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弊社は昭和9年に東京都にて創業しました。昭和12年の防空法の制定など空襲警報用などの
モーターサイレン、緊急車両用のハンドサイレンの需要が多く、それらを主力製品としておりました。
モーターサイレンは電子サイレンよりもシンプルな構造のため故障等がほぼありません。
ハンドサイレンは電気を動力として使用していないため、取り扱いも非常にシンプルで、携帯性も
優れていることから近年では再び脚光を浴びております。

TS-1001
モーターサイレンAS型
車両用として使用されており、
12V・24Vとあります。

TS-1004
ハンドサイレン

TS-1004-B
携帯用ハンドサイレン

検定・鑑定制度の見直しに対する対応について

　検定・鑑定制度が開始以来、同制度の遵守により品質に対し社会的に高い評価を得られた歴史があ
りましたが、平成 22 年 5月の公益法人事業仕分けにおいて、検定・鑑定事業の見直し等の判定がなさ
れたことを踏まえて、結合金具においては検定から自主表示制度の移行、屋内消火栓及び消防用接続
器具については鑑定から品質評価制度に移行となりました。
　今後は、新制度のもと品質保持、安全性を継続し、検査体制の構築はもちろんのこと、日本消防検
定協会が行う品質評価の認証を取得し、皆様には同評価に合格した消防用結合金具、消防用接続器
具を供給することとなりました。
　当社もこれにならい順次これまでの検定・鑑定品の新認証を再度取得し、これまでと同様に安全な製
品を皆様にお届けできるよう努めてまいります。

※ハンドル回転 1分／120回

サイレン Sirens
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竹の子接手は金具をホースの内側に入れてリングを外から締め付けるのに対し、エキスパン接手
はホースを金具の内側に入れて内側からリングを拡張するため、ホースに金具を強固に取り付ける
ことができます。よってホースの内径と金具の内径は等しくなるように製造することができます。
それによりホース結合部の損失係数は竹の子接手65mmで0.224、50mmで0.370となりま
すが、エキスパン接手は0.00となります。（参照資料「消防機器便覧」P208：東京法令出版㈱）

TS-2007
英国規格接手

TS-2012
75 ホース用スロッター型エキスパン接手

TS-2005
中島式竹の子接手
銅合金
40 ・50 ・65

TS-2006
中島式エキスパン接手
銅合金
65

差込式接手内部構造 エキスパン取付内部
（PAT.NO.746642）

TS-2001
差込式竹の子接手
アルミ合金・銅合金
40 ・50 ・65

TS-2003
ねじ式竹の子接手
銅合金
50 ・65

TS-3044
差込式エキスパン接手
アルミ合金
40 ・50 ・65

TS-3043
ねじ式エキスパン接手
アルミ合金
40 ・50 ・65 ・
90 ・100

TS-3042
東消型差込式エキスパン接手
アルミ合金
50 ・65

接手・媒介 ホース接手 Delivery Hose Couplings

接手・媒介 吸管接手 Suction Hose Couplings

TS-3048
スロッター型エキスパン吸管接手
アルミ合金
75

TS-2013
スロッター型エキスパン接手
銅合金
75 ・90 ・100

TS-2015
角付吸管用エキスパン接手
銅合金
65 ・75

TS-2014-A
角付吸管用竹の子接手
銅合金
40
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TS-2016
ピン型スパナ　40 ・65
　　　　　　   75・100・125 兼用も
　　　　　　   あります

TS-2017
中島式用スパナ　40 ・65

TS-3047
吸管スパナ　銅合金　75 ・90 ・100

TS-3045
50・65兼用スパナ　銅合金

TS-3046
40・50・65兼用スパナ　銅合金

ピン型・スロッター型の金具の両方に対応しています。

TS-3010
差込式雌キャップ 
アルミ合金・銅合金
40 ・50 ・65

TS-3011
ピン型ねじ式雌キャップ
アルミ合金・銅合金
40 ・50 ・65

TS-3012
角付吸口雌キャップ
アルミ合金・銅合金
65 ～150

TS-3013
角付吸口Wキャップ
銅合金
75 ～150

TS-3051
差込式雄キャップ
アルミ合金
50 ・65

TS-3052
ピン型ねじ式雄キャップ
アルミ合金・銅合金
65

接手・媒介 キャップ Caps

接手・媒介 各種スパナ Wrenches
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TS-3001
差込式雌々媒介
アルミ合金　50 ・65

