
A0サイズ （841×1189mm） 

Membrane filtration system  

Characteristics 

Taiyo Sangyo Co., Ltd.  

Overview (technological principle, mechanism, etc.) 

• Custom-made water treatment system: Our membrane filtration technology enables 

us to fulfill our customers’ needs, from pure water 

production through to waste water recycling 

1. Membrane filtration water purification system 

We have been engaged in designing and manufacturing RO (reverse osmosis) membrane water treatment systems 

since 1979. The technology and knowledge we have accumulated enables us to design and manufacture water 

treatment systems using a filtration membrane (for reverse osmosis water and concentrated water production, 

seawater desalination, effluent treatment, etc.). 

2. Plant plumbing works 

We put our stainless welding technology to full use to meet a whole range of customer needs for equipment installation, 

including on-site plumbing work and peripheral facility reconstruction & maintenance that make use of our technologies 

in high-pressure piping, sanitary piping and other plumbing work in the chemical and food plant industries. 

3. Metallic components machining/assembly 

We can provide a flexible service to meet our customers' needs even for a single item. 

4. Local corporation in Vietnam (Dewx Vietnam Co., Ltd.) 

We also have a base in Vietnam.  
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【企業名】 
フォント：MS P明朝 
サイズ ：16ポイント 
   太字 影付き 
   色 ：青 

【環境技術・製品等の名称】 
１５文字以内で分かりやすく
記載下さい。 
フォント： MS P明朝 
サイズ ：24ポイント 
      太字 
   色 ：白 

【PRポイント】 
２５文字以内で、海外企業に対し、技
術・製品を分かりやすく訴求できるポイ
ントを記入下さい。 
フォント： MS P明朝  
サイズ ：14ポイント 
   色 ：黒 

 

【技術・製品等の特徴】 
技術・製品等の特徴を、３点程度箇条書き
で簡潔にPRして下さい。 
フォント：MS P明朝  
サイズ ：10.5ポイント 太字 
   色 ：黒 

 

【技術・製品等の概要】 
技術・製品等の概要が分かるように、原理・
動作等をご記入下さい。（800字程度）（デー
タや図表、写真等も適宜ご利用下さい。） 
フォント： MS P明朝  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 
 

【適用分野】 

技術・製品を適用できる分野をご記入下さい。
フォント：MS P明朝 
サイズ ：8ポイント 
   色 ：黒 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「導入実績」から「効果」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって必要があ
れば変えていただいて結構です。 
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Water Group, Kansai-Asia Environmental and Energy Saving Business Promotion Forum (Team E-Kansai)  

Membrane separation performance 
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■ Chloride ions  

■ Sulfate ions  

■ Sodium ions  

■ Calcium ions  

■ Trihalomethane  

Bacillus coli  

Cholera 

bacillus  

Staphylococcus  

Influenza viruses  

Colloidal silica  

Pyrogen  

Poliomyelitis 

viruses  

Microfiltration (MF)  

Ultrafiltration (UF) membrane  

Reverse osmosis (RO) membrane  

General faucet mount water filters  

  



A0サイズ （841×1189mm） 

Effect 

Taiyo Sangyo Co., Ltd. 
Sales Engineering Dept. 

http://www.taiyosangyo.co.jp 

E-mail    taiyo@taiyosangyo.co.jp 
Address: 528 Serikawa-cho, Hikone-shi, Shiga 522-0033 

   TEL +81(0)749-22-6213  FAX +81(0)749-26-0782 

Delivery record 

【導入実績】 
技術・製品等の国内及び海外での導入実績、普及状
況を箇条書き形式にて記載下さい。 
（無い場合には、前頁の概要を引き続き記載しても結
構です。） 
フォント：MS P明朝  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 

【効果】 
技術・製品等の適用による効果の概要が分かるよ
うに箇条書き形式にて説明を記入下さい。 
フォント： MS P明朝  
サイズ ：10.5ポイント 
    色：黒 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「導入実績」から「効果」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって変えて 
いただいて結構です。 
 

問い合わせ先 【企業名】 
フォント：MS P明朝  
サイズ ：16ポイント 
    色：黒 

問い合わせ先 【部署名】 
フォント： MS P明朝  
サイズ ：14ポイント 
    色：黒 

問い合わせ先 
【URL】【E-mail】 【TEL】【FAX】 
フォント：MS P明朝 
サイズ ：10ポイント 
   色 ：黒 
【住所】 
フォント： MS P明朝 
サイズ ：9ポイント 
   色 ：黒 

System name: Seawater desalination system  

（W6000 D2250 H2350） 
Production capacity: 8 t/h 

Electrical supply: AC 200 V; 60 Hz; three-phase  

System name: RO membrane 

filtration system  

（W900 D1600 H1800） 
Pressure: 1.0 MPa 

Flow rate: 3.5 L/min 

Elements of use: 4 inches, 1 

meter 

Raw water tank: 200 L 

Electrical supply: AC 200 V; 50 

Hz; three-phase  

System name: UF membrane filtration 

system  

（W4280 D1600 H2405） 
Pressure: 0.3 MPa 

Flow rate: 72.3 m3/day 

Elements of use: 8 inches, 1 meter; hollow 

fiber membrane module 

Number of elements: 2 

Electrical supply: AC 200 V;60 Hz; three-

phase  

[Fusion of proposal-based design and customer-oriented manufacturing] 

From designing to machining, assembling and on-site works—we offer a customer-oriented total engineering service.  

Water Group, Kansai-Asia Environmental and Energy Saving Business Promotion Forum (Team E-Kansai)  

3R's for water >>> Reproduction, recycling & purification and saving of natural resources  

Water used for 
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