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ジェットファーネス　(間接温風式)

ジェットファーネス　(直接温風式)
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ジェットファーネス　(間接温風式) ＨＩ３５
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プロパンバーナー(口径60･80・100)

■ボンベは含みません

型式 PB-60LB PB‐80LB PB-100LB

ヘ ッ ド ( 火 口 ) 口 径 60mm 80mm 100mm

握 柄 の 長 さ 100cm 100cm 100cm

ホ ー ス 5m高圧 5m高圧 5m高圧

火 炎 温 度 1200℃ 1200℃ 1200℃

ガ ス 消 費 量 3Ｋg/h 4Ｋg/h 5Ｋg/h

質 量 2.4kg 2.7kg 3.0kg
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電気ファンヒーター(循環型温風送風機)
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ブライトヒーター
　　●シズオカのヒーターは､開放式です。ご使用中は必ず換気をして下さい。

　　●可燃性のガスを発生する作業や置いてある場所では､使用しないで下さい。

　　●木製の床などでVAL6を使用する場合は､ミラーシートを敷いて下さい。

　　●標高1000m以上の場所でご使用する場合は､販売店にご相談下さい。

　　●製品に異常や故障がありましたら､販売店までご連絡下さい。

　　●使用燃料は白灯油(JIS 1 号灯油)です｡ガソリンなどは絶対に使用しないで下さい。

　　●可燃物は､放熱部の前方から2.5m以上､左右上後方では2m以上離して下さい。

　　●ご使用の際の周囲温度は､－20℃～40℃の範囲でご使用下さい。

　　　(SS4Nは－20℃～30℃ ・ VAL6PKは－10℃～40℃)

　　●改造して使用しないで下さい。

静岡製機

VAL6KB

31,800／24,200

灯油／57

3.8／2.9

15／19

100

50／60

62／52

全長 820

全幅 660

全高 875

48

パイプヒーター

●いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。

　使用目的は、アイデア次第。

　汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、

　缶コーヒーの温め、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。

　ご使用方法は バケツ等に差し込んで電気を入れるだけ、

　また、バケツの底を傷めない設計になっています。

メーカー名 株式会社　加島

型式 ＷＰＳ‐１１０

定格 １００Ｖ

電圧・容量 １ｋｗ

温度調節範囲 ０～８０℃

用途 水加熱専用

燃料／タンク容量(l) 灯油/57

メーカー 静岡製機

型式 VAL6KBS

熱出力※強／弱(kcal／h) 32,600/24,200

燃料消費量※強／弱(l／h)

燃焼持続時間※強／弱(ｈ) 15/19

周波数(Hz) 50/60

電源(Ｖ) 100

機械質量※タンク空時(㎏) 40

消費電力(Ｗ) 55/49

機械寸法(㎜)

875

675

703
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ヒートガン(100V/18V充電式)
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200V遠赤外線ストーブ

型式

電源 ※1

消費電力

運転電流

ヒーター

能力制御

質　量

外形寸法（高さ×幅×奥行）

※3

100V遠赤外線ストーブ

型式

電　源

消費電力（kW）

運転電流（A）※1

1時間あたりの

ヒーター

輻射到達距離

電源コード長さ（m）

質量（kg）

外形寸法

　13kg

ERK15MNV

　単相200Ｖ

　3.0ｋW

　15A

　セラミックコーティングシーズヒーター（φ12）

　1（80％）～2（90％）～3（100％）

単相100V

0.25・0.33～1.1

　1030mm×420mm×365mm

　CER11NS

2

8

2.5～11

（高さ×幅×奥行mm）

5.50～24.2

横置時：594×545×300

（594×567×300突起含む）

セラミックコーティングシーズヒーター

1.6m・幅1.0m

縦置時：724×320×300

（732×320×300突起含む）
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ファンヒーター

●ほこりが入りにくい「対流ファンガード」。
●マイコン式24時間デジタルタイマー。
●お子様のいたずらなどによる誤作動を防ぐチャイルドロック付。
●すばやく暖房スタート「秒速点火」。
●ホーローグリルでよごれはサッとひとふき。
●高地での異常燃焼を防ぐ「高地切換モード」。
●換気時間をお知らせする「換気モニター」。
●業界トップクラスの静音設計。
●耐震自動消化装置付。