TS-3002
差込式雄々媒介
アルミ合金　50 ・65

TS-3003
ねじ式雌々媒介
アルミ合金　50 ・65

TS-3004
ねじ式雄々媒介
アルミ合金　50 ・65

TS-3005
根元媒介
アルミ合金・銅合金　40 ・50 ・65

TS-3006
外ねじ媒介
アルミ合金　50 ・65

TS-3007
導水口媒介（75×80）
銅合金

TS-3008
内ねじ媒介
アルミ合金　50 ・65

TS-3009-A 3009-A
消火栓媒介角型
アルミ合金
75 ねじ雌×65 差込雌

TS-3009-B 3
消火栓媒介スロッター型
アルミ合金
75 ねじ雌×65 差込雌

TS-3024
国際陸上施設連結金物
各種接手規格

TS-3015
ストレーナー用媒介
アルミ合金
65 差込雄×75 ねじ雄

接手・媒介 媒介 Adapters
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TS-3026
自在根元媒介
アルミ合金・銅合金
65 ×65 ・65 ×50
オス部が360°回転しますのでホース
破損を防止します。

TS-3057
逆流防止器

TS-3050
自動減圧器
アルミ合金・銅合金
40 ・50 ・65
高圧配管から水利をとる消火栓等で安
全な送水圧力へ落とし、安定させるた
めに使用します。

車輌配管内や吸口と吸管の間に使用することで
落水を防ぎます。

TS-3055
各種異径媒介
各種継手、径に対応する媒介、また品質
評価品の媒介がありますので、ご相談く
ださい。

TS-3014
ネジ×差込式ボールジョイント
銅合金
65 ×65 ・65 ×50

TS-3016
自在接手
銅合金
65 ×65 ・65 ×50

TS-3023
フランジ型元金物
配水管からの取水部に使用
し、各種フランジから各種接
手へ製作できます。

TS-3025
六角付根元媒介

接手・媒介 媒介 Adapters

ネジ型 フランジ型
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TS-3022
吸口エルボ（角型）
アルミ合金・銅合金 75 ～100

TS-3027
吸口エルボ
銅合金 75 ～100

TS-3038
吸口エルボ
アルミ合金 75
90°と30°があります。

TS-3028
窓付エルボ　アルミ合金　75

TS-3053
らくらく45° アルミ合金　75

TS-3054
ハンドルエルボ　アルミ合金　65

正常に吸水されているかプラスチック
の窓から確認ができます。先端スイベ
ル・根元スイベル・両端スイベル・スイ
ベル無しの計4種類あります。

先端、根元そして中間で回転しますので
（トリプルスイベル機構）、吸管に負担
をかけることなく全方位に展開でき、
吸管のキンク・ヨレを防止できます。

地上式給水栓が違法駐車や大雪などで
使いづらくなっている際に使用します。

TS-3039
二又分水器 V- １
アルミ合金
40 ・50 ・65

TS-3040
二又分水器 V- ２
アルミ合金
40 ・50 ・65

TS-3019
二又分岐用媒介（先ねじ）
アルミ合金
65 ×50 ・65

1レバーで右開・左開・全開の3パター
ンが選べます。

2レバーの分水器です。右開・左開・全
開・全閉を選べます。

東京消防庁仕様の分水器です。ボールコッ
クと同じように開・閉部にストッパー機能
がついています。

TS-3020
二又集水管
アルミ合金
65 ・75

TS-3021-A
三又集水管
アルミ合金
65 ・3口×75 ～100

TS-3021-B
四又集水管
アルミ合金
65 ・3口×75 ～100

接手・媒介 分・集水器 Delivery and Collecting Breechings

接手・媒介 エルボ Elbows
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TS-0501
NM-Vガンタイプノズル

TS-0501-S
NM-V-Sガンタイプノズル
ストッパー付

TS-0501-T
NM-V-Tガンタイプノズル低反動型

海外から輸入され、広まったガンタイプノズルを当社は日本人向けの仕様として開発しました。グリップは日本人の手の大きさを考
え従来よりも少し小ぶりにし、全体的により軽量化を図っています。設定圧力も日本の放水スタイルを考え0.5MPaと0.7MPaを選べ
るようにし、より使いやすくしました。
NM-V-Sは放水停止時に突然レバーが開いてしまう事故を防止するためにストッパー機能をつけています。低反動型はガンタイプノ
ズルのコンパクトで移動しやすいという特徴を生かすため、付属品を使用して低反動機能を持たせるのではなく、ノズル元に角度を
つけました。

