
修理／ 部品

SaniForce®SaniForce®SaniForce® 1040e1040e1040e 電電電動動動ダダダイイイアアアフフフラララ
ムムムポポポンンンプププ 3A4358R3A4358R3A4358R

JAJAJA

屋屋屋内内内のののサササニニニタタタリリリーーー用用用途途途ののの液液液体体体転転転送送送用用用特特特ににに明明明記記記ささされれれたたた場場場合合合以以以外外外ははは、、、爆爆爆発発発性性性環環環境境境まままたたたははは危危危険険険 (((分分分類類類))) 区区区域域域
でででははは使使使用用用しししななないいいでででくくくだだださささいいい。。。承承承認認認ペペペーーージジジ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。。。一一一般般般目目目的的的でででははは使使使用用用しししななないいいでででくくくだだださささいいい。。。

装装装置置置ののの使使使用用用前前前ににに、、、重重重要要要ななな安安安全全全ににに関関関すすするるる指指指示示示
本説明書および SaniForce 1040e の操作説明書にある全ての警告
および指示を読んでください。説説説明明明書書書ははは保保保存存存しししてててくくくだだださささいいい。。。

最高運転圧力に関しては、操作説明書
の性能チャートを参照ください。
承認を含め、モデルの情報は、6 ～ 8
ページを参照ください。
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警告

警警警告告告
次の警告は、この装置の設定、使用、接地、メンテナンスと修理に関するものです。感嘆符のシンボルは
一般的な警告を意味し、危険シンボルは手順特有の危険性を知らせます。これらの記号が、本取扱説明
書の本文または警告ラベルに表示されている場合には、警告についての説明を参照してください。こ
のセクションにおいて扱われていない製品固有の危険シンボルおよび警告が、必要に応じて、この取
扱説明書の本文に示されている場合があります

危危危険険険
重重重大大大ななな感感感電電電ののの危危危険険険性性性

この装置は 240V 以上で作動が可能です。この電圧に接触すると、死亡もしくは
重篤な怪我を生ずる場合があります。

• ケーブル接続を外したり、装置の修理を開始する前にメインスイッチの電源を
オフにし、電源を抜きます。

• この装置は、接地する必要があります。接地された電源にのみ接続してください。
• すべての電気配線は資格を有する電気技師が行う必要があります。ご使用の地域
におけるすべて法令および規則に従ってください。

警警警告告告
火火火災災災おおおよよよびびび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に、溶剤のような可燃性の蒸気が存在すると、火災や爆発の原因となることがあり
ます。装置を通って流れている溶剤は静電スパーク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、懐中電灯およびプラスチック製シート (静電スパークが発生する恐
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。

• 作業場にあるすべての装置を接地してください。接接接地地地ののの説説説明明明を参照してください。
• 溶剤、ボロ布類およびガソリンなどの異物を作業場に置かないでください。
• 可燃性の気体が充満している場所で、電源コード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。

• 接地済みの液体ラインのみを使用してください。
• 静静静電電電気気気放放放電電電ががが生生生じじじたたた場場場合合合、、、まままたたたははは感感感電電電しししたたたととと感感感じじじたたた場場場合合合、操作を直ちに停止してくださ
い。。。問題を特定し、解決するまでは、装置を使用しないでください。

• 作業場には消火器を置いてください。

静電気は、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た
りす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。
• 乾いた布で拭かないでください。
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警告

警警警告告告
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

装置、漏れまたは破裂した構成部品から出た流体は目または皮膚に飛び散り、重傷を
負う可能性があります。

• スプレー/吐出を中止する場合、または装置の洗浄、点検、整備を行う前には、圧圧圧力力力開開開放放放
手手手順順順に従ってください。

• 装置を操作する前に、液体の流れるすべての接続箇所を締めてください。
• ライン、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下さい。

装装装置置置誤誤誤用用用ににによよよるるる危危危険険険

誤用は死あるいは重篤な怪我の原因となります。

• 疲労状態、薬を服用した状態、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。全ての装置の説明書の技技技術術術仕仕仕様様様を参照してください。

• 装置の接液部部品に適合する液体と溶剤を使用してください。全ての装置の説明書の技技技術術術
仕仕仕様様様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。使用して
いる化学物質に関する詳しい情報については、販売代理店または小売店から安全デー
タシート (SDS) を取り寄せてください。

• 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。製造元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。

• 装置を改造または変更しないでください。装置を改造または変更すると、認証機関の承認
が無効になり、安全上の危険が生じる場合があります。

• 全ての装置が、それらを使用する環境用に認定され、承認されていることを確認し
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
わせ下さい。

• 液体ラインとケーブルは通路、鋭角のある物、可動部品、高温の装置からは離してく
ださい。

• 液体ラインラインをねじったり曲げすぎたりしないでください。また、装置を引っ張ると
きに、液体ラインを使用しないでください。

• 子供や動物を作業場から遠ざけて下さい。
• 適用される全ての安全に関する法令に従ってください。

加加加圧圧圧状状状態態態のののアアアルルルミミミニニニウウウムムム合合合金金金部部部品品品使使使用用用ののの危危危険険険性性性

加圧された装置内でアルミニウムと混合不可能な液体を使用した場合、深刻な化学反応
や装置の破裂を引き起こすことがあります。この警告に従わない場合、致死や重傷、
物的損害をもたらす可能性があります。

• 1,1,1-トリクロロエタン、塩化メチレン、その他のハロゲン化炭化水素溶剤、またはこれ
らを含む液体は使用しないでください。

• 漂白剤を使用しないでください。
• 他の多くの流体も、アルミニウムと反応する恐れのある化学物質を含んでいる場合があり
ます。適合性については、材料供給元にお問い合わせ下さい。
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警告

警警警告告告
熱熱熱膨膨膨張張張ののの危危危険険険性性性

ライン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。
• ラインは操作条件に応じて、一定の間隔で、プロアクティブに交換してください。

有有有毒毒毒ななな液液液体体体まままたたたははは蒸蒸蒸気気気ののの危危危険険険性性性

有毒な液体や気体が目に入ったり、皮膚に付着したり、それらを吸い込んだり、飲み込んだ
りすると、重傷を負ったり死亡したりする恐れがあります。

• 安全データシート (SDS) を参照して、使用している液体固有の危険性を把握しておい
てください。

• 有毒な液体は保管用として許可された容器に保管し、廃棄する際には適用されるガ
イドラインに従ってください。

火火火傷傷傷ののの危危危険険険性性性

運転中、機器の表面や流体は加熱されて非常に高温になる可能性があります。重度の火傷
を避けるためには:

• 高温の硫体や装置に触らないでください。

個個個人人人用用用保保保護護護具具具

作業場にいる際には、目の怪我、難聴、毒性ガスの吸入、および火傷を含む重傷事故か
ら身を守るために、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、必ずしもこれらに限定はされません。

• 保護めがねと聴覚保護。
• 液体および溶剤の製造元が推奨するレスピレーター、保護衣および手袋。
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FG ポンプ用構成番号マトリックス

FGFGFG ポポポンンンプププ用用用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

識識識別別別プププレレレーーートトト (ID)(ID)(ID) ををを確確確認認認しししててて、、、ポポポンンンプププののの構構構成成成番番番号号号
ををを調調調べべべてててくくくだだださささいいい。。。以以以下下下のののマママトトトリリリクククスススををを使使使いいい、、、おおお
客客客さささまままのののポポポンンンプププ部部部品品品ををを特特特定定定しししてててくくくだだださささいいい。。。

ポポポンンンプププををを受受受けけけ取取取っっったたたららら、、、配配配送送送ボボボッッックククスススにににあああるるる 999 文文文
字字字ののの部部部品品品番番番号号号ををを記記記録録録しししままますすす (((例例例えええばばば、、、SE3F.0014):SE3F.0014):SE3F.0014):

_______________________________________

まままたたた、、、交交交換換換部部部品品品注注注文文文時時時ににに役役役立立立つつつよよようううににに、、、ポポポンンンプププ IDIDID
プププレレレーーートトトににに構構構成成成番番番号号号ををを記記記録録録しししままますすす。。。

_______________________________________________________________________________________________________________

サササンンンプププルルル構構構成成成番番番号号号：：：1040FG1040FG1040FG---EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21EA04AS13SSPTPOPT21

104010401040 FGFGFG EEE AAA 04A04A04A S13S13S13 SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ポポポンンンプププ
モモモデデデルルル