型式 FH-E349BY FH-E469BY

メーカー

暖房出力 3.40～0.66kW 4.62～0.90kW

外形寸法

高さ×幅×奥行

質量 11.2Kg 12.0Kg

木造 9畳 (15.0) 12畳 (20.0)

コンクリート 12畳 (20.0)まで 17畳 (28.0)まで

型式 FH-ST3613BY

メーカー CORONA

暖房出力 3.60～0.66kW 

外形寸法 426×442×334ｍｍ 

高さ×幅×奥行

質量 11.3ｋｇ

木造 10畳まで(16.5㎡)

コンクリート 13畳まで(21.5㎡)

CORONA

426×442×334mm 426×504×334mm

暖房の目安

暖房の目安
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円筒形ストーブ(対流型)
SL-51E

（W）　〈タンク一体式〉

暖房のめやす

木造13畳まで（21.5㎡） コンクリート18畳まで（29.5㎡）

暖房出力 ： 5.14kW

外形寸法 ： 高さ553×幅460×奥行460ｍｍ

質量 ： 9.9ｋｇ

[乾電池別売] 単一形／2個使用

SL-66E

(W)　〈タンク一体式〉

暖房のめやす

木造17畳まで（28.0㎡） コンクリート23畳まで（38.0㎡）

暖房出力 ： 6.59kW

外形寸法 ： 高さ598×幅460×奥行460ｍｍ

質量 ： 11.2ｋｇ

[乾電池別売] 単一形／2個使用

ブルーヒーター
FM-105F

木造 26畳まで

コンクリート 35畳まで

13

16.4

80

暖房出力（kW） 最大～最小 10.0～3.50

大火力 13.4

小火力 38.2

燃料消費量（L/h） 最大～最小 0.972～0.340

大火力時 265/265

小火力時 140/140

点火時 935/935

待機時 1.1/1.1

運転音（dB） 最大～最小 45～34

本体外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行 665x456x546

FM-195F

木造 47畳まで

コンクリート 65畳まで

19

19

80

暖房出力（kW） 最大～最小 18.5～5.60

大火力 10.5

小火力 34.9

燃料消費量（L/h） 最大～最小 1.80～0.544

大火力時 448/448

小火力時 205/205

点火時 950/950

待機時 1.1/1.1

運転音（dB） 最大～最小 50～37

本体外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行 724x507x581

燃焼継続時間（H）

型　　　式

暖房のめやす

タンク容量（L）

質量（kg）

着火スピード（秒）

燃焼継続時間（H）

消費電力（Ｗ）

消費電力（Ｗ）

型　　　式

暖房のめやす

タンク容量（L）

質量（kg）

着火スピード（秒）
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送風機　150φ
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送風機　200φ
■電動機保護装置標準装備の安全設計

　モーターが異常に過熱した時自動的に運転がストップします。

■把手が丈夫で持ち運びがラクラク！

　使い易さを考慮した大きく持ちやすい樹脂製の把手は手に心地よくフィットします。

■高耐久・操作性に優れたスイッチ

　把手についたスイッチは操作性が良く、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。

寸法（全長×全巾×奥行） 風量 出力 重量

(mm) （㎥/min) (W) (kg)

306×213×306 20 150 2 9

送風機　300φ
PF281

サンキテクノス

径(mm) 280φ (φ)

翼数 6 (V)
最大風量(㎥/min) 60/70 (A) 4 6
最大静圧(mmAq) 49/64 (Hz) 50 60

電圧(V) 単相100 (㎥/min) 50 60

出力(W) 510 全長mm

極数(P) 2 全幅mm

定格 連続 全高mm

14 (kg)

防爆型送風機　300φ

付属品

寸法 300Φ×5m×150P

300

単相100

355

310

377

15

16質量(Kg)

