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高高高粘粘粘性性性材材材料料料ををを含含含むむむ液液液体体体移移移送送送用用用とととのののたたためめめのののポポポリリリプププロロロピピピレレレンンンとととPVDFPVDFPVDFポポポンンンプププ。。。業業業務務務用用用のののみみみ
ヨヨヨーーーロロロッッッパパパにににおおおけけけるるる爆爆爆発発発性性性環環環境境境ののの場場場所所所でででののの使使使用用用ははは認認認可可可ささされれれててていいいままませせせんんん。。。

重重重要要要ななな安安安全全全上上上ののの説説説明明明
本マニュアルと修理/部品のマニュアルのすべての警告と説明をお読
みください。こここれれれらららののの説説説明明明書書書ををを保保保管管管しししてててくくくだだださささいいい。。。

最大使用圧量:125 psi (0.86 MPa, 8.6 bar)

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
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警告

警警警告告告
次の警告は、この機器のセットアップ、使用、接地、整備と修理に関するものです。感嘆符のシンボルは一般的な警告を行
い、危険シンボルは手順特有の危険性を知らせます。これらのシンボルが、この取扱説明書の本文に表示された場合、
戻ってこれらの警告を参照してください。このセクションにおいてカバーされていない製品固有の危険シンボルおよび警
告は、必要に応じて、この取扱説明書の本文に表示される場合があります。

警警警告告告
火火火災災災ととと爆爆爆発発発ののの危危危険険険性性性

作作作業業業場場場での、溶剤や塗料の気体のような、可燃性の気体は、火災や爆発の原因となることがあります。火
災と爆発を防止するために:

• 十分換気された場所でのみ使用するようにしてください。
• 表示灯やタバコの火、懐中電灯および樹脂製シート (静電アークが発生する恐れのあるもの) などのすべ
ての着火源は取り除いてください。

• 溶剤、ボロ巾およびガソリンなどの不要な物を作業場に置かないでください。
• 引火性の気体が充満している場所で、電源プラグの抜き差しや電気スイッチのオン/オフはしないで
ください。

• 作業場にあるすべての装置を接地してください。接接接地地地の説明を参照してください。
• 接地したホースのみを使用してください。
• 容器中に向けて引金を引く場合、ガンを接地した金属製ペール缶の縁にしっかりと当ててください。静電
気防止または導電性でない限り、ペールライナーは使用しないでください。

• 静静静電電電気気気火火火花花花ががが生生生じじじたたた場場場合合合、、、または感電したと感じた場合、操作を直ちに停止してください。。。お客様が問題
を特定し、解決するまで、機器を使用しないでください。

• 作業場に消火器を置いてください。
• すべての着火源は作業場から離れた方向に敷いてください。ダイヤフラムが破裂した場合、液体が空気
と共に噴き出る可能性があります。

静電荷は、清掃中にプラスチック部分に蓄積され、放電したり、可燃性物質を引火させる可能性があり
ます。火災と爆発を防止するために:

• プラスチック部分の清掃は換気が十分な場所でのみ行ってください。
• 乾いた布で清掃しないでください。
• 装置の作業場で静電ガンを操作しないでください。

加加加圧圧圧ささされれれたたた装装装置置置ににによよよるるる危危危険険険

漏れのある箇所、または破裂した構成部品から出た液体が目または皮膚に飛び散って、重大な怪我を生じ
る可能性があります。

• スプレーを中止する場合、または装置を清掃、点検、または整備する前に、圧圧圧力力力開開開放放放に従ってください。
• 装置を運転する前に、液体の流れるすべての接続個所をよく締め付けてください。
• ホース、チューブ、およびカップリングを毎日点検してください。摩耗または損傷した部品は直ち
に交換してください。
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警告

警警警告告告
装装装置置置誤誤誤用用用ののの危危危険険険性性性

装置を誤って使用すると、死亡事故または重大な人身事故を招くことがあります。

• 疲労しているとき、薬物を服用した状態、または飲酒状態で装置を操作しないでください。
• システム内で耐圧または耐熱定格が最も低い部品の、最高使用圧力または最高使用温度を超えないように
してください。すべての機器取扱説明書の技技技術術術デデデーーータタタを参照してください。

• 装置の接液部品に適合する液体または溶剤を使用してください。すべての機器取扱説明書の技技技術術術デデデーーータタタを
参照してください。液体および溶剤製造元の警告も参照してください。ご使用の材料に関する完全な情報
については、販売代理店または小売店より MSDS を取り寄せてください。

• 機器が通電中あるいは加圧中の場合は作業場を離れないでください。
• 装置の使用を終了する場合は、すべての装置の電源を切断し、圧圧圧力力力解解解放放放手手手順順順に従ってください。
• 毎日、装置を点検してください。メーカー純正の交換用部品のみを使用し、磨耗または破損した部品を直
ちに修理または交換してください。

• 装置を改造しないでください。装置を改造すると、機関の承認を無効にし、安全上の問題が生じる場
合があります。

• すべての装置が、それらを使用する環境用に格付けおよび承認されていること確認してください。
• 装置を定められた用途以外に使用しないでください。詳しくは販売代理店にお問い合わせください。
• ホースおよびケーブルを車両の通行する路面、鋭角のある物体、運動部品、加熱した表面などに近
づけないでください。

• ホースをねじったり、過度に曲げたり、ホースを引っ張って装置を引き寄せたりしないでください。
• 子供や動物を作業場から遠ざけてください。
• 適用されるすべての安全に関する法令に従ってください。

熱熱熱膨膨膨張張張ののの危危危険険険性性性

ホースなどの細い空間で加熱される液体は、熱膨張によって圧力が急激に増加することがあります。過度の
圧力は、装置の損傷や深刻な負傷の原因になります。

• 加熱時にはバルブを開いて液体の膨張を回避してください。
• ホースは運転状況に応じて、一定の間隔で、積極的に交換してください。

プププラララスススチチチッッッククク部部部品品品ののの洗洗洗浄浄浄溶溶溶剤剤剤ののの危危危険険険

多くの溶剤は、プラスチックの部品の品質を低下させ、故障に至らせる可能性があり、これは重度の人的傷
害または物的損害の原因になることがあります。

• プラスチックの構造用部品または圧力含有部品を洗浄する場合は、部品に適合する水性ベースの溶剤
のみを使用するようにして下さい。

• これと他のすべての機器取扱説明書における技技技術術術デデデーーータタタを参照してください。液体および溶剤の製造業者
によるMSDS および推薦事項をお読みください。
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警告

