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マルハチポンプは大正 12年（1923年）創業以来、

ポンプの専業メーカーとして時代の要求にお応えして、

各種ポンプを多くの産業に供給し、社会に貢献しています。
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ステンレス渦巻ポンプ
STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL PUMPS

型式 Model ：FM型式 Model ：FM
口径 Bore ：25×25～200×200mm口径 Bore ：25×25～200×200mm
吐出量 Capacity ：40～5600L/min吐出量 Capacity ：40～5600L/min
揚程 Head ：MAX 47m揚程 Head ：MAX 47m
出力 Output ：0.4～55kW出力 Output ：0.4～55kW

型式 Model ：FX・2FX（H）型式 Model ：FX・2FX（H）
口径 Bore ：40×32～125×100mm口径 Bore ：40×32～125×100mm
吐出量 Capacity ：80～2000L/min吐出量 Capacity ：80～2000L/min
揚程 Head ：MAX 116m揚程 Head ：MAX 116m
出力 Output ：0.75～30kW出力 Output ：0.75～30kW

型式Model ：2FH型式Model ：2FH
口径Bore ：25×25～80×80mm口径Bore ：25×25～80×80mm
吐出量Capacity ：40～900L/min吐出量Capacity ：40～900L/min
揚程Head ：MAX 48m揚程Head ：MAX 48m
出力 Output ：0.75～11kW出力 Output ：0.75～11kW

型式Model ：2FJA・2FJB型式Model ：2FJA・2FJB
口径Bore ：40×32～80×65mm口径Bore ：40×32～80×65mm
吐出量Capacity ：50～900L/min吐出量Capacity ：50～900L/min
揚程Head ：MAX 47.5m揚程Head ：MAX 47.5m
出力 Output ：0.4～11kW出力 Output ：0.4～11kW

型式 Model ：2MAP・MAP型式 Model ：2MAP・MAP
口径 Bore ：40×32～150×125mm口径 Bore ：40×32～150×125mm
吐出量 Capacity ：20～5000L/min吐出量 Capacity ：20～5000L/min
揚程 Head ：MAX 100m揚程 Head ：MAX 100m
出力 Output ：0.4～75kW出力 Output ：0.4～75kW

型式 Model ：FIC・2FIC（H）・FIE・2FIDH型式 Model ：FIC・2FIC（H）・FIE・2FIDH
口径 Bore ：40×32～150×125mm口径 Bore ：40×32～150×125mm
吐出量 Capacity ：50～3500L/min吐出量 Capacity ：50～3500L/min
揚程 Head ：MAX 97m揚程 Head ：MAX 97m
出力 Output ：0.75～37kW出力 Output ：0.75～37kW

NEW MODELNEW MODEL
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ステンレス自吸式渦巻ポンプ
STAINLESS STEEL SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS

型式 Model ：2FGS・2FHS型式 Model ：2FGS・2FHS
口径 Bore ：25×25～65×65mm口径 Bore ：25×25～65×65mm
吐出量 Capacity ：40～500L/min吐出量 Capacity ：40～500L/min
揚程 Head ：MAX 37m揚程 Head ：MAX 37m
出力 Output ：0.4～5.5kW出力 Output ：0.4～5.5kW

型式 Model ：FHS・FMS型式 Model ：FHS・FMS
口径 Bore ：25×25～125×125mm口径 Bore ：25×25～125×125mm
吐出量 Capacity ：40～2000L/min吐出量 Capacity ：40～2000L/min
揚程 Head ：MAX 23m揚程 Head ：MAX 23m
出力 Output ：0.2～11kW出力 Output ：0.2～11kW

型式 Model ：2FIS型式 Model ：2FIS
口径 Bore ：50×50～65×65mm口径 Bore ：50×50～65×65mm
吐出量 Capacity ：150～500L/min吐出量 Capacity ：150～500L/min
揚程 Head ：MAX 60m揚程 Head ：MAX 60m
出力 Output ：3.7～11kW出力 Output ：3.7～11kW

型式 Model ：2MAPS・MAPS型式 Model ：2MAPS・MAPS
口径 Bore ：40×40～100×100mm口径 Bore ：40×40～100×100mm
吐出量 Capacity ：25～2000L/min吐出量 Capacity ：25～2000L/min
揚程 Head ：MAX 100m揚程 Head ：MAX 100m
出力 Output ：0.4～45kW出力 Output ：0.4～45kW

