アフターサービスについて
消火器についてのご質問やご不明な点がございましたら、お求めの販売店または
下記最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

防災事業部
〒２５３−８５８８ 神奈川県茅ケ崎市下町屋１−１−１ ＴＥＬ（０４６７）８５−１２１１（大代表）
札幌営業所 〒０６０−０００１ 札幌市中央区北一条西７−１
ＴＥＬ（０１１）２３１−６６６８
（広井ビル３Ｆ）
仙台営業所 〒９８３−００４３ 宮城県仙台市宮城野区萩野町４−４−３５ ＴＥＬ（０２２）２３８−４７７１
北関東営業所 〒３３８−０８３２ 埼玉県さいたま市桜区西堀１０−８−１ ＴＥＬ（０４８）８５７−０７１１
東京営業所 〒１４１−００３１ 東京都品川区西五反田７−２２−１７
ＴＥＬ（０３）３４９４−５８２１
（ＴＯＣビル６Ｆ）
神奈川営業所 〒２５３−８５８８ 神奈川県茅ケ崎市下町屋１−１−１
ＴＥＬ（０４６７）８５−１２２９
静岡営業所 〒４２２−８０３４ 静岡県静岡市駿河区高松２−５−１０
ＴＥＬ（０５４）２３８−１０６１
名古屋営業所 〒４８０−１１４４ 愛知県愛知郡長久手町熊田１２１１
ＴＥＬ（０５６１）６２−９２４１
大阪営業所 〒５６４−００６２ 大阪府吹田市垂水町３−３４−１０
ＴＥＬ（０６）６３３９−１１２８
中国営業所 〒７３３−０８４２ 広島県広島市西区井口５−７−２６
ＴＥＬ（０８２）２７６−５１３６
福岡営業所 〒８１２−００５１ 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭３−３−２０ ＴＥＬ（０９２）６４１−００４８
特機営業所 〒１４１−００３１ 東京都品川区西五反田７−２２−１７
ＴＥＬ（０３）３４９４−５８２０
（ＴＯＣビル６Ｆ）

水（浸潤剤等入り）消火器
クリーンミスト ＳＷ−８ＳＵＳ

取扱説明書
このたびは、ミヤタの消火器をお求めいただきまことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと大切に保管し、わからないとき再読してください。

各部の名称
封印（安全栓用）
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ノズルグリップ

本 体 容 器
クリーンミスト
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銘
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ル

板

販売店

ノ ズ ル 受
消火剤サイホン管
ＴＳ０２３５１

０６．０３

適応火災

使用上のご注意

本消火器の適応火災は、以下のとおりになっております。
設置場所で予想される火災の種類に適しているものであるかをご確認ください。
普通火災（Ａ火災）

白色の
マーク

２．安全栓を抜くときレバーを強く
にぎらないでください。

電気火災（Ｃ火災）

木材、紙、繊維等の
燃える火災

感電の恐れのある電気
製品、電気設備の火災

普通

青色の
マーク

火災用

１．消火器の使用方法は、普段より
よく確認しておいてください。

安全栓が抜けにくくなります。

電気
火災用

３．ノズルグリップをしっかりにぎっ
て操作をおこなってください。

４．電気火災に使用する際は、以下
のことにご注意ください。

使用方法 銘板に表示されている使用方法にて操作してください
１．消火器の上部より黄色の安全栓を上に引き抜きます。
２．ノズルグリップをにぎり、ノズル受けよりホースをはずし、
ノズル先端を火元に向けます。
３．レバーを強くにぎるとノズルより消火剤が放射されます。