接接接液液液面面面ののの
材材材料料料

駆駆駆動動動 セセセンンンタタターーー
セセセクククシシショョョ
ンンン材材材料料料

ギギギアアアボボボッッッ
クククスススおおおよよよびびび
モモモーーータタターーー

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

シシシーーートトト ボボボーーールルル ダダダイイイアアアフフフラララムムム マママニニニホホホーーールルル
ドドド OOO リリリンンン
グググ

認認認定定定

ポポポンンンプププ 接接接液液液面面面ののの材材材料料料 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材材材
料料料

モモモーーータタターーーとととギギギアアアボボボッッックククススス

104010401040 FGFGFG 食食食品品品機機機器器器用用用 EEE 電電電動動動 AAA アアアルルルミミミニニニウウウムムム 04A04A04A ギギギアアアボボボッッックククススス搭搭搭載載載標標標準準準 ACACAC 誘誘誘導導導
電電電動動動機機機

SSS ススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼 04B04B04B ブブブラララシシシレレレススス DCDCDC モモモーーータタターーー

04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 CCC ギギギアアアボボボッッックククススス‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5B5B5 フフフララランンンジジジギギギアアアボボボッッッククク
ススス‡‡‡

04G04G04G モモモーーータタターーーなななししし、、、ギギギアアアボボボッッックククスススななな
ししし

05C05C05C ブブブラララシシシレレレスススDCDCDCモモモーーータタターーー (((カカカーーートトト
取取取りりり付付付けけけシシシススステテテムムム用用用設設設計計計)))

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

シシシーーートトト材材材料料料 ボボボーーールルル材材材料料料 ダダダイイイアアアフフフラララムムム材材材料料料 マママニニニホホホーーールルルドドド
ガガガスススケケケッッットトト

認認認定定定

S13S13S13 トトトリリリクククララランンン
プププ、、、FGFGFG

SSSSSS 316316316 ススステテテンンンレレレ
ススス鋼鋼鋼

CWCWCW ポポポリリリクククロロロロロロプププ
レレレンンン加加加重重重

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
オオオーーーバババーーーモモモーーールルル
ドドド

PTPTPT PTFEPTFEPTFE 212121 JAJAJA 102041020410204
タタタイイイプププ 2.12.12.1

S14S14S14 DINDINDIN、、、FGFGFG PTPTPT PTFEPTFEPTFE PTPTPT PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
222 個個個

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 JAJAJA 102041020410204
タタタイイイプププ 3.13.13.1

SPSPSP サササンンントトトプププレレレンンン SPSPSP サササンンントトトプププレレレンンン
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HS と PH のポンプの構成番号マトリクス

HSHSHS ととと PHPHPH のののポポポンンンプププののの構構構成成成番番番号号号マママトトトリリリクククススス
識識識別別別プププレレレーーートトト (ID)(ID)(ID) ををを確確確認認認しししててて、、、ポポポンンンプププののの構構構成成成番番番号号号ををを調調調べべべ
てててくくくだだださささいいい。。。以以以下下下のののマママトトトリリリクククスススををを使使使いいい、、、おおお客客客さささまままのののポポポンンン
プププ部部部品品品ををを特特特定定定しししてててくくくだだださささいいい。。。

ポポポンンンプププををを受受受けけけ取取取っっったたたららら、、、配配配送送送ボボボッッックククスススにににあああるるる 999 文文文字字字ののの部部部
品品品番番番号号号ををを記記記録録録しししままますすす (((例例例えええばばば、、、SE3F.0014):SE3F.0014):SE3F.0014):

_______________________________________

まままたたた、、、交交交換換換部部部品品品注注注文文文時時時ににに役役役立立立つつつよよようううににに、、、ポポポンンンプププ IDIDIDプププレレレーーー
トトトににに構構構成成成番番番号号号ををを記記記録録録しししままますすす。。。

_______________________________________________________________________________________________________________

サササンンンプププルルル構構構成成成番番番号号号:::1040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT211040HS.ES04ASSASSPTPOPT21

104010401040 HSHSHS EEE SSS 04A04A04A SSASSASSA SSSSSS PTPTPT POPOPO PTPTPT 212121
ポポポンンンプププモモモ
デデデルルル

接接接液液液面面面ののの
材材材料料料

駆駆駆動動動 セセセンンンタタターーー
セセセクククシシショョョ
ンンン材材材料料料

ギギギアアアボボボッッッ
クククスススおおお
よよよびびびモモモーーー
タタターーー

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

シシシーーートトト ボボボーーールルル ダダダイイイアアアフフフラララムムム マママニニニホホホーーー
ルルルドドドガガガススス
ケケケッッットトト

認認認定定定

ポポポンンンプププ 接接接液液液面面面ののの材材材料料料 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材材材
料料料

モモモーーータタターーーとととギギギアアアボボボッッックククススス

104010401040 HSHSHS 高高高度度度サササニニニタタタリリリーーー EEE 電電電動動動 SSS ススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼 04A04A04A ギギギアアアボボボッッックククススス搭搭搭載載載標標標準準準 ACACAC 誘誘誘導導導
電電電動動動機機機

PHPHPH 医医医薬薬薬品品品 04B04B04B ブブブラララシシシレレレススス DCDCDC モモモーーータタターーー

04E04E04E NEMANEMANEMA 565656 CCC ギギギアアアボボボッッックククススス‡‡‡

04F04F04F IECIECIEC 909090 B5B5B5 フフフララランンンジジジギギギアアアボボボッッッククク
ススス‡‡‡

04G04G04G モモモーーータタターーーなななししし、、、ギギギアアアボボボッッックククススス
なななししし

05C05C05C ブブブラララシシシレレレススス DCDCDC モモモーーータタターーー (((カカカーーー
トトト取取取りりり付付付けけけシシシススステテテムムム用用用設設設計計計)))

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

シシシーーートトト材材材料料料 ボボボーーールルル材材材料料料 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
ガガガスススケケケッッットトト

証証証明明明書書書

SSASSASSA トトトリリリクククララランンン
プププ、、、HSHSHS ままま
たたたははは PHPHPH

SSSSSS 316316316 ススステテテンンンレレレ
ススス鋼鋼鋼

BNBNBN ブブブナナナ NNN BNBNBN ブブブナナナ NNN BNBNBN ブブブナナナ NNN 212121 JAJAJA
102041020410204 タタタ
イイイプププ 2.12.12.1

SSBSSBSSB DINDINDIN、、、HSHSHS
まままたたたははは PHPHPH

CWCWCW ポポポリリリクククロロロロロロプププ
レレレンンン加加加重重重

POPOPO PTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM
オオオーーーバババーーーモモモーーー
ルルルドドド

EPEPEP EPDMEPDMEPDM 313131 JAJAJA
102041020410204 タタタ
イイイプププ 3.13.13.1

FKFKFK FKMFKMFKM PSPSPS PTFEPTFEPTFE 222 ピピピーーー
スススサササンンントトトプププレレレ
ンンン

PTPTPT PTFEPTFEPTFE SPSPSP サササンンントトトプププレレレンンン

SPSPSP サササンンントトトプププレレレンンン
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承認

承承承認認認
承承承認認認

全全全てててのののモモモデデデルルルははは以以以下下下ののの承承承認認認:::

*** PTPTPT のののコココーーードドドのののあああるるるボボボーーールルル材材材料料料ととと組組組みみみ合合合わわわ
せせせれれれててていいいるるる POPOPO、、、PTPTPT まままたたたははは PSPSPS のののコココーーードドドががが
あああるるるダダダイイイアアアフフフラララムムム材材材料料料ががが以以以下下下ににに準準準拠拠拠:::

ECECEC 1935/20041935/20041935/2004

‡‡‡ コココーーードドド 04E04E04E まままたたたははは 04F04F04F のののポポポンンンプププははは以以以下下下
ののの承承承認認認::: IIIIII 222 GGG

ExExEx hhh IIBIIBIIB T3T3T3 GbGbGb

*** PTPTPT のののコココーーードドドのののあああるるるボボボーーールルル材材材料料料ととと組組組みみみ合合合わわわ
せせせれれれててていいいるるる PTPTPT まままたたたははは PSPSPS のののコココーーードドドがががあああるるる
ダダダイイイアアアフフフラララムムム材材材料料料ががが以以以下下下ににに準準準拠拠拠:::

クククラララススス VIVIVI

液液液体体体ににに接接接触触触すすするるるすすすべべべてててののの材材材料料料ははは FDAFDAFDA 準準準拠拠拠
でででああありりり、、、米米米国国国連連連邦邦邦規規規則則則集集集 (CFR)(CFR)(CFR) ににに適適適合合合ししし
ててていいいままますすす。。。

