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MicroForm® from PPE

MicroForm® 完全自動化製造室(ISO Class 6 環境) 

www.prepol.com/microform

カスタマイズ | 最適化 |小型化 
お客様のニーズに合わせたマイクロサイズの設計と 
カスタマイズをご提案するエラストマーソリューション、 
お客様の装置やアプリケーションに適した最適な設計開発。

PPE社ではエラストマーの流動特性について深く研究してお

り、市場を最先端の技術でリードしております。 

MicroForm®は、厳しい環境下でも対応できるように高性能

エラストマーを材料として製造しているため、最高の精密度と

耐久性の提供が可能です。

PPE社の強みは仕様設計と技術サポートを行っており、さまざ

まなエラストマー材料を取りそろえ、短いリードタイムでの製

造を可能としているところです。

世界はお互いに繋がり合うことで、より密接になってきておりま

す。携帯性、解析性能、機敏性、コスト、自動化、持続可能な環

境への配慮は全ての会社が小型化を目指す要因であります。 

マイクロ単位では流体力学が劇的に変化するため、鋳造における

エラストマーの流れを概念化、製造に至るまで高性能材料のマイ

クロ部品を鋳造することは簡単ではありません。

小型化
材料: FFKM および FKMを含む200個以上のポリマー 

用途*:  
ガスケット
フェルール
ダックビル
真空パット
エンドエフェクタパッド 
O-リング
公差*: ISO3302-1 Class M2 規格をより厳しく遵守  
追加機能: インサートモールディング/オーバーモールディング 
多様な基板へのボンディングも可能です。  
上記の規格と用途は製造可能なものの一部です。  
弊社へ使用条件をご連絡いただければ、他の規格でも製造可能です。

断面

内径(mm) 0.40 - 1.00mm        1.01-1.50mm       1.51-1.78mm

0.40-1.0mm

1.01-2.5mm

2.51-5.0mm

5.01-13mm

見積り 

見積り 



MicroForm®を推奨する理由 

特徴

MICROFORM®  の特徴 PPEのアドバンテージ 従来の製品

FKMやFFKMのような高性能エラスト 
マー材料

-76°C～325°C までの高温性能 

溶媒、蒸気、アミンを含む幅広い耐薬性を持

つ。FDA、USP Class VI規格を認証。

従来の材料では高温や厳しい環境に適合でき 
ず、亀裂が生じて漏れてしまうことがよくあ 
ります。

ISO Class 6 クリーンルーム環境

で完全自動化されたロボットによ

る製造とカメラ検査を実施。

厳しい公差で製造され、清潔でクリーンな 
コンポーネントを実現。(ISO3302-1 Class M2
規格以上)

従来の鋳造技術では高精度のマイクロコンポ 
ーネントの製造はできません。

流動シュミレーションソフトで 
流れを予測

流動シュミレーションソフトの解析に
より、迅速な開発と短納期を実現。

流動解析を行わないと、漏れが繰返し発生
し、コストと製造時間が増大します。

www.prepol.com/microform

カスタマイズされたマイクロコンポーネントの例

半導体およびエフェクターパッド

高さ :     2.5mm   

直 径 ：   5.33mm  

枠の厚み： 0.5mm  

重 さ ：   0.06g  

材料：     Perlast® FFKM 

ダックビル  

高 さ:    5.08 mm

直径:     5.08 mm (OD) 1.67 (ID)