１

ホースをはずし
火元に向ける

２

３

火災により発生した煙やガスは人体に有害です
ので、吸わないよう注意して消火を行ってくだ
さい。

８．消火器は立てた状態で消火操作
をおこなってください。
横に寝かせた状態や逆さまの状態では消火薬剤
が有効に放射されません。

ノズルグリップを持たずに操作したり、消火
の途中で手を放すと、ホースが激しく振られ
て危険です。

油火災には使用できません

安全栓を
引き抜く

７．逃げ道を確保しながら消火を行
ってください。

レバーを
強くにぎる

必ず、ゴムの

グリップ部を
にぎってください

※放射中にレバーをはなせば放射が止まります。

消火方法
●３ｍ程度はなれた位置より、炎の下を手前から掃くように、ノズルを左右に
ふりながら放射して消火します。

・クリーンミスト消火薬剤の通電性は微少ですが、
床や壁に飛び散った消火薬剤には不純物が混入
し、これに触れると感電する恐れがあります。
・ノズルの先端が、消火対象物の通電部分に触れ
ないように注意してください。

９．屋外では風上から消火してくだ
さい。

１０．消火器を火の中に投げ入れない
でください。
消火器の本体容器内が高圧となり、破裂する
恐れがあります。

５．油火災に使用しないでください。 １１．火元に向けて最後まで放射し
てください。
油を飛散させ、火災が拡大してしまう恐れが
あります。

６．消火器は初期消火をするための
ものです。消火できる範囲には
限度があります。
無理な消火活動を行って１１９番通報が遅れる
とかえって火災を拡大させる恐れがあります。
早めに１１９番通報するとともに避難誘導に努
めてください。

一度消火しても、また火がつく場合がありま
すので、最後まで火元に向けて全量放射して
ください。

１２．消火器に強い衝撃を与えない
でください。
最悪の場合、破裂する可能性があります。
また、破裂までに至らなくとも、圧もれにより
本来の機能を発揮できなくなる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

この表示は、してはいけない
「禁止」内容です

危険

この表示は、必ず実行していただく
「強制」内容です

死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。

設置について
１．適応火災をよく確認して設置 ５．設置方法
してください。
●壁掛け等の設置では、フック等を用いて高さ
適応性については「適応火災」の項を参照して
ください。

１．５ｍ以下に設置してください。

サビ・傷・変形・キャップのゆるみのあるものは使用しないでください。
消火器を作動したとき、サビや傷等により弱くなった部分が圧力により破裂する恐れがあります。

電気火災において、ノズル先端を通電中の電気設備等に接触させな
いでください。
ノズル部分は金属製であるため、感電する恐れがあります。

警告

●０〜＋４０℃の使用温度範囲内の環境に設置
してください。
・０度を下回る可能性のある場所では、保温や
加温の措置をとり、消火剤の凍結を防止して
ください。
・＋４０度を超える場所には設置しないでく
ださい。容器内の圧力が高くなり危険をとも
ないます。

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。

人に向けて放射することは絶対にしないでください。
消火器から放射される消火剤が直接顔に当たると、呼吸困難や失明等の恐れがあります。

消火の際、火元に近づき過ぎないでください。
火傷の恐れがありますので、炎より３ｍ程度はなれたところから消火を始めてください。

電気火災の際は、床や壁に飛び散った消火剤には触れないで
ください。
不純物が混入しており、触れると感電する恐れがあります。

注意

２．設置する環境により、以下の
点にご留意ください。

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

●設置環境に注意してください。
直射日光や風雨にさらされる場所、湿気の
多い場所、海岸の近くで潮風が当たる場所、
化学工場地域や温泉地帯で腐食性ガス（硫
化水素、亜硫酸ガス、塩素ガス等）の発生
の恐れがある場所では、格納箱に収納する
などの防護処置をしてください。

●床に設置する場合は、設置台を使用してくだ
さい。
消火器の底部スカートによる床の傷付きや、
ゴムホース等の樹脂部品による建材への影響
等が予防できます。
※壁掛け用フック、設置台、格納箱については
販売店にご相談ください。

６．物が落下してこないところに
設置してください。

３．通行や避難に支障がなく、万一
の火災時に目につき、すぐ持ち
出せるところに設置してくださ ７．幼児の手の届かないところに
い。
設置してください。
４．消火器が地震や震動等で転倒し
たり落下しないよう設置してく
ださい。

