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防除機器

Disinfecting instruments

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。
ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式
に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオ
フします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているた
め、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pressure stream.
The boiler was changed from thermostat control to
electrical control. In case with burning failure, the machine is automatically shut off.

PWH1511

コード番号
Code No.

15160200

15160300

型式
Type

PWH1511

PWH2017

構成
Composition
吐出温度
Discharge temp

本体 清水ノズル ジェットランス ガン 吐出ホース（10m） 多段ニップル ホースバンド
Main unit Clean water nozzle Jet gun Jet hose (10m) Multi-stage connecter Hose band
コールド：常温 ホット：80℃ スチーム：120℃
Cold：Room temp Hot：80℃ Steam：120℃

取水方式
Water-intake

コールド：常温 ホット：80℃ スチーム：140℃
Cold：Room temp Hot：80℃ Steam：140℃

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)

ボイラー燃料
Boiler

軽油または白灯油
Diesel oil/White kerosene

燃料タンク容量
Fuel tank capacity

15L

20L

洗剤タンク容量
Detergent tank capacity

2.5L

21L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

630×860×870m

670×1,080×950mm
3相200V
Three-phase 200V

電源
Power source
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PWH2017

電源コード長
Power cord length

5,000mm

5,500mm

質量
Weight

107kg

144kg

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

防除機器

Disinfecting instruments

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。
ボイラー燃焼コントロールをサーモスタット式から電子制御式
に変更しました。そのため燃焼不良の際には自動でシャットオ
フします。また、ステンレススチール・コイルを採用しているた
め、畜舎内などでも安心してお使いいただけます。
40mコイル採用で20MPaでも99℃の高温水吐出ができます。

For getting rid of dirt in livestock barn with high-pressure stream.
The boiler was changed from thermostat control to
electrical control. In case with burning failure, the machine is automatically shut off.
40m coil adopted to discharge 99℃ high-pressure
stream with even 20MPa.

PWH2016D

コード番号
Code No.

15160100

型式
Type

PWH2016D

構成
Composition

本体 清水ノズル ジェットランス ガン 吐出ホース（10m） 多段ニップル ホースバンド
Main unit Water nozzle Jet gan Jet hose (10m) Multi-stage connecter Hose band

吐出温度
Discharge temp

コールド：常温 ホット：99℃ スチーム：140℃
Cold：Room temperature Hot：99℃ Steam：140℃

取水方式
Water-intake

水道直結（受水タンク内蔵）
Direct connection to tap water (built-in water receiving tank)

ボイラー燃料
Boiler

軽油または白灯油
Diesel oil/White kerosen

燃料タンク容量
Fuel tank capacity

25L

洗剤タンク容量
Detergent tank capacity

16L

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.）

770×1,100×900mm

電源
Power source

3相200V
Three-phase 200V

電源コード長
Power cord length

5,000mm

質量
Weight

172kg

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.
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防除機器

Disinfecting instruments

アブキャップ

Horsefly catcher AbuCap
アブの捕獲・駆除に使用します。電気や薬剤は不要で日光の
熱で暖められたボール部がアブをおびき寄せて上部の筒で捕
獲します。筒はアブが入ると出られない構造になっています。
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Capture horseflies at the farm. No electricity or chemical required. The heated ball by sunlight attracts
horseflies and catch them in the upper cylinder.
The cylinder is designed not to release flies once they
come in.

コード番号
Code No.

15032000

構成
Composition

ボール 傘 捕獲筒 支柱
Ball Umbrella Cyllinder catcher

サイズ（W.H.）
Size（W.H.）

1,120（傘部：900）×2,470（地上部：1,950）mm
1,120 (Umbrella：900)×2,470 (Over ground height：1,950)mm

質量
Weight

13.4kg

材質
Material

ボール部：ゴム 支柱：鉄（亜鉛メッキ）
Ball：Rubber Prop：Iron (Zinc plated)

Prop

外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.

