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B株式会社 ���8���hｬyyﾘ��非金属 

株式会社C ��ﾔ�5ｨ985��ｲ�鋳造 

D株式会社 兒ﾘｼ���9V俯�4�8ｸ�ｸ7b�化学 

E株式会社 ���8ｬ(ｺｹf胃�YB�窯業 

F株式会社 刋ｩ:ﾘ���9YB�窯業 

G大学 仆9k�YB�教育 

H株式会社 �ｸｧx馼ｼiYH5ｸ8ﾘﾝ��I�兀B�機械 

株式会社I ��ﾙk�YH���9��ｺｸ��鉄鋼 

｣株式会社 ��ｹ�)YB�化学 

K株式会社 ��ﾙOXｵｨ��YB�電気 

し株式会社 ���8ｬ(ｺｹYB�鉱業 

M株式会社 豫(ｺｸ�8檍��化学 

EGO So一 ution
環境経営が新しい未来を創造する



DES-L
本製品は､

1.粉じん爆発の体感教育

2.粉じん爆発の確認

を目的とした体感教育機器です｡

本製品を使用して､粉じん爆発が起こらない粉体であっても､

粉じん爆発が絶対に起こらないことを保証するものでは

ありませんので､ご了承くださいますようお願い申し上げます｡

看仕様

型式番号 妊SRﾔﾂ�

電源 ��3���cS�����

消費電力 田�r�

製品寸法 兀ﾓ�c��陌ﾈﾗ3�c�ﾘ(+33��ﾖﾒ�

製品質量 ��6ｶr�

コード長(電源) 天ﾒ�

コード長(コントロールボックス) �6ﾒ�

エアーホース長 �6ﾒ�

ガラス円筒客室 田��6ﾓ2�

本機の上限濃度 �#��r���

放電エネルギー ���2�

～ 粉じん爆発体感教育機器の取扱いに関する合意奮 

株式会社(以下､甲という)と株式会社環境衛生研究所(以下､乙という)は､甲の発注書 

に遮づき､乙が甲に納入する粉しん爆発体感教育機器(以下,製品という)に間し､擁護の結 

果､以下の確認と合憲をした○ 

DES-し 

本製品は､JISZ8818の規勧こ通底したものではなく､体感教育を目的として設計製作 

されたもので､取り扱いに対する制限は以下の通りとする｡ 

試験粉体秤晶120mg 

使用ろ紙子キムワイプS-200｣相当日本クレシア製 

取扱い者の伐節理品から2m以上離れること 

製品の取扱い者に対して.乙よ｡取扱い研修を行か､これを受講し続を理解した者.{-ll 

下､研修修了者という)に修了証を発行する｡(納入時は無償とし､2回日からは有償とする○) 

怨品は､甲の事業所内で使用し､製品の研修修了者のみ取扱うものとする○ 

数品本体(エアーチューブ.ブラシ.接続コードは除く)の保寧または修理等は､乙に依 

煎する○甲が行なう賜合は､甲の責任において実施する○ 

6.本合惑乱こおける免責 

本合意聾に記載する製品の運転または甲が行なった保守.修理等に起因する災雷等が発生 

した場合､その勤王は甲が負うものとし､乙は韻昏賠償謝求を含め如何なる費任からも一切 

免責されるものとする｡ 

本合意疎締結の証として､木蒋2通を作成し､甲乙記名捺印のうえ各1通を保有するC 

(甲) (乙) 

林溶可 
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3.製品の研修

製品の取扱い者に対して､乙より取扱い研修を行なし＼これを受講し

機能を理解した者(以下､訊問珍了者という)に修了証稜揃〒する｡

(納入日動嫁菜償とし､ 2回目からは有償とする｡)

4艶話の運用

製品は甲の事業所内で使用し､製品の珊闇珍了者のみ取扱うもの

粉じん爆発体感器取扱教育修了証 

粉じん爆発体感器取扱教育を修了したことを証します 

2012年1月30日 

株式会社環境衛生研究所 
代表取締役社長林浩司 
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株式会社　環境衛生研究所　都田Lab.
〒431-2103　静岡県浜松市北区新都田1丁目6番2号

