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動中のパソコンに向けクリーンミスト
消火薬剤３.５Ｌを全量放射。

十数秒後には空気中の塵や
内部の埃を吸着して短絡を起
こしますが、強制乾燥させると
パソコンは再起動します。

水槽の金魚にも影響が出ません。

宮田工業は家庭用から大規模施設の消火設備まで環境に考慮した適切な
資機材・システム等を無取り揃えて、あらゆる防災に対応いたします。

お酢をベースに作ったやさしい消火器

環境対応

環境対応 環境対応
純水ベースのクリーン消火器

ＳＷ-３ＳＵＳ型 ＳＷ-８ＳＵＳ型

クリーンミスト

■消火薬剤乾燥後のクリーン性比較

薬剤が乾くと何も残らないため、
飛散した薬剤が周囲に及ぼす影
響は軽微です。

薬剤の成分が析出し、精密機器
に対しての影響が懸念されます。

粉末は酸性のため、完全に除去
できないと腐食や誤作動の原因
となります。

クリーンミスト 強化液消火器粉末消火器

セーフミスト

ＳＫＶ-３Ａ型ＳＫＶ-３ＳＵＳ型

粉末消火器使用後の二次災害
■周囲の生産設備や仕掛品への損害
■復旧まで稼動出来ない損害や納期遅れ
■薬剤によるサビや誤作動による支障
■サーバーのデータ喪失

■セーフミストと強化液消火器の安全性比較

安全性を求める場所に
厨房・食堂・研究室
事務所・病院など

NO!

粉
NO!

粉
強化液が卵白に付着すると、強アルカリ性のため、
たんぱく質が分解されて白濁します。人の体もた
んぱく質でできているので、肌に触れていると同
様に分解され、目に入った場合は角膜に影響を与
えます。

強化液は、アルミニウムなどの金属に反応して
ガスを発生し、腐食の原因になります。セーフミ
ストは中性のため金属などに付着しても反応す
ることはありません。

卵白（たんぱく質）の場合 アルミなどの金属の場合

地球にも人にも優しい製品づくり 安心･安全が私たちのテーマです。

消火器の常識が変わる。
業界初の純水ベースのクリーン消火器は、
環境に配慮した安全性の高い消火薬剤で、
二次災害防止にも優れています。

セーフミストセーフミスト

強化液強化液

クリーン性が高く二次災害の影響が   少ない次世代消火器は､ミヤタ独自の技術です。

セーフミストは、お酢と食品原料だけで作られた
中性消火薬剤で、身体への安全性が高く消火能力は
Ａ・Ｂ・Ｃ火災に適応しているので、場所を選ばずに
設置することが出来ます。

Plan1Plan1 Plan2Plan2



水は539cal/gの蒸発潜熱があり、高い冷却効果のある消火薬剤
といえますが、燃焼している場所に水を付着させないと効果があり
ません。マイトウォーターＮは、水の冷却効果を無駄なく発揮させる
ためにフッ素系の界面活性剤を添加し、浸透性と濡れ性を高めて効
果的な消火を行います。

通常の消火器では届かない高所火災用散布器

中性
強化液

紙専用
消火薬剤

高い浸透性で内部の火災に効果を発揮

マイトウォーターＮ ハイアーム
● ダンボール・紙資材・紙紛
● 樹脂・ゴム類・プラスチック
● 寝具・衣服・木材

● 機械設備の上部
● 高所配管ユニット
● 排気ダクト・天井

高所火災に最適。

浸透性のバロメータ＝表面張力値(mN/m)中性強化液の効果

水
72.0mN/m

中性強化液
17.5mN/m

◆樹脂、ゴムなどに･･･
表面に広がることで、水の冷
却効果を無駄なく発揮

◆紙類に･･･
深部まで浸透して、内
部の火災にも対応

ダンボールなどの紙類は撥水性が高く、水を放射しても
表面で水玉になり、立体になっていればそのまま流れ落
ちてしまいます。中性強化液は放射した瞬間から内部に
浸み込み、深部での火災に対して有効に消火できます。