消火器を小さなお子様がいたずらしますと大変
危険です。小さなお子様のいらっしゃるご家庭
では、誤って使用しないよう十分注意してくだ
さい。

定期的に点検を実施してください。
消火器の点検をしなかったことにより、火災の時、消火器が使用できない恐れがあります。

製造年から８年以上過ぎたものは使用しないでください。
製造年から８年以上過ぎたものにあっては、消火器が性能劣化、腐食している恐れがあります。

油火災には使用しないでください。
油を飛散させ、火災が拡大してしまう恐れがあります。

維持・管理について

使用後の処置について

１．消火器を柔らかい布で、時々掃 ２．消火器のネジなどをゆるめない
除してください。
でください。
水分、油分、塩分、ほこり等が付着していると
腐食等の性能劣化をおこし、永くお使いいただ
けません。

●消火器の部品（キャップ、ホース等）をゆる
めたりすると破裂事故につながる恐れがあり
ます。

●汚れのひどいときは、固くしぼった雑巾で
ふき、乾いた布で仕上げてください。

●消火器の機能点検・整備は、消防法の規定に
より、消防設備士の資格を有する者だけが
行える業務とされています。お求めの販売店
にお申し付けください。

●消火器の掃除に、ベンジン、シンナー、ガソ
リン等は使用しないでください。

３．消火器のためし放射はしないで
ください。
圧力が低下し使用できなくなります。

４．６ヶ月に一度、外観の点検をしてください。
以下の項目で異常がある場合は速やかに販売店
に連絡し、機能点検、整備等の処置を行ってく
ださい。

安全栓が
ついていますか

ホースにヒビ等が
ありませんか

ＯＫマークが
ついていますか
こ
こ
を
に
ぎ
っ
て
消
火
の
こ
と

キャップにゆるみ
はありませんか
製造年から８年
以上過ぎていま
せんか
※銘板に表示
されています

本体容器にサビ、
傷、変形は
ありませんか

圧力計の指針が
緑色範囲に
入っていますか

クリーンミスト

ＣＬＥＡＮＭＩＳＴ

７

９８

７

９８

正常

不良

２．電気設備、電気器具等の火災で
は、電源を遮断してください。

異常の状況

想定される内容

安全栓がない

使用済の恐れ
誤放射する恐れ

ＯＫマークがない

使用済の恐れ

キャップにゆるみがある

破裂する恐れ

ホースにヒビがある

破裂する恐れ

本体容器に
サビ、傷、変形がある

破裂する恐れ

封印が破れている、
ついていない

使用済の恐れ

製造年から
８年以上すぎている

性能劣化、腐食の恐れ

圧力計の指針が
緑色範囲に入っていない

使用できない恐れ

●外観・機能に異常がなければ再充てんして
使用できます。お求めの販売店にご相談く
ださい。

７．不要になった消火器は販売店に
廃棄を依頼してください。
３．消火薬剤が目に入ったときは、
速やかに水洗いし、目に痛みを
感じたり充血した場合は医師の ●消火器を勝手に捨てたり、放置すると、誤
診察を受けてください。
って使用された場合破裂事故につながる恐
れがあります。

※法的義務設置をしている場合は、消防法に
基づく定期点検を実施してください。
※異常の状況により下記のような内容が想定
されます。

封印が破れてい
たり、ついてな
かったりしてい
ませんか

１．ガスコンロ、ガス器具等の火災 ６．使用後の消火器は速やかに販売
では、消火後速やかにガスの元
店に再充てんを依頼し、元のよ
せんを締めてください。
うに設置してください。

４．消火薬剤がかかった食物は食べ
ないでください。
消火薬剤を故意に飲んだりしないでください。

５．消火薬剤のかかった電気機器は
電源を遮断してから掃除を行っ
てください。また、電気絶縁性
が低下している恐れがあります
ので、専門の業者に点検を依頼
してから、通電してください。

●消火器の処理は有料となっております。あ
らかじめご了承願います。

