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Your Partner for Sealing Technology
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、ポリマー材料を使用したシール
やシールシステム、ウェアリング、モールドパーツを世界的に開発・製造・提供
するサプライヤーです。
当社は、マーケットリーダーとして独自の幅広い製品や材料群を提供していま
す。： 航空宇宙分野をはじめ、一般産業、自動車産業の分野向けに用途に応じ
た最高の品質のエラストマー、シリコーン、熱可塑性樹脂、PTFE（四フッ化エチ
レン樹脂）、それらの複合技術を総合的に提供しています。

50年の経験蓄積を背景にトレルボルグ シーリング ソリューションズでは最先
端の設計ツールを活用して設計から試作、生産、試験、設置に至るまでお客様
をサポートしています。当社は世界に20以上の製造拠点を含む70ヶ所以上で
事業を展開し、材料及び開発拠点と設計・応用技術専門の拠点を中心に研究開
発部門を戦略的に配した国際的なネットワークを形成しています。

材料を自社開発するにあたっては、独自開発した2000点以上のコンパウンド
や様々な製品情報を収録したデータベースを活用しています。

トレルボルグ シーリング ソリューションズは4万点以上のシール製品を世界
中に効率的に配送できる統合された物流体制を敷いています。 それにより、
標準品の大量供給や、1点のカスタム部品の供給など、幅広い要求にお応えし
ています。

当社の世界各地の製造工場ではISO 9001: 2008、ISO/ TS16949 : 
2009の規格認証を取得しています。
トレルボルグ シーリング ソリューションズは、世界最先端のポリマー技術を誇
るTrelleborgグループの一員として、その組織と経験を裏づけにシーリング
ソリューションを提供しています。

この冊子の情報は一般的な参考資料として提供するもので、個別の用途に対する具体的な提言をしたものではありません。使用限界として示した圧力、温度、速度、媒体などは研究所での最大値であり、実

用条件下では各種パラメータの相互作用により最大値が達成できないこともあります。したがって製品や材料が個々の用途に適合するかどうかはお客様自らが確認する必要があり、いかなる情報もそれを

信頼することのリスクは使用者が負わなければなりません。　トレルボルグ シーリング ソリューションズは、この冊子の情報を利用したことによる直接または間接の損失、損害、苦情、出費に対して責任を負

うものではありません。この冊子の情報は正確を期してはおりますが、正確性・完全性について保証するものではありません。

特定用途に対する推奨ソリューションにつきましては、お近くの当社営業所までお問い合わせください。

本冊子は、過去のすべての版に優先します。　本冊子の全体または一部の無断複製を禁じます。

® すべての商標はTrelleborg グループに帰属します。　ターコイズ色はTrelleborg グループの登録商標です。

© 2017　著作権はTrelleborg グループに帰属します。

（ISO/TS 16949:2009、ISO 13485は日本を除く。）
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TRELLEBORG SE ALING SOLUTIONS

グローバルサプライヤー
トレルボルグ シーリング ソリューションズは高品質か
つ精密なシール、ベアリング、そしてチューブやホース、
シートなどの特殊成型品の世界的なサプライヤーです。

当社では、医療機関で使用される機器から在宅医療機
器にいたる様々な用途でご利用いただけるメディカル
用途のチューブ製品を取り揃えています。

研究ラボにおける大変厳しいテストが行われたシリコーン
材料、数十年に及ぶ経験と必須となる承認や認可によっ
て、トレルボルグ シーリング ソリューションズは、独自の特
殊設計チューブ・ホースソリューションを提供できます。 

全世界で現地サポートが提供できるため、80以上の
拠点で下記のご提案が行えます。
•ワールドワイドに展開する物流拠点によって、お客様が
　世界中のどこにいようとも、期日までに製品をお届けし
　ます。
•サプライヤを統合管理するワンストップショップ方式に
　よって、コスト低減とビジネスの簡素化
•プロダクトイノベーションにより、寿命を改善しトータル
　コストオブオーナーシップを低減

妥協の無いパフォーマンス 

トレルボルグ シーリング ソリューションズでは 標準品
を供給する一方、あらゆるアプリケー ションを理解し、
広範囲にわたる知識を、お客様の課題を解決する付加
価値のあるエンジニアリングソリューションに応用して
います。

トレルボルグの技術陣とR&Dチームは、衛生度の向上
や、革新的な製造技術を用いることで追加的に発生す
る製造工程を取除くことのできる、総合的なソリューシ
ョンをご提案できます。また、お客様が必要とする場所
ですぐに製品を使用を可能にするため、特別な梱包や
アセンブリソリューション、さらには先進的な納品サー
ビスも提供しています。

動画を見る

下記のサイトでヘルスケア&メディカルの
動画をご覧いただけます。

www.tss.trelleborg.com/films

スマートフォン向け
アプリ

当社のスマートフォン
向け最新ツールを
ご確認ください。
•ヘルスケア&メディカル用耐薬品性
　チェック
•チューブ＆ホースセレクタ
•ＩＳＯはめ合い公差
www.tss.trelleborg.com/apps

革新的な
オンラインツール

オンラインサービスとツールの
ご紹介

当社では、最新の多様なオンラインサ
ービスとツールをWebサイト上で提供
しています。
www.tss.trelleborg.com/tools

•カタログとブローシャー
•シールコンフィギュレータ
•ＣＡＤサービス
•Ｏ-リング計算ソフト

先端イノベーション
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TRELLEBORG SE ALING SOLUTIONS