*** ECECEC 1935/20041935/20041935/2004 準準準拠拠拠のののポポポンンンプププにににははは、、、ECECEC規規規則則則へへへののの準準準拠拠拠ににに加加加えええててて、、、各各各国国国ののの法法法規規規ががが適適適用用用ささされれれるるるここことととがががああありりりままま
すすす。。。各各各国国国ののの法法法規規規ににに関関関すすするるる情情情報報報ををを調調調べべべ、、、こここれれれににに準準準拠拠拠すすするるるここことととははは、、、各各各ユユユーーーザザザーーーののの責責責任任任ででですすす。。。
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概要

概概概要要要
製製製品品品ララライイインンンははは、、、幅幅幅広広広いいいモモモデデデルルルののの電電電動動動式式式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ををを提提提供供供しししままますすす。。。こここのののセセセクククシシショョョンンンでででははは、、、入入入手手手でででききき
るるるモモモデデデルルルののの基基基本本本構構構成成成ををを示示示しししててていいいままますすす。。。

食食食品品品機機機器器器用用用

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

モモモーーータタターーータタタ
イイイプププ

コココンンントトトロロローーーラララーーー ギギギアアアボボボッッッククク
ススス

コココンンンプププレレレッッッサササ 承承承認認認オオオプププシシショョョ
ンンン

カカカーーー
トトト

はい - 120V なし いい
え*

はい - 240V いい
え*AC

VFD — 含まれていません。
VFD キット 16K911 (240V)
および 16K912 (480V)が入手
できます。

はい - モー
ターの部品

いいえ†
CE

いい
え*

はい - 120V なし はい

はい - 240V はいブラシレス
DC

Graco モーター制御 — 含ま
れます。 NEMA

いいえ† CE いい
え*

NEMA

アルミニウ
ムまたは
ステンレス
鋼

なし なし
IEC

なし ATEX & CE いい
え*

* カートキット 24Y923 が利用できます。†コンプレッサキット 24Y921 (120V) および 24Y922 (240V) が利用
できます。

高高高度度度サササニニニタタタリリリーーーまままたたたははは医医医薬薬薬品品品ポポポンンンプププのののモモモデデデルルル

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

モモモーーータタターーータタタ
イイイプププ

コココンンントトトロロローーーラララーーー ギギギアアアボボボッッッ
クククススス

コココンンンプププレレレッッッサササ 承承承認認認オオオプププシシショョョンンン カカカーーー
トトト

AC
VFD — 含まれていませ
ん。VFD キット 16K911
(240V) および 16K912
(480V) が入手できます。

はい -モー
ターの部
品

ブラシレス
DC

Graco モーター制御 — 含
まれます NEMA

いいえ† CE

NEMA

ステンレス鋼

なし なし
IEC

なし ATEX & CE

いい
え*

* カートキット 24Y923 が利用できます。†コンプレッサキット 24Y921 (120V) および 24Y922 (240V) が利用
できます。

キキキーーーポポポイイインンントトト:::

• ポンプは、AC モーター付きもしくはブラシレス
DC (BLDC)モーター付き、もしくはギアボックス
(モーターがすでに使用可能な用途に対し) だけを
搭載した状態で入手できます。

• Graco は全ての装置の電気回路について、モー
ターソフトスターターあるいは VFD (PN 16K911
あるいは 16K912) の使用を推奨します。いずれ

の構成部品を使用する場合も、正しい設置につ
いての製造者の推奨を参照してください。すべ
ての場合に、全製品が地域の法規に従って設置
されていることをご確認ください。

• BLDC モーターは、ポンプを搭載したGraco モー
ター制御によって制御されます。
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トラブルシューティング

トトトラララブブブルルルシシシュュューーーテテティィィンンングググ ••• 器器器具具具ををを点点点検検検まままたたたはははサササーーービビビスススすすするるる前前前ににに、、、
((( 圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順,,, pagepagepage 121212))) ににに従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。

••• 分分分解解解すすするるる前前前ににに、、、すすすべべべてててののの考考考えええららられれれるるる問問問題題題ととと原原原因因因
をををチチチェェェッッックククしししてててくくくだだださささいいい。。。

Gracoモーター制御のトラブルシューティングもしくはエラー情報に関しては、操作説明書(3A3167) を
参照ください。

問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決法法法

ポンプの運転が速過ぎるため、吸
引の前にキャビテーションが起こ
る。

モーターコントローラーの速度を低
下させる。(VFDもしくはGracoモー
ター制御)

センターセクションに空気圧がな
いか、もしくは空気圧が低すぎま
す。

ご使用の用途の条件に応じて、セン
ターセクションへ空気圧を加えてく
ださい。

チェックバルブボールがひどく摩耗
しているか、またはシートあるい
はマニホールドに挟まっている。

ボールおよびシートを交換してくだ
さい。

吸引圧の不足 吸引圧の上昇取扱説明書3A3167を
参照して下さい。

シートがひどく摩耗している。 ボールおよびシートを交換してくだ
さい。

排出口または注入口が制限されて
いる。

制限を解除します。

注入口の固定金具またはマニホー
ルドが緩んでいます。

締めます。

ポンプは回転するが、吸込
みおよび/もしくは汲み上げ
しない。

マニホールドOリングが損傷して
います。

O リングを交換します。

センター・セクションが過
剰に熱を帯びています。

ドライブシャフトが壊れています。 交換します。

チェックバルブボール、シート、
またはOリングが摩耗している。

交換します。

マニホールドのクランプまたは液
体カバーのクランプが緩んでいま
す。

締めます。

ポンプが、ストール時に液
体圧力を維持できない。

ダイアフラムシャフトボルトが緩
んでいる。

締めます。

モーターもしくはコントローラー
が不適正に配線されている。

マニュアルに従って配線する。ポンプが回転しない。

漏れ検出器(装着されている場合)が
トリップしている。

ダイヤフラムの破断がないか、もし
くは適正に取り付けられているか
チェックする。修理または交換しま
す。
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トラブルシューティング

問問問題題題 原原原因因因 解解解決決決法法法

吸引ラインが詰っている。 点検し、清掃します。

ボールが粘着性を帯びていないか、
漏れていないかチェックします。

清掃または交換します。

ポンプ流量異常

ダイアフラム（またはバックアッ
プ）が破裂している。

交換します。

ポンプから異常なノイズが
発生。

ストール圧力もしくはその値の近
くでポンプが作動している。

エアー圧を調整するか、ポンプ速度
を落とす。

取り付け金具が緩んでいます。 締めます。スレッドシーラントを点
検します。

Oリングもしくはシャフトシール
が、緩んでいるか損傷している。

交換します。

空気消費量が予想よりも高
い。

ダイアフラム（またはバックアッ
プ）が破裂している。

交換します。

吸引ラインが緩んでいます。 締めます。

ダイアフラム（またはバックアッ
プ）が破裂している。

交換します。

マニホールド、損傷したシート、
または Oリングが緩まっている。

マニホールドボルトを締めるか、
シートまたはOリングを交換しま
す。

液体中に気泡が存在する。

ダイアフラムシャフトボルトが緩
んでいます。

締めます。

マニホールドのクランプまたは液
体カバーのクランプが緩んでいま
す。

締めます。ポンプの接合部から外部に
液体が漏れている。

マニホールドOリングが摩耗して
います。

O リングを交換します。

GFCI がトリップしました。 GFCIからコントローラーを取り外
します。

供給電源に不具合がある。 電源の問題の原因を、特定し修理す
る。

コントローラーが故障もし
くは停止している。

動作パラメータを超えている。 説明書 3A3167 のイベントコードを
参照してください。

注注注、、、可変周波数装置(VFD)の問題に関しては、ご使用のVFDマニュアルを参照ください。Gracoモーター
制御の問題に関しては、取扱説明書を参照ください。
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修理

修修修理理理

圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順

この記号が表示されている箇所では、
圧力開放手順に従ってください。

本装置は、圧力が手動で開放されるまで加圧状
態が続きます。液体の飛散などの加圧状態の液
体から生じる重大な怪我を避けるには、吐出停
止時、ならびに装置を清掃、点検、および整備
する前に、圧力開放に従ってください。

1.1.1. ポポポンンンプププをををオオオフフフにににしししててて、、、シシシススステテテムムムののの電電電源源源ををを切切切っっっ
てててくくくだだださささいいい。。。

2.2.2. マママスススタタターーーエエエアアアバババルルルブブブ (J)(J)(J) ををを閉閉閉じじじてててポポポンンンプププににに対対対すすす
るるるエエエアアアををを遮遮遮断断断しししままますすす。。。

