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岩綿吹付機  総 合カタログ



岩綿小型補修機 OKD-20型

動　　力

仕　　様
単相100V 100W
単相100V 200W

解綿機
ポンプ

ブロワー 単相100V  50Hz：460W
単相100V  60Hz：700W

吐出量 2.3/分（混綿）
ホッパー容量 16ℓ
寸法（巾×長さ×高さ） 410×700×700㎜
重　　量 637.5N（65㎏）

ミキサー OKM-2型

動　　力
仕　　様
0.2kw4P（三相）×2台

ホッパー容量 150ℓ×2（2層式）
寸法（巾×長さ×高さ） 600×1,250×950㎜
重　　量 980.7N（100㎏）

※100V（単相）のモーター仕様にもセット可能です。

ルーツ式ブロワー BH-100型/BH-125型

動　　力

仕　　様

11kw
口　　径 φ100

寸法（巾×長さ×高さ） 600×1,250×950㎜
重　　量 約2,893.0N（約295㎏）

ルーツ式ブロワー BH-100型 ルーツ式ブロワー BH-125型

φ125
変速方式
変速比

無段変速式（ベルト変速）
1：0

※他にご指定の変速も
セット可能です。

約3,873.7N（約395㎏）

※他にご指定のブロワーもセット可能です。

岩綿解綿機 OKD-75N型〈DRY〉

動力（可変式）
仕　　様

1.5kw4P（三相）
吐出能力 最大12㎏/分
施工用途 半乾式/乾式
適合材料 ロックウール（原綿、混綿）
寸法（巾×長さ×高さ） 560×1,300×1,100㎜
重　　量 2,942.0N（300㎏）

実用に徹したプロユース仕様。
作業能力・目的に応じた岩綿吹付が可能です。

環境保護・効率作業の発想で、建設現場を強力にサポート。岩綿吹付機関連器。

岩綿吹付システムをサポートする岩綿解綿機

岩綿小型補修機の決定版。
コンパクト設計で移動運搬が簡単です。

岩綿小型補修機

ゆとりの吐出能力で無理のない吹付作業を実現 中・高層階建物用岩綿吹付システム

●オプション
5-1 デリバリーホース（65×25m）1本
5-2 デリバリーホース（50×25m）1本
5-3 φ65～φ50テーパー管1ヶ
5-4 リモコンケーブル（スイッチ付）50m
5-5 1孔ガン1ヶ
5-6 工具箱1ヶ

岩綿
解綿機

ミキ
サー

ブロ
ワー

環境保護・効率作業の発想で、建設現場を強力にサポート。岩綿吹付機関連器。



環境保護・効率作業の発想で、建設現場を強力にサポート。岩綿吹付機関連器。

ポンプ

ミキサーポンプ一体型 OKW-75型〈WET〉

ポンプ動力
仕　　様

0.4kw4P（三相）
可変速比 1：4
吐出能力 50Hz/60Hz：最大8㎏/分
輸送能力 垂直50m　水平150m
ミキサー動力 0.2kw4P（三相）×2台
ホッパー容量 150ℓ×2（2層式）
寸法（巾×長さ×高さ） 700×1,500×950㎜
重　　量 2,451.7N（250㎏）

●オプション
9-1 スラリーホース（φ12×50m）1本
9-4 スペアチューブ（φ28×1,000）1本

ポンプ OKW-30S-2型

動　　力
仕　　様

1.5kw4P（三相）
輸送能力 垂直120m　水平350m
吐出能力 50Hz：19ℓ/分　60Hz：24ℓ/分
寸法（巾×長さ×高さ） 650×1,000×700㎜
重　　量 1,784.9N（182㎏）

ポンプ OKW-25N型/OKW-75-2型

動　　力

仕　　様

0.75kw4P（三相）
輸送能力
吐出能力

垂直70m　水平210m

寸法（巾×長さ×高さ） 450×500×900㎜
50Hz：最大10㎏/分　60Hz：最大12㎏/分

重　　量 941.5N（96㎏）

1.5kw4P（三相）
1HPポンプ OKW-25N-1型 2HPポンプ OKW-75-2型

垂直70m　水平120m

500×600×900㎜
1.176.8N（120㎏）

ルーツ式ブロワー BH-80型

動　　力
仕　　様

7.5kw
口　　径 φ65～φ80
風　　量 4㎡/分
寸法（巾×長さ×高さ） 500×1,200×880㎜
重　　量 約2,353.6N（約240㎏）

※他にご指定のブロワーもセット可能です。

環境保護・効率作業の発想で、建設現場を強力にサポート。岩綿吹付機関連器。

キメ細やかで安定した能力を発揮する汎用タイプ

低層階建物用岩綿吹付システム

岩綿吹付け時の粉塵の飛散を防止し、
作業効率をアップします。

岩綿拡散防止
ミストポンプ

岩綿拡散防止ミストポンプ OKW-02型

動　　力
仕　　様

0.2kW　単相100V
吐 出 量 60Hz：1.8ℓ/時
寸法（巾×長さ×高さ） 420×500×475㎜
重　　量 245.2N（25㎏）
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■システム構成

ポンプブロ
ワー■システム構成

※商品は改良のため予告なく変更する場合があります。



オプション

■岩綿吹付システム構成図
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本　　　　社 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06（6464）0570㈹
川崎営業所 〒210-0803 神奈川県川崎市川崎区川中島2丁目6-3 ☎044（266）2771㈹
名古屋営業所 〒476-0006 愛 知 県 東 海 市 浅 山 3 丁 目 1 2 1 ☎052（604）0780㈹
大阪営業所 〒554-0012 大阪府大阪市此花区西九条2丁目8-14 ☎06（6464）0570㈹
福岡営業所 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4-7-8 ☎092（938）7222㈹
大 阪 工 場 〒572-0824 大阪府寝屋川市萱島東3丁目30-15 ☎072（822）5276㈹
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