
散水・
消雪ノズル
Watering and Snow Melting Nozzle

品質の追求、経験と実績から
生み出された散水性能。
ヒートアイランド現象や粉じん対策、雪国には欠か

せない散水・消雪。ASANO散水・消雪ノズルは、過

酷な環境条件の下での長期使用、メンテナンスの

しやすさを追求し、独自の発想で開発・改良がされ

てきました。船舶、海上で使用される製品分野で

名を馳せた「ステンレスのASANO」だからできる、

耐久性、耐候性を十分に兼ね備えたラインアップ。

水の力が生み出してくれる生活の快適さと安全を

確実にお届けします。
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カタログの見方 材質の説明

製品についての注意事項

製品の探し方

製品情報の見方

カテゴリーで探す カタログの右端にあるカテゴリーインデックスから製品が探せます。
色分けされたカテゴリーや製品アイコンから、目的の製品が探しやすくなっています。

1

写真で探す
製品の写真で掲載ページが探せます。

写真索引 P008

2 品番で探す
製品の品番で掲載ページが探せます。

品番インデックス P364

3 品名で探す
製品の品名で掲載ページが探せます。

品名インデックス P374

4

●ステンレス鋼鋳鋼品

ステンレス金具（ステンレス滑車、連結金具、船舶艤装品、漁具、ワイヤーロープ）

ワイヤーテンショナー

ステンレス手摺

壁面緑化ワイヤーブラケットシステム

サイン・ディスプレイ（懸垂幕装置システム、ワイヤーディスプレイ）

落下防止・鳥害防除

ステンレス遊具（うんてい、ジャングルジム、ブランコ、鉄棒、ステンレス車止め）

テニスコート製品

散水・消雪ノズル

ステンレス鋳物受注生産

製品カテゴリー
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製品アイコン ※ステンレス金具のみ

メガネレンチ ハンマー

スパナ マイナス
ドライバー

プラス
ドライバー

六角レンチ

ペンチ

スパイキ製品写真品名 製品仕様品番

使用工具

寸法図

取り付け等に必要な工具を表示
しています。

このマークのある製品は特殊ス
テンレスを使用しています。

製品の材質や注意事項などを表示しています。

SCS1

SCS2

SCS11

SCS13

SCS14

SCS16

SCS18

SCS24

SUS410

SUS420J1

SUS329J1

SUS304

SUS316

SUS316L

SUS310S

SUS630

SCS13より強度はあるが耐食性に劣る。ローラー、機械部品など。

SCS1より焼入れ効果が大きく硬度あり。製紙関係、水処理関係など。

二相組織。耐摩耗性、耐孔食性に優れている。海水用ポンプ、各種産業部品など。

最も汎用的な材質。バルブ・ポンプ、建築資材、各種産業部品など。

SCS13より耐食性に優れている。バルブ・ポンプ、食品機械、各種産業部品など。

SCS14より耐粒界腐食性に優れている。化学、薬品機械部品など。

高温耐食性に優れている。化学機械部品など。

高い強度を持ち耐磨耗性に優れ、耐食性あり。製紙部品、機械部品など。

材質 相当する鋼材 特長および用途

●ステンレス耐熱鋼

SCH2

SCH11

SCH13

SCH22

─

─

（SUS309S）

（SUS310S）

ゴミ焼却炉ロストル（火格子）など。

ゴミ焼却炉ロストル（火格子）、キルン用金物、工業炉部品など。

一般的な耐熱鋼。炉床板、炉内金物、トレー、工業炉部品など。

耐熱性に優れ、高温耐久性が高い。耐熱ローラー、炉床台、スキッドレール、火葬炉部品など。

材質 相当する鋼材 特長および用途

①カタログに掲載されている製品は「業務用」です。「一般家庭用」ではありませんので製品の取り扱いには注意してくださ
い。また、製品本来の用途以外では使用しないでください。想定外の事故の原因になります。

②各製品の項目に記載されている寸法数値には多少の公差がございますのでご了承ください。

③カタログに記載されている製品の使用荷重は、安全に使用するための荷重を表していますので、使用荷重を超えるような
荷重をかけないでください。また、衝撃が加わると変形したり破断したりする場合がありますので、急激な衝撃を与えない
でください。