商品名 アース付フレキシブルダクト

出力(W) 510

極数(Ｐ) 2

型式 EＤ‐300

最大風量(㎥/min) 60/70

最大静圧(Pa) 481/628

電源(V) 単相100

外形寸法 高380×幅350×長320 

型式 PFE-282Y

ファン外径 280

羽根枚数 6

機体寸法(mm)

電源(V)

電流値(A)

装備質量(kg)

コードの長さ(m)

羽根枚数(枚)

騒音値( dB(A))

静圧(mmAq)

周波数(Hz)

出力(W)

回転数(min‐1)

風量( ㎥/min)

5

3

9.4

F-300KN

230

2850

47

44

メーカー

本体重量

71

モーター

(50/60Hz共用)

高390×幅400×長230 

100(単相)

2.42

50

型式

型式

静岡製機

性能

外形寸法

本体重量

口径

電源

電流

周波数

風量

プロペラ　

極数

型式

MPF-300A

メーカー

騒音値

(A)

71

型式

F-200
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送風機400φ

●風量が大きいので幅広いファンとして

　使用できます。

●大風量を必要とする工場や畜舎などの

　ダクト換気などに！

機種品番 周波数(Hz) 風量 出力(W) 外形寸法 本体質量(kg)
W475
D350
H519

送風機500φ

発電定格電流(A)

送風機φ615

電      源 200V 3φ

奥行x巾 500ⅹ930

出      力 1.5kW

回転数 50/60Hz1420/1710min-1

本体質量 67kg

SJF-408 50/60 78/91 400

692×478×782

風     量 320㎥/min

型　式 ＤＦ‐500CA

41

単相100（50/60Ｈz)

50/60Ｈz

（50Ｈz) 7.06  (60Hz)7.62

73

2ｍポッキンプラグ付

（50Ｈz) 528   (60Hz)707

（50Ｈz) 12.2  (60Hz)13.7

（50Ｈz) 150　(60Hz)165

26

型     式 SW-150B

温度保護(120℃／自動復帰型）

―５℃～６５℃

寸法（長さ×幅×高さ）（mm）

本体乾燥質量(kg)

発電定格電圧(V)

発電周波数(Hz)

消費電力(Ｗ)

最大風速（m/s）

最大風量（㎥/min）

騒音レベル（ｄB)

入力電線

保護機能

使用環境温度
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除湿機

除湿可能面積の目安(天井の高さ２.４ｍ)
１５～１８畳(２７～３０㎡)

50 60

3.5 4.1

26.4 31.68

520 620

ファン

モータ

霜    取

圧縮機

満    水

■用途
●各種工事・施工現場の仮設除湿。

●トンネル、地下街等の仮設除湿。

●マンホール内各種工事における仮設除湿。

●新築、リフォーム中の建造物内仮設除湿。

●コンクリート打設現場の乾燥。

●穀物、食品類の乾燥。

●塗装作業後の乾燥。

●タイル、陶器、染物などの乾燥。

●水害、火災等、災害復旧現場の仮設除湿。

●湿気をきらう製品、部品、食品、果実類保管時の湿度管理。

●金属材料、樹脂材料類生産加工時の湿度管理。

●衣料、畳床、缶詰、化粧品等保管時の湿度管理。

●制御盤室、三次元測定室等の湿度管理。

外形寸法       mm 900H×389W×414D

質    量         kg 38

送風ダクト     mm Φ125×425L

電源コード      m VCT×5ｍ

ドレンタンク   L 20

吊り金具 アイボルト1点吊り

圧縮機 全密閉ロータリー式

冷    媒 R407C

エアフィルター 合成樹脂ネット

保護装置

温度ヒューズ

ホットガス

過電流継電器

満水自動停止

定格電圧         V 100

使用温度範囲   ℃ 5～40

湿度範囲         ％ 40以上

消費電力        W

型   式 DW1‐Ａ型

定格周波数        Hz

ファン風量         ㎥/min

除湿能力         L/日
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スポットエアコン

●１週間で排水タンクが一杯になります。

●単相100Vのコンセントがあれば設置工事は必要ありません。

型式 SUASSP-1BS SS-25WG-1

メーカー ダイキン スイデン

冷房能力 2.2 kw 2.2 kw

高 1050 mm 860 mm

巾 420 mm 390 mm

奥行 430 mm 430 mm

質量 47 kg 40 kg

●現場にあった使い方で省エネ運転が可能!!