3.3.3. 液液液体体体ドドドレレレンンンバババルルルブブブ (L)(L)(L) ををを開開開いいいててて、、、液液液体体体圧圧圧力力力ををを抜抜抜
きききままますすす。。。廃廃廃液液液ををを受受受けけけるるるたたためめめににに容容容器器器ををを用用用意意意しししままま
すすす。。。

4.4.4. 空空空圧圧圧ユユユニニニッッットトト上上上のののポポポンンンプププ空空空気気気イイインンンレレレッッットトトバババルルルブブブ
(E)(E)(E) ををを閉閉閉めめめままますすす。。。

5.5.5. コココンンンプププレレレッッッサササ搭搭搭載載載装装装置置置::: バババルルルブブブををを作作作動動動さささせせせてててすすす
べべべてててののの残残残留留留しししたたた空空空気気気ををを抜抜抜きききままますすす。。。

チチチェェェッッックククバババルルルブブブののの修修修理理理

注注注意意意::: さまざまな材料の新しいチェックバルブボー
ル、ダイアフラム、マニホールド O リングにキッ
トをご利用いただけます。シートとマニホールド
O リングキットもご利用いただけます。

注注注意意意::: チェックボールが確実に着座できるよう、
ボールを交換する際には必ずシートを検査してく
ださい。シートは、表面に摩耗の兆候が見られた
場合など、必要に応じて交換してください。

チチチェェェッッックククバババルルルブブブののの分分分解解解

1.1.1. 圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順,,, pagepagepage 121212 ににに従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。
モモモーーータタターーーかかかららら電電電源源源ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。ガガガンンンのののエエエアアア
ララライイインンンととと液液液体体体ララライイインンンををを外外外しししままますすす。。。

2.2.2. マママニニニホホホーーールルルドドドクククララランンンプププ (6)(6)(6) ををを外外外ししし、、、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 (3)(3)(3) ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。

3.3.3. ボボボーーールルルチチチェェェッッックククバババルルルブブブアアアセセセンンンブブブリリリををを取取取りりり外外外しししままま
すすす。。。

a.a.a. 1040FG1040FG1040FG ででで、、、OOOリリリンンングググ (9)(9)(9)、、、シシシーーートトト (7)(7)(7)、、、おおお
よよよびびびボボボーーールルル (8)(8)(8) ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。

b.b.b. 1040HS1040HS1040HS ととと 1040PH1040PH1040PH ででで、、、ボボボーーールルルススストトトッッップププ
(8)(8)(8)、、、ガガガスススケケケッッットトト (9)(9)(9)、、、ボボボーーールルル (8)(8)(8) ををを取取取りりり外外外
しししままますすす。。。

4.4.4. イイインンン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 (4)(4)(4)、、、OOO リリリンンングググ (9)(9)(9)、、、
シシシーーートトト (7)(7)(7)、、、おおおよよよびびびボボボーーールルル (8)(8)(8) にににももも同同同じじじ作作作業業業ををを
行行行いいいままますすす。。。

5.5.5. 分分分解解解ををを続続続行行行すすするるるににに
ははは、、、ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの分分分解解解,,, pagepagepage 141414 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。。。

チチチェェェッッックククバババルルルブブブののの再再再組組組立立立ててて

1.1.1. すすすべべべてててののの部部部品品品ををを清清清掃掃掃ししし、、、摩摩摩耗耗耗まままたたたははは損損損傷傷傷がががななないいい
かかか点点点検検検しししままますすす。。。必必必要要要ににに応応応じじじててて部部部品品品ををを交交交換換換しししままま
すすす。。。

12 3A4358R



修理

2.2.2. 逆逆逆ののの手手手順順順ででで再再再度度度組組組立立立てててままますすす。。。図図図のののすすすべべべてててののの注注注ににに
従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。まままずずずイイインンンレレレッッットトトマママニニニホホホーーールルル
ドドドををを取取取りりり付付付けけけままますすす。。。ボボボーーールルルチチチェェェッッッククク(7(7(7～～～9)9)9)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（（（333、、、444）））ががが、、、表表表示示示ささされれれたたた内内内容容容
ととと完完完全全全ににに一一一致致致すすするるるよよようううににに組組組みみみ立立立てててららられれれててていいいるるる
ここことととををを確確確認認認しししてててくくくだだださささいいい。。。液液液体体体カカカバババーーー (2)(2)(2) ののの矢矢矢
印印印ははは、、、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 (3)(3)(3) ににに向向向けけけ
るるる必必必要要要がががああありりりままますすす。。。

1
両両両方方方のののカカカバババーーーののの上上上ののの矢矢矢印印印ははは、、、排排排出出出口口口マママニニニ
ホホホーーールルルドドドののの方方方向向向ににに向向向いいいててていいいなななけけけれれればばばいいいけけけ
ままませせせんんん。。。
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ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの修修修理理理

ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの分分分解解解

注注注::: ダダダイイイアアアフフフラララムムムキキキッッットトトははは、、、さささまままざざざまままななな材材材料料料やややススス
タタタイイイルルルでででごごご利利利用用用いいいたたただだだけけけままますすす。。。部部部品品品のののセセセクククシシショョョンンン
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。。。

1.1.1. 圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順,,, pagepagepage 121212ににに従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。
モモモーーータタターーーかかかららら電電電源源源ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。すすすべべべてててののの
ホホホーーースススををを外外外しししままますすす。。。

2.2.2. マママニニニホホホーーールルルドドドををを取取取りりり外外外
ししし、、、チチチェェェッッックククバババルルルブブブののの修修修理理理,,, pagepagepage 121212 ににに説説説明明明
ささされれれててていいいるるる方方方法法法ででで、、、ボボボーーールルルチチチェェェッッックククバババルルルブブブ
ををを分分分解解解しししままますすす。。。

3.3.3. 液液液体体体カカカバババーーーかかからららクククララランンンプププ (5)(5)(5) ををを取取取りりり外外外ししし、、、液液液体体体
カカカバババーーーをををポポポンンンプププかかかららら引引引ききき上上上げげげままますすす。。。

4.4.4. ネネネジジジををを緩緩緩めめめ、、、モモモーーータタターーーフフファァァンンンカカカバババーーーををを取取取りりり外外外ししし
ままますすす。。。手手手でででモモモーーータタターーーフフファァァンンンををを回回回転転転さささせせせててて、、、完完完全全全
にににピピピススストトトンンンををを一一一方方方ののの側側側ににに移移移動動動さささせせせままますすす。。。

注注注::: まままだだだポポポンンンプププがががモモモーーータタターーーににに固固固定定定ささされれれててていいいるるる
場場場合合合ははは、、、プププラララグググ (124)(124)(124) おおおよよよびびび OOO リリリンンングググ (134)(134)(134)
ももも取取取りりり外外外しししままますすす。。。101010 mmmmmmソソソケケケッッットトトををを使使使用用用ししし
てててシシシャャャフフフトトトををを時時時計計計方方方向向向ににに回回回しししピピピススストトトンンンををを一一一
方方方ののの側側側ににに移移移動動動さささせせせままますすす。。。ソソソケケケッッットトトはははスススムムムーーー
ズズズににに回回回転転転すすするるるはははずずずででですすす。。。[[[わわわずずずかかか 1.71.71.7 N•mN•mN•m (15(15(15
in-lb)in-lb)in-lb) のののトトトルルルククク]]]。。。よよよりりり大大大きききなななトトトルルルクククががが必必必要要要ななな場場場
合合合、、、停停停止止止さささせせせてててくくくだだださささいいい。。。モモモーーータタターーーををを外外外しししままま
すすす。。。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修修修理理理,,, pagepagepage 171717 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。。。

5.5.5. 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 (((POPOPOモモモデデデルルル)))

a.a.a. 露露露出出出しししたたたピピピススストトトンンンシシシャャャフフフトトトををを 5/85/85/8 in.in.in. レレレンンン
チチチのののレレレンンンチチチ平平平面面面部部部ででで支支支えええままますすす。。。ダダダイイイアアアフフフ
ラララムムム (12)(12)(12) ははは、、、手手手ででで回回回しししててて取取取りりり外外外せせせままますすす。。。
エエエアアア側側側ダダダイイイアアアフフフラララムムムプププレレレーーートトト (11)(11)(11) ををを取取取りりり
外外外しししままますすす。。。

b.b.b. ドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトトををを回回回転転転さささせせせてててピピピススストトトンンンををを
完完完全全全ににに一一一方方方へへへ動動動かかかしししままますすす。。。ACACAC モモモデデデルルルののの場場場
合合合、、、モモモーーータタターーーフフファァァンンンををを手手手ででで回回回しししてててピピピススストトトンンン
ををを動動動かかかしししててて下下下さささいいい。。。(((手手手順順順 444 ののの説説説明明明ををを参参参照照照くくく
だだださささいいい。。。))) 手手手順順順 5a5a5a ををを繰繰繰りりり返返返しししままますすす。。。