型式 Model ：2PMC・2PHC・2PLC型式 Model ：2PMC・2PHC・2PLC
口径 Bore ：32×32～100×100mm口径 Bore ：32×32～100×100mm
吐出量 Capacity ：40～1200L/min吐出量 Capacity ：40～1200L/min
揚程 Head ：MAX 52m揚程 Head ：MAX 52m
出力 Output ：0.75～11kW出力 Output ：0.75～11kW

型式 Model ：2PDM型式 Model ：2PDM
口径 Bore ：32×25～65×65mm口径 Bore ：32×25～65×65mm
吐出量 Capacity ：25～540L/min吐出量 Capacity ：25～540L/min
揚程 Head ：MAX 23m揚程 Head ：MAX 23m
出力 Output ：0.75～3.7kW出力 Output ：0.75～3.7kW

ステンレスラインポンプ
STAINLESS STEEL "LINE PUMPS"

メテックポンプ
METEC PUMPS

NEW MODELNEW MODEL
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ステンレス渦巻ミニポンプ
STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL MINI PUMPS

型式 Model ：MG2・MM2型式 Model ：MG2・MM2
口径 Bore ：20×20～32×25mm口径 Bore ：20×20～32×25mm
吐出量 Capacity ：20～100L/min吐出量 Capacity ：20～100L/min
揚程 Head ：MAX 14m揚程 Head ：MAX 14m
出力 Output ：0.4～0.75kW出力 Output ：0.4～0.75kW

型式 Model ：MSG2・MSM2型式 Model ：MSG2・MSM2
口径 Bore ：20×20mm口径 Bore ：20×20mm
吐出量 Capacity ：20～50L/min吐出量 Capacity ：20～50L/min
揚程 Head ：MAX 12m揚程 Head ：MAX 12m
出力 Output ：0.4～0.75kW出力 Output ：0.4～0.75kW

型式 Model ：MG2-D・MM2-D型式 Model ：MG2-D・MM2-D
口径 Bore ：20×20～32×25mm口径 Bore ：20×20～32×25mm
吐出量 Capacity ：30～100L/min吐出量 Capacity ：30～100L/min
揚程 Head ：MAX 20m揚程 Head ：MAX 20m
出力 Output ：0.2～1.5kW出力 Output ：0.2～1.5kW

型式 Model ：MSG2-DR・MSM2-DR型式 Model ：MSG2-DR・MSM2-DR
口径 Bore ：20×20mm口径 Bore ：20×20mm
吐出量 Capacity ：15～50L/min吐出量 Capacity ：15～50L/min
揚程 Head ：MAX 18m揚程 Head ：MAX 18m
出力 Output ：0.2～0.75kW出力 Output ：0.2～0.75kW

型式 Model ：MG2-F・MM2-F型式 Model ：MG2-F・MM2-F
口径 Bore ：20×20～32×25mm口径 Bore ：20×20～32×25mm
吐出量 Capacity ：30～100L/min吐出量 Capacity ：30～100L/min
揚程 Head ：MAX 20m揚程 Head ：MAX 20m
出力 Output ：0.4～0.75kW出力 Output ：0.4～0.75kW

型式Model ：MSG2-FR・MSM2-FR型式Model ：MSG2-FR・MSM2-FR
口径Bore ：20×20mm口径Bore ：20×20mm
吐出量Capacity ：15～50L/min吐出量Capacity ：15～50L/min
揚程Head ：MAX 18m揚程Head ：MAX 18m
出力 Output ：0.4～0.75kW出力 Output ：0.4～0.75kW
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カスケードポンプ
CASCADE PUMPS

型式 Model ：MM型式 Model ：MM
口径 Bore ：15×15～32×32mm口径 Bore ：15×15～32×32mm
吐出量 Capacity ：3～95L/min吐出量 Capacity ：3～95L/min
揚程 Head ：MAX 45m揚程 Head ：MAX 45m
出力 Output ：0.2～1.5kW出力 Output ：0.2～1.5kW

型式 Model ：MSSK型式 Model ：MSSK
口径 Bore ：15×15～32×32mm口径 Bore ：15×15～32×32mm
吐出量 Capacity ：3～95L/min吐出量 Capacity ：3～95L/min
揚程 Head ：MAX 45m揚程 Head ：MAX 45m
出力 Output ：0.2～1.5kW出力 Output ：0.2～1.5kW

