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◆Watertoys 〜ウォータートイ〜
　カラフルでユニークなデザインを作り出すウォー
タートイの水遊具は、幼児にこだわりこれまでにな
かった角のない丸みをおびたアイテムを作り出し、
安全に楽しく遊べる製品となっています。全て FRP
製でできており、メンテナンスが楽な機構になっ
ています。（水深 15 〜 25㎝）

◆MWPシステム浄水機（固定式・可搬型） 
　災害時や非常時にも対応する新しいコンセプトの浄
水機。 海水を含む様々な水を高性能 RO 膜フィルター
で浄化し、ミネラルを添加することで、飲みやすく体
に優しい水を提供。大型ゴムタイヤを装備、災害時に
現場まで簡単容易に運べる。16.6L の大容量ガソリンタ
ンクを搭載し、約 20 時間の連続運転が可能。

◆Bubblehill（バブルヒル）
　ドームは丈夫でソフトな PVC（強化ポリエステル）
で耐久性に優れた素材。空気圧が一定に保たれ、飛ん

でも跳ねても大丈夫。ドームの頂上には常に散水され、
全方向の滑走が楽しめる。既設プールにも設置でき、
リニューアルに最適。

プール
プールアイテム

（株）ニッコン

バブルヒル他

アクアテック事業本部
〒 161-0033 東京都新宿区下落合 3-16-10（大同ビル 3 Ｆ）
☎ 03-3954-0111　FAX：03-3954-0150

なみぼーるＷＯＷ

http://www.nicconpool.com/
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◆ニッコンプール
　＜金属プール＞

　　・ステンレス製プール

　　・鋼製プール　　　

　　・アルミ製プール　　　　

　＜ＦＲＰプール＞

　　・ＦＲＰプール

　＜簡易プール＞

　　・ゾディアックプール

　　・ビッグネルプール

　＜セラミックプール＞

　　・ＤＸセラミプール

〈特長〉
　水無しでも完全自立型

　定期点検時でも支柱不要

　フロアの高さ設定

◆ユニウォール（ファイバーグラス）
アメリカを代表するファミリープール

オーダーメイドのデザイン

の良さが人気の秘密。

工期と工費が共に優る。

◆なみぼーるＷＯＷ
○世界初の小型造波装置
　・プールの水面積に合わせて、数種類のボールから

　　選択できる。

　・今まで不可能であった矩形プールや変形プールで

　　も、波のあるプールにかえられる。

プール
FRP・金属・簡易・セラミック

ハイブリッド抗菌ステンレスプール

（株）ニッコン

ニッコンプール

アクアテック事業本部
〒 161-0033 東京都新宿区下落合 3-16-10（大同ビル 3 Ｆ）
☎ 03-3954-0111　FAX：03-3954-0150

スパイラリフト　プロジェクトは、63 ヶ国で既に
1,600 ヶ所以上の実績があります。

ラバル大学　50M × 21M(-2.0M)
（国際公認プール）

例　25M × 13M 12 基のリフト

なみぼーるＷＯＷ

http://www.nicconpool.com/
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　プールの水は循環ろ過装置でろ過されているが、水底