※開閉ハンドルを握ると
ストッパーが解除されます。

諸元表

放水器具 Nozzles

弊社はサイレンを主力製品として創業しましたが、時代の移り変わりとと
もに消防ポンプ、放水器具、消防車両に積載する機器の製造に主力が移っ
ていきました。
昭和29年、消防車両の検定制度が始まり、弊社は放水器具、積載品に特
化していくようになり、接手の検定型式の取得を始め、今ではスタンダード

な機能ともいえる放水形態を変えても流量が変わら
ない定流量型噴霧ノズルの開発や、水の反動力とベ
クトルを応用し隊員の負担を減らしたリニアノズル
など、現在他社で販売されている放水器具も弊社の
開発品を基にした商品です。

放水器具 ガンタイプノズル Gun Nozzles

直状放水時の最大射程 力圧（ 0.7MPa）

直状放水時の最大射程 力圧（ 0.5MPa）

流量－口径
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475L 噴霧 115L 噴霧

475Lストレート 115Lストレート

これまでの噴霧ノズルと違い、手元で流量を調整できますので現場に合わせた流量で消火活動がおこなえます。流量範囲
も広いのでこの1本で長距離からの放水、残火処理活動まではば広く対応できます。

※撮影協力：航空自衛隊府中基地
　薬剤比率3%で放水。

特殊回転クシ歯でより細かい粒子の回
転フルコーン状態を作り出します。微粒
子噴霧により窒息効果を高め、効率的
な消火活動が行えます。

P21のVフォームガンを取付け、
泡ノズルとしても使用できます。

放水器具 ガンタイプノズル Gun Nozzles
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TS-4001
水口（スムースノズル）
アルミ合金・銅合金
40 ・50 ・65
口径についてはお問い合わせ下さい

TS-4002
NM可変フンムノズル
銅合金

TS-4004
NMホース直結ノズル
銅合金
40 ・65 差込式

TS-4023
21型改ノズル
アルミ合金
65 　口径21 相当

TS-4037
NEO21
アルミ合金
65 　口径21 相当

17 型 12 型 40

21型改・NEO21 噴霧ノズル吐出流量特性

軽量ノズル流量特性表

650gと軽量に作られています。

消防用噴霧ノズルの始まりといえるノズル
で、このノズルで「定流量型噴霧ノズル」と
して特許を取得しました。現在も海上など
アルミ合金が不向きな環境などで使用さ
れています。

ホースとノズルを直接取り付
けて使用します。洗浄など管鎗
を持つスペースも無い艦船等
で使用されています。

操法大会用として開発されました。
約120°噴霧までの回転角度を30％減少しています。

放水器具 ノズル Nozzles

一般的に使用される噴霧ノズルは円すい状のニードル（弁棒）と呼ばれる部品に水流を衝突させて
水を微粒子化させ、広範囲に噴霧として放水します。また噴霧ノズルも定流量型、準定流量型、フル
コーン型、円環スプレー型などに分類されます。
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TS-4024
NM-Ⅱ型噴霧ノズル
アルミ合金
40 :口径13 相当
50 :口径16 相当
65 ：口径20 ・23 相当

TS-4038
NM-ACE
アルミ合金
65 ：口径20 ・23 相当

より小型で軽量化を図った噴霧ノズルです。ともに流量性能は同等ですが、NM-Ⅱはよりシンプルに作られており、NM-ACEはニー
ドルに弁体（NBR）を貼り付け完全シャットが可能です。また直状から噴霧への回転角度を少なくし操作のスピードを重視しました。
外筒にはデフレクターがついていますのでフルコーン状態を作り出せます。

NM-Ⅱ・NM-ACE流量特性表 パーフェクトノズル
直流-噴霧流量特性表

65

50

40

放水器具 ノズル Nozzles

TS-4025
NMパーフェクトノズル
アルミ合金
65 ：口径20 ・23 相当

TS-4039
軽量ノズル 
アルミ合金
65 ：口径21 相当

完全定流量の噴霧ノズルです。内部の特殊弁
体によりシャット⇔噴霧⇔直状⇔シャットが
可能です。噴霧から放水停止ができるため、
放水停止時・開始時の反動力を抑え、安全に
放水が出来ます。また圧力不足及び水量不足
の場合は、内筒の着色部（赤線）が見える位
置にセットすれば少量放水が可能です。

パーフェクトノズルと同じように噴霧状態から
のシャットが可能です。外筒に綾目ローレット
加工を施し、滑りにくくしています。ストレート
側は放水開止時の反動力を懸念し、あえて完
全シャットをしない構造になっています。
※流量特性表はP10に掲載しています。