型式 Model ：CBX2型式 Model ：CBX2
口径 Bore ：15×15～32×32mm口径 Bore ：15×15～32×32mm
吐出量 Capacity ：2～80L/min吐出量 Capacity ：2～80L/min
揚程 Head ：MAX 30m揚程 Head ：MAX 30m
出力 Output ：0.2～1.5kW出力 Output ：0.2～1.5kW

型式 Model ：2CJS型式 Model ：2CJS
口径 Bore ：15×15mm口径 Bore ：15×15mm
吐出量 Capacity ：4～14L/min吐出量 Capacity ：4～14L/min
揚程 Head ：MAX 25m揚程 Head ：MAX 25m
出力 Output ：0.4kW出力 Output ：0.4kW

型式 Model ：SUP型式 Model ：SUP
口径Bore ：15×15～50×50mm口径Bore ：15×15～50×50mm
吐出量 Capacity ：3～140L/min吐出量 Capacity ：3～140L/min
揚程 Head ：MAX 40m揚程 Head ：MAX 40m
出力 Output ：0.1～2.2kW出力 Output ：0.1～2.2kW

型式 Model ：CB・2CB2型式 Model ：CB・2CB2
口径 Bore ：15×15～25×25mm口径 Bore ：15×15～25×25mm
吐出量 Capacity ：4～60L/min吐出量 Capacity ：4～60L/min
揚程 Head ：MAX 90m揚程 Head ：MAX 90m
出力 Output ：0.2～2.2kW出力 Output ：0.2～2.2kW

非自吸式非自吸式 自吸式自吸式

自吸式自吸式

自吸式自吸式 非自吸式非自吸式

非自吸式非自吸式
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カスケードポンプ
CASCADE PUMPS

型式 Model ：CBS型式 Model ：CBS
口径 Bore ：20×20～25×25mm口径 Bore ：20×20～25×25mm
吐出量 Capacity ：2～60L/min吐出量 Capacity ：2～60L/min
揚程 Head ：MAX 60m揚程 Head ：MAX 60m
出力 Output ：0.4～1.5kW出力 Output ：0.4～1.5kW

型式 Model ：CF型式 Model ：CF
口径 Bore ：20×20～25×25mm口径 Bore ：20×20～25×25mm
吐出量 Capacity ：4～70L/min吐出量 Capacity ：4～70L/min
揚程 Head ：MAX 40m揚程 Head ：MAX 40m
出力 Output ：0.4～0.75kW出力 Output ：0.4～0.75kW

型式 Model ：CFS型式 Model ：CFS
口径 Bore ：20×20～25×25mm口径 Bore ：20×20～25×25mm
吐出量 Capacity ：6～76L/min吐出量 Capacity ：6～76L/min
揚程 Head ：MAX 40m揚程 Head ：MAX 40m
出力 Output ：0.4～0.75kW出力 Output ：0.4～0.75kW

自吸式自吸式

自吸式自吸式

非自吸式非自吸式
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鋳鉄製渦巻ポンプ
CENTRIFUGAL PUMPS

型式 Model ：CE型式 Model ：CE
口径 Bore ：125×125～300×300mm口径 Bore ：125×125～300×300mm
吐出量 Capacity ：800～20000L/min吐出量 Capacity ：800～20000L/min
揚程 Head ：MAX 98m揚程 Head ：MAX 98m
出力 Output ：5.5～185kW出力 Output ：5.5～185kW

型式 Model ：SL・SF・SP・SG型式 Model ：SL・SF・SP・SG
口径 Bore ：25×25～150×150mm口径 Bore ：25×25～150×150mm
吐出量 Capacity ：30～3400L/min吐出量 Capacity ：30～3400L/min
揚程 Head ：MAX 62m揚程 Head ：MAX 62m
出力 Output ：0.2～30kW出力 Output ：0.2～30kW

型式 Model ：RM(K)・RHK型式 Model ：RM(K)・RHK
口径 Bore ：40×40～200×200mm口径 Bore ：40×40～200×200mm
吐出量 Capacity ：70～5000L/min吐出量 Capacity ：70～5000L/min
揚程 Head ：MAX 250m揚程 Head ：MAX 250m
出力 Output ：1.5～132kW出力 Output ：1.5～132kW