の沈殿物までは除去できない。そして、それらを清掃す

るために水を抜くことは経済的負担が大きく、水資源の

無駄使いにもなる。

　当社では、安全 ･ 軽量 ･ 高性能なプールクリーナーを

推奨したい。プールの形状を問わないため、現在学校プー

ル、スイミングクラブ、ホテルなどで絶大な好評を得て

いる。

　また水泳時に、急な体調不良などがあった際に活躍す

るのがガーディングボードやガーディングチューブであ

る。安心してプールを楽しむためにもガーディングボー

ド、ガーディングチューブをプール周りに備え万全とし

たい。

①スパワンド・プロ（手動式）
ホースも電気もまったく必要な

く、わずか 1,390 ｇとハンディタ

イプ。プールの底、貯水槽、池、

温浴施設などの清掃に便利です。

仕様：重量約 1,390 ｇ、　

1,515㎜、最伸寸法 1,980㎜

②ガーディングボード
　（ヘッドイモビライザー付／水陸両用身体固定担架）
耐久性に優れたポリエチレン製で、

耐荷重約 310kg、X 線透過仕様の

担架です。ヘッドイモビライザー

付ですので、移動中も頭部を固定

できます。

仕様：重量 7.3㎏、1,840㎜× 450

㎜× 60㎜（長さ×幅×厚み）

③ガーディングチューブ
水中で溺れた人を救助する際に使用する器材です。約３

m のショルダーストラップが付いています。ガーディン

グチューブは、オープンウォーターでの使用も可能です。

仕様：重量約 1.15kg、125.5 × 15.8 × 7.5cm（長さ×幅

×厚み）

プール
プールクリーナー

ヒサモト産業（株）

スパワンド・プロ
ガーディングボード・ガーディングチューブ

〒 157-0062 東京都世田谷区南烏山 6-27-11
☎ 03-3308-8003　FAX03-3307-4563

（公財）日本体育施設協会特別会員　（一社）日本フィットネス産業協会賛助会員　（一社）日本スイミングクラブ協会賛助会員

プールをきれいに維持し、安心して楽しむために

http://www.hisamotosangyo.co.jp/

＜納入実績＞　

墨田区・世田谷区・横浜市をはじめ、全国各地の教育委員会・学校（特別支援学校含む）、スイミングクラブ、

スポーツクラブ、ホテル等々。
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〈詳細データ〉
〈ブラシ〉

①　藻取りブラシ

　　（約）巾 12.7cm（ポリブラシ）

②　ウォールブラシ

　　（約）巾 45.8cm（スポイラーフィン

　　・メタルバック付）

③　コーナー＆ステップブラシ

　　（約）径 7.5 ×長 11.5cm（ポリブラシ）

④　マルチコーナーブラシ

　　（約）径 6 ×長 6cm（ポリブラシ）

⑤　マルチコーナーブラシ

　　（約）径 6 ×長 6cm

　　（ステンレスワイヤーブラシ）

⑥　ハンドブラシ

　　（約）巾 5.5cm ×長 15.5cm

　　（ポリブラシ）

⑦　三種取替式スクラブパッド

　　細目・中目・粗目

〈スキマー＆ネット〉
⑧　グラスファイバーネット

　　網寸法：（約）巾 46 ×長 23 ×深 40cm

⑨　グラスファイバーネットスキマー

　　網寸法：（約）巾 33 ×長 40cm

⑩　マグネット付スキマー

　　網寸法：（約）巾 33 ×長 40cm

〈共用ポール＆パーツ〉
⑪　アウターロックポール（２段）

　　（約）径 3.2cm × 1.8 〜 3.6 ｍ

⑫　アウターロックポール（３段）

　　（約）径 3.2cm × 1.5 〜 4.8 ｍ

⑬　プラスティックハンガー

⑭　アルミハンガー

⑮　ポール用ハンドグリップ

⑯　ポール用アウターロック

プール
プール関連商品

ヒサモト産業（株）

水まわりの清掃用具

〒 157-0062 東京都世田谷区南烏山 6-27-11
☎ 03-3308-8003　FAX03-3307-4563

（公財）日本体育施設協会特別会員　（一社）日本フィットネス産業協会賛助会員　（一社）日本スイミングクラブ協会賛助会員

②①

⑦

③

⑪

⑫

⑭⑬

⑯

⑮

⑧（グラスファイバー） ⑨（グラスファイバー）

⑤④

⑩

⑥

http://www.hisamotosangyo.co.jp/
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〈リニューアルシステムの特徴〉
■既存プールをそのままで
　既存躯体はそのままにステンレス防水層を設置し塗装

■短工期で実施
　工場でパネル化したものを現地溶接するので工期短縮

■可塑性が高い
　いかなるな寸法や複雑な納まりでも対応可能

〈ステンレス防水槽のすぐれた特徴〉
■防水性
　溶接一体構造につき防水性は完璧

■耐候性
　変形・変色・劣化に断然強い

■耐震性
　引張り強度は高く、変形や衝撃に対する強度は抜群

プール
ステンレスプール

高橋カーテンウォール
工業（株）

TCW プールリニューアルシステム

アクア施設部
東京本社　〒 103-0022　東京都中央区日本橋本町 1-5-4
　　　　　TEL  03-5202-0720　FAX  03-5202-0721
大阪支店　〒 530-0005　大阪市北区中之島 3-2-18
　　　　　TEL   06-6441-3211　FAX  06-6441-7911