④人を吊ったり、人の頭上で使用するなどの人命に関わるような用途には使用しないでください。

⑤製品に変形や亀裂、磨耗等の異常が生じると破損する恐れがありますので、直ちに使用を中止し、製品を交換してください。

⑥製品のねじが緩んでいたり、ばねが利いていない状態で使用すると事故の原因になります。製品を使用する前に点検を行
なってください。

⑦製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると強度が低下し、破損する場合がありますので、正しい使い方で使用
してください。

⑧製品を故意に変形させたり溶接したり等、製品を改造して使用しないでください。想定外の事故の原因になります。

⑨ステンレス製品に異種金属を長時間接触させないでください。腐食の原因になります。

⑩酸やアルカリを用いる場所や急激な温度変化を伴う環境においては、製品の強度が低下する原因になります。そのような
環境では使用しないでください。

価格
（税抜）
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①カタログに掲載されている製品は「業務用」です。「一般家庭用」ではありませんので製品の取り扱いには注意してくださ
い。また、製品本来の用途以外では使用しないでください。想定外の事故の原因になります。

②各製品の項目に記載されている寸法数値には多少の公差がございますのでご了承ください。
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⑥製品のねじが緩んでいたり、ばねが利いていない状態で使用すると事故の原因になります。製品を使用する前に点検を行
なってください。

⑦製品に過度のねじれや曲げを与えた状態で使用すると強度が低下し、破損する場合がありますので、正しい使い方で使用
してください。
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環境では使用しないでください。

価格
（税抜）
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都市部における建物、道路の人工化により、年々深刻化するヒートアイランド現象。それを抑制する手段として、
ノズル散水による「打ち水」があります。ASANOノズルを用いることで省エネルギーを果たし、過ごしやすく
快適な環境を得ることができます。さらに、各種工場、集積施設などから近隣の住宅地への粉じん被害問題も、
ASANOノズルが解決します。また、雪国の厳しい路面環境で雪対策として実績があり、オールステンレス
の長寿命化設計となっています。より良い環境への配慮、そしてランニングコストを考える上でも
ASANOが大きなメリットを生み出します。

ヒートアイランド現象、粉じん防止の対策や雪道の快適、
安全にASANOノズルが貢献します。

［散水・消雪ノズルの用途・実例紹介］
駐車場の打水冷却の事例

打水
都市部のアスファルトへの散水は、夏
の日差しによる路面温度の上昇を抑
え、ヒートアイランド現象への対策効
果が期待できます。

神社参道の粉塵抑制の事例

粉塵
濡れた路面が土埃・粉塵を吸着。健康
被害や建築物への粉塵被害を抑止し
ます。地面に対して水平散水も可能で
歩行者にも配慮。

雪国の路面消雪の事例

消雪
積雪で悪化する冬場の路面状況を散
水消雪によって改善。雪国を快適に
過ごすための強度・耐食性に優れた
オールステンレス製ノズル。
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オールステンレス製にこだわったASANOの埋設ノズルは錆びにくく、埋設後のメンテナンスの手間も
軽減されます。特にASANOのノズルは調整弁もオールステンレスですので、シーズン初めの調整不良や
破損の恐れもなく、維持管理を含めたランニングコストの削減にも繋がります。

ステンレス専門メーカーだからこそ実現できるこだわりの数々。

簡単内部清掃
十字ハンドルで調整弁をゆるめると
散水キャップが持ち上がり、散水孔
およびノズル内部の清掃ができます。

散水キャップ仕様変更
毎シーズンの取水能力の変化や道路
拡張等に合わせ、散水孔径・散水方
向の変更が可能です。

管内清掃
散水孔開閉式ノズルやキャップ着脱
式ノズルは、上部を開放することによ
り管内の清掃も可能です。

ゆるみ防止機能 散水方向の調節 電食対策ノズル
タイヤ等の圧力でキャップがゆるむ
とキャップ（調整弁）が浮き上がりね
じ部に集中荷重が加わることで調整
弁が破損する恐れがあります。ゆるみ
防止機構付ノズルは、圧力がキャッ
プに加わっても、キャップが浮き上が
らず加重はキャップのテーパ面に加
わり、調整弁に直接加わらないため
破損する恐れはありません。

路面に埋設後、散水キャップを任意
の方向に調整できるので舗装状況
（路面勾配・不陸地・埋設物）の堆積
状態に応じた融雪レベルの向上が図
れます。また、万が一散水方向を間
違って取り付けたり、ずれていても埋
設後の修正が可能です。