警警警告告告
有有有毒毒毒ななな液液液体体体まままたたたははは気気気体体体ののの危危危険険険性性性

有毒な液体や蒸気が目に入ったり皮膚に付着したり、吸込んだり、飲み込んだりすると、重傷を負った
り死亡する恐れがあります。

• MSDS (材料安全データシート) を参照して、ご使用の液体の危険性について認識するようにしてください。
• 作業場所から排気する経路を決めてください。ダイヤフラムが破裂した場合、液体が空気中に飛び散
る可能性があります。

• 有毒な液体は保管用として許可された容器に保管し、破棄する際は適用される基準に従ってください。

火火火傷傷傷ののの危危危険険険性性性

加熱された装置表面および液は、運転中非常に高温になります重度の火傷を避けるためには:

• 加熱した液体または装置に触らないこと。

作作作業業業者者者ののの安安安全全全保保保護護護具具具

作業場にいる際、目の怪我、難聴、毒性ガスの吸引、および火傷を含む大怪我から自身を守るために、適
切な保護具を身につける必要があります。この保護具は以下のものを含みますが、必ずしもこれに限定
はされません。

• 保護めがねと耳栓。
• 液体と溶剤の製造元が推奨する呼吸マスク、保護服、および手袋。
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発注情報

発発発注注注情情情報報報

最最最寄寄寄りりりののの販販販売売売代代代理理理店店店ををを見見見つつつけけけるるるにににははは

1. www.graco.com に移動します。

2. 購購購入入入先先先をクリックして、販販販売売売代代代理理理店店店ロロロケケケーーータタターーーを
使用します。

新新新しししいいいポポポンンンプププののの構構構成成成ををを指指指定定定すすするるるにににははは

販販販売売売代代代理理理店店店ににに電電電話話話でででごごご連連連絡絡絡くくくだだださささいいい。。。

まままたたたははは

オオオンンンララライイインンン HuskyHuskyHusky セセセレレレクククタタタツツツーーールルルを 加加加工工工機機機器器器ページ
（www.graco.comwww.graco.comwww.graco.com）））ででで使使使用用用しししてててくくくだだださささいいい。。。

交交交換換換部部部品品品ののの注注注文文文

販販販売売売代代代理理理店店店ににに電電電話話話でででごごご連連連絡絡絡くくくだだださささいいい。。。

販販販売売売代代代理理理店店店向向向けけけののの注注注意意意

1. 新しいポンプやキットの部品番号を見つけるには、
オンライン Husky セレクタツールを使用します。

2. 交換用部品の部品番号を見つけるには:

a. ポンプにある ID プレートからの 構成番号を使
用します。Graco の 6 桁の部品番号しかない場
合、セレクタツールを使用してそれに対応する
構成番号を 見つけます。

b. 次のページの構成番号マトリックスを使用し
て、どの部品が各桁によって定義されているか理
解してください。

c. 修修修理理理///部部部品品品説説説明明明書書書 3A27143A27143A2714 ををを参参参照照照しししてててくくくだだださささいいい。。。
主要の部品図はページ で参照、部品/キットの
クイックリファレンスはページ で参照してく
ださい。注文情報の詳細については、必要に応
じて、これらの 2 ページのページリファレンス
に従います。

3. 注文するには、Graco カスタマサービスに電話し
てください。

関関関連連連ののの説説説明明明書書書
取扱説明
書番号

Title

3A2714 Husky 3300 空気圧式ダイアフラムポ
ンプ、修理/部品

6 334424F
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構成番号マトリックス

構構構成成成番番番号号号マママトトトリリリッッックククススス
識別プレート(ID)を確認して、ポンプの構成番号を調べてください。以下のマトリクスを使い、お客さまのポン
プ部品を特定してください。

サササンンンプププルルル構構構成成成番番番号号号 2200P2200P2200P---PP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPTPP01AP1PPPTFKPT

220022002200 PPP PPP P01AP01AP01A P1P1P1 PPPPPP PTPTPT FKFKFK PTPTPT
ポンプモ
デル

流体セク
ション素
材

ドラ
イブ
の種
類

センターセク
ションとエアバ
ルブ

液体カバーおよ
びマニホールド

シート ボー
ル

ダイアフラ
ム

マニホールドとシート
シール

ポポポンンンプププ 流流流体体体セセセクククシシショョョンンン
素素素材材材

ドドドララライイイブブブののの種種種
類類類

セセセンンンタタターーーセセセクククシシショョョンンンおおお
よよよびびびエエエアアアバババルルルブブブ素素素材材材

用用用途途途 液液液体体体カカカバババーーーおおおよよよびびびマママニニニホホホーーールルルドドド

220022002200 PPP-
■

ポリプロピ
レン

PPP 空気圧 P01AP01AP01A ポリプロピレ
ン

標準ダイア
フラム

P1P1P1 ポリプロピレン製、センター
フランジ、ANSI/DIN

220022002200 FFF PVDF P01GP01GP01G ポリプロピレ
ン

オーバー・
モールドダ
イアフラム

P2P2P2 ポリプロピレン製、エンドフ
ランジ、ANSI/DIN

F2F2F2 PVDF、エンドフランジ、
ANSI/DIN

シシシーーートトト素素素材材材 ボボボーーールルル素素素材材材 ダダダイイイアアアフフフラララムムム素素素材材材 マママニニニホホホーーールルルドドドとととシシシーーー
トトトシシシーーールルル材材材料料料