各地域での
サポート事例を見る

www.global-but-local.com

82
各拠点数

5,800
従業員数

2,000
以上の
独自材料

グローバルリソース

共同開発
トレルボルグ シーリング ソリューションズは革新的な設計サポート、
世界レベルの製造技術と品質が保証されたコンポーネントを供給で
きる点で各トップ製造メーカの信頼を得ています。

設計と専門のR&Dチームが数十年に渡る材料に関する専門知識を
駆使し、製品性能を最大化するソリューションをお客様と共に開発し
ています。

•地域ごとの医療や製薬業界で必要とされる規格や認証を取得した
　クラス最高レベルのエラストマーや樹脂材料
•数十年の経験によって、各用途に適したソリューションを開発して
　います。
•クリーンルーム工場や先進的な配送を選択できる、広範囲な製造と
　サポート能力
•テストや認定などの研究開発サポート

イノベーションと信頼性
お客様の成功には、当社のイノベーションが欠かせません。先駆的な
技術を用い、チューブやホースを使用する用途での過酷な課題を解
決することで、お客様の機器性能向上と全体的な収益性向上に貢献
しています。また、当社の世界的な納入体制によってお客様の納期要
望にお応えできます。

当社製品はどこで設計されようと、世界的な製造能力とそれに呼応
するサプライチェーンによって、同じ仕様・品質基準でお客様がどこ
にいようとも製品を納入いたします。
また、お客様の製造拠点がグローバルに展開するのに合わせ、当社
も展開先での現地サポートが可能です。
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DESIGN OF PRODUCT 

MATERIAL

•Class 7 and 8 to  
  ISO 14644-1

•Ultra lean and clean

Quality
by 

Design

CLEANROOMS 

•Partnering with the 
world's leading material 

developers 
•Application and 

processing experts

•To customer specification or 
'black box' design

•Best fit, form and function

•Robustness in 
manufacturability

•Quality in mind 

Liquid Silicone Rubber Capabilities
最適なソリューションを生む仕組み

お客様の用途に対して適切なソリューションを提供すること、それは様々な課題を解決していくことを意味しています。
トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、技術と経験を体系化し、いつも最適なソリューションを提案しています。

製品設計

材料

技術と経験を体系化した
最適なソリューションを生む仕組み

•ISO 14644-1
クラス 7/8

•無駄が無く、クリーン
環境での製造

製品設計
段階から
作り込まれた
品質

クリーンルームや
標準化された製造

•主要材料メーカー
との提携

•アプリケーション、
プロセスの専門家
によるサポート

•要求仕様から最適なソリューション
を提案するカスタム設計

•ハードウェアとの適合性、
形状、機能を最適化
•製造工程の安定性

•品質重視設計
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オートメーション

•最新鋭設備
•最高の効率と品質を
実現するお客様ごとの
最適ソリューション

金型  

•精密な金型とマンドレル
•自社設計

•革新的な高精度設計

技術

•当社最大の財産であるコア技術
•伝統的な職業訓練制度、
トレーニング、カイゼンを実施
•長年の実績に裏付けされた

傑出した技術

プロセス 

•徹底的に無駄を排除
•バリなし、無駄なし方針

•安定した先行製品
品質計画プロセス（APQP）

•工程内での品質管理を実施
•ゼロディフェクト品質文化

最適なソリューションを生む仕組み
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AUTOMATION 

•State-of-the-art equipment
•Customized, fit-for-purpose 

solutions for the highest 
efficiency and quality

TOOLING  

•From prototype to complete 
  multi-cavity production tools

•Quick prototyping and  
  sampling service 

•Proprietary designs 
•Innovation-driven

TECHNICAL SKILLS

•Our biggest asset
•Tradition of apprenticeship, 

training and continuous 
improvement 

•Outstanding skill levels based 
on extensive technical 

experience

PROCESS 

•Lean
•Flashless and wasteless  

principles
•Robust APQP process

•In-process quality control
•Zero-Defect quality 

culture

TOOLBOX

製品設計
段階から
作り込まれた
品質

•Leading edge technology

•Closed loop manufacturing 
   cells including handling, 
   cleaning, inspection and 

   packing

押し出し技術 

•長年のシリコーンホースと
チューブの押し出し実績
•当社独自のプロセス
     例：GeoTrans® 
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クリーンルーム製造

•クラス100,000（ISO 8）環境下での製造
•クラス10,000（ISO 7）環境下での2重梱包
•数千～数百万個ロットでも取り扱い可能
•ISO9001、ISO14001、ISO 13485の認証取得工場

主な利点
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クリーンルーム製造

特殊要求への対応

医療機器、製薬、ヘルスケア業界向けのコンポーネントでは、全ての製造段階で求められる衛生度に関する厳しい規格に適
合させるため、最も高いレベルのクリーン度が必要とされます。細菌や不純物の入らない部品と環境に関する要求は、かつ
てないほど高まっています。さらに、部品の小型化に伴い、空中を浮遊する不純物にさえ影響を受けるようになっています。
クリーンルーム製造製品がお客様の要求事項となる際には、トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、この要求にお
応えしたご提案が可能です。

世界中のお客様に製品を提供するため、トレルボルグ シーリ
ング ソリューションズでは、ISO 14644-1準拠の先端のク
リーンルームをアメリカ、アジア、ヨーロッパに導入し対応し
ています。
当社では、最大限の品質レベル、クリーン度、衛生度とプロ
セス管理を保証するため、技術的かつ運用的な厳しい規格
を社内で設定し業務を進めています。クリーンルーム製造が
必要無い場合は、標準の製造プロセスもご利用可能です。

クリーンルームでのオペレーションに加え、トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、下記の
ような多岐にわたる特殊な仕上げ加工やサービスを提供しています。
•特殊洗浄（例：アセトン洗浄）
•製品表面のコーティングや改質
•製品の滅菌処理
•二次加工の削減や削除
  - アセンブリ
  - 必要な長さへのカット
  - オーバーモールディング