放水開始時の反動力を抑えた噴霧状態から放水開始ができるのはこの2種の噴霧ノズルだけです。
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防衛省仕様。直状放水・噴霧放水・停止をコックによって切り替
え、ハンドルがノッチ式となっており、誤作動を防ぐ構造になっ
ています。

TS-4014
消防用ノズル,艦船用,万能,40mm　SUS

直状放水・噴霧放水・停止をコックによって切換える二又切換ノズルで、必要に応
じ噴霧チップを取り外し、長尺の管鎗をもつ微粒子噴霧のアプリケーターを取付

。すで品格合査検会協定検品用舶本日㈶）右真写（。すまし用使てけ

TS-4013
船舶用スリーポジションノズル
銅合金　65 ・40

はしご車専用として開発されたノズルで、0.5MPa-1,000Lの
放水性能があります。閉止時の反動力による横転の危険を軽減
させるため、あえて完全閉止をしない構造にしています。

TS-4040
水管はしご車用フンムノズル アルミ合金　65

管鎗とノズルの間に挟み、上下にあいている穴から少量の水が飛び出し、その水がぶつかって広がることで隊員を輻射熱から守ります。

TS-4030
プロテクターノズル

アプリケーター取付状態

霧状になり、輻射熱を防ぎます。

放水器具 ノズル Nozzles
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TS-4008
消火栓用管鎗
アルミ合金　40 ～65

TS-4006
消防用管鎗（ロープ巻き）
アルミ合金・銅合金 50 ～65

TS-4011
ノンスリップ管鎗
アルミ合金　50 ～65 L=500,650
圧力変動などによる操作中のスリップ事故
から隊員を守るため、管鎗に直接綾目ロー
レット加工を施し従来のヒモやゴムのよう
な劣化が発生しません。表面はあざやかなカ
ラーアルマイトで紛失を防止し、所属隊の判
別に便利です。

TS-4009
東消型軽量管鎗
アルミ合金　50 ～65

管鎗に角度を持たせることで反動力をなくし無反動状態で放水ができます。そのためストレート管鎗では2人で放水しなければなら
ない場合でも1人で放水できます。また、逆さにして地面に置けば放水銃の代わりとなりますので長時間放水も苦になりません。また
根元にはスイベル機能を持たせていますので、ホースのねじれも問題なく解消できます。

TS-4026
リニアーノズル　アルミ合金　50 ・65

TS-4026-B
リニアーノズルZ　アルミ合金　50 ・65

リニアーノズルZはハンドル
位置を調節できます。

放水器具 管鎗 Playpipes

TS-200
フォグガン
TＳ２００フォクガンは高層ビル・マンション・地下室のよう
な狭い場所での火災に対し、少量の水でよりスムーズな消
火活動と、大きな消火効果を生み出すために開発されまし
た。粒子径約200ミクロンで毎分200ℓという少量の微粒
子噴霧放水により冷却・窒息・消煙効果を早め、また使用水
量は少量のため水損防止にも役立ちます。

※TS-250Wフォグガンは製造を中止しました。

フォグガン流量特性表
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TS-4035
ロータリーノズル

TS-4010
消防用アプリケーターノズル

フェリーなどの船舶での火災時に加勢
を抑制させる「局限」や、接近・放水が困
難な狭所への放水、火災の輻射熱から
消火作業車を防御するために使用しま
す。また建物火災の屋根裏、フロアとフロ
アの間など、隊員が侵入できない狭所へ
の放水に使用されています。
先端のノズル部からの微粒子噴霧の放
水により優れた窒息・冷却効果が図れ
ます。

エクステンション型アプリケーターは持
ち運びの利便性を考え、段階的に最大
2,650mm ～最小780mmまで長さを
調整できるようにしました。用途に応じ
てスプレーヘッドを槍型に変更するこ
とでピアシングノズルとしても使用でき
ます。

ロータリーノズルは先端のノズルチップ
が回転することにより噴霧状の水幕を
作る出すことにより広範囲な消火が可
能です。

TS-4012
エクステンション型アプリケーター

放水器具 管鎗 Playpipes

槍型ヘッド

エクステンション型アプリケーター特性表

スプレイヘッド

差込式中島式



15※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-4066
放水銃用水管鎗
アルミ合金・銅合金

TS-4067
放水銃用泡管鎗
アルミ合金・銅合金
ピックアップチューブ付もあります。

放水器具 放水銃 Fixed Monitors

放水銃は消防自動車やプラント等に備えつけて使用します。大量・長射程の放水を行うためノズ
ル支持部は大きな反動力に耐えられ、また放水中でも自由に俯仰・旋回が出来るように作られてい
ます。またピックアップチューブ付泡ノズルを使用することで必要に応じて泡放水も可能です。