電食とは、互いに異なる金属と金属
が接触している場合に各々のイオン
化傾向の違いにより、電荷の移動が
行われる腐食のことです。例えば、食
塩水などの電解質溶液中に鉄と銅を
浸し、両方の金属を銅線で接続した
時、鉄は電解質溶液中に溶解し、銅の
表面で酸素の還元反応が行われま
す。いわゆる電流腐食（電食）が進行
します。進行度は微弱ですが、電食と
いう現象は地中でも起こります。当社
の電食対策ノズルは、接する管の間
にゴムスリーブ加工が施されている
ため、例えば鉄などのようにステンレ
スと違う金属が使用されていても電
食は起こりません。
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［埋設ノズル］
散水孔開閉式ノズル

散水孔は開閉仕様のため、孔詰まり
も簡単に清掃が可能でメンテナン
ス性に優れたノズル。30°、45°共に
専用本体をご用意しており、構成部
品も少なく耐久性に優れています。

TC-706

散水孔開閉式
オールラウンドノズル

これひとつで全ての用途に対応す
るオールラウンドシリーズ。TC-
701・TCL-701と本体を共通化し埋
設後でもTCシリーズ全ての散水形
態に変更可能です。

RIタイプ

散水孔開閉式ノズル
　（水平散水式）

水平散水で上方へ飛び上がらない仕
様により歩行者やクルマに直接水が
掛かりません。本体共通で散水角度 
0°/20°からお選びいただけます。メン
テナンス性・耐久性に優れています。

TC-705

迂回水路内蔵式ノズル

目詰まり飛散を軽減し一定の散水
距離を保つ、迂回水路内蔵式散水
ノズル。長年に渡り歩行者や家主を
悩ませていた飛散水をASANOのノ
ズルは軽減します。

TCH-706

散水キャップ着脱式ノズル

現場の状況に合わせて3つのタイプ
から選ぶことが可能で、変則的な散
水孔数にも対応のできるバリエー
ション豊かなシリーズ。また、埋設
後にRIタイプに変換も可能です。

TC-701

交換専用ノズル

通常ノズルよりも接続スリーブのス
トロークを延長することで、既設ツ
ノ管の長さに柔軟に対応ができる
交換専用ノズル。既設ノズルの交換
用に最適です。

TCA-701

ASANOノズルラインアップ

調整弁もオールステンレスで上部からの耐久性にも優れた安全安心タイプです。［一体型ノズル］

S-70
調整弁も
ステンレス製 S-60

調整弁も
ステンレス製 S-70L

調整弁も
ステンレス製

価格 ￥5,300（税抜）

価格 ￥5,300（税抜）

価格 ￥5,200（税抜）

価格 ￥4,800（税抜） 価格 ￥4,300（税抜） 価格 ￥6,300（税抜）

価格 ￥6,300（税抜）

価格 ￥6,300（税抜）

価格 ￥5,300（税抜）

価格 ￥8,500（税抜） 価格 ￥10,000（税抜）

TCL-701
［縦型］

TCL-701
［横型］
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［排泥製品］
排泥時融雪機能付
高機能排泥ドレン

排泥と融雪が同時に可能。シーズン中に砂詰まりの多い場所では調整弁で排
水量を調整し融雪しながら、砂やスケールも一緒に排出できます。また、ポン
プを止めずに排泥作業が可能なため一人でのメンテナンスも容易で、従来ド
レンのような上方向への排出ではなく横方向に排出するため作業者や周りの
人にも優しい仕様になっています。

AKD-50/65

［露出ノズル］

個別調整機能付露出ノズル

省スペース施工が可能な、業界唯一
の個別調整機能付露出ノズル。本
体正面に全ての機能を配置し、かつ
全てを内蔵することで前面フラット
形状を実現。これまでの露出ノズル
にはできなかった埋設施工にも対
応します。

散水機能付排泥ドレンノズル

配管末端部で砂詰まりが起きてもキャップを緩めるだけで管内、散水孔、ノズ
ル内全ての清掃が可能な画期的なモデルです。通常のノズルと異なり調整弁
を通過せず管内の砂等をダイレクトに排出。通常は普通の散水ノズルとして、
メンテナンス時は簡易ドレンとして、優れたメンテナンス性が特徴の散水機能
付排泥ドレンです。

