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防除機器

Disinfecting and pestcontrol instruments
高温水高圧洗浄機

ホット＆スチーム Hot water & High pressure steam cleaner
クリーンFマット

Clean-F-Mat
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防除機器 Disinfecting and pestcontrol instruments

184

高温水高圧洗浄機

ホット＆スチーム

Hot water & High pressure steam cleaner

高温水、スチームの高圧噴射水流で畜舎の汚れを落とし、除菌
にも効果を発揮します。
●

耐久性がさらにアップ
大型コンロッド、大型ベアリングを使った新型ポンプを採用。

This is for cleaning of cowshed and pig pen etc. at the
same time for disinfection.
●

■

●

安心設計
三重の安全機構を搭載。
また、ステンレススチール・ボイラーコイルで、食品工場など
でも安心してお使いいただけます。
■

豊富選択付属品
管洗浄、ブラスト洗浄、床洗浄など、さまざまな用途にお使い
いただけます。
メンテナンス性
■

●

■

オイル量の確認がしやすい大型オイルウインドーでメンテナ
ンス性も向上。

NFL61

NFL62

コード番号 Code No.

15150100

15150200

製品番号 No.

NFL61

NFL62

型式 Type

GHL1512

GHS2017

周波数 Frequency

50Hz / 60Hz

50Hz / 60Hz

吐出温度
Discharge temp

コールド
ホット
スチーム

コールド
ホット
スチーム

取水方式 Water-intake

水道直結 Direct from tap

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct from tap（Water receiver incorporated）

ボイラー燃料 Biler

白灯油 Kerosene

軽油・白灯油 Light oil, Kerosene

燃料タンク容量 Fuel tank capacity

13.4L

25L

燃料消費量

4.1L/h

7.6L/h

モーター出力 Motor output

3kW

5.5kW

電源・消費電流 Power source

200V3相・11.7A 200V3phase・11.7A

200V3相・24A 200V3phase・24A

サイズ Size（H.W.D.）

945×675×795mm

1,090×700×870mm

質量 Weight

85kg

150kg

常温
80℃
120℃

● 付属品 Accessories
● 吐水ホース（長さ10m、
高圧高温用） Jet hose（length 10m for hot water & high pressure） 1本
● ガン（デッドマン方式、
引き金ロック装置付き） Sprayer（trigger lock provided） 1個
● ジェットランス
Jet shooting valve 1本
● 多段ニップル（取水口ホース接続用） Multi - stage nipple for water supply hose connection
1個
● 清水ノズル（噴射角15°
） Nozzle（Jet angle 15degrees） 1個
● ホースバンド（蛇口と取水口との接続用） Hose band（for connection with tap） 2個

常温
80℃
130℃

Disinfecting and pestcontrol instruments

高温水高圧洗浄機

防除機器

ホット＆スチーム

Hot water & High pressure steam cleaner

従来よりも二割以上長いコイルの採用で温度も高くなり、高圧
スチーム洗浄が可能になりました。ステンレスボイラーの採用
で耐久性が高く、錆びることもなく、安心して使用できます。
●

抜群の耐久力
■

■

●

錆などの発生がなく、
長寿命のステンレスボイラー
高効率の三連プランジャーポンプ

スピード洗浄
長いボイラーコイル採用、温度上昇も早く高圧スチーム洗浄
が可能
■

Stainless boiler adopted for improved durability. 20%
longer boiler coil is used comparing with conventional
model, which made possible to raise the water
temperature.
● Remarkable durability.
Rust proof & long life stainless boiler
Triple plunger pump
● Speedy cleaning.
Longer boiler coil adopted for faster temperature
increase.
■

■

■

コード番号 Code No.

15160100

製品番号 No.

NFL65

型式 Type

GHD2017

周波数 Frequency

50/60Hz

吐出温度
Discharge temp

コールド
ホット
スチーム

取水方式 Water-intake

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct from tap（Water receiver incorporated）

ボイラー燃料 Biler

軽油・白灯油 Light oil, Kerosene

燃料タンク容量 Fuel tank capacity

25L

薬液タンク容量 Medicine tank capacity

16L

モーター出力 Motor output

5.5kW

電源・消費電流 Power source

200V3相・24A 200V3phase・24A

サイズ Size（H.W.D.）

1,310×770×950mm

質量 Weight

200kg

常温
99℃（可変）
140℃（可変）

● 付属品 Accessories
● 吐水ホース（長さ15m、
高圧高温用） Jet hose（length 15m for hot water & high pressure） 1本
● ガン（デッドマン方式、
引き金ロック装置付き） Sprayer（trigger lock provided） 1個
● ジェットランス
Jet shooting valve 1本
● 多段ニップル（取水口ホース接続用） Multi - stage nipple for water supply hose connection
1個
● 清水ノズル（噴射角15°
） Nozzle（Jet angle 15degrees） 1個
● ホースバンド（蛇口と取水口との接続用） Hose band（for connection with tap） 2個
畜産設備・器材一覧

総合カタログ
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防除機器 Disinfecting and pestcontrol instruments

クリーンFマット
Clean-F-Mat

マットに消毒液を染み込ませ、車が通過するだけでタイヤを消毒できる耐久性
に優れた簡易消毒マットです。農場、牧場、畜場の出入り口、共進会や展示会等、
一時的な消毒エリアの設置に適しています。
薬液流出防止用の枠つきです。
設置方法
マットの両端をアンカーボルトを使って地面へ固定してください。
ポータブル商品なので、
置くだけでも使えます。
Simple type disinfection mat for car tires, soaking in the disinfection
solution. To be places in the entrance of farm, slaughter house,
exhibition, etc. Portable.

コード番号 Code No.

25019500

製品番号 No.

NFN323

外寸 Size

1,010×2,620×55mm

重量 Weight

30kg

材質 Material

外枠/ポリエチレン Outer frame/Polyethylene
マット/ポリプロピレン（絨毯素材） Mat /Polypropylene（Rug material）

補充液量
Supply solution volume

約90L

● スパイクタイヤやタイヤチェーンを装着しての使用は避けてください。
Do not use under studded tires.