TS-4020
レバー式放水銃（L-Ⅱ）
銅合金　65

TS-4020A
ギヤー式放水銃
銅合金　65 ～150

TS-4065
S型放水銃
銅合金　65 ・80

（管鎗・ノズル別途）

（管鎗・ノズル別途）

（管鎗・ノズル別途）



16 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-4022
1.3型可搬式放水銃　アルミ合金

TS-4021
TSWG型可搬式放水砲　アルミ合金

（管鎗・ノズル別途）
（管鎗・ノズル別途）

放水器具 可搬式放水銃 Portable Monitors

大量放水が可能な放水銃を持ち運べるように設計されています。石油プラント等の火災は延焼爆
発などにより固定消火装置が使用できなくなる場合もあるので、火勢に応じ適切な距離で、放水・泡
放水をする際に適しています。TSWG型可搬式放水砲は石油コンビナート等災害防止法に基づい
て設計されています。



17※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

丈夫なキャスター付き軽量鋼管型ホースカーと65A放水銃を
セットにしました。収納時は立てておけるのでコンパクトに、災
害時は移動に便利なキャスターで機動性に優れ、倒して無人放
水銃として使用することができます。
ホース2本と管鎗と泡管鎗を収納しておけますので消火栓等に
接続するだけで迅速な消火活動が可能です。

オプション
・65×20ｍホース：2本  ・水管鎗  ・筒先（水口、噴霧ノズル）
・泡ノズル

TS-4063
ファイヤーヘルパーカート　65  差込式

放水器具 可搬式放水銃 Portable Monitors



18 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-4060
エスカルゴ80
プラント等の設備用として使われ、小型で大容量の電動放
水銃です。標準仕様は俯仰角度75°～－20°、旋回角度左右
135°です。

TS-4061
ダイナミック2000
消防車等の車両用として使用されます。大型車両に積載さ
れます。標準仕様は俯仰角度75°～ 0°、旋回角度左右180°
です。 ストレート放水

噴霧放水

放水器具 電動放水銃 Motor Driven Monitors



19※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-3049
大量送水用一口コック 65×65　アルミ合金
ホースとホースの間に挟んでおき、ホースを延長させる必要が
出た場合に消防自動車部で放水を止めることなく延長させら
れます。

TS-0601
ストップバルブ 50×50 アルミ合金
大量送水一口コックと使用方法・目的は同じですが、管鎗元で
使用することも考え、ハンドルを長くし、押さえとしても使える
ようにしています。
ホースのヨレ取りとしてスイベル型もあります。

TS-4036
噴霧放水台座
ストレート管鎗で長時間放水する際に使用します。

TS-4034
管鎗固定金具
長時間放水する際に台座を使うスペースが無い場合など、
ストッパーを開き窓枠などにかけて放水します。

放水器具 放水補助器材 Fire-Fighting Accessories

当社のボールバルブは全てフルボア形状のため圧力損失がありません。

スイベル型



20 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-KA
ポンププロポーショナー外付型

TS-KB
ポンププロポーショナー外付媒介型

TS-4017
ラインプロポーショナー
接続口径：65×65差込式、50×50差込式
流量：200L/min・400L/min
一次圧力：0.7MPa・二次圧力：0.35MPa
吸入率：3％・6％

ポンププロポーショナー混合能力表

発泡器具 プロポーショナー Foam Proportioners

通常、普通ポンプ車には泡放水のための薬剤混合装置はついていません。しかし簡易ポンププロ
ポーショナーを接続することで必要に応じて化学車として使用することができます。
内蔵型は消防自動車の配管内に組み込み、薬剤吸入口のみ側面に出しておけば必要に応じてピッ

クアップチューブで薬剤を吸入し泡消火が可能です。
外付型は従来からある普通ポンプ車の放水口と中継口に接続し、薬剤を吸入します。
外付媒介型は、外付型と使用方法は同じですが、外付型が放口と中継口を1線づつ使用できなく
なってしまう点を解消しています。（使用方法に制限がありますので詳細はお問い合わせください。）
可搬ポンプやその積載車で泡放水をする際はラインプロポーショナー等で混合する必要がありま