当社の多くのチューブ製品は、クラス100,000環境下で製造
されています。また定期的に大気温度、湿度、粒子数測定を行
っております。

クリーンルーム製造
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滅菌処理

最新の洗浄プロセスによって効率的な製造が実現されています。
製品を毒物や微生物による汚染から防止することで、製造プロセ
ス中の汚染を最小化しています。
しかしながら、最新の自動化されたCIP(定置洗浄)、SIP(定置滅
菌)や殺菌処理で使用される腐食性の高い薬品によって、チュー
ブやホースの寿命が短くなる場合があります。

薬品の複雑な構造によって、プラスチックやエラストマーは急激な
ダメージを受ける可能性があります。特に、荷重や圧力の掛かる
用途ではこの傾向が顕著です。高温下や蒸気滅菌下では、この
劣化傾向は著しくなる場合があります。

衛生度に関する要求が高まるにつれ、より厳しい洗浄薬品や殺菌
剤の使用したり、その使用量が増加されています。
機器や装置の寿命を延ばすためにも、材料やプロセスを理解した
サプライヤと業務を進めることが、効率を最大化しTCOを削減す
るために大変重要なこととなっています。

トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、最新のCIPやSIP
プロセスに耐えることとなる信頼できるチューブやホース製品が
製造できる、特殊エラストマーグレードを決定するあらゆる段階で
お客様をサポートしています。

過酷な洗浄方法に耐える

滅菌処理
ヘルスケア＆メディカル業界では、チューブ、ホース、シールに関し特に過酷な要求事項が求められる場合
があります。これらの製品はシステム流体への耐性だけでなく、厳しい洗浄方法への耐性も必要となります。
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滅菌処理
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滅菌処理

オートクレーブは繰り返し使用可能な医療機器向けに一般的に使用されています。シリコーンは耐水性や耐熱性に優れることから多くの場合、
物性にほぼ影響はありません。

図1:蒸気滅菌時のシリコーンの特性 

蒸気滅菌 ： 134℃で5分間

シリコーン ： 滅菌プロセスでの最適な材料 
新規に医療機器や装置を設計する際、最初に正しい材料とプロセス技術を選択する必要があります。
つまり、使用する材料には機能的要求や多くの規格や認証を満たすだけでなく、腐食性の高い洗浄流体への耐性が
求められています。

硬度 Shore A 圧縮永久歪　[%] 引張り強度　[N/mm2] 破断伸び　[%]
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滅菌サイクル　蒸気 +134°C

材料選択が重要となる例として、機能上重要となる小さな穴が施されたエラストマー製品を挙げます。放射線等の滅菌体制
で高エネルギーに曝露されることで、滅菌はされますが、この小さな穴は完全に機能を失います。このような用途向で材料
を選択する際、滅菌による物性変化がシール寿命に与える影響を理解した経験の豊富なサプライヤと業務を進めることが
重要となります。生体適合性や経年、温度、多くの薬品への耐性の観点から、最新の医療機器や厳しい滅菌を行う際には、
シリコーン材料の使用頻度が高くなっています。

シリコーンの特殊な作用

複数の薬品への耐性を持ち、潜在的な感染影響の原因となる
微生物を排除しながら、医療機器や装置を滅菌することが最
も重要な点です。シングルユースデバイスでは、1サイクルの
滅菌プロセスに耐えることだけでいいですが、マルチユース
デバイスでは腐食性の高い薬品の影響に繰り返し対応する必
要があります。実際には、放射線、蒸気、EtOといった様々な滅
菌方法があり、攻撃性の高い病原体を駆除するには高エネル
ギーが必要となります。

高エネルギーに晒されると、エラストマーでは分子レベルにお
いて必要の無い架橋結合や結合の破壊といった変化が現れま
す。その結果、徐々にエラストマーの品質が低下し、柔軟性や
引張り強度などの重要な物性を失います。トレルボルグ シーリ
ング ソリューションズでは、耐薬品性に優れ、更に滅菌プロセ
スに耐性のある特殊なコンパウンドを開発致しました。これに
より、理想的なコンパウンド選択の支援や、患者の健康を損な
う恐れのある不具合を防止することができます。
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滅菌処理

EtOは、細胞核を破壊しながら微生物細胞を攻撃します。一般的にシリコーンは、他のエラストマー材と比較しガスに対する高い透過性を持って
います。そのため、EtO分子がシリコーンポリマー分子間に拡散し、滅菌が行われます。

ガンマ線や電子線は、熱に弱い機器や薬品滅菌環境下で使用するガスを透過させない機器で使用する滅菌方法となっています。多くの機器製
造メーカが最も懸念することは放射線によってポリマー材料が損傷する事や品質低下を起こすことです。

エチレンオキサイドガス滅菌 (EtO)

ガンマ線滅菌

図2:EtO滅菌時のシリコーンの特性 

図3:ガンマ線滅菌時のシリコーンの特性 
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シリコーンの利点 

シリコーンは大変多くの用途に使われる材料で、様々な条件下で使
われます。シリコーンはプロセス上多くの利点があり、技術的価値が
付加された少量製品から量産品までの最適な選択となっています。