6.6.6. そそそののの他他他すすすべべべてててのののダダダイイイアアアフフフラララムムム

a.a.a. 露露露出出出しししたたたピピピススストトトンンンシシシャャャフフフトトトををを 5/85/85/8 in.in.in. レレレンンン
チチチのののレレレンンンチチチ平平平面面面部部部ででで支支支えええままますすす。。。15mm15mm15mmのののレレレ
ンンンチチチををを使使使っっっててて、、、シシシャャャフフフトトトボボボルルルトトト (15)(15)(15) ををを取取取りりり
外外外しししままますすす。。。ダダダイイイアアアフフフラララムムムアアアセセセンンンブブブリリリのののすすすべべべ
てててののの部部部品品品ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。

b.b.b. ドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトトををを回回回転転転さささせせせてててピピピススストトトンンンををを
完完完全全全ににに一一一方方方へへへ動動動かかかしししままますすす。。。ACACAC モモモデデデルルルののの場場場
合合合、、、モモモーーータタターーーフフファァァンンンををを手手手ででで回回回しししてててピピピススストトトンンン
ををを動動動かかかしししててて下下下さささいいい。。。(((手手手順順順 444 ののの説説説明明明ををを参参参照照照くくく
だだださささいいい。。。))) 手手手順順順 6a6a6a ををを繰繰繰りりり返返返しししままますすす。。。

7.7.7. 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ののの分分分解解解ををを続続続行行行すすするるるににに
ははは、、、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ののの分分分解解解,,, pagepagepage 171717 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。。。
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ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの再再再組組組立立立ててて

次次次のののペペペーーージジジののの図図図のののすすすべべべてててののの注注注ににに従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。
こここれれれらららののの注注注にににははは、、、重重重要要要ななな情情情報報報ががが含含含まままれれれててていいいままますすす。。。

注注注
再組み立て後は、ネジロック剤を 12 時間硬化さ
せるか、もしくはポンプの運転前にメーカーの
指示に従ってください。ダイアフラムシャフト
ボルトが緩んでいると、ポンプが損傷する場合
があります。

ヒヒヒンンントトト::: センターセクション (ドライブシャ
フト、ピストン、その他) の修理や点検を
する場合も、ダイアフラムを元に戻す前
に、 センターセクション修理, page 17 を参照く
ださい。

1.1.1. すすすべべべてててののの部部部品品品ををを清清清掃掃掃ししし、、、摩摩摩耗耗耗まままたたたははは損損損傷傷傷がががななないいい
かかか点点点検検検しししままますすす。。。必必必要要要ににに応応応じじじててて部部部品品品ををを交交交換換換しししままま
すすす。。。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がががきききれれれいいいででで乾乾乾燥燥燥しししててていいい
るるるここことととををを確確確認認認しししてててくくくだだださささいいい。。。

2.2.2. 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 (PO)(PO)(PO)

a.a.a. ダダダイイイアアアフフフラララムムムのののセセセッッットトトネネネジジジががが緩緩緩んんんででできききたたた
りりり、、、まままたたたははは交交交換換換すすするるる際際際ははは、、、永永永久久久固固固定定定ネネネジジジ
ロロロッッッククク剤剤剤 (((レレレッッッドドド))) をををダダダイイイアアアフフフラララムムムサササイイイドドドススス
レレレッッッドドドににに塗塗塗布布布しししままますすす。。。固固固定定定すすするるるまままでででダダダイイイアアア
フフフラララムムムのののネネネジジジををを締締締めめめままますすす。。。

b.b.b. エエエアアアサササイイイドドドプププレレレーーートトト（（（111111）））をををダダダイイイアアアフフフラララムムム
ににに組組組みみみ立立立てててままますすす。。。プププレレレーーートトトののの凸凸凸面面面側側側がががダダダイイイ
アアアフフフラララムムムににに面面面しししててていいいなななけけけれれればばばいいいけけけままませせせんんん。。。

c.c.c. ピピピススストトトンンンシシシャャャフフフトトトのののオオオスススネネネジジジ山山山ををを溶溶溶剤剤剤ににに軽軽軽
くくく浸浸浸しししたたたワワワイイイヤヤヤブブブラララシシシををを使使使っっっててて掃掃掃除除除しししててて、、、
残残残留留留しししててていいいるるるネネネジジジロロロッッッククク剤剤剤ををを取取取りりり除除除きききままま
すすす。。。ネネネジジジ山山山固固固定定定用用用プププララライイイマママーーーををを塗塗塗布布布ししし、、、
そそそれれれををを乾乾乾かかかしししままますすす。。。

d.d.d. 十十十分分分ににに掃掃掃除除除をををしししててて、、、次次次ににに中中中程程程度度度ののの強強強さささ (((青青青)))
のののスススレレレッッッドドドロロロッッッカカカーーーをををダダダイイイアアアフフフラララムムムアアアセセセンンン
ブブブリリリのののネネネジジジ山山山ににに塗塗塗布布布しししままますすす。。。

e.e.e. 露露露出出出しししたたたピピピススストトトンンンシシシャャャフフフトトトををを 5/85/85/8 in.in.in. レレレンンンチチチ
のののレレレンンンチチチ平平平面面面部部部ででで支支支えええままますすす。。。手手手でででででできききるるるだだだ
けけけ固固固くくくアアアセセセンンンブブブリリリをををシシシャャャフフフトトト固固固定定定しししままますすす。。。

f.f.f. ドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトトををを回回回転転転さささせせせてててピピピススス
トトトンンンををを完完完全全全ににに一一一方方方へへへ動動動かかかしししままますすす。。。ACACAC
モモモデデデルルルののの場場場合合合、、、モモモーーータタターーーフフファァァンンンををを手手手
ででで回回回しししてててピピピススストトトンンンををを動動動かかかしししてててくくくだだださささ
いいい。。。ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの分分分解解解,,, pagepagepage 141414ののの手手手順順順
444 ののの説説説明明明ををを参参参照照照くくくだだださささいいい。。。

g.g.g. そそそののの他他他のののダダダイイイアアアフフフラララムムムアアアセセセンンンブブブリリリにににももも同同同じじじ
手手手順順順ををを繰繰繰りりり返返返しししままますすす。。。

3.3.3. そそそののの他他他全全全てててのののダダダイイイアアアフフフラララムムム --- メメメタタタルルルポポポンンンプププ

a.a.a. 十十十分分分ににに掃掃掃除除除すすするるるかかか、、、もももしししくくくはははダダダイイイアアアフフフラララムムム
ボボボルルルトトト(14)(14)(14)ををを交交交換換換しししままますすす。。。OOOリリリンンングググ(15)(15)(15) ををを
取取取りりり付付付けけけままますすす。。。

b.b.b. 液液液体体体側側側プププレレレーーートトト (10)(10)(10)、、、ダダダイイイアアアフフフラララムムム (12)(12)(12)、、、
バババッッックククアアアッッップププダダダイイイアアアフフフラララムムム (13(13(13、、、搭搭搭載載載ささされれれててて
いいいるるる場場場合合合)))、、、エエエアアアサササイイイドドドダダダイイイアアアフフフラララムムムプププレレレーーー
トトト (11)(11)(11) ををを示示示ささされれれててていいいるるる通通通りりりボボボルルルトトトしししままますすす。。。

c.c.c. ピピピススストトトンンンシシシャャャフフフトトトのののオオオスススネネネジジジ山山山ををを溶溶溶剤剤剤ににに軽軽軽
くくく浸浸浸しししたたたワワワイイイヤヤヤブブブラララシシシををを使使使っっっててて掃掃掃除除除しししててて、、、
残残残留留留しししててていいいるるるネネネジジジロロロッッッククク剤剤剤ををを取取取りりり除除除きききままま
すすす。。。ネネネジジジ山山山固固固定定定用用用プププララライイイマママーーーををを塗塗塗布布布ししし、、、
そそそれれれををを乾乾乾かかかしししままますすす。。。

d.d.d. 中中中程程程度度度ののの強強強さささ (((青青青))) のののスススレレレッッッドドドロロロッッッカカカーーーをををボボボ
ルルルトトトのののネネネジジジ山山山ににに塗塗塗布布布しししてててくくくだだださささいいい。。。

e.e.e. 露露露出出出しししたたたピピピススストトトンンンシシシャャャフフフトトトををを 5/85/85/8 in.in.in. レレレンンンチチチ
のののレレレンンンチチチ平平平面面面部部部ででで支支支えええままますすす。。。ボボボルルルトトトをををシシシャャャ
フフフトトトにににねねねじじじ込込込みみみ、、、818181 ～～～ 959595 N•mN•mN•m (60(60(60 ～～～ 707070
ft-lb)ft-lb)ft-lb) のののトトトルルルクククををを加加加えええままますすす。。。

f.f.f. ドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトトををを回回回転転転さささせせせてててピピピススス
トトトンンンををを完完完全全全ににに一一一方方方へへへ動動動かかかしししままますすす。。。ACACAC
モモモデデデルルルののの場場場合合合、、、モモモーーータタターーーフフファァァンンンををを手手手
ででで回回回しししてててピピピススストトトンンンををを動動動かかかしししてててくくくだだださささ
いいい。。。ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの分分分解解解,,, pagepagepage 141414ののの手手手順順順
444 ののの説説説明明明ををを参参参照照照くくくだだださささいいい。。。

g.g.g. そそそののの他他他のののダダダイイイアアアフフフラララムムムアアアセセセンンンブブブリリリにににももも同同同じじじ
手手手順順順ををを繰繰繰りりり返返返しししままますすす。。。