した。ポンププロポーショナー可搬ポンプ用を使用することで、圧力損失などのラインプロポーショ
ナーの欠点を気にせず使用できます。

TS-A3
ポンププロポーショナー内蔵型

TS-P3
ポンププロポーショナー可搬ポンプ用



21※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-4016
エア－フォームノズル
アルミ合金
200L・400L 50 ・65
ピックアップチューブ付もあり
ます。

TS-4019
東消式S-80発泡器

TS-4050
低反動泡ノズル アルミ合金　65

混合液をネットに当てて発泡させます。噴霧角度により低発泡（約20倍）から高発泡
（約250倍）の泡を発生させます。

NM-Vガンタイプノズルに取り付け、低
発泡の泡を発生させます。取付状態は
P9をご覧下さい。

TS-4018
フォームショットガン

TPFG-2023 -
パーフェクトフォームガン

TS-0602
Vフォームガン

NMパーフェクトノズルに取り付け、低
発泡の泡を発生させます。

21型改噴霧ノズルに取り付け低発泡
（合成界面泡3％ 約8.5倍）の泡を発
生させます。

高発泡写真 中発泡写真 低発泡写真

発泡器具 泡ノズル Foam Nozzles

発泡器具 発泡アタッチメント Foam Accessories



22 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-5001
放口用ボールコック
銅合金・FC 50 ～75

TS-5002
タンク送水用ボールコック
銅合金・FC 50 ～75

TS-5003
中継・吸水用ボールコック
銅合金・FC 50 ～125

TS-5004
タンク給水用ボールコック
銅合金・FC 65 ～125

TS-5005
エルボ付ボールコック
銅合金・FC 75

TS-5006
エアシリンダー型ボールコック
銅合金・FC

TS-5007
スプロケット型送水用ボールコック
銅合金・FC 50 ～75

TS-5008
窓エルボ付ボールコック
銅合金・FC 75

※ハンドル角度は35ページのボールコック開閉位置をご確認ください。

ボールコック ボールコック Ball Valves



23※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-6001
消防ホース

TS-6002
吸管

TS-6003
ホースクランプ SCS

TS-7035
車輪止

TS-7036
東消型車輪止

TS-7037
吸管ロープ

TS-6004-Ａ
銅ストレーナー
40 ～150

TS-6044
ストレーナー（プラスチック）
65 ・75

TS-6005-Ａ
吸管用カゴ（籐）
40 ～150

TS-6005-B
吸管用カゴ（プラスチック）
40 ～150

TS-7025
枕木

TS-7034
東消型枕木

消防車積載品・その他 積載品 Loadings



24 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-7032
単口引上式スタンドパイプ
アルミ合金　65

TS-7040
東消型スタンドパイプ
アルミ合金　65

TS-7033
吸管離脱器
アルミ合金　75 ・90 ・100

パイプと放水口側の間にフレキ
シブル管を接続し給水栓にか
かる放水時の反動による負荷
を軽減しています。ホース接続
口は差込式への変更など各種
できます。

TS-7026
大箱回し
L-800、1,100

TS-7029
消火栓キー T型

TS-7030
消火栓キー 事故防止型
消火栓をあけた後、突然締まった際に足を挟
むなどの事故を防止します。取っ手部と横棒部
の間に消火栓フタをはさみストッパーとして
使用できます。

TS-7031
消火栓キー 大型

てこの原理を利用し、簡単にフタをあけること
が出来ます。

消防車積載品・その他 積載品 Loadings



25※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-4033
自衛噴霧ノズル

TS-6010
止水弁

TS-6011
署マーク
プラスチック 150
銅合金　　　150
銅合金 　　 100

TS-6012
団マーク
プラスチック 150
銅合金　　　 180

TS-6014
サーチライト　5½B～6½B

TS-6045
グリスポンプ

消防車積載品・その他 艤装品　　　 Equipment



26 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-6040-B
手摺金具（通） 60 ・100

TS-6040-A
手摺金具（止） 60 ・100

TS-6033
管鎗ハサミA　ZDC1

TS-6034
トビ口ハサミ

TS-6035
金テコハサミ

TS-6036
リニアーハサミ 50 ・65

TS-6037
管鎗立て 50 ・65 NBR

TS-6038
水口立て 合成樹脂

TS-6039
分水器立て 50 ・65

TS-6041-A
二段手摺（通）

TS-6041-B
二段手摺（コーナー）

TS-6042
三段手摺

TS-6043
コーナー手摺

TS-6033
管鎗ハサミB　銅合金

TS-6046
消火栓キーハサミ

消防車積載品・その他 艤装品　　　 Equipment



27※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-3029
計器用媒介
アルミ合金・銅合金　各種接手