•硬度 Shore A 5～90の材料が入手可能
　- LSRシリコーン:5 – 90 Shore A
　- HCRシリコーン:20 – 80 Shore A
•プラチナ加硫により最高純度材料を提供
•低温、高温に対する優れた耐性
•オゾン、気候、紫外線に対する優れた耐性
•疎水性
•優れた機械的ダンピング特性
•大変優れた電気絶縁性、UL94準拠品提供可能
•食品と接触する用途に使用可能
　- FDA、BfR、NSF準拠
　- 無味無臭
•飲料水用途に使用可能
　　- WRAS、KTW、ACS、NSF準拠
•バイオ、製薬品用途に使用可能
　- 最高純度
　- 生体適合性 ISO 10993、USPクラスVI
　- 欧州薬局方3.2.9準拠
　- 乾熱、蒸気、γ線、EtOなどの一般的な滅菌処理に対する耐性
•29日以上の長期留置（インプラント）用途向けのマスターファイル   
  登録済み材料で提供可能
•生物学上不活性であるため、長期留置用途で最初に選択される
  材料

シリコーン(VMQ)の動作温度範囲と他のエラストマーとの比較
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アドバンスド エラストマー

TPEは、ラバーとプラスチックの物性を示す 共重合体混合物です。
TPE分子は、ハードセグメントとソフトセグメント成分から構成されて
います。ハードセグメントにより、材料に硬度や剛性が与えられ、ソフ
トセグメントによって柔軟性と弾性が与えられています。事実上、配
合、補強材、安定剤や硬化剤が必要なく、バッチごとに一貫した物性
を示します。これにより、使用に際し一貫した性能を発揮します。 

TPEは、成型時に主成分以外に天然由来の加硫剤を使用しないため
アレルギー反応を起こす心配がありません。 

•半透明、柔軟、ねじれ難いという特長からポンプや流体移送に理想的
•溶着とヒートシールが可能
•リサイクル可能
•シリコーンよりも低い透過性
•ガンマ線による滅菌やオートクレーブで使用可能

最低温度 ： -50°C / -60°F
最高温度 ： +135°C / +275°F
硬度 ： 70 Shore A

材料の準拠規格 

USP クラス VI、FDA、3-A、NSF 、ヨーロピアン サニタリースタンダード

熱可塑性エラストマー（TPE）の利点
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製品紹介

製品紹介
標準チューブ製品
トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、過酷な用途で使
用されるチューブ製品を製造しています。
当社では、特殊用途向けに加え標準用チューブも揃えています。

シリコーンチューブとホース製品
高純度、高性能、優れた生体適合性

主な利点

•プラチナ加硫を施し高純度
•抽出物や可塑剤の浸出を極小レベルに
  抑えるより長い二次加硫処理
•生体適合性、不活性、その他の生体検査剤とも反応なし
•無臭、無味、無毒で医療、食品、製薬、パーソナルケア、
  純水の用途で使用可能
•放射線、EtO、蒸気滅菌で使用可能
•高温耐性と柔軟性の保持：-60 ℃ ~ +200 ℃
•カスタム品識別用にストライプカラー品が提供可能

編み込み補強ホース製品
過酷な用途、洗浄、滅菌、高圧用途向け

主な利点

•高耐圧
•滅菌やオートクレーブで使用可能
•プラチナ加硫グレード
•高温耐性と柔軟性の保持: －60℃ ~ +200℃
•アウターカバーへの色づけが可能 
•バルク梱包が可能

様々なチューブ形状 

特殊な用途や選択した材料に付加価値を与えるため、様々な形状の
チューブとホースの製造が可能です。

マルチルーメンチューブ
複数の管路を施し流体の分離やワイヤーの挿通が可能

主な利点
•異なる内径 / 外径の多様なルーメンや管路
•ルーメンを個々のチューブに分けるコネクタ
  へのオーバーモールドが可能　
•1回の押し出しで複数かつ個別の管路が製造可能
•ルーメン間の肉厚が薄く精密なアセンブリが可能
•目視用に半透明品、即座に識別可能なカラーリング品が
  提供可能

薄肉チューブ
利点はそのままで省スペース

主な利点

•低侵襲性であるためカテーテルや
  内視鏡のように人体に挿入する機器向け
•医療機器の小型化が可能

蛇管チューブ
座屈を防止しながら、曲げが可能

主な利点

•呼吸器や麻酔器に理想的
•外径が凹凸形状で内径が滑らかな形状
  なので、座屈せずに通常のチューブよりも
  優れた曲げが可能 

詳細なお問い合わせは下記までお願い致します。

日本 トレルボルグ シーリング ソリューションズ 

www.tss.trelleborg.com/jp
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トレルボルグ シーリング ソリューションズには、お客様に合わせた特殊なソリューションを開発する専門の技術チームがあります。
例えば、コンポーネントのジャケットといった特殊な用途へのソリューション開発が行えるため、機器のパフォーマンスを向上させるだけでなく独自
の利点を付加し、プロセス内の工程削減が可能となります。

アドバンスド エンジニアード ソリューション

特殊ペリスタリックポンプ用チューブ
高性能シリコーンポンプ向けソリューション

主な利点
•お客様の仕様に合わせた設計が可能
•長期に渡り一貫した流量を実現
•柔軟で耐薬品性のあるシリコーンチューブを提供
•ヒステリシスや剥離を低減しながら、
  一貫した流量のポンプを実現
•衛生度や性能向上のため、接合やオーバーモールド技術を
  施したストッパが追加可能

 
抗菌チューブ
院内感染の削減

主な利点

•微生物の増殖を抑制
•コーティングなどの二次加工の必要なし
•設計の柔軟性
•標準品と特殊品で提供可能 

ホースフィッティング
アセンブリコストを削減させながら機器の
パフォーマンスを向上させる

主な利点

•最大15 Raの機械仕上げ
•タイプ316 ステンレス
•クラスⅥを超える内径の滑らかさと 3Aに準拠
•ホースと継手の間を完全に密封
•クリンプしたカラーと継手を連結させるため、
  継手から噴出が起こらない
•独自の返し形状で、端から端まで、
  完全に密封したクリンプ状態が可能
•オーバーモールドコネクタを使用し、
  マルチルーメン管路を個々のラインに分離