4.4.4. 液液液体体体カカカバババーーーををを取取取りりり付付付けけけままますすす。。。各各各液液液体体体カカカバババーーーにににあああ
るるる矢矢矢印印印 (A)(A)(A) ははは、、、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ににに
向向向けけけるるる必必必要要要がががああありりりままますすす。。。取取取りりり付付付けけけクククララランンンプププ (5)(5)(5)
ををを締締締めめめままますすす。。。
注注注::: 組組組みみみ立立立てててやややすすすいいいよよようううににに、、、クククララランンンプププのののネネネジジジ山山山
部部部分分分ににに食食食品品品機機機器器器用用用防防防止止止潤潤潤滑滑滑剤剤剤ををを使使使用用用すすするるるこここととと
がががででできききままますすす。。。

5.5.5. チチチェェェッッックククバババルルルブブブとととマママニニニホホホーーールルルドドドののの再再再組組組みみみ付付付けけけ
チチチェェェッッックククバババルルルブブブののの再再再組組組立立立ててて,,, pagepagepage 121212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。。。
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修理

1 凸凸凸面面面側側側がががダダダイイイアアアフフフラララムムムににに面面面しししててていいいままま
すすす。。。

222 個個個 (((PSPSPS まままたたたははは PTPTPT))) モモモデデデルルル

2
中中中程程程度度度ののの強強強さささ (((青青青))) のののネネネジジジロロロッッッカカカーーーををを
ネネネジジジ山山山ににに塗塗塗布布布しししてててくくくだだださささいいい。。。

3 ダダダイイイアアアフフフラララムムムにににあああるるるエエエアアアサササイイイドドドのののマママーーー
クククははは、、、セセセンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググををを向向向いいいててていいい
るるる必必必要要要がががああありりりままますすす。。。

4 ネネネジジジががが緩緩緩んんんででできききたたた場場場合合合、、、あああるるるいいいははは交交交換換換
ののの際際際ははは、、、永永永久久久（（（赤赤赤）））ネネネジジジ山山山ロロロッッッカカカーーーををを
ダダダイイイアアアフフフラララムムム側側側のののネネネジジジ山山山ににに塗塗塗布布布しししままま
すすす。。。中中中程程程度度度 (((青青青))) のののネネネジジジ山山山ロロロッッッカカカーーーををを
シシシャャャフフフトトト側側側のののネネネジジジ山山山ににに塗塗塗布布布しししままますすす。。。

5
最最最大大大 100100100 rpmrpmrpm、、、818181 ～～～ 959595 N•mN•mN•m (60(60(60 ～～～ 707070
ftftft---lb)lb)lb) のののトトトルルルクククででで締締締めめめままますすす。。。

6 プププララライイイマママーーーをををメメメスススネネネジジジ山山山ににに塗塗塗布布布しししままま
すすす。。。乾乾乾燥燥燥さささせせせままますすす。。。

オオオーーーバババーーーモモモーーールルルドドド (((POPOPO ))) モモモデデデルルル 標標標準準準 (((SPSPSP))) モモモデデデルルル

注注注
再再再組組組みみみ立立立ててて後後後ははは、、、ネネネジジジ山山山ロロロッッッククク剤剤剤ををを 121212 時時時間間間硬硬硬化化化
さささせせせるるるかかか、、、もももしししくくくはははポポポンンンプププののの運運運転転転前前前にににメメメーーーカカカーーー
ののの指指指示示示ににに従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。ダダダイイイアアアフフフラララムムムシシシャャャフフフ
トトトボボボルルルトトトががが緩緩緩んんんでででいいいるるるととと、、、ポポポンンンプププががが損損損傷傷傷すすするるる場場場
合合合がががああありりりままますすす。。。
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修理

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修修修理理理

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ののの分分分解解解

191919 ペペペーーージジジののの図図図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。。。

1.1.1. 圧圧圧力力力開開開放放放手手手順順順,,, pagepagepage 121212 ににに従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。ガガガ
ンンンのののエエエアアアララライイインンンととと液液液体体体ララライイインンンををを外外外しししままますすす。。。

2.2.2. チチチェェェッッックククバババルルルブブブののの分分分解解解,,, pagepagepage 121212 ににに説説説明明明ささされれれててて
いいいるるる方方方法法法でででマママニニニホホホーーールルルドドドとととチチチェェェッッックククバババルルルブブブののの
部部部品品品ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。

3.3.3. ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの分分分解解解,,, pagepagepage 141414 ににに説説説明明明ささされれれててて
いいいるるる方方方法法法ででで、、、液液液体体体カカカバババーーーとととダダダイイイヤヤヤフフフラララムムムををを取取取
りりり外外外しししままますすす。。。

ヒヒヒンンントトト::: ギギギアアアボボボッッックククスススブブブラララケケケッッットトト (27)(27)(27) をををベベベンンンチチチ
ににに締締締めめめ付付付けけけままますすす。。。ポポポンンンプププをををモモモーーータタターーーににに取取取付付付けけけ
たたたままままままにににしししままますすす。。。

4.4.4. 555 mmmmmm ののの六六六角角角レレレンンンチチチををを使使使用用用ししし、、、444 個個個のののボボボルルルトトト
(117)(117)(117) ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。アアアララライイインンンメメメンンントトトハハハウウウジジジ
ンンングググ (116)(116)(116) かかからららポポポンンンプププををを引引引っっっ張張張っっっててて外外外しししままますすす。。。

ヒヒヒンンントトト::: ポポポンンンプププをををゴゴゴムムム槌槌槌ででで軽軽軽くくく打打打ちちちカカカプププラララーーーををを
取取取りりり外外外すすす必必必要要要がががあああるるる場場場合合合がががああありりりままますすす。。。

5.5.5. 5/165/165/16 六六六角角角レレレンンンチチチををを使使使用用用しししてててプププラララグググ (124)(124)(124) ををを取取取りりり
外外外しししままますすす。。。303030 mmmmmmのののソソソケケケッッットトトレレレンンンチチチををを使使使いいい、、、
ベベベアアアリリリンンングググボボボルルルトトト (106)(106)(106) ととと OOOリリリンンングググ (108)(108)(108) ををを上上上
部部部かかかららら取取取りりり外外外しししままますすす。。。

6.6.6. シシシャャャフフフトトトををを回回回転転転さささせせせドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトト (112)(112)(112)
ののの溝溝溝 (G)(G)(G) がががセセセンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググ上上上のののアアアララライイインンン
メメメンンントトトマママーーーククク (A)(A)(A) ととと合合合致致致しししててて上上上部部部にににくくくるるるよよよううう
にににしししままますすす。。。

7.7.7. 3/4–163/4–163/4–16 ボボボルルルトトトををを使使使用用用しししててて、、、プププラララグググののの穴穴穴 (124)(124)(124) ののの
中中中にににねねねじじじ込込込むむむよよようううににに、、、ドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトト (112)(112)(112)
ををを押押押ししし出出出しししままますすす。。。ベベベアアアリリリンンングググボボボルルルトトト (106)(106)(106) ををを
使使使用用用すすするるるここことととももも可可可能能能ででですすすががが、、、最最最初初初にににベベベアアアリリリンンン
グググ (107)(107)(107) ををを取取取りりり外外外しししてててくくくだだださささいいい。。。必必必ずずずドドドララライイイ
ブブブシシシャャャフフフトトト上上上ののの溝溝溝ははは、、、セセセンンンタタターーーシシシャャャフフフトトト内内内ののの
マママーーーキキキンンングググととと一一一致致致しししたたた状状状態態態ががが維維維持持持ささされれれててていいいなななけけけ
れれればばばなななりりりままませせせんんん。。。

