事業提案書
口蹄疫及び家畜緊急傳染病予防藥品の無人車兩防疫機(SOL-A1004)
21世紀の新成長グリㅡン産業の要は低炭素の環境にやさしいシステムが定着されなければなりません?
人?の基本的な食料の一つと言える韓國の優秀な畜産物の競爭力は?畜産農家及び關係公務員の弛まぬ努
力の結果維持されてきたと思います?ところが今回のポチョン地域で口蹄疫の感染が疑わし事例が發生す
るなど?環境の變化及び大氣汚染により家畜急性傳染病や口蹄疫が擴散する可能性が出ています。?この
樣な非常時及び常時の防疫を可能にしなければならないはずの防除機が寒波による凍結のため破損したり
?氷結ができて稼動しなかったり?ノズル管やノズルの老廢物によって稼動しないことが多?發生してい
ます?このため?初期緊急防疫及び防除の重要性に比べ裝備の稼克率が著しく低い狀態にあり?莫大な損
失を被っているのが今の現實です?
弊社はこの樣な弊害を根本的に解決した製品を考案しました?
寒波に襲われる冬場の溫度 0 ~ -40℃でも氷結が發生せず、消毒藥品と原水の希釋の際に發生する老廢
物を完全に除去した畵期的な方式で?季節を問わず一年中多目的用に使用できる製品です?

四季節用最新型の機械室の內部
一年中使用できる特殊無人車
兩防疫機SOL-A1004
品 名 四季節用 特殊無人車兩防疫機 SOL-A1004
AC220~380(V)? 75(A)セラミック高壓噴霧器?200(ℓ)液劑
タンク?原液供給定量ポンプ?エアㅡコンプレッサㅡ
ℓ/min) 3(HP) モㅡタㅡ?ポㅡトセンサㅡ?ルㅡプセンサㅡ
規 格 40(
?機械室外部(1300(W)×1100(L)×1500(H)(㎜) 0˚~25˚用
ヒㅡタㅡシステム?固定式側面?床噴射ノズル?車兩防止段差?
機械室重量180(kg)

→
↘

調達廳契約商品

無人車兩防疫機 Sol-A1004 (特許 第10-0571001號)

農林水産食品部長官賞

口蹄疫と疾病の予防が緊急なのに
まだ寒い冬場には防疫機を使用でき
ずにいますか?

℃の嚴しい寒さの中でも無人車兩による防疫作業が可能となる?
季節を問わず一年中使用できる多目的用の口蹄疫と疾病を予防する防疫機をご
郞驗ください!!
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噴射方法
SOL-POWER300

噴射方法

用 途 口蹄疫防止用?畜舍出入り用?緊急防疫境界線?畜舍の內部?外部の防疫
쪾 酷寒期 (0~-40℃)にも機械の凍結による破損がないため一年中使用できます?
쪾 特殊考案された機械室の裝置により?水タンクは周圍の溫度によって常に(30
) 以上に維持されます?
特 徵 쪾 ℃ノズルの老廢物や氷結により?ノズルが塞がる現象を强力なエニ自動
を發生
させることで完全に除去します?
쪾 機械室は移動式になっているため?どこでも設置することができます?

フッサラン(土愛)119 職人の誓い

一粒一粒黃金色に色付く穀物のように?常に農家の方?のために努力致します?

急性家畜傳染病!! これでシャットアウト!!

弊社の製品をお使いになって?一人の方でも使ってよかったと?使ってみて樂になったと思ってくだされば?それこそが眞なるフッサラン(土愛)119の成功です?
本社·購入及びアフタㅡサㅡビス : 京畿道平澤市振威面下北里251-7
大邱工場 : 大邱廣域市北區魯院洞3街194-3
Tel : 031-664-1190 Fax : 668-9823 H·P : 011-630-2851 本社·購入及びアフタㅡサㅡビス : 080-6070-119
http://www.powerspray.net / ハングルホㅡムペㅡジ : 흙사랑119.kr

移動型無人車兩防疫機 SOL-POWER300
四季節用最新型の機械室の內部
品 名 移動型無人車兩防疫機SOL-POWER300
AC220~380(V) 3(HP) 75(A)セラミック噴霧器?SET?原液
規 格 供給定量ポンプ?
1.5(HP)ファンモㅡタㅡ 円形噴射式ノズル
風 量 10560(㎥/h)
回轉數 1750(r?p?m) ポㅡトセンサㅡ?ルㅡプセンサㅡ
機械の外形 1200(W)×1100(L)×1800(MM)
重 量 170(kg)?0˚~25˚用ヒㅡタㅡシステム

→
↘

噴射方法

噴射方法

用 途 口蹄疫防止用?畜舍出入り用?緊急防疫境界線?畜舍の內部?外部の防疫
쪾 酷寒期 (0~-40℃)にも機械の凍結による破損がないため一年中使用できます?
쪾 特殊考案された機械室の裝置により?水タンクは周圍の溫度によって常に(30
) 以上に維持されます?
特 徵 쪾 ℃ノズルの老廢物や氷結により?ノズルが塞がる現象を强力なエニ自動
を發生
させることで完全に除去します?
쪾 機械室は移動式になっているため?どこでも設置することができます?