TEL(053)484-1475　FAX(053)484-1476

ホームページ　http:〟W.eiseiken.co.jpI

メールアドレス　Miyakoda_Lab@amano,co.jp

△ァtg/株式会社
本社/〒222-8558機浜南港北区大豆戸町275番地TEL(045)401-1441 ㈹ FAX(045)439-I 1 50

アマノホームページ　http : //www. amano. co. jp /

●札機支店
●盛岡営業所
●秋田営業所
●仙台支店
●山形営業所
●穏山支店
●水戸支店
●宇部害支店
●高時支店
●大雪支店
●埼玉嘱披店
●櫓　支　店
●千葉支店
●千嚢田儀営婁所
●東京支店
●東京It-キング支店

●錦糸町支店
●東京嘱境支店

(01 1 ) 865-4721

(01 9) 647-7866

(ole) 864cc56
(022) 244-21 91

(023) 6245830
(024) 932-5080

(029) 248-861 0

(028) 638-851 1

(027) 363-1 1 41

(048) 652-2461

(0489) 76-381 1

(04) 71 42-0830

(043) 23年161 1

(043) 234-1 61 1

(03) 3543･2251

(03) 33鳩-41 07

(03) 6859-3860

(03) 354341 1 2

●輔rJ-ノン朽ム如

●新宿支店
●鋪宿パーキング支店

●立川支店
●立間く-キング支店

●品川支店
●柏奈III支店
●楕奈IiI顔境支店
●横浜支店
●厚木支店
●葉沢営慕所
●静岡支店
●沼津営業所
●浜鉱支店
●新潟支店
●長岡営業所
●長野支店
●講訪営某所

(03) 6859-2700

(03) 5325-0300
(03)50254300
(042) 5224131
(042) 522-4131

(03) 5487-6620

(045) ㈱061

(045) 540鴨062

(045) 540も068

(046) 224501 1
(0466) 87-690 1

(054) 237-6181

(055) 922-6078

(053) 475-1 441

(025) 280-1 81 1

(0258) 23ml
(026) 268-21 80

(0266) 53-785 1

●全訳支店
●富山支店
●豊橋営業所
●豊田支店

S練馬焼
き鰯螺講
●四日市貴店
●岐阜支店
●京綿支店
●京厳粛蹟支店
●大阪支店
●大瓶環境支店
●近農It-キング貴店

●東大阪支店
●堺営業所
●神戸支店

(076) 240-3456

(076) 422-841 1

(0532) 32-331 5

(0565) 25-3560

(052) 723･1 171

(052) 723-1 1 20

(052) 723-1305

(052) 723-1 173

(059) 354-1651

(058) 273-0125

(075) 662-2171

(075) 662-2175

(06) 6531-991 5

(06) 6531-9131

(06) 653年9918

(06) 6789-8866

(072) 268-6306

(078) 371 -2345

●禰戸碍龍支店
●振蛤営業所
●岡山支店
●高松支店
●高知駐在所
●松山支店
●広さ支店
●広島環境支店
●松江営業所
●山口営業所
●北九州支店
●福岡支店
●福岡瑠境支店
●州Iトキン技官
●競本営楽所
●鹿児島営業所
●沖縄駐在所

(078) 371 -2345

(858燈認
(087) 866-8444

(088) 866-81 30

(089) 931-1 1 50

(082) 295-726 1

(082) 295-726 1

(0852) 249422
(083) 972･675 1

(093) 92 1 -0407

(092) 4736181
(092) 47361 99
(092) 452-21 23

(096) 369-1 71 1

(099) 267-21 10

(098) 858-721 2

●製品･サービス等の詳細についてのお問い合わせ､ご相談は下記支店･営業所まで｡

ご用命は信頼と実績の当店で


