新型コロナウイルス （COVID-19） の影響により、 BCP 対策のご検討をされてはいませんか？

ロキテクノマーケティング
BCP 対策応援キャンペーン
ロキテクノが国内製造メーカーとしてお客様の安定生産をお手伝い！
期間限定でキャンペーンを実施させて頂きます。 是非、 この機会にご検討下さい！

ロキテクノ選択のメリット

・ 海外メーカーと同等性能の
フィルターを国内製造にて
提供可能！
・ Japan Quality （高品質） な
製品を安定的に供給します！
・ プラスαの技術提案と分析解析力
により更なる改善に貢献します！
・ 殆どのケースで既設ハウジングと
互換性がとれます！

キャンペーン概要

キャンペーン特典

弊社営業担当へ評価実施の
お申込みいただいたお客様を
対象にキャンペーン特典を適用。
普段よりお得に BCP 対策を
ご検討いただけます。

１. 評価用サンプルの無償協力
※対象製品を 10 本 / 月以上使用する場合に限ります。
※無償提供には上限がございます。
※糸巻き製品など一部対象外製品がございます。

２. 特定製品採用時に
当社製ハウジングをプレゼント

●キャンペーン期間 ：
2020 年 5 月 11 日～
2020 年 8 月 31 日までの
お申込み

※特定対象製品を 25 本 / 月以上使用する場合に
限ります。 （但し、 CTL のみ 15 本 / 半年以上
使用する場合は適用可）
※ご提供ハウジングは標準品のみ、 提供台数に
限りがございます。
※糸巻き製品など一部対象外製品がございます。

キャンペーン特典のご利用には条件がございます。
詳しくは弊社営業担当までお問合せ下さい。

下記の海外製フィルターに対して相当品のご提案が可能です。
メーカー名

P社

ロキテクノ

ブランド名 （品名）

プロファイルスター

SP ファイン、 スロープピュア

製品名 （品番）

PUY1A０１５J、 AB１A０３０３J etc

SBP、 SHPH、 SHP

濾過精度

0.8、 1、 1.5、 ３、 ５、 10、 １５

0.8、 1、 1.5、 ２、 ３、 ５、 10、
１５、 ２０、 ３０、 ４０、 ５０、 ７０、 ９０

メーカー名

P社

ロキテクノ

ブランド名 （品名）

プロファイルⅡ

スロープピュア

製品名 （品番）

R1F030、 MCY1001Y050J、 AB１Y010８J etc

SLS

濾過精度

0.5、 0.7、 １、 ２、 ３、 ５、 ７、 １０、
１５、 １７、 ２０、 ３０、 ４０、 ７０、 ９０、 １２０

0.5、 １、 ２、 ３、 ５、 ７、 １０、 １５、
２０、 ３０、 ４０、 ５０、 ７０、 ９０、 １２０、 １５０

日本でフィルター製造を始めて 40 年！

ロキテクノがご提供する Japan Quality サービス
精密濾過用 フィルターカートリッジ

フィルターハウジング
お客様の処理したい液体、 流量に応じて
選定できる標準仕様のハウジングに加え
て、 お客様のご要望に応じた特殊仕様ハ
ウジングの設計 ・ 製作を承っています。

様々な流体、 アプリケーション、 除去対
象物に応じた精密濾過フィルターをご提
案します。

少量濾過

バリデーション、 フィルター選定分析サービス
フィルター選定に必要なバリデーション
サービスをご提供します。
（実施例 ： バクテリアチャレンジ試験 /
薬液バブルポイントレシオ試験 / 薬液
Vmax 試験 等）

商品開発時の濾過評価や少量多品種
の生産など、 ご要望に応じたスケー
ルでの濾過キットをご提案します。

ロキテクノ オリジナル製品のご紹介
Ez-Change シリーズ
液体に直接触れることなく、 ワンタッチで交換が可能な大人気商品です。
液だれも少なく、 セットミスも防止出来るためお客様の工数や作業環境の改善に貢献出来ます。
弊社ウェブサイトでもご紹介しております。
WEB : https://www.rokitechno.co.jp

ロキテクノ

検索

Click here!

Japan Quality を支える ISO9001 認証工場のご紹介
ロキテクノ北陸事業所 （富山県） ロキテクノ九州事業所 （福岡県）

ロキテクノの生産拠点は国内に 2 か所です。 どちら
もクリーンな生産環境と研究開発機能を併せ持った生
産拠点となります。 事業所内に研究開発機能を持た
せることにより、 製品開発や新製品量産化のスピード
アップが図れるなど、 顧客満足度の向上や新市場開
拓を実現します。 常に最新の生産設備を有し、 先端
技術の追求を続けながら、 滅菌用など高精密フィル
ターカートリッジを生産しています。

お近くの営業所のご案内
1 東京営業所
〒108-0073 東京都港区三田 3-11-36
三田日東ダイビル 2F
電話番号 03-5476-5060
FAX 番号 03-5476-0391

3 名古屋営業所
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南
2-14-19 住友生命名古屋ビル 2F
電話番号 052-551-5170
FAX 番号 052-551-5178

濾過に関するお問い合わせは、 お近くの営業所へお問い合わせください。
2 富山営業所
〒930-0002 富山県富山市新富町
1-1-12 明治安田生命富山駅前ビル 7F
電話番号 076-441-1076
FAX 番号 076-441-1069

4 神戸営業所
〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通
3-1-7 コンコルディア神戸 13F
電話番号 078-251-1577
FAX 番号 078-251-1584
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5

5 福岡営業所
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前
4-1-1 日本生命博多駅前第二ビル 7F
電話番号 092-414-4600
FAX 番号 092-414-4380
MRS2004005-J