山火事鎭火用 口蹄疫 家畜疾病?自主式防疫機 農業經營者 關係公務員の方? ありがとうございます
ナラ市場契約商品
小型農業機械
系統契約商品
ㅡ
ㅡ
電動式 自主式 防除機及び自動ホ スリ ル
特許出願第 號
!

!

!!
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自主式防除機 ホㅡスリㅡルセット
車兩に移動可能

品 名 自主式防除機及び自動ホㅡスリㅡルセット
75A 自動噴霧器?４サイクル·ガソリン
ㅡ受動式?リモコン式 自動
適用範幇 エンジン?キ
ホㅡスリㅡル 高忘ホㅡス 100~200(M)
防除機?口蹄疫防除機?消
用 途 山火事鎭火用
毒藥品防除機?畜舍用?農藥撒布用
スチㅡルパイプ?高忘ホㅡス?75A自動
材 料 噴霧器?４サイクルガソリンエンジン、
リ
モコン自動ホㅡスリㅡル
自動噴霧器?リモコン式 自動高忘
構成方法 75A
ホㅡスリㅡル?自主式運搬カㅡ

親環境補助?還元事業ベスト商品
!! グリㅡン農業防除機の革命!!
防除機からオイルとグリㅡスが微生物榮養劑に混ざったまま防除をしていませんでしたか?
SOL-Power 200

環境に優しい便利な奬備?支援?賃貸機種ベスト商品

!!

環境にやさしい無公害農水畜産物が競爭力です?
ハウス·畜舍の內部で育つ生命!!
農林水産食品部長官賞
ハウス·畜舍の內部で作業される農業經營者の皆樣!!
防除·防疫機械の騷音?排煙?振動でストレスもたまり苦勞されたと思います!!
防除の際には?自主式無公害?無騷音?無排煙防除氣をお使い下さい
!!
ㅡで!!
農水畜産物運搬の際には自主式無公害?無騷音?無排煙運搬カ
ㅡ石二鳥の環境にやさしい無公害便宜奬置フッサラン(土愛)119?万能の賢いフッサラ
ン(土愛)119を是非お試し下さい!!
各種の家畜用ワクチンを噴射している樣子

ノㅡグリㅡス?セラミックピストン?無オイル皮バンキングのフッサラン(土愛)119新環境無グリㅡスセ
茸栽培施設?花卉農家?畜舍防疫?野菜の施設栽培などの防除の際
ラミック自動噴霧器が解決します?
ㅡ
に必ず選擇され?グリ ン農業の先頭走者になって下さい!!
Model

SOL-GA40A

角度の調節
角度の調節

度に自由自在に調節可能
度に自由自在に調節可能

90~180
90~180
90~180
90~180
90~180
90~180
90~180

SOL-GA75A

垂直噴射の樣子
垂直噴射の樣子

吐出量
32~42(ℓ/min)
63~101(ℓ/min)
忘 力
10~35(㎏/㎠)
10~45(㎏/㎠)
回轉數
700~1200(rpm)
750~1200(rpm)
動力 電氣 2(HP)/エンジン 5.5(HP) 電氣 3(HP)/エンジン 6.5~7(HP)
フランシャ26×30(mm)
32×32(mm)
水平噴射の樣子
水平噴射の樣子

SOL-GA40A~GA75A

セラミックピストン

山火事鎭火用全自動ホㅡスリㅡル

慣性制動ブレㅡキ雲着
特性

쪾今までの全ての機能は基本(ホㅡス整列雲置?卷取ヘッドの360度回轉リモコン送受信250M可能)
쪾リモコン使用の際に卷取り停止ボタンだけを使用?
쪾マニュアル操作の際にも簡單に卷腐み防止スイッチだけを使用(ホㅡスを解くために連續逆回轉しない
)
쪾電子クラッチ?レンチ?螺旋クラッチ等を使わず?獨自の技術であるノㅡクラッチ動力せん斷裝置採擇
(特許出願)
ㅡスリㅡルの中でホㅡスが解けて絡むのを防止するために强力なブレㅡキを裝着(特許
쪾慣性によってホ
出願) (ホㅡㅡスを解いて卷く時には?ブレㅡㅡキが自動解除される)ㅡ
쪾バッテリ の電源が弱い時は?コントロ ルボックスからブザ の音がなり?電源が强い時は3回停止
回轉を繰返して異常の有無を知らせる。
쪾ホㅡスを引っ張れば無負荷の狀態で解ける?

NO

クラッチ

SOL - B1004

ハウスなど密閉空間防除の樣子
ハウスなど密閉空間防除の樣子

촣
Model

SOL-803

防除機を分離した樣子
農水畜産物運搬の樣子
SOL-B1004 (ハウス用)
SOL-B1007 (受精用) SOL-B1008 (ハウス 路地用)

運搬カㅡ
バッテリㅡ DC24(V), 40(AH)
噴霧方式
バッテリㅡ DC12(V), 90(AH) エア-壓縮式
藥劑タンク
ステンレス 70(L)
1回充塡使用期間
4~6時間
外形のサイズ(cm) (ノズルの大きさは除く)
110(w)×45(L)×80(h)

步行方
エア-壓縮式
ステンレス 30(L)
AC供給 (無限)
40(w)×40(L)×50(h)

AC 220(V)

步行方
バッテリㅡ DC12(V), 90(AH) エア-壓縮式
ステンレス 70(L)
4~6時間
130(w)×110(L)×100(h)

姉妹品步行方噴霧器
SOL - B1005

