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北海道〔営〕☎（011）398-6010
帯　広〔事〕☎（0155）66-9806

岩　手〔営〕☎（019）638-6071
青　森〔営〕☎（0176）27-1071
秋　田〔営〕☎（018）823-2201
南東北〔営〕☎（023）655-6531
宮　城〔事〕☎（022）748-5419

福　島〔営〕☎（0248）83-2241

茨　城〔営〕☎（029）824-2191
北関東〔営〕☎（0289）76-5388
千　葉〔営〕☎（0475）52-8711
新　潟〔営〕☎（0258）47-1451
長　野〔営〕☎（0263）54-2824
山　梨〔営〕☎（055）298-4129

北　陸〔営〕☎（076）249-8480
名古屋〔営〕☎（0565）41-6400
静　岡〔営〕☎（054）643-9541
大　阪〔営〕☎（072）634-5421
広　島〔営〕☎（082）962-6912
岡　山〔営〕☎（0868）54-3466
四　国〔営〕☎（0875）27-8000

福　岡〔営〕☎（0942）27-5866
熊　本〔営〕☎（096）234-8533

☎（0475）55-3420量販店営業部

産　機　課 ☎（03）3252-2283
特　販　課 ☎（03）3252-2288

南九州〔営〕☎（099）243-8177
宮　崎〔事〕☎（0986）58-6008

●東北支店

●関東甲信越支店
●北海道支店 ●西日本支店 ●九州支店



鎮塵効果による消臭
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メーカーコードNo. メーカーコードNo.

￥13,200
￥1,210

メーカーコードNo. 名称

ノズルセット（0.15）
ノズルセット（0.20）
ノズルセット（モヤ）
ノズルセット33-6（コウジョウセン）
ノズルセット42-5（コウジョウセン）
ミストノズルトリツケファンセット
ミストノズルトリツケアーチセット0.2
5Mキット -0.15（ナイロン）
10Mキット -0.15（ナイロン）
5Mキット -0.2（ナイロン）
10Mキット -0.2（ナイロン）
5Mキット - モヤ（ナイロン）
10Mキット - モヤ（ナイロン）
5Mキット -0.15（SUS）
10Mキット -0.15（SUS）
5Mキット -0.2（SUS）
10Mキット -02（SUS）
5Mキット - モヤ（SUS）
10Mキット - モヤ（SUS）

①×7,⑧×5,⑯×1,37×5,38×1,44×1
②×7,⑧×5,⑯×1,37×5,38×1,44×1
⑥×7,⑦×5,⑧×5,⑯×1,37×5,38×1,44×1
①×8,34×1,37×1,44×1
①×7,35×1,37×1,44×1
①×7,35×1,38×1,44×1,45×1
②×14,⑧×14,⑪×4,⑯×1,36×16,37×2,40×1,43×1,44×1,46×1
①×5,⑧×5,37×5
①×10,⑧×10,37×10
②×5,⑧×5,37×5
②×10,⑧×10,37×10
⑥×5,⑦×5,⑧×5,37×5
⑥×10,⑦×10,⑧×10,37×10
①×5,⑧×5,40×5
①×10,⑧×10,40×10
②×5,⑧×5,40×5
②×10,⑧×10,40×10
⑥×5,⑦×5,⑧×5,40×5
⑥×10,⑦×10,⑧×10,40×10

￥29,700
￥29,700
￥41,800
￥23,100
￥24,200
￥39,600
￥163,900
￥13,200
￥27,940
￥13,200
￥27,500
￥22,000
￥44,000
￥15,400
￥30,800
￥15,400
￥30,800
￥23,100
￥47,300

ミストヨウ

SUS

パイプ

ナイロン

チューブ

メーカーコードNo. 名称 メーカー希望小売価格（税込 10％）

￥880

￥1,265

￥1,870

662607

￥880

￥1,100

￥1,100

￥1,100

￥1,980

￥550

①

①-S

③-S

②

③

④

⑤

⑥

⑦

メーカー希望小売価格（税込 10％）メーカーコードNo. 名称

6MPa 時の吐出量 0.085L/min のノズルで、

演出用に利用します。660778ツギテ（モヤ

ノズル）と合わせてご使用ください。

660777ノズル（モヤ0.15）と 660779

ホルダ（ノズル）を接続するために使用します。

6MPa時の吐出量 0.039L/minのスタンダード
ノズルです。
※①-Sは、SUS製ハウジング仕様です。
平均粒子径：２１µm（6MPa時）

￥163,900 ￥39,600

￥29,700
￥110,000 ￥110,000

￥13,200
￥4,840

計 ￥157,740

￥29,700

ノズル（ミスト0.15S）

663915 ノズル（ミスト0.30S）

平均粒子径：２１µm（6MPa時）

※③-Sは、SUS製ハウジング仕様です。
平均粒子径：２3µm（6MPa時）

平均粒子径：２7µm（6MPa時）

平均粒子径：32µm（6MPa時）
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663507 ホルダ（2ホウコウ180） ￥880