同時押し出しチューブ
同じチューブ内で多用な材料使用が可能

主な利点

•同時押し出しで、内外径で異なる材料を
  使用した一体型のチューブが提供可能
•異なる材料特性や流体への耐性を有する。
•PVC材料を外側に使用し取り扱い性を向上させ、
  薬品と接触する内径側にシリコーンを使用する
  組み合わせが可能

チューブ&ホース セレクタ アプリでは、材料や圧力などの 設計パラメータに基づいて簡単に最適な
チューブとホースの 選定ができます。即座に必要な情報が入手できるため カタログを見て該当製品
を探す必要がありません。このアプリから直接トレルボルグ シーリング ソリューションズへの問い合
わせやサンプルのリクエストが可能です。アンドロイド端末やiPhoneでご利用いただけます。App 

StoreやGoogle Playで”チューブ＆ホース セレクタ”と検索していただくと簡単に見つかります。

製品紹介



18 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

特殊設計品

シリコーン押し出し成型品

チューブ製品 
お客様の特殊仕様に合わせたチューブ製品が製造可能です。0.20mm×0.35mm、公差は+/-0.025までの
小サイズまで製造可能です。また、バンプチューブやフォームチューブの製造も可能です。シリコーンチューブ
は、プラチナ加硫を施したメディカルグレードHCRで製造されています。

マルチルーメン チューブ製品 
複数の流体やワイヤーを通す穴を設けたチューブ製品も幅広い形状やサイズで特殊設計可能です。寸法公差
は+/-0.025mmまで製造可能です。ワイヤーによる螺合補強を施したマルチルーメンチューブも製造可能
で、螺旋のピッチも選択できるため、コラムの強度を向上させ、張力の緩和や電気ノイズの低減が求められる用
途でご利用いただけます。また、バンプチューブの製造も可能です。押し出し成型によるマルチルーメンチューブ
は、プラチナ加硫を施したメディカルグレードHCRで製造されています。

シリコーンフォーム製品
独立気泡構造により、有効なデュロメータを低くすることで特殊な機械特性を実現し、緩衝スペースを設けるこ
とができます。押し出しシリコーンフォームにより、正確な公差で様々なサイズや断面の形状が製造可能です。
つまり細孔径や細かいフォーム密度に調整が可能です。シリコーンフォームは、プラチナ加硫を施したメディカ
ルグレードHCRで製造されています。

補強/ねじれ防止チューブ：泌尿器用機器向け 
シリコーンチューブとホースは様々なオプションで補強することが可能です。例えば、拡張や伸長そして破裂
防止のためにポリエステルやステンレススチールを編み込む補強、ねじれやつぶれ防止のためにナイロンモノ
フィラメントを螺旋状に施す補強などがあります。特殊な補強が可能なだけでなく、チューブは精密な公差で製
造可能です。補強チューブは、プラチナ加硫を施したメディカルグレードHCRで製造されています。

押し出し成型によるリボン製品 
シリコーンテープ、シート、リボンは、最大で幅152mmまで、厚みは最小で0.13mmまで押し出しが可能で
す。リボン製品はロール品として納入され、スリップシート、打ち抜き加工シール、ダイアフラムなどとして使用
されます。押し出しリボン製品は、プラチナ加硫を施したメディカルグレードHCRで製造されています。

特殊設計品 
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特殊設計品

ワイヤーやケーブルの被覆 
最大5.08mmまでの太さのワイヤーやケーブルに精密な公差で1層シリコーンもしくはそれ以上の層の被覆
が可能です。納入形態はロール品もしくは使用する長さのカット品となります。ワイヤーやケーブルの被覆は、
プラチナ加硫を施したメディカルグレードHCRで製造されています。

GeoTrans®  
幾何学的形状に押し出す特殊な方法によって、押し出し成型中にシリコーンチューブの断面を変えることが可
能です。これにより特殊な金型や接合などの二次加工が必要なく、衛生的な設計が可能となります。この技術
は、精密な公差が必要となる特殊な用途向けに使用することができます。主な利点は下記の点です。
•2つ以上の異なる断面を持つチューブを製造するため、内径や外径を個別または、同時に変更が可能
•分岐や複数のルーメンを持つチューブを１つのルーメンのチューブで押し出し可能
•2つの異なるチューブエンドが1回の押し出し成型で可能、例えば密閉された一つの流体管路を、
  成型途中から指定した長さで外側に開いた形状のチューブが製造可能
•一般的にメイン流体用ルーメン、バルーン拡張用ルーメンと複数のルーメンを持つバルーンカテーテルでは、
  二次加工でバルーン拡張用ルーメンの拡張用の孔部分まで埋め戻す作業が必要となりますが、GeoTrans®
  では一度の工程で行うことが可能です。
  GeoTrans押し出し成型は、プラチナ加硫を施したメディカルグレードHCRで製造されています。

GeoTrans®によるバルーンの押し出し成型 
シリコーンバルーンは多くの医療機器で一般的に使用されている技術です。一般的には、プリフォームされたバ
ルーン部分がカテーテルシャフトに施されたバルーンを拡張させる小さな穴部分に接着されており、生理食塩
水やエアによってバルーンが拡張する仕組みとなっています。これに対し、GeoTrans®バルーンは、完全にカ
テーテルシャフトの一部として、１回の押し出し工程で成型できるため、二次加工や検査などに付随するコストを
削減できます。お客様の特殊な要望に合わせ、様々なサイズや拡張圧力に対応するように製造可能です。