■ダンボールへの浸透性を比較

泡消火薬剤はすぐに紙粉に浸透して消火。
紙粉は水溶液の中に沈んでいきます。

撥水性が高く軽いため、燃焼した紙粉は
水の上に浮いてしまい、そのまま燃焼し
続けます。

■燃焼している紙粉に、水と泡消火薬剤を注水しての比較実験

■約6ｍの位置にトーチを点けて、通常の水系消火器とハイアームで比較

ハイアームは新設計の特殊ノズルにより高所への
放射が可能で、通常の消火器では届かない高さで
発生した火災にも対応できます。消火薬剤は浸透
性に優れた水成膜泡消火薬剤は、埃や紙類等の内
部に染み込み、高い消火効果があります。また、一
般の火災においても放射距離が長いことから火元
に近づくことなく安全に消火が行えます。

通常の水系消火器を上方に向かって放射しても勢いが足りず、燃焼
物まで届きません。

ハイアームは高さ、放射距離とも十分あり、高所での火災に対応
可能です。

中性
強化液

新商品

放射距離の比較（当社比） 機械泡消火器

4～7ｍ

7～10ｍ

約4ｍ

ハイアーム

7～10ｍ

15～18ｍ

約7ｍ

水平に放射

約45度で放射

距離

距離

高さ

通常の消火器では消火が困難な火災に最適

特許出願中

ＳＫＮ-３ＡＰＲ型
粉末消火器は飛散します

ＳＫＮ-３Ａ型 ＳＫＮ-６Ａ型

中性強化液 水

アタリ
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従来の粉末消火器では浸透しない   紙･段ボールや繊維､木材などの火災に最適。



背負式ノズルタイプ（MFP-10)

　ハイドラップ屋内用
　（MFPP-5) 

地震で火災が発生し
防火水槽や消火栓が
使用できないときに
迅速な消火体制が
可能になります。

初期消火の対応不足によって発生した  大規模工場火災には抜群の消火力を発揮します。

ツイン202（CTW-202W）

通常の水が化学消火に早変わり

ミヤタは総合防災設備であらゆる火災に対応いたします。

ワンマン操作で粉末・泡の同時放射

粉末消火薬剤
即消性

水成膜泡消火薬剤
累積効果

相乗効果による
高い消火力

近年、工場や事業所においては、取扱う物質や設備が高
度多様化していることや、生産体制の変化により、消防
法で定める通常の消防設備だけでは対応困難な危険物
や可燃物が多く存在しており、火災リスクは非常に高い
状態となっています。火災が発生した場合に、適正な消
火機器・設備、適正な消火薬剤、消火技術による消火対
応が行われないと、大災害につながる恐れがあります。
ミヤタでは工場や設備に対して、防災診断を行い、リス
ク低減のための最適な消火設備や環境安全対策のご提
案をいたしております。

●住宅用消火器
　消火器、ファィアーアウト、火災警報器
　キッチン用消火設備
●施設・工場用消火設備
　スプリンクラー、非難器具、誘導灯、
　火災受信機、システムアイ
●セルフＳＳ消火設備
●特殊消火設備
　コンビナート設備、メガフォーム、大容量
　泡放射システム、消防車、はしご車

1人　　　 10人　　　

■油火災(ガソリン火災の消火実験)

薬剤混合機
ユニット

ハイドラップ薬剤容器
水成膜泡消火薬剤５Ｌ
泡第1～6号

ハイドラップ ツイン消火器
消火栓に簡単取付で
化学消火装置に変身！

２種類の消火薬剤でパワーアップ

通常の水では消えない油火災に、消火栓などに接続すると化学消火装置に早変わりしてバツグンの威力を発揮します。 ツイン消火器は粉末消火器と泡消火器を１台に繋ぎ、
双方の薬剤の相乗効果により効果的な消火が行え、
１人では消火困難な規模の火災にも対応することが出
来ます。

消火栓で油類の火災に、放水だ
けでは消火困難です。

水だけでは消火困難なオイル火
災を完全消火できます。

薬剤混合機の切り替えレバー操作
で泡放射に切り替えると、数秒の放
射で炎を鎮圧。延焼の危険性を

様々な工場で火災を防ぎます。

様々な可燃物に対応します。

製紙工場、印刷工場、樹脂・ゴム加工工場、薬品工場、
資材・梱包剤・薬品置場、各種倉庫、廃棄物集積場など

紙・ダンボール、インキ、機械油、切削油、潤滑油、
燃料油、ゴム・樹脂、ウレタン、発泡スチロールなど

工事なし
簡単設置

消火力省力化

消火開始 消火作業中 消　火

消火終了消火不能
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設置例