PPPPPP■ ポリプロピレ
ン

FKFKFK FKM FKFKFK FKM PTPTPT■ PTFE

PVPVPV PVDF PTPTPT■ PTFE POPOPO■ PTFE/EPDM 外側被覆済み

SPSPSP■ サントプレー
ン

SPSPSP■ サントプレー
ン

PTPTPT■ PTFE/Santoprene 2 ピース

SSSSSS■ ステンレス鋼 SPSPSP■ サントプレーン

■ これらの材料は FDA による認定を受けていて、米国連邦規則集 (CFR) タイトル 21、セクション 177 を
満たしているか、腐食防止グレードのステンレス鋼で作られています。注注注：：：ゴム材料およびゴム状材料は
CFRタイトル 21、セクション177、パート177.2600に適合します; プラスチック材料はCFRタイトル 21、
セクション177、パート177.2600、177.1520、177.1550に適合します。
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設置

設設設置置置

一一一般般般情情情報報報

に示されている典型的な取り付け例は、システム
の構成部品を選択し、設置する際のガイドに過ぎ
ません。お客様の必要性に合ったシステムの設計
の支援が必要な場合は、Graco販売代理店にご相談
ください。Graco の純正部品とアクセサリのみを使
用してください。すべてのアクセサリのサイズ、
および圧力定格が適切で、システムの要求を満た
していることを確認して下さい。

テキスト内の参照文字、たとえば (A) は、図中の番
号に対応しています。

このポンプのプラスチック製の部品の色が異なっても、正
常です。色の違いは、ポンプの性能には影響しません。

フフファァァスススナナナーーーををを締締締めめめるるる

最初にポンプを使用する前に、すべての外部ファ
スナーを点検し、増し締めを行ってください。ト
ルクの指示, page 16に従うか、ポンプ上のトルク
タグを参照します。操作した初日の後は、ファス
ナーの増し締めを行ってください。

キキキャャャビビビテテテーーーシシショョョンンンののの減減減少少少のののたたためめめののの
ヒヒヒンンントトト

AODDポンプのキャビテーションで、吸引された
液体のバブルが形成され、崩壊します。頻繁で余
分なキャビテーションは深刻な損傷を生じさせる
恐れがあり、液体チャンバー、ボール、シートを
早い段階で穴を開けたり、損傷させる恐れがあり
ます。ポンプの効率が悪くなる場合があります。
キャビテーションの損傷と効率の低下はともに、
運用コストの上昇を招きます。

キャビテーションはポンプで送出された蒸気圧、
システム吸引圧、速度圧に依存しています。以下
の要素のいずれかを変更することによって、減ら
すことができます。

1. 蒸気圧を減少させます。ポンプ送出液の温度の低下

2. 吸引圧の上昇

a. サプライの液量と相対的にポンプの取り付け位
置を下げます。

b. 吸引パイプの摩擦長を減らします取り付け具に
より配管に摩擦長が長くなることを覚えておいて
ください。摩擦長を短縮するために取り付け具の
数を減らしてください。

c. 吸引パイプのサイズを増します。

注注注吸引液量はアウトレット作動圧力の25%を超える
ことはありません。

3. 液体速度を下げます。ポンプの循環速度を下げます。

ポンプの液体の粘性も非常に重要ですが、通常は、プロ
セスに依存する要素により制御され、キャビテーション
を減らすために変更することはできません。粘性のある
液体は、ポンプで送るのが難しく、キャビテーション
が生じやすい。

Graco はシステム設計にすべての上記の要素を考慮に入
れることをお勧めします。ポンプの効率を維持するため
に、必要なフローを達成するために必要なエア圧のみを
ポンプに供給してください。

Graco は、ポンプの性能を改善し、運用コストを下げる
ために、サイトに特定の助言を示すことができます。

ポポポンンンプププののの取取取りりり付付付けけけ

有毒な液体または気体から重傷を受けたり、命を落と
したりしないようにするには:

• 離れた場所で換気を行ってください。ポンプの排気
には、汚染物質が含まれている場合があります。排
気装置, page 11.を参照のこと。

• 加圧下で、ポンプを移動させたり持ち上げたりし
ないでください。ポンプが落下した場合、液体セク
ションが破壊する可能性があります。ポンプを移動
したり持ち上げる前に、必ず 圧力開放, page 14に
従ってください。

1. 壁面が、ポンプやホース、付属品の重量、操作中に
発生する圧力を支えることができることをお確か
めください。

2. すべてのマウントについて、ポンプがマウントの土
台を貫通するネジで固定されていることを確認し
てください。

3. 表面が平らでポンプがぐらつかないか確認します。

4. 操作や点検を簡単に行うために、エアバルブやエア
注入口、液体注入口、液体排出口が利用しやすい場
所にポンプを取り付けてください。

5. 紫外線に長期間曝されると、ポンプの天然のポリプ
ロピレン構成部分が劣化します。負傷や器具への
破損の可能性を防ぐ為に、ポンプあるいはプラス
チック構成部分を長期間にわたり直射日光に曝さな
いで下さい。
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設置

アアアクククセセセサササリリリ///構構構成成成部部部品品品ははは供供供給給給ささされれれままませせせんんん シシシススステテテムムム構構構成成成部部部品品品
A エア供給ライン J エアインレットポート (この図では見えない)
B ブリードタイプマスタエアバルブ (ご使

用のポンプの取り付けに必要な可能性
があります)

K エアアウトレットポートとマフラー

C エアフィルター/レギュレータアセンブリ L 液体吸入ポート
D マスタエアバルブ(保守用にフィルタ/レ

ギュレータを隔離する)
M 液体排出ポート

E 接地された、フレキシブルな液体供給
ライン

N キットの取り付け

F 液体排出バルブ（ポンプに必要な場合
がある）

G 液体シャットオフバルブ
H 接地された、フレキシブルな液体供給

ライン
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設置

シシシススステテテムムムののの接接接地地地

静電気火花による危険性を抑えるため、装置は必ず
接地してください。電気または静電気によるスパー
クによって、引火性や爆発性の蒸気が発生する可能
性があります。接地することで、配線を通して電流
を逃すことができます。

• 必必必ずずず、、、図図図のののよよようううににに液液液体体体シシシススステテテムムム全全全体体体ををを接接接地地地しししてててくくく
だだださささいいい。。。

• ポリプロピレン製と PVDF ポンプは、導電性ではな
く、可燃性液体とは使用しないでください。

• 地域の消防規則に従ってください。

ポンプを操作する前、以下で説明するようにシステムの
接地を行ってください。

• ポポポンンンプププ:::液液液体体体ががが真真真ののの地地地面面面へへへののの電電電気気気ののの通通通りりり道道道をををもももたたたせせせるるるこここ
とととににによよよりりり、、、液液液体体体シシシススステテテムムム全全全体体体ををを常に接地してください。