型式 Model ：FFH2・2FFH型式 Model ：FFH2・2FFH
口径 Bore ：40×40～80×80mm口径 Bore ：40×40～80×80mm
吐出量 Capacity ：80～900L/min吐出量 Capacity ：80～900L/min
揚程 Head ：MAX 50m揚程 Head ：MAX 50m
出力 Output ：0.75～7.5kW出力 Output ：0.75～7.5kW

型式 Model ：MPHO型式 Model ：MPHO
口径 Bore ：25×25～40×40mm口径 Bore ：25×25～40×40mm
吐出量 Capacity ：15～270L/min吐出量 Capacity ：15～270L/min
揚程 Head ：MAX 17m揚程 Head ：MAX 17m
出力 Output ：0.25～0.75kW出力 Output ：0.25～0.75kW

ステンレス渦巻モーターポンプ
STAINLESS STEEL CENTRIFUGAL MOTOR PUMPS

非自吸式非自吸式 自吸式自吸式

非自吸式非自吸式 多段非自吸式多段非自吸式

型式 Model ：FIF・2FIF・CHS型式 Model ：FIF・2FIF・CHS
口径 Bore ：32×25～300×250mm口径 Bore ：32×25～300×250mm
吐出量 Capacity ：30～14500L/min吐出量 Capacity ：30～14500L/min
揚程 Head ：MAX 100m揚程 Head ：MAX 100m
出力 Output ：0.2～132kW出力 Output ：0.2～132kW



非自吸式非自吸式 自吸式自吸式
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立軸渦巻ポンプ
VERTICAL PUMPS

型式 Model ：BVC型式 Model ：BVC
口径 Bore ：25～50mm口径 Bore ：25～50mm
吐出量 Capacity ：10～400L/min吐出量 Capacity ：10～400L/min
揚程 Head ：MAX 30m揚程 Head ：MAX 30m
出力 Output ：0.75～7.5kW出力 Output ：0.75～7.5kW

型式 Model ：TFV型式 Model ：TFV
口径 Bore ：40×40～125×125mm口径 Bore ：40×40～125×125mm
吐出量 Capacity ：50～850L/min吐出量 Capacity ：50～850L/min
揚程 Head ：MAX 30m揚程 Head ：MAX 30m
出力 Output ：0.75～7.5kW出力 Output ：0.75～7.5kW

型式 Model ：SFV型式 Model ：SFV
口径 Bore ：25×25～125×125mm口径 Bore ：25×25～125×125mm
吐出量 Capacity ：80～700L/min吐出量 Capacity ：80～700L/min
揚程 Head ：MAX 26m揚程 Head ：MAX 26m
出力 Output ：0.75～7.5kW出力 Output ：0.75～7.5kW

型式 Model ：WVC型式 Model ：WVC
口径 Bore ：40×40mm口径 Bore ：40×40mm
吐出量 Capacity ：50～200L/min吐出量 Capacity ：50～200L/min
揚程 Head ：MAX 5m揚程 Head ：MAX 5m
出力 Output ：0.75kW出力 Output ：0.75kW

型式 Model ：RE型式 Model ：RE
口径 Bore ：口径 Bore ：25×20～100×100mm25×20～100×100mm
吐出量 Capacity ：50～760L/min吐出量 Capacity ：50～760L/min
揚程 Head ：MAX 35m揚程 Head ：MAX 35m
出力 Output ：0.2～7.5kW出力 Output ：0.2～7.5kW

型式Model ：FVS型式Model ：FVS
口径Bore ：50～65mm口径Bore ：50～65mm
吐出量Capacity ：160～600L/min吐出量Capacity ：160～600L/min
揚程Head ：MAX 23m揚程Head ：MAX 23m
出力 Output ：2.2～5.5kW出力 Output ：2.2～5.5kW

型式 Model ：2FHV型式 Model ：2FHV
口径 Bore ：口径 Bore ：40×40～50×50mm40×40～50×50mm
吐出量 Capacity ：50～400L/min吐出量 Capacity ：50～400L/min
揚程 Head ：MAX 20m揚程 Head ：MAX 20m
出力 Output ：3.7kW出力 Output ：3.7kW