TCS-706

価格￥32,500（税抜） 価格￥36,000（税抜）

価格 ￥6,300（税抜）

SP-W

価格￥7,000（税抜）

WFC-2
［横型］

価格￥11,000（税抜）

WFC-2
［縦型］

価格￥11,000（税抜）

WFC-1
［横型］

価格￥7,500（税抜）

WFC-1
［縦型］

価格￥7,500（税抜）

露出型散水ノズル

一般道や橋梁などの融雪、危険な
屋根の雪おろしや除雪の軽減はも
とより、夏場の屋根冷却や打水効果
も期待できます。

SP-180 （真鍮製）

価格￥3,500（税抜）
SP-360 （真鍮製）

価格￥3,600（税抜）
SP-T

価格￥5,000（税抜）

SP-1

価格￥5,000（税抜）
SP-2

価格￥5,000（税抜）
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［納入・使用実績］

●国土交通省東北地方整備局 各出先工事事務所　●国土交通省関東地方整備局 各出先工事事務所
●国土交通省北陸地方整備局 各出先工事事務所　●国土交通省中部地方整備局 各出先工事事務所
●国土交通省近畿地方整備局 各出先工事事務所　
●東日本高速道路株式会社　●西日本高速道路株式会社

新潟県　 県村上地域振興局／県新発田地域振興局／県新潟地域振興局／県新潟地域振興局津川地区振興事務所／県新潟地域
振興局新津地域整備部／県三条地域振興局／県長岡地域振興局／県十日町地域振興局／県南魚沼地域振興局／県魚
沼地域振興局／県柏崎地域振興局／県上越地域振興局／県糸魚川地域振興局／村上市役所／新発田市役所／新潟市
役所／三条市役所／燕市役所／見附市役所／長岡市役所／加茂市役所／五泉市役所／小千谷市役所／十日町市役所
／柏崎市役所／上越市役所／妙高市役所／魚沼市役所／南魚沼市役所／阿賀野市役所／糸魚川市役所／湯沢町役場
／津南町役場／弥彦村役場／阿賀町役場／聖籠町役場

富山県　 県富山土木センター／県富山土木センター立山土木事務所／県高岡土木センター／県高岡土木センター氷見土木事務
所／県高岡土木センター小矢部土木事務所／県砺波土木センター／県新川土木センター／県新川土木センター入善土
木事務所／県新川農村振興センター／富山市役所／高岡市役所／魚津市役所／滑川市役所／砺波市役所／小矢部市
役所／南砺市役所／黒部市役所／氷見市役所／下新川郡各町村役場／中新川郡各町村役場

石川県　 県県央土木総合事務所／県南加賀土木総合事務所／県石川土木総合事務所／県中能登土木総合事務所／県奥能登土
木総合事務所／金沢市役所／小松市役所／白山市役所／能美市役所／加賀市役所／かほく市役所／輪島市役所／中能
登町役場／羽昨郡各町村役場／河北郡各町村役場／鳳珠郡各町村役場

福井県　 県福井土木事務所／県三国土木事務所／県奥越土木事務所／県丹南土木事務所／県敦賀土木事務所／県小浜土木事
務所／県丹南農林総合事務所／福井市役所／越前市役所／鯖江市役所／敦賀市役所／勝山市役所／大野市役所／あわ
ら市役所／坂井市役所／南越前町役場／越前町役場／永平寺町役場
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京都府　京都府中丹広域振興局中丹西土木事務所　鳥取県　県東部総合事務所 
滋賀県　県長浜土木事務所／長浜市役所　
兵庫県　県八鹿土木事務所／県豊岡土木事務所／県新温泉土木事務所／香美町役場／新温泉町役場　
青森県　青森市役所／弘前市役所
秋田県　県仙北地域振興局／大仙市役所／大館市役所／角館市役所／横手市役所／北秋田市役所／湯沢市役所　
山形県　 酒田市役所／鶴岡市役所／米沢市役所／寒河江市役所／新庄市役所／尾花沢市役所／長井市役所／南陽市役所／

飯豊町役場／高畠町役場　
福島県　会津若松市役所／喜多方市役所／猪苗代町役場／只見町役場　群馬県　みなかみ町役場　
岐阜県　県古川土木事務所／飛騨市役所　
長野県　県北信建設事務所飯山事務所／飯山市役所／中野市役所／栄村役場 ＊そのほか民間多数　　　
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