注注注
適適適正正正なななアアアララライイインンンメメメンンントトトははは不不不可可可欠欠欠ででですすす。。。101010 ininin---lblblb
(1.1(1.1(1.1 N•m)N•m)N•m) 以以以上上上のののトトトルルルクククはははかかかけけけななないいいでででくくくだだださささ
いいい。。。過過過剰剰剰なななトトトルルルクククをををかかかけけけるるるととと、、、ハハハウウウジジジンンングググ
のののネネネジジジ山山山ががが剥剥剥ぎぎぎ取取取ららられれれてててしししまままいいいままますすす。。。もももししし
抵抵抵抗抗抗ががが発発発生生生しししたたたららら、、、ドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトトのののアアア
ララライイインンンメメメンンントトトをををチチチェェェッッックククすすするるるかかかもももしししくくくははは販販販
売売売代代代理理理店店店にににごごご連連連絡絡絡くくくだだださささいいい。。。

8.8.8. シシシーーールルルカカカーーートトトリリリッッッジジジ (110)(110)(110)、、、OOO リリリンンングググ (109)(109)(109)、、、
おおおよよよびびび OOO リリリンンングググ (111a)(111a)(111a) 付付付きききラララジジジアアアルルルシシシーーールルル
(111)(111)(111) ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。

9.9.9. ピピピススストトトンンンアアアセセセンンンブブブリリリ (102)(102)(102) をををセセセンンンタタターーーかかからららススス
ララライイイドドドさささせせせままますすす。。。

10.10.10. 損損損傷傷傷しししててていいいなななけけけれれればばば、、、ギギギアアアボボボッッックククスススカカカプププラララーーー
(114)(114)(114) はははギギギアアアボボボッッックククススス (118)(118)(118) シシシャャャフフフトトトににに取取取りりり付付付
けけけたたたままままままにににしししててておおおきききままますすす。。。取取取りりり外外外すすす必必必要要要がががあああ
るるるととときききははは、、、まままずずずアアアララライイイメメメンンントトトハハハウウウジジジンンングググ (116)(116)(116)
ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。888 mmmmmmののの六六六角角角レレレンンンチチチををを使使使用用用ししし
てててネネネジジジ (115)(115)(115)ををを緩緩緩めめめ、、、次次次いいいでででギギギアアアボボボッッックククスススカカカプププ
ラララーーー (114)(114)(114) ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。

注注注意意意::: カカカプププラララーーーががが取取取りりり外外外せせせななないいいととときききははは、、、ベベベアアアリリリ
ンンングググプププラララーーーををを使使使っっっててて取取取りりり外外外しししままますすす。。。ギギギアアアボボボッッッ
クククススス上上上ののの取取取りりり付付付けけけフフフララランンンジジジををを傷傷傷めめめるるるおおおそそそれれれががが
あああるるるたたためめめ、、、こここじじじ開開開けけけ用用用のののツツツーーールルルははは使使使用用用しししななないいい
でででくくくだだださささいいい。。。
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修理

1
中強度 (青) ネジロッカーをネジ山に
塗布します。

2
15 ～ 25 ft-lb (20 ～ 34 N•m) のトル
クを与えます。

3
リップ (へり) が センター側 INININ を向
くようにします。

4
ドライブシャフトアセンブリの表
面に多量に焼付け防止潤滑剤を塗
布します。

5
ドライブシャフトアセンブリを、溝
を上向きにして取り付けます。

6

カプラーと均等にかみ合うように 1
度に 5 回転させてネジを十字形に
締め付けます。15 ～ 17 N•m (130
～ 150 in-lb) のトルクを与えてくだ
さい。

7
内部の合わせ面には潤滑剤を塗布し
てください。
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修理

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ののの再再再組組組みみみ付付付けけけ

191919 ペペペーーージジジののの図図図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。。。

1.1.1. セセセンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググ (101)(101)(101)、、、ピピピススストトトンンン (102)(102)(102)ののの
中中中央央央おおおよよよびびびドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトト (112)(112)(112) ををを掃掃掃除除除ししし乾乾乾
燥燥燥さささせせせままますすす。。。

2.2.2. ピピピススストトトンンンににに過過過剰剰剰ななな摩摩摩耗耗耗がががななないいいかかかチチチェェェッッックククししし、、、必必必
要要要ななならららばばば交交交換換換しししままますすす。。。181818 ペペペーーージジジににに表表表示示示ささされれれたたた
よよようううにににピピピススストトトンンンにににグググリリリーーースススををを注注注入入入ししし、、、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にににあああるるるベベベアアアリリリンンングググボボボルルルトトト(106)(106)(106)ののの穴穴穴
ににに従従従っっっててて、、、上上上部部部ににに溝溝溝ををを配配配置置置しししたたた状状状態態態でででピピピススストトトンンン
ををを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ににに取取取りりり付付付けけけままますすす。。。

3.3.3. ベベベアアアリリリンンングググ (107(107(107 [[[ベベベアアアリリリンンングググボボボルルルトトトかかかららら取取取りりり外外外
しししててていいいるるる場場場合合合])])])、、、OOOリリリンンングググ (108)(108)(108)、、、ベベベアアアリリリンンングググボボボ
ルルルトトト (106)(106)(106)ををを取取取りりり付付付けけけままますすす。。。中中中程程程度度度ののの強強強さささ (((青青青)))
のののスススレレレッッッドドドロロロッッッカカカーーーをををベベベアアアリリリンンングググボボボルルルトトトににに塗塗塗
布布布しししてててくくくだだださささいいい。。。表表表示示示ささされれれててていいいるるるよよようううにににベベベアアア
リリリンンングググ (107)(107)(107) がががピピピススストトトンンン上上上ののの溝溝溝ののの中中中ににに収収収まままっっっててて
いいいるるるここことととををを確確確認認認しししままますすす。。。ピピピススストトトンンンががが自自自由由由ににに回回回
転転転すすするるるここことととををを確確確認認認しししままますすす。。。ボボボルルルトトトににに 15-2515-2515-25 ft-lbft-lbft-lb
(20-34(20-34(20-34 NNN･･･m)m)m) のののトトトルルルクククををを与与与えええままますすす。。。

4.4.4. ドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトト (112)(112)(112) のののシシシーーールルル表表表面面面ががが清清清浄浄浄ななな
ここことととををを確確確認認認しししままますすす。。。シシシーーールルルカカカーーートトトリリリッッッジジジ (110†)(110†)(110†)
おおおよよよびびびラララジジジアアアルルルシシシーーールルル (111†)(111†)(111†) をををドドドララライイイブブブシシシャャャ
フフフトトトににに取取取りりり付付付けけけままますすす。。。OOOリリリンンングググ (111a†)(111a†)(111a†) がががラララジジジ
アアアルルルシシシーーールルル上上上にににあああるるるここことととををを確確確認認認しししままますすす。。。ラララジジジアアア
ルルルシシシーーールルル (111†)(111†)(111†) 上上上のののリリリッッップププ (((へへへりりり))) はははセセセンンンタタターーー
方方方向向向 INININ ををを向向向いいいててていいいるるる必必必要要要がががああありりりままますすす。。。

5.5.5. OOO リリリンンングググ (109†)(109†)(109†) ををを取取取りりり付付付けけけままますすす。。。

6.6.6. 181818 ペペペーーージジジののの図図図ににに示示示ささされれれててていいいるるるよよようううにににドドドララライイイブブブ
シシシャャャフフフトトトののの嵌嵌嵌めめめ合合合わわわせせせ表表表面面面ののの上上上ににに防防防止止止潤潤潤滑滑滑剤剤剤ををを
塗塗塗布布布しししままますすす。。。

7.7.7. ピピピススストトトンンンをををハハハウウウジジジンンングググののの中中中ののの中中中心心心ににに設設設置置置ししし、、、
溝溝溝 (G)(G)(G) ををを上上上向向向きききにににしししてててドドドララライイイブブブシシシャャャフフフトトトアアアセセセ
ンンンブブブリリリ (112)(112)(112) をををセセセンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググ (101)(101)(101) ににに取取取
りりり付付付けけけままますすす。。。

8.8.8. シシシャャャフフフトトトカカカプププラララーーー (114)(114)(114) ににに摩摩摩耗耗耗がががななないいいかかかチチチェェェッッッ
クククししし、、、必必必要要要ななならららばばば交交交換換換しししままますすす。。。ドドドララライイイブブブシシシャャャ
フフフトトトににに取取取りりり付付付けけけままますすす。。。