• エエエアアアおおおよよよびびび液液液体体体ホホホーーーススス：：：確実に接地されるよう、総
延長最大150 m (500フィート)の接地されたホースの
みを使用してください。

• エエエアアアコココンンンプププレレレッッッサササ：：：製造元の推奨事項に従ってくだ
さい。

• 液液液体体体供供供給給給容容容器器器：：：ご使用の地域の法令に従って下さい。

• 洗洗洗浄浄浄時時時ににに使使使用用用ささされれれるるる溶溶溶液液液缶缶缶:::ご使用の地域の法令に従っ
て下さい。接地済みの場所に置かれた導電性の金属缶
のみを使用して下さい。接地の連続性を妨げる紙や段
ボールのような導電性でない場所に容器を置かない
で下さい。

最初の取り付け後、システムの電気的導通を確認してか
ら、導通確認用の定期的スケジュールを作成し、適切な
接地が維持されているかご確認ください。

エエエアアアララライイインンン

1. エアフィルター/レギュレータアセンブリ(C)の取り
付けレギュレータは、液体圧力を制御します。液体
ストール圧は、エアレギュレータの設定と同じにな
ります。フィルタは、圧縮された給気から有害な泥
や湿気を取り除きます。

2. 流出タイプのマスタ･エア･バルブ（B)をポンプに近
い場所に設置し、閉じ込められた空気を開放するの
に使用します。バルブはポンプから容易に近づける
位置で、エアレギュレータの下流側に設置されてい
ることを確かめてください。

こもったエア圧によりポンプが不意に動き出すこ
とがあり、液体が飛散し、重大な人身事故の原因
となる場合があります。

3. 別のマスターエアバルブ (D) をエアホースすべての
上流側に設置し、清掃および修理中に絶縁する際に
使用します。

4. 接地済みのフレキシブルエアホース (A) をアクセ
サリと 3/4 npt(f) ポンプエアインレットの間に取り
付けます。
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設置

排排排気気気装装装置置置

毒性のある液体を汲み上げる場合、排気を、人間、動
物、食物取り扱い場所、およびすべての着火源から
離れた場所に排出する必要があります。該当するす
べてのコードに従ってください。

注注注
排気ポートは 1 インチ npt(f) です。排気ポート
を制限しないでください。排気ポートを制限す
ると、ポンプが不安定に操作される可能性があ
ります。

遠遠遠隔隔隔排排排気気気：：：

1. ポンプの排気ポート(K)からマフラー (U) を取り外
します。

2. 接地された排気ホース (S) を取り付けて、マフラー
をホースの反対側の端に接続します。排気ホースの
最大径は、26 mm (1 インチ) 内径 です。4.57 m (15
フィート) より長いホースが必要な場合は、直径がさ
らに大きいホースを使用します。ホースを鋭い角度
で曲げたり、ねじらないようにしてください。

3. ダイヤフラムが破損したときでも液体を受け止めら
れるよう、排気ホースの端に容器 (T) を設置します。
ダイアフラムが破損した際は、注入された液体が空
気とともに噴き出します。

A エア供給ライン K 排気ポート

B ブリードタイプマスタエアバルブ (ご使
用のポンプの取り付けに必要な可能性
があります)

S 接地済み排気ホース

C エアフィルター/レギュレータアセンブリ T 遠隔排気用容器

D マスタ・エア・バルブ（付属品用） U マフラー

J エアインレットポート (この図では見え
ない)
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設置

液液液体体体供供供給給給ララライイインンン

1. 接地された、フレキシブルなホース (E) を使用しま
す。システムの接地, page 10.を参照のこと。

2. ポンプへの注入口液圧が、排出口動作圧の25％以
上ある場合は、ボールチェックバルブが十分に素
早く閉じず、非効率的なポンプ操作をもたらしま
す。過度のインレット液圧はダイヤフラムの寿命を
縮めます。ほとんどの材料では、約 0.02-0.03 MPa
(0.21-0.34 bar、3 - 5 psi) が適切です。

3. 最大の吸い込み揚程（湿および乾）は、技術データ,
page 22を参照してください。最善な結果を得るため
には、ポンプを材料のソースにできるだけ近くポン

プを設置します。ポンプの性能を最大限に引き出す
ために、吸引要件を最小限に抑えます。

液液液体体体アアアウウウトトトレレレッッットトトララライイインンン

1. 接地された、フレキシブルな液体ホースを使用しま
す。システムの接地, page 10.を参照のこと。

2. 液体排出口近辺に液体排出バルブ (F) を取り付け
ます。

3. 液体排出ホースにシャットオフバルブ (G) を取り
付けます。
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設置

フフフララランンンジジジ接接接続続続

液体インレットとアウトレットポートは50mm（2
インチ）フェースを上昇。ANSI/DIN PN 10 フラン
ジ。以下のとおり、ポンプに50mm（2インチ）
のプラスチック製パイプを接続します。次のもの
が必要です。

• トルク･レンチ

• 調整可能レンチ

• 直径152 mm（6 インチ）、厚さ32 mm（1/8 インチ）
の PTFE ガスケット。直径121 mm（4.75 インチ）の
ボルトサークルに 4 個の直系 19 mm（0.75 インチ）の
穴と直径50 mm（2インチ）のセンター付き。

• 17 mm ( 5/8 インチ) x 76 mm (3 インチ) の長さのボ
ルト 4 個

• 17 mm ( 5/8 インチ) バネロックワッシャー 4 個

• 17 mm ( 5/8 インチ) フラットワッシャー 8 個

• 17 mm ( 5/8 インチ) ナット 4 個

1. 各ボルト (H) にフラットワッシャー (K) を配置しま
す。

2. ガスケットの穴 (G) とパイプフランジ (F) をポンプア
ウトレットフランジの穴 (E) と位置合わせします。

3. タイロッドのねじ山に潤滑剤を塗ります。穴を通じ
てボルトを取り付け、ワッシャー (K)、ロックワッ
シャー (J)、ナット (L) を通じてボルトを取り付け
ます。