型式 Model ：SVC・FVC型式 Model ：SVC・FVC
口径 Bore ：40～150mm口径 Bore ：40～150mm
吐出量 Capacity ：40～3200L/min吐出量 Capacity ：40～3200L/min
揚程 Head ：MAX 40m揚程 Head ：MAX 40m
出力 Output ：0.75～18.5kW出力 Output ：0.75～18.5kW

ケミカルポンプ
CHEMICAL PUMPS
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ギヤーポンプ
GEAR PUMPS

型式 Model ：ORV型式 Model ：ORV
口径 Bore ：20×20～50×50mm口径 Bore ：20×20～50×50mm
吐出量 Capacity ：16～280L/min吐出量 Capacity ：16～280L/min
揚程 Head ：MAX 0.3MPa揚程 Head ：MAX 0.3MPa
出力 Output ：0.4～3.7kW出力 Output ：0.4～3.7kW

型式 Model ：T型式 Model ：T
口径 Bore ：20×20～200×200mm口径 Bore ：20×20～200×200mm
吐出量 Capacity ：6～2000L/min吐出量 Capacity ：6～2000L/min
揚程 Head ：MAX 1.0MPa揚程 Head ：MAX 1.0MPa
出力 Output ：0.4～22kW出力 Output ：0.4～22kW

型式 Model ：LG型式 Model ：LG
口径 Bore ：25×25～150×150mm口径 Bore ：25×25～150×150mm
吐出量 Capacity ：30～2500L/min吐出量 Capacity ：30～2500L/min
揚程 Head ：MAX 0.5MPa揚程 Head ：MAX 0.5MPa
出力 Output ：0.75～37kW出力 Output ：0.75～37kW

型式 Model ：NHG・NHGH型式 Model ：NHG・NHGH
口径 Bore ：32×25～125×100mm口径 Bore ：32×25～125×100mm
吐出量 Capacity ：20～500L/min吐出量 Capacity ：20～500L/min
揚程 Head ：MAX 1.6MPa揚程 Head ：MAX 1.6MPa
出力 Output ：0.4～15kW出力 Output ：0.4～15kW

型式 Model ：HR型式 Model ：HR
口径Bore ：25×25～150×150mm口径Bore ：25×25～150×150mm
吐出量 Capacity ：30～2000L/min吐出量 Capacity ：30～2000L/min
揚程 Head ：MAX 1.0MPa揚程 Head ：MAX 1.0MPa
出力 Output ：0.75～37kW出力 Output ：0.75～37kW

型式 Model ：HG型式 Model ：HG
口径 Bore ：25×25～150×150mm口径 Bore ：25×25～150×150mm
吐出量 Capacity ：30～3000L/min吐出量 Capacity ：30～3000L/min
揚程 Head ：MAX 1.0MPa揚程 Head ：MAX 1.0MPa
出力 Output ：0.75～37kW出力 Output ：0.75～37kW
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型式 Model ：ORV-27型式 Model ：ORV-27
口径 Bore ：20×20～50×50mm口径 Bore ：20×20～50×50mm
吐出量 Capacity ：30～289L/min吐出量 Capacity ：30～289L/min
揚程 Head ：MAX 0.3MPa揚程 Head ：MAX 0.3MPa
出力 Output ：0.4～3.7kW出力 Output ：0.4～3.7kW

型式 Model ：AP型式 Model ：AP
口径 Bore ：20×20～150×125mm口径 Bore ：20×20～150×125mm
吐出量 Capacity ：20～3500L/min吐出量 Capacity ：20～3500L/min
揚程 Head ：MAX 100m揚程 Head ：MAX 100m
出力 Output ：3.7～55kW出力 Output ：3.7～55kW

高濃度スラリーポンプ
ALL PUMPS

ギヤーポンプ
GEAR PUMPS

耐摩耗自吸式ポンプ
ABRASION-RESISTANT SELF-PRIMING PUMPS

型式 Model ：MVP型式 Model ：MVP
口径 Bore ：口径 Bore ：Rc1/4×Rc1/4～Rc1×Rc1Rc1/4×Rc1/4～Rc1×Rc1
吐出量 Capacity ：0.2～21L/min吐出量 Capacity ：0.2～21L/min
揚程 Head ：MAX 1.2MPa揚程 Head ：MAX 1.2MPa
出力 Output ：15～750W出力 Output ：15～750W