GeoTrans®によるシングルルーメン  
当社のGeoTrans®シングルルーメン技術（Off-Ratio バンプチュービング”とも呼ばれています）は、２つの異
なる断面のチューブをほぼ１つの押し出し工程で製造可能です。仮に異なる断面をAとBとした場合、１回の押
し出し成型でAの断面からBの断面まで製造可能です。２回の押し出し成型を行うことで、AからB、そして再度
Aという断面とる形状が製造が可能です。コネクタやフィッテイングの取り付け部やペリスタリックポンプ向け
など、チューブ端部分に特殊なアセンブリが必要となる用途でご利用いただけます。
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編み込み補強シリコーンホース

100 HP シリーズ

編み込み補強シリコーンホース
プラチナ加硫　単層ポリエステル編み込み補強ホース
USP クラス VI準拠

特長 ：
•高い耐圧性
•優れた柔軟性
•滅菌プロセスで使用可能
•オートクレーブで使用可能
•無味無臭
•流体移送やアセンブリに使用可能
•アウターカバーへの色付け可能
•25ft、50ft、100ftの長さで提供可能
•温度域 ： -62℃ ～ +260℃

用途 ：
ポンプ、製薬プロセス、ベッセルやタンクからの流体移送、細胞培養、ロードセル

認証規格 ：
USP クラス VI、FDA、USDA requirements

 

ホース

内径
(in)

公差 
(in)

肉厚 推奨使用圧力（PSI）
68°Fで使用時

最大使用圧力（PSI）
68°Fで使用時

最小曲げ半径

0.0625
0.125
0.187
0.250
0.312
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000
1.250

.115

.120

.130

.135

.140

.140

.150

.170

.175

.180

.180

.180

175
175
165
160
140
125
130
100
85
70
65
55

700
700
650
575
550
500
425
350
275
250
225
180
 

1.00
1.00
1.25
1.25
1.75
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
5.00
6.00

+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .050 / - .000
+ .050 / - .000
+ .050 / - .000

注記：表記は現在提供可能なサイズとなっております。その他のサイズについては、最寄りのトレルボルグ シーリング ソリューションズまでお問い合わせください。

表1 : 編み込み補強シリコーンホース、100 HP シリーズ – インチ

(in)(in)

標準長さ

肉厚

内径
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編み込み補強シリコーンホース

200 HP シリーズ
プラチナ加硫　二層ポリエステル編み込み補強ホース
USP クラス VI準拠

特長 ：
•高い耐圧性
•優れた柔軟性
•滅菌プロセスで使用可能
•オートクレーブで使用可能
•無味無臭
•流体移送やアセンブリに使用可能
•アウターカバーへの色付け可能
•25ftの長さで提供可能
•温度域 ： -62℃ ～ +260℃

用途 ：
ポンプ、製薬プロセス、ベッセルやタンクからの流体移送、細胞培養、ロードセル

認証規格 ：
USP クラス VI、FDA、USDA requirements

表2 : 編み込み補強シリコーンホース、200 HP シリーズ – インチ

ホース 肉厚 推奨使用圧力（PSI）
68°Fで使用時

最大使用圧力（PSI）
68°Fで使用時

最小曲げ半径

0.250
0.312
0.375
0.500
0.625
0.750
0.875
1.000
1.125
1.250

.135

.140

.140

.150

.170

.175

.180

.180

.180

.180

200
195
190
170
150
135
125
120
115
112

800
775
750
675
600
525
500
475
460
450

1.75
2.00
2.25
2.75
3.25
3.75
4.00
5.00
6.00
6.50

+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .030 / - .000
+ .050 / - .000

注記：表記は現在提供可能なサイズとなっております。その他のサイズについては、最寄りのトレルボルグ シーリング ソリューションズまでお問い合わせください。

(in)公差 
(in)

内径
(in) (in)

標準長さ

肉厚

内径



22 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

多層ホース

プラチナ加硫補強シリコーンホース
補強材：ステンレススチールワイヤー、４層のポリエステル
USP クラス VI 準拠

特長 ：
•高い耐圧性
•負圧下でも破裂が起こらない
•高圧下でも膨張を起こさない
•滅菌プロセスで使用可能
•オートクレーブで使用可能
•無味無臭
•温度域 ： -60℃ ~ +170℃
•４層のポリエステルとステンレススチールワイヤーで補強

用途 ：
高圧や真空用途、製薬プロセス、食品に接触する用途、
ベッセルやタンクからの移送

認証規格 ：
USP クラス VI、FDA、ドイツ規格 BGVV XVA とLIIA、
ISO 10993 セクション5、6、10、11
Italy Gazetta Ufficiale – 1973、
USDA Standards、ヨーロッパ薬局方 3.1.9、
France Journal Officiel-Brochure 1227

ホース

内径 
(mm) (mm) (mm) (psi) (mm Hg)

肉厚 最小曲げ半径 最大使用圧力 真空度

12.7
19.05
25.4
38.1
50.8

5
5
5
5
5

50
75
90

130
200

450
450
450
425
425

700
700
700
700
700

+0 / - 0.400
+0 / - 0.400
+0 / - 0.400
+0 / - 0.400
+0 / - 0.400

注記：表記は現在提供可能なサイズとなっております。その他のサイズについては、最寄りのトレルボルグ シーリング ソリューションズまでお問い合わせください。

表3 : 多層ホース – mm

多層ホース

公差
(mm)