●吐出し方向フリー!!さらに150度回転式♪

●据付け工事不要♪

●パーツ式のメンテナンス

●余裕をもたせた設計思想

●ハードな取扱いに対応した親切設計!!

CW1 CW2 CW3 SS-67EJ-3

1 人用（1HP） 2 人用（1.5HP） 3 人用（3HP） 3 人用（3HP）

スイデン

周波数 Hz 50/60

電圧 V 単相100

出力 kW 1.0/1.2 1.5/2.0 2.0/2.6 3.36/4.29

2.5/2.7 { 4.3/4.9 { 5.9/6.6 { 6.2/6.7

強6.0/7.0 強12.0/13.0 強16.5/18.0 強14.3/16.3

弱5.5/5.5 弱10.5/11.0 弱13.0/15.0 ー

冷風ダクト数量 本 1 2 3 3

全長L 460 620

全幅W 390 520

全高H 860 1190

質量 kg 48 85 92 95

気化式冷風機
型式

冷房能力

電源

消費電力

吹出方向 

風量

水蒸発量 

有効貯水量

連続使用時間

運転音

外形寸法

質量

ファン径

給水方式

安全装置

450 mm

(連続使用の場合自動給水)

 過負荷保護

水ぎれ検知

ﾓｰﾀｰ過熱保護 

70 db(A)

1,585×658×603 mm

75 kg

71㎥/min

11.2 L/h

50 L

4.5 h

 ﾀﾝｸ貯水式

RKF503

8.2 kW

単相100V

390 W

上下手動方向･左右自動風向 

冷房能力　　（kW{kcal/h}）

最大風量　　　　（㎥/min）

寸法（mm）

490

590

1,300

型式

呼称（定格出力）

メーカー 荏原機電

50/60

三相200/220
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可搬式ドライクーラ　　ＣＤ１２
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工業用扇風機
●転倒時オート電源OFF機能付で、より安全に使用出来ます。

●コイル、モーター内部を密閉することにより、ホコリ、チリ、オイルミスト等に強く、信頼性、保守性が高いモーターです。

●持ち運びに便利なキャリングハンドル付き。

●工場・倉庫等の換気

●ほこり、粉じんなどの排風

●家畜舎内の換気等や乾燥

型式 型式

仕様 仕様

ｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ

風量調整 風量調整

羽根枚数径(cm) 羽根枚数径(cm)

本体寸法(幅×奥行×高さ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)

電源(V) 電源(V)

消費電力(W) 消費電力(W)

標準消費電力料金 標準消費電力料金

質量 質量

型式

仕様

定格電圧

消費電力(50Hz)

羽根径

風力

風量（50Hz）

電線長

入力プラグ

サイズ

質量

大型扇風機(ストリーム)

型  　  式 型  　  式

電  源 (V ) 電  源 (V )