マグネットベーンポンプ
MAGNETIC DRIVE VANE PUMPS

型式Model  ：MMP・MP型式Model  ：MMP・MP
使用温度 使用温度 TemperatureTemperature ：-20～130℃ ：-20～130℃
口径Bore  ：15×15～50×40mm口径Bore  ：15×15～50×40mm
吐出量Capacity ：5～440L/min吐出量Capacity ：5～440L/min
揚程Head  ：MAX 57m揚程Head  ：MAX 57m
出力 Output  ：0.2～3.7kW出力 Output  ：0.2～3.7kW

マグネット渦巻ポンプ
MAGNETIC DRIVE VANE PUMPS

型式Model  ：MA・MB型式Model  ：MA・MB
使用温度 使用温度 TemperatureTemperature ：-20～130℃ ：-20～130℃
口径Bore  ：R1/2口径Bore  ：R1/2
吐出量Capacity ：15～30L/min吐出量Capacity ：15～30L/min
揚程Head  ：MAX 8m揚程Head  ：MAX 8m
出力 Output  ：25～90W出力 Output  ：25～90W

型式 Model ：SSH型式 Model ：SSH
口径 Bore ：40×32～125×100mm口径 Bore ：40×32～125×100mm
吐出量 Capacity ：30～1800L/min吐出量 Capacity ：30～1800L/min
揚程 Head ：MAX 40m揚程 Head ：MAX 40m
出力 Output ：0.75～18.5kW出力 Output ：0.75～18.5kW
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型式Model  ：MBT・2FKV型式Model  ：MBT・2FKV
口径Bore  ：20×20～40×40mm口径Bore  ：20×20～40×40mm
吐出量Capacity ：6～150L/min吐出量Capacity ：6～150L/min
揚程Head  ：MAX 60m揚程Head  ：MAX 60m
出力 Output  ：0.75～7.5kW出力 Output  ：0.75～7.5kW

型式Model  ：THV型式Model  ：THV
口径Bore  ：2S×2S口径Bore  ：2S×2S
吐出量Capacity ：100L/min吐出量Capacity ：100L/min
揚程Head  ：MAX 15m揚程Head  ：MAX 15m
出力 Output  ：3.7kW出力 Output  ：3.7kW

ファインバブル発生装置
FINE BUBBLE GENERATOR

ギャザーポンプ
GATHER PUMPS

型式Model  ：KB型式Model  ：KB
口径Bore  ：15×15～125×125mm口径Bore  ：15×15～125×125mm
吐出量Capacity ：1.55～1200L/min吐出量Capacity ：1.55～1200L/min
揚程Head  ：MAX 2.5MPa揚程Head  ：MAX 2.5MPa
出力 Output  ：60W～18.5kW出力 Output  ：60W～18.5kW

型式Model  ：MU型式Model  ：MU
口径Bore  ：20×20～65×65mm口径Bore  ：20×20～65×65mm
吐出量Capacity ：5～500L/min吐出量Capacity ：5～500L/min
揚程Head  ：MAX 30m揚程Head  ：MAX 30m
出力 Output  ：0.2～5.5kW出力 Output  ：0.2～5.5kW

チューブポンプ
TUBE PUMPS

フレックスポンプ
FLEX PUMPS

型式Model  ：FLS型式Model  ：FLS
口径Bore  ：40×40～150×150mm口径Bore  ：40×40～150×150mm
吐出量Capacity ：80～5000L/min吐出量Capacity ：80～5000L/min
揚程Head  ：5～38m揚程Head  ：5～38m
出力 Output  ：0.75～18.5kW出力 Output  ：0.75～18.5kW

型式Model  ：W型式Model  ：W
口径Bore  ：100×50～300×200mm口径Bore  ：100×50～300×200mm
揚程Head  ：MAX 3.0MPa揚程Head  ：MAX 3.0MPa
使用温度 使用温度 TemperatureTemperature ：-40～400℃ ：-40～400℃
粘度  ：1～100万mPa・s以上粘度  ：1～100万mPa・s以上

ソリッドポンプ
SOLID PUMPS

ロータリーポンプ
ROTARY PUMPS
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ポ ン プ 見 積 依 頼 書
（お引合をいただける場合、下表をご活用下さい）

年 月 日

貴 社 名：

電話番号：

E-Mai l：

部　　署：

FAX番号：

1. 液　詳　細
液　 名 温 度 （℃）
比　 重 粘　 度 （mPa・s）
固 形 物 □ なし・□ あり（名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
硬　 度 濃　 度 （％）
粒　 径 蒸 気 圧 （kPa）