TS-6021
真空円盤

TS-6023
消火栓圧力計
銅合金 　40 ～ 65

TS-6024
圧力計

TS-6025
真空計

TS-6026
連成計

TS-6019
ピトゲージ2点セット
ピト管（大）、圧力計（2.0Mpa、G⅜）
真空円盤、真空計（G⅜）

TS-6020
ピトゲージ小セット
ピト管（小）、圧力計（1.6Mpa、G¼）、スパナ

消防車積載品・その他 計測器類　　　 Gauges

（圧力計は付属していません） （真空計は付属していません） （圧力計は付属していません）



28 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-6027
東消型トビ口

TS-6028
東消型 長柄槍

TS-6029
東消型マンガ

TS-6030
東消型大斧

TS-6031
東消型金テコ

L-1,800

L-1,100

L-1,800

L-1,500・L-1,800

消防車積載品・その他 破壊器具　　　 Hand Tools



29※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-6007-A
手トビリング式

TS-6006
手トビセット台付

TS-6007-B
手トビフック式

※架台に文字を入れられますので別途ご相談ください。

消防車積載品・その他 破壊器具　　　 Hand Tools

昇進記念、退職・退団記念、1日消防署長等の記念品として最適です。

消防車積載品・その他 記念品 Mementos

TS-6009
斧

TS-6008
一般型鳶口

TS-6047
一般型ハンマー

TS-6032
一般型金テコ

L-1,800

L-1,100

L-800



30 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

省人力化等の問題からより軽いものを、とのご要求
に応え細部にこだわり軽量化を果たしており、様々な
付属品を取り付けられるスペースを作り、より現場で
使用しやすいように設計してあります。
車輌のサイズに合わせるため、サイズも数種類ご用
意しています。その他仕様については是非ご相談下
さい。

TS-8005
TS-119 軽量ホースカー

TS-119と同じ軽量鋼管を使用し軽
量化を図っています。ホース延長の
際の利便性を考えワンタッチで背面
扉が開けるようになっています。また
ホースの収容時のためにフタが着脱
可能な設計になっています。ホース6
本用と8本用の2種類があります。

TS-8007
TS-120 カノー式ホースカー

ホースカー ホースカー Hose Carts



31※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-8006
東消型ホースカー

形状はTS-120カノー式ホースカー 8本用と同じですが主要材料にアルミパイプを使用し、更なる軽量化を
行いました。より軽いホースカーをご要望の際には是非ご検討ください。

TS-0130
アルミ製カノー式ホースカー

左側の管鎗入れには、ホースクランプも収納できるように
なっています。

ホースカー ホースカー Hose Carts



32 ※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

TS-8020
レスキューキャリアカー

救助資機材を運ぶ専用の台車として開発しました。重さに耐えられるようにノー
パンクタイヤを採用し、中は資機材が取り出しやすいよう収納箱を取り付け、重さ
に耐えられるように脚も取り付けました。現在乗っているホースカーから積み替
えて出動できるようにハブ間等はTS-119ホースカートレッド915と同じに設計
しています。
〔積載例：ガス圧力調節器、足踏み式ポンプ、カメラ・伸縮自在棒、簡易破壊器具
（パール、ノコギリ、鉄線鋏等）、スプレッダー（縦約800×横260×高さ240）動
力ポンプ（縦約460×横390×高さ450）、エアーバッグ×3枚（縦600×横600
×高さ23、縦350×横600×高さ23、縦370×横370×高さ20）、可搬式ウイ
ンチ（縦150×横650×縦370）、鉄筋カッター（縦600×横100×高さ180）：
以上は例ですので他のものも積載することができます。〕

ホースカー 資材搬送車 Hose Carts



33※各商品の写真は現行の商品と異なる場合がございますので、ご了承ください。

らくらく119・120は補助動力付アシストホースカーで、乗用ホースカーと手引きホースカーの間に位置するホー
スカーです。ホースカーを引く際に坂道や悪路などでは、ハンドルについているスロットルを回せばアシスト機能
が作動して引く力を補助し、らくらく走れます。ホースだけでなく重い救助資機材の搬送としても活躍しています。
充電は家庭用100Vからできますので待機中に消防自動車に積載したまま充電が可能です。また満充電になりま
すと自動的に終了しますので過充電の恐れもありません。現場でバッテリーが切れてしまってもホイールインモー
ターが空回りするので手引きホースカーとしても使用できます。