美しく生まれかわった学校プール（東京都世田谷区）

　老朽化したＦＲＰ塗装のＲＣ造
プールからステンレス防水（塗装）
への改修工事です。
　既存躯体はそのままに、一部塗
装撤去のみでその上からステンレ
ス防水を行うため、工期短縮、大
きな音もなく、埃も少なく施工で
きます。
　その上ステンレス防水槽は溶接
一体構造で継ぎ目の無い状態のた
め、防水は完全であり地震の揺れ
にも強い構造となっております。

ステンレス防水槽によりプールの長寿命化を実現します
TCWプールリニューアルシステム

リニューアル前（階段部）

リニューアル後（階段部）リニューアル前（全体）

http://www.t-cw.co.jp/aqua/index.html



便覧  105

　 

〈特　徴〉
◎電源を入れた後は薬剤を補充するだけの

　省力化システム。

　簡単な操作で、学校プールなどに最適。

◎ 24 時間監視手間いらずの安心管理。

◎約 12Kg の薬剤を保有できるので、1 回の薬剤補充で

　数日〜長期間の塩素管理が可能。

　耐久性に優れ、薬剤ホッパー内の薬剤残量や溶解状況

　が一目で把握可能。

◎液晶タッチパネルを採用。

　簡単な操作でプールに合った条件設定が可能。

◎コンパクト＆軽量設計。

　計器類の小型化で当社比 30％の省スペース化を実現。

◎専用薬剤のネオクロールは、目の刺激や塩素臭の少な

　い顆粒タイプ。軽量・コンパクト包装の為、薬剤の運

　搬も容易で高層階のプールにも最適。

◎塩素濃度の目標値を設定することで、遊泳負荷に連動

　した塩素濃度管理が可能（CP 型）。

◎記録計を標準装備（CP 型）。記録計の搭載で塩素濃度、

　pH の推移を記録。記録方式は SD カード保存で表計

　算ソフト Excel での閲覧が可能。

◎塩素過剰供給防止機能やインターロック機能、スー

　パークロリネーションモード等を標準搭載（CP 型）。

　充実したセーフティ機能で、安全で確実な塩素管理が

　可能となる。

プール自動塩素
管理システム

四国化成工業（株）

ナピックスシリーズ　CP 型／ KT 型

幕張支社　〒 261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3 MTG-B16
　　　　　☎ 043-296-1665
大阪支社　〒 564-0051 大阪府吹田市豊津町 22-6
　　　　　☎ 06-6380-4112

①タイマー方式で自動
　管理。
②軽量コンパクト設計。
③ 学校プールに最適。

　ナピックスシリーズは、プール塩素管理の省力化を実現し、快適で質の高い水質管理を
実現する自動塩素供給システムです。
殺菌・消毒剤の自動供給はもちろん、各種の異常に対しても 24 時間監視の目を緩めません。

ナピックス KT-Mx 型

①塩素センサーによる
　自動動制御とタイマー
　方式での自動管理を
　選択可能。
②コンパクト＆軽量化
　設計。
③ 充実したセーフティー
　機能　

ナピックス CP 型

https://www.shikoku.co.jp
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〈概要〉
　従来品から、よりシンプルに、より清潔に、より安全に、

高級感と耐久性を備えたステンレスボディを採用。内部

構造の基本改良により、さらなる低消費電力と安全性を

追求した水着専用脱水機。

〈特徴〉
○ステンレスボディ仕様のため、手入れが楽になり常に

　清潔に使用できる

○感電防止のため、微量な電流の漏れでも電源が切れる

　安全装置付き

○内部構造のスイッチ機能の改良により、漏電の可能性

　を大幅に軽減

○コンパクト設計で場所を選ばない。

○使用者の安全を考え、脱水槽のフタを閉じ、スタート

　スイッチを押さないと脱水槽が回転しない二重安全ス

　イッチ方式を採用　

〈仕様〉
● HSD- ８-GS（排水設備不要型）

　価格：￥460,000-（＋消費税）

　※水位センサー付き貯水槽は別売り

● HSD- ８-HS（直接排水型）

　価格：￥440,000-（＋消費税）

プール
プール備品

（株）ハヤブサ技研

水着専用脱水機

本社営業所
〒 124-0014　東京都葛飾区東四つ木 1-22-1-204
☎ 03-5672-5881　　FAX 03-5672-5882

よりシンプルに！より清潔に！より安全に！
ステンレスヘアーラインフィニッシュ新登場

HSD-8-GS（排水設備不要型） HSD-8-HS（直接排水型）

https://www.hayabusa-g.co.jp


