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確かな安全をお届けします。
信頼性の高い火災探知システムが船の安全を守ります。

信頼の技術　NHE火災探知システム

High reliable technology proven in on-site operation : NHE Fire Detection System
A highly reliable Fire Detection System shall guard your vessel against fire.

　かけがえのない人命・財産を火災から守る。この重大な使命

を担う火災探知装置には、何よりも信頼性が要求されます。

　平常時においては、システムの大小にかかわらずメンテナン

スが容易であること。火災発生時には、早期発見と迅速で確実

な通報が実行できること。また船舶搭載の技術基準を満たし、

耐震、耐衝撃・耐温湿度性に優れた構造が必要です。

　これらの諸条件に、NHEは最先端の技術と、これまでの豊か

な経験を結集して対応、より高度の安全体制が構築いただけ

る、高信頼性商品の最新鋭アドレッサブル型とCPU制御による

コンベンショナル型を用意しております。

■探知器■

　アドレッサブル型およびコンベンショナル型いずれの探知器

もFSSコード基準EN54を満たした探知器です。

　アドレッサブル型探知器（熱探知器と煙探知器）では、感度調

整が可能なアナログタイプを用意しております。探知器の設置

環境に合わせ、個別に設置環境に適した感度調整を容易に行う

ことができます。本質安全防爆型探知器は、煙探知器を用意し

ております。本質安全防爆型探知器も、感度調整機能があるた

め荷役による非火災報を削減することができます。

　コンベンショナル型では、各種熱探知器・煙探知器・赤外線式

炎探知器を用意しております。

　アドレッサブル型およびコンベンショナル型共に、あらゆる船

舶のニーズにお応えできるよう万全の準備をしております。

To protect your precious life and property against fire !!

Higher realibility must be required to Fire Detection System 

which bears this important mission.

　

To this end,  the following requirements should be needed:

　＊Easy maintenance, irrespective of the system size.

　＊To be secured a swift fire detection and a reliable alarm 

transmission

　＊Rugged machine structure which should satisfy technical 

standards required for shipboard equipments, and should 

have superior in "Vibration  resistance",  "Shock resistance" 

and "Moisture-proof efficiency"

　

In order to satisfy these requirements, NHE is ready to provide 

you with a variety of products line-up,  i.e.  new addressable 

type products as well as CPU-controlled Zone type (conventional 

type) products.

- Easy adjustment for sensitivity, to each detector's 

  installation environment

the 

副警報機/表示盤
Sub-alarm panel / Indicater Panel

定温式熱探知器

火災探知装置制御盤

●Intrinsically safe type detecter

   (Smoke detector)

- Easy adjustment for sensitivity, to each detector's 

  installation environment

FIRE DETECTION CONTROL PANEL
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本質安全防爆バリア装置

本質安全防爆
アナログ光電煙探知器表示盤

表示盤

表示盤
Indicator Panel

表示盤（壁掛）
Indicator Panel(Conventional)(Wall Type)

火災探知装置制御盤（位置識別機能付）（壁掛）
Fire Detection Control Panel(Addressable)(Wall Type)

火災探知装置制御盤（壁掛）
Fire Detection Control Panel(Conventional)(Wall Type)

火災探知装置制御盤（位置識別機能付）
Fire Detection Control Panel
(Addressable)

火災探知装置制御盤
Fire Detection Control Panel
(Conventional)

2842-OKB

2840-OKB

アドレッサブルシステム
Addressable System

コンベンショナルシステム
Conventional System

Intrinsically Safe
Barrier Unit

Intrinsically Safe
Barrier Unit

Intrinsically Safe Analog
Photoelectric Smoke Detector
Intrinsically Safe Analog

Photoelectric Smoke Detector
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本質安全防爆バリア装置
Intrinsically Safe
Barrier Unit

表示盤
Inidicator Panel

2842-OKB
定格電圧/電流　24V/10mA
Rated voltage/current
使用電圧範囲　15V～30V
Operation voltage range
防爆等級　Ex ia ⅡC T5X
ExCLASS　
保護等級　IP66
Protection rating

本質安全防爆アナログ光電煙探知器
Intrinsically Safe Analog 
Photoelectric Smoke Detector

2840-OKB
定格電圧/電流　16V/1.5mA
Rated voltage/current
監視時電流　0.3mA
Quiescent current
使用電圧範囲　15V～17.5V
Operation voltage range
防爆等級　Ex ia ⅡC T5X
ExCLASS　
保護等級　IP54(With OFZ-9002)
Protection rating

55

44 44

44

表示盤

作動時

5mA

DC24V

DC12V

DC28V

DC20V

DC24V

DC30V

DC20V

DC10V

DC24V/40mA

DC12V～30V

(117℃-EN54)
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