TS-R119
らくらく119

TS-R120
らくらく120

100V 電源充電器差込口

ホースカー 補助動力ホースカー Power Assist Hose Carts
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技術資料 放水量 Technical Data
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技術資料 ボールコック Technical Data
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技術資料 結合金具 Technical Data
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技術資料 結合金具 Technical Data

（JIS B 9912）

（JIS B 9913）
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※出典：新消防機器便覧

技術資料 送水基準板 Technical Data



ご 紹 介
東京サイレン株式会社は消防資機材メーカーとして全製品を国内で製造しています。そのため修理など
のアフターメンテナンスが充実しております。またユーザー様のご意見を尊重し、お客様からの『声』を実現
するために製品開発に取り組んで参りました。今まで『創業より86年間 ※1』歩んで参りました弊社の歴史と
一部製品をYouTubeにアップロードしておりますので是非ご覧ください。　※1 令和2年7月において

純国産の安心
迅速なアフターサービス
日本人に合わせたスケール
YouTube内で『東京サイレン』と検索いただくか、下記QRコード読み取りにて製品動画をご覧いただけます。

東京サイレン株式会社のご紹介
●創業86年の信頼性。
●消防用噴霧ノズルの始まりといえるＮＭ可変噴霧ノズルの開発・発売。
●国内製造初のガンタイプノズルＮＭ－Ｖを開発・発売。

ガンタイプノズル　ＮＭ－Ｖシリーズ
●国産メーカーとして日本人の手に合わせた握り易いグリップによる体力消耗の軽減。
●0.5ＭＰa仕様により隊員様の体力、ポンプ、ホースなど資機材にかかる負担を軽減。
●ストッパー機構によりハンドル開閉誤作動による事故防止。
●ガンタイプノズル本体の元金具が回転（スイベル）することによりホースねじれを解消。

二又分水器（スイベル式）
●送水側ホースのねじれを気にすることなくホースを伸ばしても、元金具が回転（スイベル）
しねじれを解消。分水器の転倒、回転を気にすることなく効率のよい消火活動が可能。

電動アシストホースカー ＴＳ－Ｒ１２０
●アシスト機能で引く力を強力に補助し坂道や悪路などでも楽に引くことが可能。　
●シールドバッテリー採用で購入後のバッテリー液の補充が不要。
●小回りのきく二輪走行なので手引きホースカー同様凹凸の場所でも使用可能。
●カノー式ホースカーなので可倒式で収納した際、車の収納スペースを取らない。

ファイヤーヘルパーカート
●軽量鋼管型のホースカーと65A放水銃のセット。ホース、管鎗、ノズルを収納しておくこと
により、単体で移動しての消火活動が可能。
●移動時に便利なキャスター付きのため抜群の機動性。
●収納時には立てて置けるため、場所を取らずコンパクト。
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東京サイレン株式会社
（東松山工場）

美容室
フェアリー
美容室
フェアリー

光福寺光福寺

年輪福祉ホーム年輪福祉ホーム

東松山病院東松山病院

国
道
4
0
7
号
線

国
道
4
0
7
号
線

廣西
石材
廣西
石材

東松山工場案内図

バス停バス停

↓至東松山駅↓至東松山駅

至熊谷駅↑至熊谷駅↑ 東松山工場案内図

Company Profile

商 号

所 在 地

資 本 金

営業品目

◇

◇

◇

◇

東京サイレン株式会社

【本社】
東京都台東区上野3丁目17番5号
〒110-0005
電話：03-3833-9911
FAX:03-3836-1634
E-mail:sales@tokyo-siren.co.jp
URL:http://www.tokyo-siren.co.jp/

【王子工場】
東京都北区栄町45番11号
〒114-0005
電話：03-3913-4211
FAX:03-3913-0922

【東松山工場】
埼玉県東松山市岡486
〒355-0001
電話：0493-81-6377
FAX:0493-81-6382

92,500千円

●消防用機器　●消防用結合金具
●消防車積載機器　●消防車艤装部品
●船舶用消火設備機器　●サイレン
●プラント用消火設備機器

◇

◇

◇

◇

創 立

従業員数

役 員

取引銀行

昭和25年5月25日

70名

代表取締役
常務取締役
取締役
取締役

三菱UFJ銀行 上野支店
みずほ銀行 上野支店
商工組合中央金庫 本店
三井住友銀行 上野支店

小山 哲也
石川 裕一
梅本 貴仁
森本 浩司

《会社の概要》

文

松坂屋本館

石材屋

松坂屋南館
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