
フィルタ方式によって下表の種類をご用意しています。
Each of the following types is available according to the filtration method.

〈特長〉
①4つのフィルトレーション
　Series B：バグ式フィルタ搭載
　Series C：サイクロン式フィルタ搭載
　Series E：2段濾過式フィルタ搭載
　Series W：逆流洗浄式フィルタ搭載

②独自のINVシステムにより最適なモータ回転数でサイクル運転実現。（オプション）
　消費電力の大幅削減に貢献致します。
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フィルタFilter ポンプモータ
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工作機械 Machine Tool

搭載ポンプはCX、CQTM、E3Pシリーズです。
The quipped pumps are CX-, CQTM-, and E3P-series pumps.

SUMIJET X

説明と特長フィルタ略図フィルタ方式シリーズ名
Description and featuresFilter sketchFiltration methodSeries name

SUMIJET X

Series B

SUMIJET X

Series C

SUMIJET X

Series E

SUMIJET X

Series W

並列の
袋状濾過式
Parallel bag 

filtration

サイクロン式
Cyclone type

2段濾過式
Two-stage 

filtration

逆流洗浄式
Reflux 

cleaning 
type

● 布製袋状フィルタを並列に配備。

● 稼働中でも弁の開閉でフィルタ
　交換作業可能。

● Filter replacement is possible with the valve 
　opened and closed while in operation.
　（See the illustrated dimensional example on page 30.）

● The first-stage filter is for rough filtration.
　The filter consists of a metallic element that 
　can be washed and reused.

● The filter is backwashed regularly with the 
　factory air pressure.

● The second-stage filter has a wide filtration 
　area with a slow clogging speed. 
　（A low maintenance frequency）

（P.35の寸法図例参照）

● The cloth bag filters are installed in parallel.

● 渦流によって、スラッジが
　下ノズルから排出。
　クリーン液は、上ノズルから排出。

● メンテナンスは不要。

◎ 油性液ではフィルタ能率が悪く
　なりますので、お勧めできません。
（P.36の寸法図例参照）

● Sludge is discharged from the lower nozzle 
　the vortex flow in the nozzle. 
　The clean fluid is discharged from the upper 
　nozzle. （The principle of hydrocyclone）

● No maintenance is required.

● The filters are installed in series.

● Basically, no maintenance is required.

◎ The use of oil-based fluid is not recommended 
　because oil-based fluid results in filter efficiency 
　degradation.
　（See the illustrated dimensional example on page 31.）

● フィルタを直列に配備。

● 1段目は、粗濾過用。
　金属製エレメントで洗浄、
　再使用可能。

● 2段目は、濾過面積が広く、
　目詰速度が遅い。

● 定期的に工場空気圧を利用し、
　フィルタを逆洗浄します。

● 基本的にはメンテナンスが不要。
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システム概要 System Overview

〈Features〉
①Four types of filtration
　Series B: Bag filter installed
　Series C: Cyclone filter installed
　Series E: Two-stage filter installed
　Series W: Reverse-flow wash-type filter installed

②Unique inverter system achieves cycle operation control at optimum motor rotation speed, 
　thus contributing to a significant reduction in power consumption （an optional function）.

■SUMIJET X
　CX、CQTM、E3Pポンプを搭載した高圧クーラントシステム 設備高圧化により
　加工工数DOWN!加工精度UP! 工具寿命UPを実現します。 
　ユーザーニーズを最優先する、ポンプ+タンク+バルブ+フィルタシステムです。
■SUMIJET X
　Each high-pressure coolant pump system of the SUMIJET X Series is provided with CX, CQTM, 
　and E3P pumps, which ensures high pressurization and reduces the number of person-hours 
　required for processing, increases the precision of processing, and prolongs the life of tools. 
　The system incorporating pumps, tanks, valves, and filters gives top priority to user needs.

低騒音 高圧クーラントポンプシステム Low-noise, High-pressure Coolant Pump System
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（ハイドロサイクロンの原理）

（メンテナンス頻度少）
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SUMIJET X（Series B）
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他に色々な形状に応じられます。
Various other shapes are available.

SUMIJET X（Series C）
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他に色々な形状に応じられます。
Various other shapes are available.
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寸法図の一例 Illustrated Dimensional Example

●低騒音 ●高圧クーラントポンプ ●Low-noise ●High-pressure Coolant Pump System
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