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Submersible mixer Series 

Features 

ShinMaywa Industries, Ltd. 

Overview (Technical principles, actions, etc.) 

•Save energy with pewerful agitation.Meet wide range of needs with 

various lineups.  
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ShinMaywa sbmersible mixer can be installed in 

various applications. 

With the variety of its lineups, we will address 

requirements for 

agitation, mixture and water flow generation in water-

related facilities, 

including sewage treatment, wastewater treatment of 

industry and water garden.  

ShinMaywa submersible mixer incorporates advanced 

technologies of ShinMaywa, 

through the experience of development of water 

treatment equipment. 

 

- High reliability and durability 

- Easy maintenance 

- Simple installation and adjustment 

【企業名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：16ポイント 
      太字 
   色 ：青 

【環境技術・製品等の名称】 
７ワード程度以内で分かり
やすく記載下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：24ポイント 
      太字 
   色 ：白 

【PRポイント】 
２０ワード以内で、海外企業に対し、技
術・製品を分かりやすく訴求できるポイ
ントを記入下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：14ポイント太字 
   色 ：黒 

【技術・製品等の特徴】 
技術・製品等の特徴を、３点程度箇条書き
で簡潔にPRして下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント太字 
   色 ：黒 

【技術・製品等の概要】 
技術・製品等の概要が分かるように、原理・
動作等をご記入下さい。（データや図表、写
真等も適宜ご利用下さい。） 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 

【適用分野】 
技術・製品を適用できる分野をご記入下さい。 

※自由記載で結構です。見た方が分かりやす
いものを記載ください。 
フォント：Ａｒｉａｌ Narrow 
サイズ ：6ポイント 
   色 ：青 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「特徴」から「概要」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって必要があ
れば変えていただいて結構です。 
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Example of Submersible Mixer Application at Waste Water Treatment Plant 

SM Series 0.25kW-15kW 



A0サイズ （841×1189mm） 

Effects 

ShinMaywa Industries 
International Business Group  

Sales & Marketing Dept., Fluid Div. 

http://www.shinmaywa.co.jp/ 

E-mail    overseas@shinmaywa.co.jp 

3-2-43, Shitte, Tsurumi-ku, Yokohama, 230-0003, Japan 

TEL +81-45-584-1322 FAX +81- 45-575-2286 

For Flow Controlling Tank of Pharmacautical Factory 
 
【Problem】 
Water level rising due to increase of inflow  was causing 
overload of aeration blower.  
 
【Our Proposal】 
Chainging the prevention measure for sludge 
sedimentation from "aeration" to "agitation".  
Output of submersible mixer is not  affected by water-
level changes and energy is also saved by its smaller 
motor output comparing to air blower.  
 
【Result】 
In this tank, pH-controlling has also been carried out  
at the same moment, but sometimes its failure leads to  
unstable performance of the facility. Submersible mixer  
also solved this problem by stabilizing pH.  

Introductory Track  Record 

【導入実績】 
技術・製品等の国内及び海外で
の導入実績、普及状況を箇条書
き形式にて記載下さい。 
（無い場合には、前頁の概要を引
き続き記載しても結構です。） 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
   色 ：黒 

【効果】 
技術・製品等の適用による効果の
概要が分かるように箇条書き形式
にて説明を記入下さい。 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：10.5ポイント 
    色：黒 

■図・写真・グラフ等は適宜入れて下さい。 
■「導入実績」から「効果」の間隔は、 
適当に変えていただいて結構です。 
■フォントサイズは文字数によって変えて 
いただいて結構です。 
 

問い合わせ先 【企業名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：16ポイント太字 
    色：黒 

問い合わせ先 【部署名】 
フォント：Ａｒｉａｌ  
サイズ ：9ポイント 
    色：黒 

問い合わせ先 
【URL】【E-mail】 【TEL】【FAX】 
フォント：Ａｒｉａｌ 
サイズ ：10ポイント 
   色 ：黒 

【住所】 
フォント：Ａｒｉａｌ 
サイズ ：8ポイント 
   色 ：黒 

Kansai-Asia Environmental and Energy-Saving Business Promotion Forum  (Team E-Kansai) 

Installing mixer 
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Model Submersible Mixer 

Output 1.5kW 

Quantity 2units／tank 

Total Output 3.0kW 

Before 

Model Air Blower 

Output 15.0kW 

Quantity 1unit／tank 

Total Output 15.0kW 

80% 
Down 

Export to over 50 countries  

mailto:overseas@shinmaywa.co.jp