螺旋状のワイヤー

一体となったシリコンの裏地

編み込まれた布による補強

シリコーンの層
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プレミアムグレードシリコーンチューブ

プラチナ加硫シングルルーメン　サニタリーホース
USP クラス VI、FDAマスターファイル登録済み

トレルボルグ シーリング ソリューションズでは、29日以上の長期留置用
インプラント機器向けに試験を実施し、FDAマスターファイルに登録された
材料で提供しています。

特長 ：
•プラチナ加硫で高純度
•より長い二次加硫を行い低溶出を実現
•生体適合、不活性、その他の生体検査剤とも反応なし
•無味無臭、無毒で医療、食品、製薬、パーソナルケア、純水用途に最適
•可塑剤の浸出なし
•放射線滅菌、EtO、蒸気、（+123℃で30 psi）滅菌可能。再利用可能
•広範囲な耐寒、耐熱温度範囲で柔軟性を保持 ：
　-54℃ ~ +204℃（脆化温度 ： -73℃）
•目視検査のため半透明
•カスタム品識別用カラーバリエーション

生体適合性検査 ：
•米国薬局方（USP）クラスVI（プラスチックの生体試験）の規格、およびヨーロッパ薬局方（Ph Eur）VI.1.3.2に基づく試験の実施
•長期の留置（インプラント）が可能な材料
•プラチナ加硫材料によって、上記規格の要求値以上の数値を達成

結果
0.0%
検出されず
無し
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
適合
検出されず

試験                          
溶血性試験                          
重金属：鉛                   
細胞培養毒性          
クロモトロプ酸試験          
溶液透明度                          
酸性/アルカリ性                         
ヘキサン中の溶解度    
揮発性物質                          
ミネラルオイル                          
フェニル化脂肪酸化合物          
残留過酸化物
プラチナ                                          
残留ジクロロ安息香酸
イソプロピルアルコール抽出の高速液体クロマトグラフィ分析

エラストマー物理特性

ASTM試験法 代表値

硬度（デュロメータ A） D-22406 60

引張強度　psi D-412 1275

伸長率　%　 D-412675 625

引裂強度　(ダイB ppi)　 D-624 1.15

圧縮永久歪　%
(176.7℃で22時間)　 D-395 40

プレミアムグレード
シリコーンチューブ
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プラチナ加硫シングルルーメン

その他サービスと特長
•特殊な長さ、ロール品、カット品として納品
•マルチルーメン、X線造影剤、ストライプ、色付けが可能
•特殊サイズ、標準品が可能
•過酸化物加硫も可能

注記：表記は現在提供可能なサイズとなっております。その他のサイズについては、最寄りのトレルボルグ シーリング ソリューションズまでお問い合わせください。

*公差は ISO 3320 E2

内径
(mm)

公差*
(mm)

外径
(mm)

公差*
(mm)

1 +/- .200 1.5 +/- .250

1 +/- .200 2 +/- .250

1,5 +/- .200 2.5 +/- .250

2 +/- .200 3 +/- .250

3 +/- .200 4 +/- .250

4 +/- .200 5 +/- .250

5 +/- .250 6 +/- .250

5 +/- .250 7 +/- .250

6 +/- .250 8 +/- .250

7 +/- .350 9 +/- .250

8 +/- .350 10 +/- .250

9 +/- .350 11 +/- .350

10 +/- .350 12 +/- .350

11 +/- .400 13 +/- .350

12 +/- .400 14 +/- .350

13 +/- .400 15 +/- .350

14 +/- .400 16 +/- .350

15 +/- .400 17 +/- .400

内径
(mm)

公差*
(mm)

外径
(mm)

公差*
(mm)

16 +/- .400 18 +/- .400

17 +/- .500 19 +/- .400

18 +/- .500 20 +/- .400

19 +/- .500 21 +/- .400

20 +/- .500 23 +/- .400

21 +/- .500 24 +/- .400

22 +/- .500 25 +/- .400

24 +/- .500 27 +/- .500

24 +/- .500 28 +/- .500

26 +/- .700 30 +/- .500

27 +/- .700 31 +/- .500

28 +/- .700 32 +/- .500

29 +/- .700 33 +/- .500

40 +/- .700 50 +/- .700

42 +/- .800 52 +/- .700

44 +/- .800 54 +/- .700

48 +/- .800 60 +/- .700

表4 : プラチナ加硫 シングルルーメン 材質 ： シリコーン mm

プラチナ加硫シングルルーメン
USP クラス VI、FDAマスターファイル登録済み

標準長さ

内径

外径
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プラチナ加硫シングルルーメン

ホース 肉厚 外径 標準長さ 最大使用圧力

内径 
(in)

公差
(in) (in) (ft) (psi)

0.012 +/- .003 0.007 0.025 50 25

0.020 +/- .003 0.009 0.037 50 25
0.025 +/- .003 0.011 0.047 50 35

0.030 +/- .004 0.018 0.065 50 45

0.031 +/- .004 0.063 0.156 50 70

0.040 +/- .004 0.023 0.085 50 45

0.058 +/- .005 0.009 0.077 50 30

0.062 +/- .005 0.017 0.095 50 40

0.062 +/- .005 0.032 0.125 50 44

0.062 +/- .005 0.063 0.188 50 65
0.078 +/- .005 0.024 0.125 50 40

0.104 +/- .005 0.044 0.192 50 43

0.125 +/- .005 0.063 0.250 50 43

0.132 +/- .005 0.025 0.183 50 30

0.187 +/- .005 0.063 0.312 50 29

0.187 +/- .005 0.094 0.375 50 43

0.250 +/- .006 0.063 0.375 50 21

0.250 +/- .006 0.094 0.437 50 31

0.250 +/- .010 0.125 0.50 50 43

0.312 +/- .007 0.063 0.437 50 17

0.312 +/- .007 0.094 0.500 50 25

0.375 +/- .010 0.063 0.500 50 14

0.375 +/- .010 0.094 0.562 50 20

0.375 +/- .010 0.125 0.625 50 29

0.500 +/- .010 0.063 0.625 25 11

0.500 +/- .015 0.094 0.687 25 16

0.500 +/- .015 0.125 0.750 25 22

0.625 +/- .025 0.125 0.875 25 18

0.750 +/- .025 0.125 1,000 25 15

注記：表記は現在提供可能なサイズとなっております。その他のサイズについては、最寄りのトレルボルグ シーリング ソリューションズまで
お問い合わせください。

表5 : プラチナ加硫 シングルルーメン 材質：シリコーン インチ
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シート製品