2. 仕　　　様
吐 出 量 　　　　　　　　□ ㎥ /Hr・□ L/min 全 揚 程 　　　　　　　　□ m・□ MPa
軸封方式 □ メカニカルシール・□ グランドパッキン・□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）
NPSH・Ave （m） 吸込条件 □大気圧流れ込み（+　　m）・□押し込み（+　　m）・□吸上げ（−　　m）
材　 質 指定塗装 □ なし・□ あり（　　　　　　　　　　　　　　）

3. 電　動　機
ご 支 給 □ あり・□ なし
型 式 □ 全閉外扇・□ 安全増防爆・□ 耐圧防爆・□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　  ）
設 置 □ 屋内・□ 屋外 駆動方式 □ カップリング直結・□ V ベルト
可 変 速 □ なし・□ インバータ・□ 無段変速機・□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　  ）
電 圧 （V） Hz □ 50・□ 60

4. そ　の　他
付 属 品 検査項目

備　考（フロー・ポンプ位置図）

ご担当者：

株式会社丸八ポンプ製作所
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多年の集積にさらなるプラスアルファを加え、
大いに伸びようとする意志が込められています。
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大いに伸びようとする意志が込められています。

（マル）（マル）
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本社
〒103-0014  東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目26番6号
TEL.03-3667-9071　FAX.03-3669-0467
tokyo@malhaty.com
名古屋支店
〒460-0013  名古屋市中区上前津1丁目7番23号
TEL.052-331-1711　FAX.052-331-1715
nagoya@malhaty.com
大阪支店
〒532-0011  大阪市淀川区西中島6丁目８番31号
花原第6ビル803号 
TEL.06-6304-2990　FAX.06-6303-2069
osaka@malhaty.com
岡山営業所
〒700-0944  岡山市南区泉田1丁目12番7号
TEL.086-231-2603　FAX.086-233-0631
okayama@malhaty.com
島根出張所
〒699-1104  島根県雲南市加茂町南加茂687-7
TEL.0854-49-9608　FAX.0854-49-8608
shimane@malhaty.com
 福岡営業所
〒812-0011  福岡市博多区博多駅前4丁目31番1号
グランピアマンション博多駅前405号
TEL.092-474-7527　FAX.092-471-7438
fukuoka@malhaty.com
小牧事業所
〒485-0021  愛知県小牧市大字二重堀字上西浦675番3号
TEL.0568-73-8208　FAX.0568-76-6384
gyoumu@malhaty.com
島根工場
〒699-1104  島根県雲南市加茂町南加茂687番地7
TEL.0854-49-9508　FAX.0854-49-8208
shimane@malhaty.com

Head office
103-0014  1-26-6 Nihonbashi-Kakigaracho, Chuo-ku, Tokyo,
Telephone.(+81)3-3667-9071
tokyo@malhaty.com
Nagoya branch
460-0013  Kamimaezu 1-7-23, Naka-ku, Nagoya-shi
Telephone.(+81)52-331-1711
nagoya@malhaty.com
Osaka branch
532-0011  Nishinakajima 6-8-31, Yodogawa-ku, Osaka-shi 
Hanahara No.6 Building 803
Telephone.(+81)6-6304-2990
osaka@malhaty.com
Okayama sales office
700-0944   Izumida1-12-7, Minami-ku, Okayama-shi
Telephone.(+81)86-231-2603
okayama@malhaty.com
Shimane branch office
699-1104  Minamikamo 687-7, Kamocho, Unnan-shi, Shimane
Telephone.(+81)854-49-9508
shimane@malhaty.com
 Fukuoka sales office
812-0011  Hakata-ekimae 4-31-1, Hakata-ku, Fukuoka-shi
GRAND-PIA Manshon No.405
Telephone.(+81)92-474-7527
fukuoka@malhaty.com
Komaki office and Factory
485-0021  Aza-kaminishiura 675-3, Oaza-futaebori, Komaki-shi
Telephone.(+81)568-73-8208
gyoumu@malhaty.com
Shimane Factory
699-1104  Minamikamo 687-7, Kamocho, Unnan-shi, Shimane
Telephone.(+81)854-49-9508
shimane@malhaty.com