4. レンチでナットを保持します。図の締め付けシーケン
スを参照し、ボルトを 20 から 30 ft-lb (27 - 41 Nm) で
締め付けます。過過過度度度のののトトトルルルクククででで締締締めめめななないいいでででくくくだだださささいいい。。。

5. ポンプインレットフランジに対して繰り返します。

Figure 1

D 50 mm (2インチ)液体インレットフランジ
E 50 mm (2 インチ) 液体アウトレットフラ

ンジ
F プラスチック製パイプフランジ
G PTFE ガスケット
H ボルト
J ロックワッシャ
K フラットワッシャ
L ナット

スレッドに潤滑油を塗り、 20 - 30 ft-lb (27
- 41 Nm) で締め付けます。過過過度度度のののトトトルルルククク
ででで締締締めめめななないいいでででくくくだだださささいいい。。。
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操作

操操操作作作

圧圧圧力力力開開開放放放

このシンボルが表示されるたびに、圧
力開放の手順に従ってください。

本装置は、圧力が手動で解放されるまでは、加圧状態
が続きます。皮膚や目などへの飛散など、加圧状態の
液体から生じる重大な怪我を避けるには、ポンプの動
作を止めた後と装置を清掃、点検、および整備する前
に、圧力解放に従ってください。

1. ポンプへのエア供給をシャットオフします。

2. 使用されている場合、分注バルブを開きます。

3. 液体ドレンバルブを開いて、液圧を抜きます。排液
を受けるために容器を用意します。

フフファァァスススナナナーーーををを締締締めめめるるる

最初にポンプを使用する前に、すべての外部ファ
スナーを点検し、増し締めを行ってください。ト
ルクの指示, page 16に従うか、ポンプ上のトルク
タグを参照します。操作した初日の後は、ファス
ナーの増し締めを行ってください。

最最最初初初ににに使使使用用用すすするるる際際際のののポポポンンンプププののの洗洗洗浄浄浄

ポンプは水中でテスト済みです。水が吸入する液
体を汚す場合は、対応した溶剤を使用して、ポン
プを十分洗浄してください。洗浄および保管, page
15.を参照のこと。

ポポポンンンプププののの稼稼稼動動動おおおよよよびびび調調調整整整

1. ポンプが適切に接地されているか確認してくださ
い。システムの接地, page 10.を参照のこと。

2. 取り付け金具が締まっているか確認してください。
雄ネジに対応するリキッドタイプネジシーラントを

使用してください。液体注入口および排出口の取り
付け金具をしっかりと締めてください。

3. 吸引チューブ（使用されている場合）を吸いこむ液
体に設置します。

注注注:::ポンプへの注入口液圧が、排出口動作圧の25％以
上ある場合は、ボール点検バルブが十分に素早く閉
じず、非効率的なポンプ操作をもたらします。

注注注
過度のインレット液圧はダイアフラムの寿命を
縮めます。

4. 液体ホースの末端を適切な容器内に設置します。

5. 液体排出バルブを閉じます。

6. エアレギュレータノブを取り外し、流出タイプ・マ
スタ・エア・バルブを開きます。

7. 液体ホースに分注装置がある場合は、開いたまま
にします。

8. ポンプが回転を始めるまで、エアレギュレータを
使ってエア圧をゆっくりと上げていきます。すべて
のエアがホースから押し出され、ポンプが吸い込む
まで、ポンプをゆっくりと回転させます。

注注注:::吸引するためには、ポンプを回転させるのにちょ
うど十分な程度で、可能な限り低いエア圧を使用し
ます。ポンプが予期したように吸引しない場合、エ
ア圧を下下下げげげままますすす。。。

9. 洗浄している際は、十分にポンプを起動させ、ポン
プとホースをよく洗浄します。

10. ブリード型マスターエアバルブを閉じる。

ポポポンンンプププシシシャャャッッットトトダダダウウウンンン

作業シフトの終わり、およびシステムを点検、調
整、洗浄、あるいは修理する前に、圧力開放, page
14に従ってください。
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メンテナンス

メメメンンンテテテナナナンンンススス

保保保守守守スススケケケジジジュュューーールルル

ポンプの保守履歴に従って、予防保守スケジュー
ルを立ててください。保守スケジュールは、ダイ
アフラムの欠陥が理由で流出や漏れを防ぐために
特に重要です。

注注注油油油

ポンプは工場でグリースが塗られています。パッ
キングの全寿命で、さらに潤滑が必要にならない
ように設計されています。通常動作環境では、イ
ンライン潤滑装置を追加する必要はありません。

ネネネジジジ接接接続続続部部部分分分はははしししっっっかかかりりり締締締めめめててて下下下
さささいいい

使用する前に、摩耗や破損がないかすべてのホース
を点検し、必要に応じ交換してください。すべて
のネジ接続部分がしっかり締められており、漏れ
がないかご確認ください。取り付けボルトを確認
してください。ファスナーを点検してください。
必要に応じ、ファスナーを締めるか、あるいは増
し締めを行ってください。ポンプの用途はさまざ
まですが、一般的なガイドラインは、2か月に1回
ファスナーの増す締めを行ってください。トルク
の指示, page 16.を参照のこと。

洗洗洗浄浄浄おおおよよよびびび保保保管管管

• 液の装置中での乾燥前、1日の作業終了時、保管前お
よび装置の修理前に洗浄します。

• 可能な限り最低圧力で洗浄します。コネクタからの漏
れをチェックし、必要に応じて締めます。

• 機器の濡れている部品と排出された材料に使用できる
溶剤を使ってください。

• 長期間保管する前に、ポンプを常に洗浄し、圧力を
開放してください。

注注注
吸いこむ液体がポンプ内で乾燥や凝固したり、
破損を与えるのを防ぐため、ポンプを頻繁に洗
浄してください。
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トルクの指示

トトトルルルクククののの指指指示示示
液体カバーまたはマニホールドファスナーが緩んで
いる場合は、以下の手順を用いてトルクを与え、
シーリングを高めることは重要です。

