
製造元

全世界にわたる供給網 
GMAガーネットグループ (GMA) は、35年
以上にわたりウォータージェット加工産業
に最高品質のガーネットを提供してきま
した。当社は迅速かつ効果的な結果を達
成するために、安定したガーネット供給、
専門スタッフによるアドバイス、プレミアム
研磨剤製品全般を提供しています。 

GMAはオーストラリアのパースに本社を
置き、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東およ
び南米アメリカに拠点を展開しています。
当社の製品は、100以上の販売店を通じ
て当社のオフィスから直接、世界の80か
国以上に販売されています。
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tetraCORE™ オリフィス ＆  
dti™ ダイヤモンドガードフィルタ 

認定発売元

認定発売元

製造技術： 
DIAMOND TECHNOLOGY 
INNOVATIONS
www.dtiINSIDE.com

GMA アジア太平洋
電話：+61 8 9287 3200
メール：info.global@gmagarnet.com

GMA アメリカ
電話：+1 832 243 9300
メール：info.us@gmagarnet.com

GMA GARNET EUROPE (GMBH)
ハンブルク
電話：+49 (0) 40 3014 009
メール：info.eu@gmagarnet.de

フランクフルト
電話：+49 (0) 6155 871 125
メール：info.eu@gmagarnet.de

デンマーク
電話：+45 (0) 7334 6500
メール：info.eu@gmagarnet.de

英国
電話：+44 (0) 160 683 6233
メール：info.eu@gmagarnet.de

GMA 中東
電話：+971 4 883 7577
メール：info.me@gmagarnet.com

GARNET ARABIA COMPANY 
電話：+9663 363 5591
メール：info.sa@gmagarnet.com 
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dtiTM ダイヤモンドガード 
フィルタ ＆ フィルタ本体

9.53mm用 (3/8～1/4インチ) 
HP コネクション
MA-FIL-03
9.53mm (3/8インチ) ダイヤモンドガードフィルタ
とインサートコンボ

M-FIL-03
9.53mm (3/8インチ) ダイヤモンドガードフィルタ

M-ADP-06
9.53mm (3/8インチ) ダイヤモンドガードインサート

G-A-0792-1
9.53mm (3/8インチ) ダイヤモンドガードフィルタ
用フィルタ本体
         
6.35mm(1/4～1/4インチ) 
HP接続部用
MA-FIL-06NB 
6.35mm (1/4インチ) ダイヤモンドガードフィルタ
とインサートコンボ 

M-FIL-01 
6.35mm (1/4インチ) ダイヤモンドガードフィルタ 

M-INS-22 
6.35mm (1/4インチ) ダイヤモンドガードイ 
ンサート

MA-FIL-06NF 
フィルタ本体 6.35mm (1/4インチ)

M-COL-10 
カラー 6.35mm (1/4インチ)

M-NUT-29 
グランド 6.35mm (1/4インチ)  

tetraCORE™
ウォータージェット切断

より少ないﾀﾞｳﾝﾀｲﾑで
より多くの切断を
tetraCORETM オリフィスは、入手可能な製
品中最も費用対効果の高いウォータージェ
ットオリフィスです。 

広範な耐久性試験において、tetraCORETM 
オリフィスはルビーやサファイアオリフィス
より10～15倍長寿命で、最大で400倍の切
断速度を実現することがわかっています。

tetraCORETMオリフィスは、厳密に管理され
た条件下で製造され、ほぼすべてのウォー
タージェット切断アプリケーションで期待
通りの性能を提供するよう設計されていま
す。 tetraCoreTMオリフィスを備えた機械は、
より多くの切断時間を作業員に提供し、材
料の無駄を最小限に抑え、設備投資からの
収益性を増します。

ご注文のカスタマイズ
GMAは、様々なtetraCORETMオリフィスの
形式とサイズを柔軟に組み合わせて、お客
様のウォータージェットにおけるニーズを
満たします。 tetraCORETM は、個々に、また
は5個ないし10個のパックでお求めいただ
けます。

パフォーマンスにおける
優位性
• ルビーやサファイア製オリフィスより15
倍長持ち

• ミキシングチューブの寿命を最大30％
延長

• ジェットストリームの高い一貫性
• 廃棄部品の削減
• 高い信頼性と効率
• 全体の運用コストの削減

ウォータージェットオリフィスのパフォーマンス
ダウンタイムのコストがどれくらいかご存知ですか？
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オリフィスのタイプ

TA-05
類似タイプ： 

スタンダード 
タイプ 18

TA-14
類似タイプ： 

P-ECL  
タイプ 26

TA-06
類似タイプ：

PERM II  
タイプ 30

TA-16
類似タイプ： 

P-III 
タイプ 23

TA-28
類似タイプ： 

Aライン 
タイプ 27

GMAは、本パンフレットに記載された製品の認定販売代理店です。メーカー
の名称と説明は、識別のためたけのものです。GMAは、本パンフレットに記
載されているメーカーの関連会社ではありません。

dtiTM ダイヤモンドガード 
フィルタ ＆ フィルタ本体

ダウンタイムのリスク
オリフィスに入る水流には、ポンプおよ
び高圧管からのプラスチックまたは金
属粒子が含まれている可能性がありま
す。 これらの粒子がtetraCORETMオリフィ
スを損傷したり詰まらせるのを防ぐため
に、dtiTM ダイヤモンドガードフィルタの取
り付けを推奨します。

 
ソリューション
dtiTMダイヤモンドガードフィルタ
は、0.0055インチ (0.14mm) よりも大き
な粒子を効果的に捕捉し、オリフィスの詰
まりを防止するように設計されています。 
ダイアモンドガードフィルタとアダプタ
は、6.35mm (1/4インチ) または9.53mm 
(3/8インチ) の高圧ラインを備えたウォー
タージェットシステムに簡単に取り付ける
ことができます。 

ダイアモンドガードフィルタとアダプタの
tetraCORETMオリフィスとの組み合わせに
よる機能：

• 大きすぎる粒子を捕捉します

• ジェットストリームの一貫性を維持し
ます

• 高精度かつ一貫性のある、そして滑ら
かな切断性能を保証します

TA-30
類似タイプ： 

BYSTRONIC 
タイプ 25

TA-62
類似タイプ： 

P-II ステップ 
タイプ 14

TA-58
類似タイプ：

ロングステム 
タイプ 10

TA-20
類似タイプ： 

P-IV

TA-57
類似タイプ： 

LOW MASS
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