出  力 (W) 出  力 (W) 300W

騒 音 値 騒 音 値  59dB

羽　根　径 羽　根　径 1000㎜

重　　　量 重　　　量  54Kg

◆省エネ局所排気
　 大きな羽根による広範囲への連続送風で、工場内の局所換気を、効率的に行えます。

◆暑熱対策
　 大きな羽根で広範囲に風を送るため効果的な暑熱対策ができ、作業環境を改善します。

◆冷却・乾燥
　 鋳物・アルミダイキャスト製品の冷却、塗装の乾燥、洗浄の部品乾燥、建材・紙製品の乾燥に効果的です。

◆排気ガスの除去

◆オイルミスト対策
 　切削工程で発生するオイルミストが漂う作業空間で使用することができるので、工場内の空気を効率よく誘導できます。

屋内型/三脚折りタタミ式/防塵型

 54Kg

FA401C5

1φ100

　 自動車整備工場、配送センターなどの排気ガスが発生する場所では、屋外または排気装置にガスを誘導することで、効果的に除去できます。

FA481C5

1φ100 

300W

 59dB

1000㎜

11.0kg

9.8kg

2.8m

弱165/中182/強201m³/min

屋内型/防塵型/首振式

電源コード:2m（ｱｰｽ付）

3段式（強・中・弱）

4枚（AS樹脂製）45cm

(50/60Hz):116/159

780×675×1160～1250mm

45cm

W670✕D570✕H1185～1360mm

KO-C450E

ポッキンプラグ

780×675×1160～1250mm

4枚（AS樹脂製）45cm

単相100

弱88W / 中94W / 強116W

三段階切替式（強・中・弱）

(50/60Hz):116/159

単相100

13.7kg

3.1円/h（50Hz）

TFZ-45SA TFZ-45S

AC100V（50/60Hz）

屋内型/防塵型/首振式

電源コード:2m（ｱｰｽ付）

3段式（強・中・弱）

3.1円/h（50Hz）
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ミストファン

SFC-104(50Hz/60Hz)

型式

電源（V）

寸法 長さ×幅×高さ（mm）

質量（kg）

風速切り替えスイッチ 1（弱） 2（中） 3（強）

風量（㎥/min）【50Hz】約102 約110 約120

風量（㎥/min）【60Hz】約95 約123 約135

水タンク（L）

ファンサイズ（mm）

首振り角度

首折れ角度

定格消費電力kW（W）

SFC-104について

ミストの力でエコ冷却！

シンプル＆コンパクトのミストファン新登場。

●ミスト飛距離最大8m

●どこでも気軽に使用可！単相100V

●小型軽量28㎏

●ノズルがないので目詰まりなし！

●シンプル設計でメンテナンスが簡単

●軽量＆コンパクトで移動もラクラク！

●ミストの噴霧量をバルブで調整可能！

使

用

例

60°

30°

0.25（250）

20（水道直結可）

φ500

630×680×1750

ミストモーター50

SFC-104

単相100

28

噴霧量（cc/min）
［50Hz］00～46

［60Hz］00～76

出力（W）

ノズルがないので目詰まりもなくメンテナンスも簡単。

ファンモーター160
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ペットウォーマー

主な特長

●タンク：ステンレス鋼製２L●自動洗

浄機能●水温：約６℃●取水：２方式

（足踏みペダル／押しボタン）●抗菌処

理ボタン（取水）＊1●ストレーナ●節

電モード●L字形固定金具付き●認証登

録番号（日本水道協会）：Ｂ−５８

外形寸法 （幅）34.0cm（高さ）103.0cm（奥行）34.6cm

質量 23kg

消費電力 （定格消費電力）１７６/１９０Ｗ（５０/６０Ｈｚ）

ウォータークーラー

機種名 RW-226PD

電　　源

貯氷量
自然落下時貯氷量：約12kg

最大ストック量：約23kg

単相100V 50/60Hz 0.5kVA(5.0A)

外形寸法

消費電力 195/225W

幅630×奥行450×高さ800mm

製氷機

製氷能力

IM-45M-1

約45/49kg/日(50/60Hz)

約39/44kg/日(50/60Hz)

機種名
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205Ｌ

205Ｌ〈205Ｌ〉

据付必要奥行寸法

定格消費電力 電動機(50Hz/60Hz)  78/78W

幅940ｍｍ×高さ885ｍｍ奥行565ｍｍ外形寸法

冷凍庫１２０Ｌ

冷凍庫２０５Ｌ

〈　〉内は食品収納ス

ペースの目安

定格内容積

フリーザー

全内容積

型式 AQF-21CE(W)

41Ｋg

Ｒ600a 68g冷媒封入量

製品質量

665ｍｍ

347/342ＫＷｈ/年
年間消費電力量

(50Hz/60Hz)
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冷蔵庫１１８Ｌ

型式:SJ-H12WS ※片開きタイプ

冷蔵庫１２８Ｌ

型式:SJ-H1３E-S ※片開きタイプ

冷蔵庫２２８Ｌ

型式:SJ-23-W ※片開きタイプ
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