注注注:::液体カバーおよびマニホールドファスナーに
は、ネジ山に適用されるネジ山固定接着パッチが
あります。このパッチが摩耗している場合、操作
中にネジが緩む可能性があります。ネジを新しい
ものと交換するか、medium- strength (blue) Loctite
または同等の製品をスレッドに塗ります。

注注注:::マニホールドの増し締めを行う前に、液体カ
バーを必ず完全に締めてください。

1. すべての液体カバーネジを少しずつ回し始めます。
ヘッドがカパーに接触するまで各ネジを回します。

2. 指定のトルクかつ十字形で、半回転またはそれ以下
の角度で各ネジを回します。

3. マニホールドにも同じ手順を繰り返します。

液液液体体体カカカバババーーーおおおよよよびびびマママニニニホホホーーールルルドドドフフファァァスススナナナーーー：：： 190
～ 220 in-lb (21 ～ 25 Nm)

4. 指定のトルクかつ十字形でエアバルブファスナーの
増し締めを行ってください。

エエエアアアバババルルルブブブフフファァァスススナナナーーー：：： 45 ～ 55 in-lb (5 ～ 6 Nm)

5. パイロット値を指定のトルクに締め直します。過過過度度度
のののトトトルルルクククででで締締締めめめななないいいでででくくくだだださささいいい。。。

パパパイイイロロロッッットトトバババルルルブブブ20 ～ 25 in-lb (2 ～ 3 Nm)

流流流体体体カカカバババーーーネネネジジジ

イイインンンレレレッッットトトとととアアアウウウトトトレレレッッットトトマママニニニホホホーーールルルドドドネネネジジジ

エエエアアアバババルルルブブブネネネジジジとととパパパイイイロロロッッットトトバババルルルブブブ
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メメメモモモ
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寸法

寸寸寸法法法

エエエンンンドドドフフフララランンンジジジモモモデデデルルル、、、ポポポリリリプププロロロピピピ
レレレンンンととと PVDFPVDFPVDF

ポポポリリリプププロロロピピピレレレンンン PVDFPVDFPVDF
AAA 25.1 イ

ンチ
63.8 セ
ンチ

25.2 イ
ンチ

64.0 セ
ンチ

BBB 28.7 イ
ンチ

72.9 セ
ンチ

28.8 イ
ンチ

73.2 セ
ンチ

CCC 31.7 イ
ンチ

80.5 セ
ンチ

31.8 イ
ンチ

80.8 セ
ンチ

DDD 3.6 イン
チ

9.1 セン
チ

3.6 イン
チ

9.1 セン
チ

EEE 12.0 イ
ンチ

30.5 セ
ンチ

11.7 イ
ンチ

29.7 セ
ンチ

FFF 25.6 イ
ンチ

65.0 セ
ンチ

25.3 イ
ンチ

64.3 セ
ンチ

ポポポリリリプププロロロピピピレレレンンン PVDFPVDFPVDF
GGG 19.8 イ

ンチ
50.3 セ
ンチ

19.8 イ
ンチ

50.3 セ
ンチ

HHH 7.0 イン
チ

17.8 セ
ンチ

7.0 イン
チ

17.8 セ
ンチ

JJJ 13.9 イ
ンチ

35.3 セ
ンチ

13.9 イ
ンチ

35.3 セ
ンチ

KKK 16.3 イ
ンチ

41.4 セ
ンチ

16.3 イ
ンチ

41.4 セ
ンチ

LLL 8.2 イン
チ

20.8 セ
ンチ

8.2 イン
チ

20.8 セ
ンチ
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寸法

セセセンンンタタターーーフフフララランンンジジジモモモデデデルルル、、、ポポポリリリプププロロロ
ピピピレレレンンン製製製のののみみみ

ポポポリリリプププロロロピピピレレレンンン
AAA 24.1 インチ 61.2 センチ
BBB 27.2インチ(690.9 69.1 センチ
CCC 30.3インチ 77.0 センチ
DDD 3.1 インチ 7.9 センチ
EEE 12.8 インチ 32.5 センチ
FFF 26.3 インチ 66.8 センチ

ポポポリリリプププロロロピピピレレレンンン
GGG 18.5 インチ 47.0 センチ
HHH 7.0 インチ 17.8 センチ
JJJ 13.9 インチ 35.3 センチ
KKK 16.3 インチ 41.4 センチ
LLL 8.2 インチ 20.8 センチ
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性能チャート

性性性能能能チチチャャャーーートトト

ボボボルルルトトトスススルルルーーーダダダイイイアアアフフフラララムムム

液液液圧圧圧
111 分分分当当当たたたりりりのののおおおよよよそそそのののポポポンンンプププサササイイイクククルルル

PSIPSIPSI
(Mpa(Mpa(Mpa、、、bar)bar)bar)

0 40
(151)

80
(303)

120
(454)

160
(606)

200
(757)

25 50 75 100 125

0

25
(0.17, 1.7)

50
(0.34, 3.4)

75
(0.52, 5.2)

100
(0.70, 7.0)

125
(0.86, 8.6)

A

B

C

D

液液液体体体流流流量量量 ——— lpmlpmlpm (gpm)(gpm)(gpm)

動動動作作作エエエアアア圧圧圧

125125125 psipsipsi (0.86(0.86(0.86 MpaMpaMpa、、、8.68.68.6 bar)bar)bar)

BBB
0.7 MPa (7.0 bar、100 psi)

CCC
0.48 MPa (4.8 bar、70 psi)

DDD
0.28 Mpa (2.8 bar、40 psi)

エエエアアア消消消費費費
111 分分分当当当たたたりりりのののおおおよよよそそそのののポポポンンンプププサササイイイクククルルル

チチチャャャーーートトトののの読読読みみみ方方方

1. チャートの下端に沿って流量の
位置を見つけます。

2. 垂直の線を、選択された動作エ
ア圧曲線との交差点までたどっ
てください。

3. 液体排出圧（上のチャート）
またはエア消費量（下のチャー
ト）を読むには、目盛を左側を
たどってください。

scfmscfmscfm
(Nm(Nm(Nm333///分分分.).).)