エラストマー シート
トレルボルグでは、極めて高い適合性が求められるヘルスケア&メディカルや
バイオ用途向けの様々なエラストマーシート材を提供しています。

最大900×1800 mmまでのサイズで、打ち抜き加工品、カット品、
最終形状への成型品を提供しています。補強加工や大変薄いシート材
としても提供可能です。

特殊製造能力
•シリコーン、EPDM、PTFEシート
•ガスへの高い透過性を持つシリコーン
•低いガス透過性を示すEPDM
•滅菌工程での安定性
•特殊形状
•特殊梱包

シリコーン シート製品

標準シート製品 
過酷な用途で使用するシリコーンエラストマ材料群を様々な厚みで提供

布補強を施したシート材 
シリコーンシート間が1層もしくは2層の布で補強されています。また、様々編み込み補強、ポリエステルやナ
イロンのメッシュによる補強も可能です。加硫を施さない補強シートは、過酸化物加硫のミラブルシリコーン材
で製造されており、打ち抜き加工や、流体移送の補強やシートカバーといった特定の用途で必要となる長さの
カット品として納入されます。
加硫を施した補強シートは、LSR（液状シリコーン材）やプラチナ加硫を施したミラブルシリコーン材で製造さ
れています。様々な納入形態に対応でき、ロール状や打ち抜き加工、又流体移送の補強やシートカバーといっ
た特定の用途で必要となる長さへのカット品として納入可能です。

詳細なお問い合わせは下記までお願い致します。
日本 トレルボルグ シーリング ソリューションズ 
www.tss.trelleborg.com/jp
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シート製品

マイクロシート製品 
特殊品として最小0.0508mmの厚さで、最大幅は508mmのマイクロシート製品が提供可能です。加硫を
施したマイクロシート製品が提供可能で、ロール品、打ち抜き加工、流体移送の補強やシートカバーといった
特定の用途で必要となる長さのカット品として納入可能です。マイクロシートはLSR(液状シリコーン)やシリ
コーン分散物で製造されています。

ゲルシート製品 
やけどなどの傷へのケア用に使用される特殊なゲル状シートを提供しています。粘着性は低、中、高のタイプ
で提供可能です。ゲルシートはロール品、流体移送の補強やその他カバーシートといった用途で必要となる長
さのカット品として納入可能です。
またLSRシートやスパンデックス繊維の層でのコーティング加工も可能です。

加硫を施したシート製品 
プラチナ加硫のLSR（液状シリコーン）やミラブル製のシリコーンシート製品も提供可能です。LSRシートは、
ロール品、打ち抜き加工を施した形態、流体移送の補強やその他カバーシートといった用途で必要となる長さ
のカット品として納入可能です。ミラブル製のシートでは、打ち抜き加工を施した形態、流体移送の補強やその
他カバーシートといった用途で必要となる長さのカット品で納入可能です。

EPDM  シート製品

PTFE シート製品

未加硫ミラブル材 シート製品 
二次組み立てや成型加工用に加硫を行わないシリコーンシート材も特殊品として提供可能です。加硫を行わ
ないシートは過酸化物加硫を施したミラブル材で製造されています。ゆがみを防止用のフラットなシート形状、
使用する長さのカット品や流体移送の補強として使用する長さに打ち抜き加工を施した形態で納入可能です。

ハイモッド フラットシール EG 
USP クラス VIに準拠したEPDM製のフラットシールも新たに製品ラインナップに加わりました。この製品に
よって、USP クラス VI準拠のフラットシールをお探しの製薬、メディカル、バイオ装置メーカ様の要求にお応え
できます。

ハイモッド フラットシール 43と45 
ハイモッド フラットガスケットは、一般的なガスケット用途の要求にお応えできる製品群となっています。食品や
製薬工程で、食品や薬と接触する用途に使用でき、従来のPTFEフラットガスケットと比較しパフォーマンスの
高い製品となっています。
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linkedin.com/company/trelleborg-sealing-solutions

トレルボルグは過酷な環境下における”封止 (シール)”、”防振(ダンプ)”、
”保護(プロテクト)”の各機能を担う

工業用ポリマー製品で世界をリードしています。
お客様の製品の性能改善に貢献する革新的なソリューションを永続的に提供しています。

トレルボルグ シーリング ソリューションズは、ポリマー材料を使用した
シールやシールシステム、ウェアリング、モールドパーツを
世界的に開発・製造・提供するサプライヤーです。

航空機宇宙、自動車、一般産業分野での過酷な要望に革新的なソリューションで
お応えしています。

日本 トレルボルグ シーリング ソリューションズ 株式会社
東京:03-5633-8008  大阪:06-6821-0077  名古屋:052-219-0753  九州:093-531-6038

www.tss.trelleborg.com/jp

WWW.TSS.TRELLEBORG.COM/JP
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