
486カタ国ク番号

養殖・養魚の水流効果が   アップする新鋭機
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水中ポンプのパイオニア
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0浮力調整ができる丈夫で便利なフロート。
強度・耐候‖生・取り付けやすさを考慮したポリエチ
レン成形品を採用し、量産化によるコストダウンを
計りました_軽くて頑丈、富士壺などが付着し1こくく、
付着した場合でも簡単に取り除けます 場所や用
途に応じて浮力調整できるブラグ付きぅ台風時に
フラグを開栓して水流機を水底に沈めることもでき、
大変便利で坑 これは水中ギヤードモータ式だから
こそできる使い方で立

フロート 水中ギヤードモータ

ブロペラ

●

0新開発の水中ギヤードモータ採用。
水中ボンフメーカーの経験を生かし、ブロベラ水流
機専用に設計・製作_耐久性は抜群で、自信を持
ってお勧めできますモータ保護装置にはオートカッ
トを内蔵していますので、安心してご使用いただけ
ます

0高い水流効果を生む新設計のプロペ玩
遠『E離 まで広範囲に理想的な水流効果が得ら
れる嵌う、形状・角度を設計していますので、1馬力
(0 75kW)当 り1、 000m2以上の水流効果が実現し
ました。

養殖・水産関係の水処理に威力を発揮する………

みプブ謙と/
余う}な Ji澄 水を一緒に返送することなく、水面の浮,llF4勿 をス|ザ 卒よく
山1収するスカムポンブ 吸込日は水而 にまて調節てき、4イ間のフロー
トにより、水位の変化や波立ちがおこっても水面と吸水国の関係は
常に一定て、多旦の水や空気が況人した場合てもトラブルがなく
迎指します

ガ 0わ/レノl

責貼池の酸索供給にエアレータが最適てす.吸 気竹から送りこま
れた空気は、水中ボンブから唆射された水流と注合し、共通の速

'ア
てディフューザから送り出されます=バ ルブ操作により醸素二の

言Ч節の可能です,生 告や小割内の海水の醸素れ怖給や狗水の活
性化に有効です

仕様
●モータ出力 :0 25kW～ 3 7kW
●定格空気量 :0 8Nm3/mm～ lNmγmn
●定 格 水 深 :12m～4m

仕様
●口   径 :50mm～ 80mm
●モータ出力 :0 4kW～ 0 75kW
,(そ 口)イ山 イヤ以十111θ,も

')と
こ‖I決 にとして剪付します

ヌカ ポンプ

■その他 持朔tイ「 llのものと こ伴lilに 応じて製作します



財
設置タイプもあります
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回 園
■新鮮なエビ。アユ・コイ・ウナギ・ハマチ・貝などの養殖に。
。魚の成育促進・運動不足解消 ●酸素補給●魚介類の排
泄物の拡散 。餌の歩留り向上 。水の交流による水温調節

■魚類のほか、水産動物・貝類・海藻類の養殖にも最適。

■河川・池・養殖池・水槽などの撹拌。

■汚れた河川・池などの水の活性化。

囮 田

形  式 出   力

(kW)

ブロペラ
外  径
(mm)

標準水深
(mm)

水深調節
可能寸法
(mm)

キャフタイヤ
ケーブル長さ
(m)

質  量
(kg)

QB‐ 075B 075 730 955 830～ 1,200 130

QB‐ 15B 15 870 1,025 830～ 1)200 146

QB‐ 22B 22 950 1060 830～ 11200 150

水中ギヤードモータ仕様
●電圧 :3相 200,220V● 減速比 :義 (50Hz)、 15(60Hz)● 回転数 :1 20rpm

水流機外形寸法(mm)
●幅2,050× 長さ1,500× 高さ11360

郷蘇癬う壽

8シリース・
養殖池の換水を行うのに最適です.つねに水の入れ替えができる
ため駿素量は満たされ、放養放は増大され放養密度も大幅に高
められます.こ のポンプは低揚程大水量用の莉Ⅲ流方式の水中ポン
プで、ポンプ建屋がいらずポンプ場の設置場所の制約を受けません。

