大30

ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式

Cv値

ﾄﾘﾑ

制御信号ﾚﾝｼﾞ 20-100kPa、他は問合せ要
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Mk78
Mk78は精密性と簡易な保守性を合わせ持っています。この製品は様々な用
例、粘性/腐食性液体、ﾌﾟﾛｾｽｶﾞｽや工業用及び汎用ｽﾁｰﾑの制御に対応しま
す。頂部から分解可能な構造で、配管に取付けたまま保守が出来ます。制
御特性はﾘﾆｱ、ｲｺｰﾙ%、ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、又はｲｺｰﾙﾘﾆｱを選択できます。

1/2"- 2"

ねじ込み、ﾌﾗﾝｼﾞ、ｿｹｯﾄ溶接、突合せ溶接

最大50

ANSI ｸﾗｽ IV (ﾊｰﾄﾞｼｰﾄ)
ANSI ｸﾗｽ VI ﾃﾌﾛﾝ(ｿﾌﾄｼｰﾄ)

20-100kPa、40-200kPa又はｽﾌﾟﾘｯﾄﾚﾝｼﾞ*  
* 要ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ

ｸﾞﾛｰﾌﾞ式、精密

Mk2000
Mk2000は自己調整式ﾊﾟｯｷﾝｸﾞｸﾞﾗﾝﾄﾞと中間位置にﾘﾘｰﾌとﾜｲﾊﾟｰを有する
ｱﾝｸﾞﾙｼｰﾄ弁です。 ﾎﾞﾃﾞｨのｱﾝｸﾞﾙｼｰﾄ構造は大流量に対処出来、既存のｸﾞ
ﾛｰﾌﾞ式に十分に対抗します。

1/2" - 2"

316ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続様式 ねじ込み (NPT)
圧力定格 0 - 2.5MPa

ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ荷重 PTFE-Vﾘﾝｸﾞ

電磁弁ｵﾌﾟｼｮﾝ 125VAC 、又は 24VDC

ｱﾝｸﾞﾙ式開/閉

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

接続様式

Cv値

ｼｰﾄ

制御信号ﾚﾝｼﾞ

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ、ｶｰﾎﾞﾝｽﾁｰﾙ、ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

接続口径

ﾎﾞﾃﾞｨ材質
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Mk ED & ET
MkEDとETはｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式ﾎﾞﾃﾞｨにｼｰﾄ材は複合材、又はﾒﾀﾙ材と
ﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞ(押下げ閉動作)構造です。
MkEDは広範な温度や圧力降下制御用例向けで、MkETはﾊﾞﾗﾝｽ式閉止性
を有し、低ﾘｰｸを求められる用例に適しています。

接続口径 1" - 8"

ﾌﾗﾝｼﾞ定格 ASME ｸﾗｽ150、300、600

接続様式 RF、又は RTJﾌﾗﾝｼﾞ

ﾎﾞﾃﾞｨ材質 LCC、WCB、WCC、 WC9、C5、ﾓﾈﾙ、CF8Mｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 

制御特性 ﾘﾆｱ、ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、ｲｺｰﾙ%

閉止性 Mk ET：ｸﾗｽ IV & V、Mk ED： ANSI ｸﾗｽ II & III

ｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式

Mk EZ
MkEZはｸﾞﾛｰﾌﾞ式でﾎﾞﾃﾞｨ一体型配管接続、ﾎﾟｽﾄｶﾞｲﾄﾞ、及び迅速交換ﾄﾘﾑ
構造のﾊﾞﾙﾌﾞです。

1" - 4"

ｸﾞﾛｰﾌﾞ式、ｸｲｯｸ交換ﾄﾘﾑ

接続口径

ﾌﾗﾝｼﾞ定格

接続様式

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

制御特性

閉止性

ASME ｸﾗｽ150、300、600

RF、又は RTJﾌﾗﾝｼﾞ

LCC、WCB、WCC、 WC9、C5、ﾓﾈﾙ、CF8Mｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 