0

35
(1.0)

70
(2.0)

105
(3.0)

140
(4.0)

175
(5.0)

A

B

C

D

0 40
(151)

80
(303)

120
(454)

160
(606)

200
(757)

25 50 75 100 125

液液液体体体流流流量量量 ——— lpmlpmlpm (gpm)(gpm)(gpm)
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性能チャート

オオオーーーバババーーー・・・モモモーーールルルドドドダダダイイイアアアフフフラララムムム

液液液圧圧圧
111 分分分当当当たたたりりりのののおおおよよよそそそのののポポポンンンプププサササイイイクククルルル

PSIPSIPSI
(Mpa(Mpa(Mpa、、、bar)bar)bar)

A

B

C

D

0 40
(151)

80
(303)

120
(454)

160
(606)

200
(757)

31 62 93 124 155

0

25
(0.17, 1.7)

50
(0.34, 3.4)

75
(0.52, 5.2)

100
(0.70, 7.0)

125
(0.86, 8.6)

液液液体体体流流流量量量 ——— lpmlpmlpm (gpm)(gpm)(gpm)

動動動作作作エエエアアア圧圧圧

125125125 psipsipsi (0.86(0.86(0.86 MPa,MPa,MPa, 8.68.68.6 bar)bar)bar)

BBB
0.7 MPa (7.0 bar、100 psi)

CCC
0.48 MPa (4.8 bar、70 psi)

DDD
0.28 Mpa (2.8 bar、40 psi)

エエエアアア消消消費費費
111 分分分当当当たたたりりりのののおおおよよよそそそのののポポポンンンプププサササイイイクククルルル

チチチャャャーーートトトののの読読読みみみ方方方

1. チャートの下端に沿って流量の
位置を見つけます。

2. 垂直の線を、選択された動作エ
ア圧曲線との交差点までたどっ
てください。

3. 液体排出圧（上のチャート）
またはエア消費量（下のチャー
ト）を読むには、目盛を左側を
たどってください。

scfmscfmscfm
(Nm(Nm(Nm333///分分分.).).)

A

B

C

D

31 62 93 124 155

0

35
(1.0)

70
(2.0)

105
(3.0)

140
(4.0)

175
(5.0)

0 40
(151)

80
(303)

120
(454)

160
(606)

200
(757)

液液液体体体流流流量量量 ——— lpmlpmlpm (gpm)(gpm)(gpm)
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技術データ

技技技術術術デデデーーータタタ
ハハハスススキキキーーー716716716 ダダダイイイヤヤヤフフフラララムムムポポポンンンプププ

米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法
最高使用液圧 125 psi 0.86 MPa、8.6 bar
エア圧動作範囲 20 - 125 psi 0.14-0.86 Mpa、1.4-8.6 bar
エア注入口径 3/4 in. npt(f)
エア排気サイズ 1インチ npt(f)
液体インレットとアウトレットのサ
イズ (ANSI/DIN フランジ)

2 インチ 50 mm

最大吸引リフト (損傷したボールま
たはシート、軽量ボール、または極
端なサイクリング速度によりボール
がうまくはまらない場合には下げて
ください)

湿 :31 フィート
乾:16 フィート

湿 :9.4 m
乾:4.9 m

ポンプ圧送可能固体最大径 3/8インチ 9.5 mm
動作とストレージのための最低周囲
気温。
注注注:::極端な低温にさらされると、プ
ラスチック部品の損傷に至る場合
があります。

32° F 0° C

空空空気気気消消消費費費量量量
標準ダイアフラム 70 psi で 90 scfm、100 gpm 0.48 Mpa、4.8 bar、379 lpm

で 2.0 m3/分
オーバーモールドダイアフラム 70 psi で 75 scfm、100 gpm 0.48 Mpa、4.8 bar、379 lpm

で 2.1 m3/分
最最最大大大エエエアアア消消消費費費量量量
標準ダイアフラム 140 scfm 4.0 m3/分
オーバーモールドダイアフラム 157 scfm 4.4 m3/分
音音音響響響 (dBa)(dBa)(dBa)
音響出力は ISO-9614–2 に従って測定されました。音圧は装置から 1m (3.28 フィート) 離れて試験されました。

70 psi と 50 cpm で 95.25 4.8 bar と 50 cpm で 95.2音響出力
100 psi とフルフローで 101.8 7.0 bar とフルフローで 101.8
70 psi と 50 cpm で 87.3 4.8 bar と 50 cpm で 87.3音圧

100 psi とフルフローで 94.7 7.0 bar とフルフローで 94.7
111 サササイイイクククルルルあああたたたりりりののの流流流量量量
標準ダイアフラム 1.6 ガロン 6.1 リットル
オーバーモールドダイアフラム 1.3 ガロン 4.9 リットル
最最最大大大フフフリリリーーーフフフロロローーー放放放出出出
標準ダイアフラム 200 gpm 757 lpm
オーバーモールドダイアフラム 200 gpm 757 lpm
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California Proposition 65

最最最高高高ポポポンンンプププ速速速度度度
標準ダイアフラム 125回転/分
オーバーモールドダイアフラム 1 分あたり 155 サイクル
重重重量量量
ポリプロピレン 80 ポンド 36.3 kg
PVDF 106 ポンド 48.1 kg
接接接液液液材材材質質質
浸水部分には、シート、ボール、ダイアフラムオプション、ポポポリリリプププロロロピピピレレレンンンまままたたたはははPVDFPVDFPVDF、、、ポポポンンンプププののの構構構成成成
素素素材材材ををを含含含みみみままますすす。。。
非浸水外部部分 ステンレス鋼、ポリプロピレン

液液液体体体温温温度度度範範範囲囲囲

米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法ダイアフラム/ボール/シート素
材

ポリプロピレン
製ポンプ

PVDF ポンプ ポリプロピレン
製ポンプ

PVDF ポンプ

FKM フルオロエラストマー 32° ~ 150°F 32° ~ 225°F 0° ~ 66°C 0° ~ 107°C

ポリプロピレン 32° ~ 150°F 32° ~ 150°F 0° ~ 66°C 0° ~ 66°C

PTFEオーバーモールドダイア
フラム

32° ~ 150°F 32° ~ 180°F 0° ~ 66°C 0° ~ 82°C

PTFE チェックボール 32° ~ 150°F 32° ~ 220°F 0° ~ 66°C 0° ~ 104°C

PVDF 32° ~ 150°F 32° ~ 225°F 0° ~ 66°C 0° ~ 107°C

サントプレーン 32° ~ 150°F 32° ~ 180°F 0° ~ 66°C 0° ~ 82°C

2 ピース PTFE/サントプレーン
ダイアフラム

32° ~ 150°F 32° ~ 180°F 0° ~ 66°C 0° ~ 82°C

CaliforniaCaliforniaCalifornia PropositionPropositionProposition 656565
カカカリリリフフフォォォルルルニニニアアア州州州居居居住住住者者者