枠の厚み: 1.72 mm 

重 さ:    0.08 g  

材料:     Perlast® FFKM

フェルール 

長 さ:     3 mm  

直 径:     2.3 mm  

壁:        0.97 mm 

重 さ:     0.02 g  

材料:      Perlast® FFKM 

真空パット   

高さ:     1.93 mm  

直 径:    7 mm  

断面:     5.99 mm  

重さ:     0.26 g  

材料:     Perlast® FFKM

流動シミュレーション解析 ロボットによる製造 ロボットによるカメラ検査



一般の用途

高性能材料

アプリケーション 市場 用途

マイクロ流体の流動制
御および分配

• 生命科学

• 食品

• 医療

LOC、コネクター、マイクロポンプ、
マイクロバルブ、マイクロリアクタ 
ー、 分析化学、小型診断機、ポイント
オブケア(POCT)検査機器

バイオ分析

• 生命科学

• 食品

• 医療

分光計、クロマトグラフィー、プロー
ブ、遺伝子合成機、精密注射器

自動化
• 一般産業 圧力計/温度計/流量計/監視センサー、

半導体素子製造装置、計数機

製造工程 • 半導体 ウェハー処理

MicroForm® は、厳しい環境における精密部品と重要なアプリケーションの使用に適しております。

PPEはユニークな特性、食品/製薬産業の認証、半導体製造装置向けの超高純度なエラストマー材料などを提供しております。 
MicroForm®は、PPEの下記の代表的な材料ブランドから提供されております。

TM

耐薬性、高温環境下で優れたシール性を 
発揮する最高のパーフロエラストマー

極低温環境下で優れたシール性を発揮する
最高のパーフロエラストマー

耐プラズマ性、耐磨耗性に優れたシール
性を発揮する半導体装置用完全有機エラ
ストマー

高性能材料に関する詳細は: www.prepol.com

材質 温度範囲 硬度(IRHD) 色 認証

FFKM
-46   +327°C

-51   +621°F
64 - 90 黒、茶色、透明 FDA, USP, 3-A

FKM
-46   +250°C

-51   +482°F
58 - 95 黒 FDA, USP, WRAS, 3-A

EPDM
-60   +288°C

-76   +550°F
53 - 87 黒、白、青 FDA, USP, 3-A

NBR
-60   +135°C

-76   +275°F
57 - 90 黒、白、青

FDA, 3-A

HNBR -40   +180°C
-40   +356°F

70 - 92 黒 FDA, 3-A

シリコン 
-60   +250°C
-76   +482°F

40 - 80
白、青、赤、
灰色、透明

FDA, USP, 3-A

www.prepol.com/microform
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MicroForm® で鋳造したダック
ビル部品は不純物なく高品質
な部品を提供します。

破損と不純物が目立つ従来の
圧縮鋳造式のダックビル部品

PPE社への製作依頼方法

1. 現地のPPE代理店やPPE社の担当者へお問合せください。
2. 要求仕様の決定、図面提供、使用条件を確定してください。
3. エンジニアチームが技術提案書と見積書を提供します。
4. 製作開始。

MicroForm®  - カスタマイズ | 最適化 | 小型化

www.prepol.com/microform

マイクロ流体コネクター

MicroForm® - 厳しい高圧環境で採用

「Perlast® FFKMから作られたMicroForm®コンポーネは、NanoPort
と半導体素子の表面の間で、不活性かつ生体適合成が起こります。 
Perlast®フェルールはチューブと半導体素子の間をチューブ内の
最大圧力が 10 MPa まで耐えられるようにシールできます。 
MicroForm®コンポーネントは、NanoPort 連結技術の重要な部品で
す。」

「ラボオンチップ」アプリケーションの流体素子業界リーダー
マーケティングマネージャーより

お客様からの声

MicroForm® - 信頼性と精密度が重要な箇所での採用 

「Perlast®  FFKMから作られたMicroForm®ダックビルバルブは、 
清潔性、信頼性に優れています。200万回使用しても問題ありま
せんでした。更に100万回を追加しても問題ないでしょう。」
 
高純度流体用ソレノイドバルブ、精密ポンプメーカー 
品質保証エンジニアマネージャーより

MicroForm® - より厳しい公差を達成 

「Microform®OリングがISO3302-1 Class M2 規格よりも良いこと
は、我々の期待以上でした。Microform® の内径公差が
±0.08mm、断面公差が±0.05mmを達成しました。そのため安定し
て接触面を押し続けて、優れたシール性能を実現できました。」 

半導体装置製造メーカー  
エンジニアより

真空パット



MicroForm®は、Precision Polymer Engineeringの登録商標です。

www.prepol.com/MicroForm