仕様
●口   径 :150mm～ 800mm
●全 揚 程 :2m～ 5m
●吐 出 し量 :2mV「 ln～90m9/mm
●モータ出力 :1 5kW～ 110kW
*そ の他 キ↓′l:十 [lオ のものも こ‖讃に応じて製作します

μシグーヌ'

中楊程大水旦用として設計された斜流方ュ(の 水中ポンプです。G
シリーズ同じ様に、養殖池への換水を行うのに最適です,運転操
作も容易で野時にポンプアップします。保守 点検が極めて簡単で、
振I)Jや 騒音などの発をiもありませんコ

仕様
●口   径 :300mm～ 800mm
●全 揚 程 :3m～ 14m
●吐 出 し量 :10mγmh～ 90m3/mm
●モータ出力 :15kW～ 185kW
テ(その他 千ケイメイl子のものとご判計に応してう(mします

/

0水流機取付枠は機能性。軽量化・強度・耐宿食
性。運搬性など、あらゆる面から検討して製作ュ

0フロヘラの水深を完全水中よりと水中までの間
で、70mmヒ ッチことに変えられます

0フ ロヘラの水流方向を下向きから上向きに、30
度の範囲内で自由に変えられます

0フックの取付位置を任意に変更できますので、
水流機の設置、ローフの引っ張り方向を自由に選
べます

00 75kW～ 2 2kWよく 全機種の水流機取付枠は
共用 養殖池の形状に合わせ、水中ギヤードモー
タとフロヘラを替えるだけで機種変更でき、大変便
利で経済的です

●インバータ制御による水速の変更可含ヒt

0使用目的に応した設計変更が可能っ

の9909
●延長用キャフタイヤケーブル
●防水形プルボックス 。インパーフ市」御装置

●



D桜川ポンプ製品一覧 C

●汚物・雑排水用
水中ノンクロッグポンプ
水 中ソリッドポンプ
0汚水用
水 中汚水 ポンプ
自動排水水中汚水 ポンプ
自動交互排水水 中汚水 ポンプ
小形水 中ポンプ
省 エネ水 中ポンプ
水 中渦 流ポンプ
高揚程水 中ポンプ
0防爆用
耐圧防爆水 中ポンプ
0耐 食用
水 中ステンレスポンプ
0雨水排水用
水 中大水量 ポンプ
水 中軸 流ポンプ
水 中斜流ポンプ
0清水用
深井戸用水中モータポンプ
下 吸込形水中ター ビンポンプ
中 間吸込形水 中ター ビンポンプ
斜流形水 中モータポンプ
軸流形水 中モータポンプ

●工事・一般排 水用
小形水 中ボンプ
省 エネ水 中ポンプ
自動〕に水水 中ポンプ
水 中過流ポンプ
残水処理 ポンプ
軽量水 中ポンプ
高揚程水 中ポンプ
超高揚程水 中ポンプ
高揚程大水量水 中ポンプ
大水量水 中ポンプ
●サンド用
撹拌羽 根付水 中ポンプ
水 中サ ンドポンプ
水 中強カサンドポンプ
●ディープウェルエ法用
ァィー プウェル水中 ポンプ
0防爆用
耐圧防爆水中ポンプ
0耐食用
水 中ステンレスポンプ

水の渚性化システム
噴水装置
エアレータ「淳」じゅん
水中撹拌機
水流機「濤」なみ
スカムポンプ「みすすまし」
スカム・ヘ ドロ回収機
自動給餌機
水門
プールクリーナ「翠」みどり
バキュームクリーナ
スイーパー
真空 l吸引装置「パクアシステム」
泥水脱水装置
タイヤ洗浄機「タイアラクン」
高圧洗浄機
エンジンポンプ
ピギープ(ック (フロートスイッチ )

濾過装置
浄化装署L
曝気装置

建設用水 中ポンプ設備用水中ポンプ 快適環境 関連機器

各種特殊ポンプの設計製作

各種排水設備の設計施工

∠＼安全に関するこ注意 こ使用の前に取扱説明書を必すお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
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