ﾘﾆｱ、ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、ｲｺｰﾙ%

Mk EWD：ｸﾗｽ II、III & IV、Mk EWS：ｸﾗｽ IV & V
Mk EWT：ｸﾗｽ IV & V
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Mk EW
MkEWはｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式でｹｰｼﾞｶﾞｲﾄﾞ、締付けｼｰﾄﾘﾝｸﾞ、及び押下
げ閉動作ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞ構造です。
当製品は大配管口径で拡大型内部流路となっています。 

8 x 6、10 x 8、12 x 6、16 x 12
20 x 16、24 x 16、24 x 20

ASME ｸﾗｽ150 ～ 900

大型ｸﾞﾛｰﾌﾞ式、内部流路

Mk HPX & HPAX
MkHPXは工業用高圧用例向けです。
ﾒﾀﾙｼｰﾄと迅速交換ﾄﾘﾑを持つｹｰｼﾞｶﾞｲﾄﾞ構造です。ﾊﾞﾗﾝｽ式ﾌﾟﾗｸﾞは押下げ閉
となります。MkHPXは直管ｸﾞﾛｰﾌﾞ式で、HPAXはｱﾝｸﾞﾙ式です。特性はﾊﾟｰ
ｾﾝﾃｰｼﾞ、ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、及びｲｺｰﾙ%です。

ｸﾞﾛｰﾌﾞ式、ｱﾝｸﾞﾙ式

接続口径

ﾌﾗﾝｼﾞ定格

接続様式

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

制御特性

閉止性

RF、又は RTJﾌﾗﾝｼﾞ

LCC、WCB、WCC、 WC9、C5、ﾓﾈﾙ、CF8Mｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ 

ﾘﾆｱ、ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、ｲｺｰﾙ%

Mk EWD：ｸﾗｽ II、III & IV、Mk EWS：ｸﾗｽ IV & V
Mk EWT：ｸﾗｽ IV & V

2"、3”、4"、6”接続口径

ﾌﾗﾝｼﾞ定格

接続様式

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

制御特性

閉止性

ASME 900 ～ 2500

RF、RTJ溶接ﾌﾗﾝｼﾞ

LCC、WCB、CF8M、CF3M、WCC

ﾘﾆｱ、ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、ｲｺｰﾙ%

ｸﾗｽ II、III 、IV & V
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Mk H900/H2500
MkH2Dｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式でｹｰｼﾞｶﾞｲﾄﾞ、締付けｼｰﾄﾘﾝｸﾞ、及び押下げ
閉動作ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞ構造です。ﾒﾀﾙｼｰﾄ、ﾋﾟｽﾄﾝﾘﾝｸﾞがﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞとｹｰｼﾞ間
のｼｰﾙとして使用されています。
MkH5Tはｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式でｹｰｼﾞｶﾞｲﾄﾞ、ﾊﾞﾗﾝｽﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞ、ﾒﾀﾙｼｰ
ﾄ、及び   ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗｸﾞとｹｰｼﾞ間のｼｰﾙとしてｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙが使用さ
れています。

ｼﾝｸﾞﾙﾎﾟｰﾄ、ｸﾞﾛｰﾌﾞ式

Mk V-100
MkV-100ﾎﾞｰﾙ弁はﾎﾞｰﾙに三角形貫通路を加工したﾊﾞﾙﾌﾞです。この製品は
流量制御と開閉操作の何れにも多様なｱｸﾁｭｴｰﾀｰを使用し対応致します。 

ﾛｰﾀﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙ弁

3”、4"、6”接続口径

ﾌﾗﾝｼﾞ定格

接続様式

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

制御特性

閉止性

ASME 900 ～ 2500

RF、RTJ溶接ﾌﾗﾝｼﾞ

LCC、WCB、CF8M、CF3M、WCC

ﾘﾆｱ、ｸｲｯｸｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ、ｲｺｰﾙ%

ｸﾗｽ II、III 、IV & V

2" ～ 12"接続口径

ﾌﾗﾝｼﾞ定格

接続様式

ﾎﾞﾃﾞｨ材質

制御特性

閉止性

ASME ｸﾗｽ 150、300、600

ｳｪｲﾌｧｰ式

LCC、WCB、CF8M(316ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ）

修正ｲｺｰﾙ%、Vﾎﾞｰﾙの凸部側への流入時

ｸﾗｽ IV
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