￥1,100

￥1,870

￥770

￥440

￥660

￥660

￥440

￥550

￥660

￥880

￥770

￥770

￥1,210

￥1,540

￥550

￥220

￥550

￥3,190

￥1760

￥770

￥880

￥990

メーカー希望小売価格（税込 10％） メーカー希望小売価格（税込 10％）メーカーコードNo. メーカーコードNo.名称 名称

チューブやパイプとノズルを接続するために
使用します。ノズル１個を接続できます。

ラインの最端部に使用します。ノズル１個を
接続できます。

ラインの最端部に使用します。ノズルは接続
できません。

エルボタイプのホルダです。ノズルは接続
できません。

チーズタイプのホルダです。ノズルは接続
できません。

ホルダのチューブ接続口のプラグに使用します。

R1/4×チューブ接続対応のボールコックです。

高圧ホースのユニオン金具に接続しR1/4 に
変換する金具です。

チューブやパイプに接続できるボールコックです。

２個のノズルを接続できるホルダです。（１２０°タイプ）

2個のノズルを接続できるホルダです。（１8０°タイプ）

クロスタイプのホルダです。ノズルは接続
できません。

ホルダとノズルの中間に使用し、ノズルの
角度を微調整できます。

対角にノズル２個を接続できます。延長用
パイプ・ホルダと合わせてご使用ください。

ノズル３個を接続できます。延長用パイプ・
ホルダと合わせてご使用ください。

ノズル４個を接続できます。延長用パイプ・
ホルダと合わせてご使用ください。

ホルダとノズルの間に使用する延長管５cmです。
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935837
コウアツホース

1/4×5m（ツギテツキ） ￥15,840

￥110

￥990

￥550

￥440

￥109,780

￥16,500

￥7,370

￥1,100

￥880

￥1,210

￥660

￥26,400

￥4,400

￥880

￥550

￥9,020

￥8,800

￥990

￥880

￥770

メーカー希望小売価格（税込 10％）メーカーコードNo. 名称 メーカー希望小売価格（税込 10％）メーカーコードNo. 名称

ホルダとノズルの間に使用する延長管10cmです。

ホルダとノズルの間に使用する延長管20cmです。

ホルダとノズルの間に使用する延長管30cmです。

耐圧10MPaの高圧ナイロンチューブです。配管に
便利なストレート形状です。

耐圧10MPaの高圧ナイロンチューブです。配管に
便利なストレート形状です。

耐圧10MPaの高圧ナイロンチューブです。5m巻で
任意の長さにカットして使用できます。

耐圧10MPaの高圧ナイロンチューブです。30m
巻で任意の長さにカットして使用できます。

ステンレス製の1mパイプで常設に最適です。

ステンレス製の0.3mパイプで常設に最適です。

外径 422mm、ボールコック付き、ノズルは5個
接続できるリングです。チューブや SUS パイプと
接続できます。（ノズルは別売り）

外径332mm、ボールコック付き、ノズルは6個
接続できるリングです。チューブや SUSパイプと
接続できます。（ノズルは別売り）

ステンレス製の0.5mパイプで常設に最適です。

チューブ切断用のカッターです。パイプには使用
できません。

ユニバーサルミスト本体に接続する5mの高圧
ホースです。

ミストの仮設に利用します。

水道の蛇口に接続するカプラ（オス）です。

給水ホースの延長に使用します。

水道の蛇口に接続して分岐できるカプラセットです。

チューブやノズルの仮止めに使用する結束バンド
です。繰り返し利用できます。20 本 / 袋

MMU704C付属品で本体に接続する5m高圧

ホース（660929ツギテ付）です。

全閉モータ搭載のスタンド工場扇
電圧単相  100V　周波数  50/60Hz
消費電力  110/135W　風速245/285m/min

メーカーコードNo. 名称
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北海道〔営〕☎（011）398-6010
帯　広〔事〕☎（0155）66-9806

岩　手〔営〕☎（019）638-6071
青　森〔営〕☎（0176）27-1071
秋　田〔営〕☎（018）823-2201
南東北〔営〕☎（023）655-6531
宮　城〔事〕☎（022）748-5419

福　島〔営〕☎（0248）83-2241

茨　城〔営〕☎（029）824-2191
北関東〔営〕☎（0289）76-5388
千　葉〔営〕☎（0475）52-8711
新　潟〔営〕☎（0258）47-1451
長　野〔営〕☎（0263）54-2824
山　梨〔営〕☎（055）298-4129

北　陸〔営〕☎（076）249-8480
名古屋〔営〕☎（0565）41-6400
静　岡〔営〕☎（054）643-9541
大　阪〔営〕☎（072）634-5421
広　島〔営〕☎（082）962-6912
岡　山〔営〕☎（0868）54-3466
四　国〔営〕☎（0875）27-8000

福　岡〔営〕☎（0942）27-5866
熊　本〔営〕☎（096）234-8533

☎（0475）55-3420量販店営業部

産　機　課 ☎（03）3252-2283
特　販　課 ☎（03）3252-2288

南九州〔営〕☎（099）243-8177
宮　崎〔事〕☎（0986）58-6008

●東北支店

●関東甲信越支店
●北海道支店 ●西日本支店 ●九州支店
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