警警警告告告::: 発がんおよび生殖への悪影響 — www.P65warnings.ca.gov.
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GracoGracoGraco社社社標標標準準準保保保証証証

Graco は、直接お買い上げ頂いたお客様のご使用に対し、販売日時から、本ドキュメントに記載された、
Graco が製造し、かつ Graco の社名を付したすべての装置の材質および仕上がりに欠陥がないことを保証しま
す。Graco により公表された特殊的、拡張的または制限的保証を除き、販売日時から起算して 12 ヶ月間、
Graco により欠陥があると判断された装置の部品を修理、交換致します。この保証は装置がGracoが明記
した推奨に従って設置、操作、保守された場合にのみ適用します。

誤った設置、誤用、摩擦、腐食、不十分または不適切な保守、怠慢、事故、改ざん、またはGraco 製でない構
成部品の代用が原因で発生した一般的な消耗、あるいは誤動作、損傷、摩耗については、本保証の範囲外で
あり、Graco は一切責任を負わないものとします。また、Graco の装置と Graco によって提供されていな
い構成、付属品、装置、または材料の不適合、あるいは Graco によって提供されていない構成、付属品、
装置、または材料の不適切な設計、製造、取り付け、操作または保守が原因で発生した誤動作、損傷、ま
たは摩耗については、Graco は一切責任を負わないものとします。

本保証は、Graco 認定販売代理店に、主張された欠陥を検証するために、欠陥があると主張された装置が支払
済みで返却された時点で、条件が適用されます。主張された欠陥が確認された場合、Graco はすべての欠陥部
品を無料で修理または交換します。装置は、輸送料前払いで、直接お買い上げ頂けたお客様に返却されます。
装置の検査により材質または仕上がりの欠陥が明らかにならなかった場合は、修理は妥当な料金で行われま
す。 料金には部品、労働、および輸送の費用が含まれる可能性があります。

本本本保保保証証証ははは唯唯唯一一一のののももものののでででああありりり、、、商商商品品品性性性ののの保保保証証証あああるるるいいいははは特特特定定定ののの目目目的的的ににに関関関すすするるる適適適合合合性性性ののの保保保証証証ををを含含含むむむがががそそそれれれににに限限限ららられれれるるる
ももものののでででははは無無無いいい、、、明明明示示示あああるるるいいいははは黙黙黙示示示のののそそそののの他他他ののの保保保証証証ののの代代代わわわりりりとととなななるるるももものののででであああるるる。。。

保証契約不履行の場合のGraco社のあらゆる義務およびお客様の救済に関しては、上記規定の通りです。
購入者は、他の補償 (利益の損失、売上の損失、人身傷害、または器物破損による偶発的または結果的な
損害、または他のいかなる偶発的または結果的な損失を含むがこれに限定されるものではない) は得られ
ないものであることに同意します。補償違反に関連するいかなる行為は、販売日時から起算して 2 年以内
に提起する必要があります。

GracoGracoGracoににによよよっっっててて販販販売売売ささされれれててていいいるるるががが、、、製製製造造造ささされれれててていいいななないいい付付付属属属品品品、、、装装装置置置、、、材材材料料料、、、まままたたたははは部部部品品品ににに関関関しししてててははは、、、GracoGracoGraco
ははは保保保証証証ををを負負負わわわずずず、、、特特特定定定目目目的的的ににに対対対すすするるる商商商用用用性性性おおおよよよびびび適適適合合合性性性のののすすすべべべてててののの黙黙黙示示示保保保証証証ははは免免免責責責ささされれれるるるももものののとととしししままますすす。。。
Gracoにより販売されているが 当社製品でないアイテム(電気モータ、スイッチ、ホース等)は、上記アイ
テムの製造元の保証に従います。Gracoは、これらの保証違反に関する何らかの主張を行う際は、合理
的な支援を購入者に提供いたします。

いかなる場合でも、Graco は Graco の提供する装置または備品、性能、または製品の使用またはその他の販売
される商品から生じる間接的、偶発的、特別、または結果的な損害について、契約違反、補償違反、Graco の
不注意、またはその他によるものを問わず、一切責任を負わないものとします。

GracoGracoGraco ののの情情情報報報
Graco 製品についての最新情報には、www.graco.com に移動してください。
特許の情報については、www.graco.com/patents を参照してください。

注注注文文文にににつつついいいてててははは、Graco 販売代理店にお問い合わせください。または、電話にて最寄りの販売代理店をご
確認ください。

電電電話話話、、、612-623-6921または 無無無料料料通通通話話話、、、1-800-328-0211 フフファァァッッックククススス、、、612-378-3505

本文書に含まれる全ての文字および図、表等によるデータは、出版時に入手可能な最新の製品情報を反映しています。
グラコは、何時でも予告なく内容を変更する権利を有します。

オリジナル指示。This manual contains Japanese. MM 3A2587

GracoGracoGraco Headquarters:Headquarters:Headquarters:Minneapolis
海海海外外外拠拠拠点点点、、、Belgium, China, Japan, Korea

GRACOGRACOGRACO INC.ANDINC.ANDINC.AND SUBSIDIARIESSUBSIDIARIESSUBSIDIARIES ••• P.O.BOXP.O.BOXP.O.BOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MNMNMN 55440-144155440-144155440-1441 ••• USAUSAUSA
CopyrightCopyrightCopyright 2015,2015,2015, GracoGracoGraco Inc.Inc.Inc. すすすべべべてててのののGracoGracoGraco 製製製造造造場場場所所所ははは ISOISOISO 900190019001 ににに登登登録録録ささされれれててていいいままますすす。。。

www.graco.com
改訂 F、2021年2月
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