9.9.9. 取取取りりり外外外ささされれれててていいいるるる場場場合合合ははは、、、ギギギアアアボボボッッックククスススカカカプププラララ
(114)(114)(114) をををシシシャャャフフフトトト上上上ににに取取取りりり付付付けけけままますすす。。。中中中強強強度度度 (((青青青)))
のののスススレレレッッッドドドロロロッッッカカカーーーををを塗塗塗布布布ししし、、、ネネネジジジ (115)(115)(115) ををを取取取
りりり付付付けけけままますすす。。。353535 ～～～ 454545 ft-lbft-lbft-lb (47(47(47 ～～～ 616161 N•m)N•m)N•m) のののトトト
ルルルクククををを与与与えええままますすす。。。そそそれれれかかかららら、、、ネネネジジジ (120(120(120、、、122)122)122)、、、
ワワワッッッシシシャャャ(119)(119)(119)ををを使使使っっっててて、、、ギギギアアアボボボッッックククスススののの上上上ににに
アアアララライイイメメメンンントトトハハハウウウジジジンンングググ (116)(116)(116) ととと持持持ちちち上上上げげげブブブラララ
ケケケッッットトト (139)(139)(139) ををを取取取りりり付付付けけけままますすす。。。151515 ～～～ 171717 N•mN•mN•m
(130(130(130 ～～～ 150150150 in-lb)in-lb)in-lb) のののトトトルルルクククををを与与与えええてててくくくだだださささいいい。。。

10.10.10. アアアララライイイメメメンンントトトハハハウウウジジジンンングググのののOOOリリリンンングググ (130)(130)(130) をををハハハ
ウウウジジジンンングググ (101)(101)(101) ににに取取取りりり付付付けけけてててくくくだだださささいいい。。。

11.11.11. ギギギアアアボボボッッックククスススカカカプププラララーーー (114)(114)(114) ががが適適適正正正ににに配配配置置置しししててて
いいいるるるかかか確確確認認認しししままますすす。。。必必必要要要ににに応応応じじじててて手手手ででで回回回転転転さささせせせ
ままますすす。。。ポポポンンンプププをををギギギアアアボボボッッックククスススアアアセセセンンンブブブリリリににに取取取りりり
付付付けけけ、、、カカカプププラララーーーととと噛噛噛みみみ合合合わわわせせせままますすす。。。

12.12.12. 中中中強強強度度度 (((青青青))) ネネネジジジロロロッッッカカカーーーををを塗塗塗布布布ししし、、、ハハハウウウジジジンンングググ
ネネネジジジ (117)(117)(117) ををを取取取りりり付付付けけけままますすす。。。カカカプププラララーーーとととしししっっっかかか
りりりとととかかかみみみ合合合うううよよようううににに 111 度度度ににに 555 回回回転転転さささせせせててて十十十字字字
形形形ににに締締締めめめ付付付けけけままますすす。。。151515 ～～～ 171717 N•mN•mN•m (130(130(130 ～～～ 150150150
in-lb)in-lb)in-lb) のののトトトルルルクククををを与与与えええてててくくくだだださささいいい。。。

13.13.13. OOO リリリンンングググ (134)(134)(134) がががプププラララグググ (124)(124)(124) 上上上にににあああるるるかかか確確確認認認
しししままますすす。。。プププラララグググををを取取取りりり付付付けけけ、、、151515 ～～～252525 ft-lbft-lbft-lb (20(20(20～～～
343434 N•m)N•m)N•m) のののトトトルルルクククををを与与与えええままますすす。。。

14.14.14. ダダダイイイアアアフフフラララムムムののの再再再組組組立立立ててて,,, pagepagepage 151515 おおおよよよびびび
チチチェェェッッックククバババルルルブブブののの再再再組組組立立立ててて,,, pagepagepage 121212 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。。。
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修理

セセセンンンタタターーー軸軸軸受受受ののの交交交換換換

注注注、、、セセセンンンタタターーー軸軸軸受受受ににに損損損傷傷傷ののの疑疑疑いいいがががあああるるる場場場合合合のののみみみこここののの
手手手順順順ををを実実実施施施しししてててくくくだだださささいいい。。。通通通常常常のののポポポンンンプププ点点点検検検でででははは
軸軸軸受受受ののの交交交換換換ははは必必必要要要ああありりりままませせせんんん。。。セセセンンンタタターーーセセセクククシシショョョ
ンンン修修修理理理ツツツーーールルルキキキッッットトト24Y62724Y62724Y627ががが必必必要要要とととなななりりりままますすす。。。軸軸軸
受受受引引引ききき出出出しししキキキッッットトト17J71817J71817J718ももも必必必要要要とととなななりりりままますすす。。。ツツツーーー
ルルル(A)(A)(A)ははは、、、こここののの軸軸軸受受受引引引ききき出出出しししををを使使使っっったたた作作作業業業用用用ににに設設設計計計
ささされれれたたたももものののででですすす。。。

1.1.1. 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ののの分分分解解解,,, pagepagepage 171717のののすすすべべべ
てててののの手手手順順順ににに従従従いいいままますすす。。。

2.2.2. ブブブッッッシシシンンングググののの中中中ののの111つつつががが上上上ををを向向向いいいたたた状状状態態態でででセセセ
ンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググ(101)(101)(101)をををバババイイイススス(((万万万力力力)))でででクククラララ
ンンンプププしししままますすす。。。

3.3.3. 溝溝溝ののの付付付いいいたたた側側側ががが下下下ををを向向向いいいたたた状状状態態態でででハハハウウウジジジンンングググににに
修修修理理理ツツツーーールルル(A)(A)(A)ををを設設設置置置しししままますすす。。。

4.4.4. ブブブッッッシシシンンングググ(C)(C)(C)ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。中中中程程程度度度ののの寸寸寸法法法
のののジジジョョョーーーののの上上上部部部ののの穴穴穴おおおよよよびびび引引引ききき出出出しししののの内内内部部部ののの穴穴穴
ををを使使使用用用しししままますすす。。。ブブブッッッシシシンンングググののの下下下部部部リリリムムムとととジジジョョョーーー
がががしししっっっかかかりりりかかかみみみ合合合っっっててていいいるるるここことととををを確確確認認認しししままますすす。。。
あああるるるブブブッッッシシシンンングググがががかかかみみみ合合合っっっててていいいななないいい場場場合合合、、、ハハハウウウ
ジジジンンングググををを回回回転転転さささせせせままますすす。。。他他他のののブブブッッッシシシンンングググににに対対対
しししてててもももこここれれれををを繰繰繰りりり返返返しししままますすす。。。

5.5.5. 軸軸軸受受受(D)(D)(D)側側側ををを下下下にににしししててて、、、セセセンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググ
(101)(101)(101)をををバババイイイスススににに設設設置置置しししままますすす。。。

6.6.6. 段段段差差差状状状ののの側側側ががが下下下ををを向向向いいいたたた状状状態態態でででハハハウウウジジジンンングググににに
修修修理理理ツツツーーールルル(A)(A)(A)ををを設設設置置置しししままますすす。。。

7.7.7. 軸軸軸受受受(D)(D)(D)ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。中中中程程程度度度ののの寸寸寸法法法のののジジジョョョーーー
ののの下下下部部部ののの穴穴穴おおおよよよびびび引引引ききき出出出しししののの外外外部部部ののの穴穴穴ををを使使使用用用
しししままますすす。。。

8.8.8. アアアーーーバババーーープププレレレスススををを用用用いいいててて新新新しししいいい軸軸軸受受受(D)(D)(D)をををセセセンンン
タタターーーハハハウウウジジジンンングググ(101)(101)(101)ににに取取取りりり付付付けけけままますすす。。。軸軸軸受受受ををを
セセセンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググののの中中中のののシシショョョルルルダダダーーーににに押押押ししし
込込込みみみままますすす。。。

20 3A4358R



修理

9.9.9. アアアーーーバババーーープププレレレスススととと圧圧圧入入入工工工具具具(E)(E)(E)ををを用用用いいいててて222個個個ののの
ブブブッッッシシシンンングググををを取取取りりり付付付けけけままますすす。。。ブブブッッッシシシンンングググフフフラララッッッ
シシシュュュをををセセセンンンタタターーーハハハウウウジジジンンングググ(101)(101)(101)ににに取取取りりり付付付けけけままま
すすす。。。

10.10.10. 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ののの再再再組組組みみみ付付付けけけ,,, pagepagepage 191919ののの
すすすべべべてててののの手手手順順順ににに従従従いいいままますすす。。。
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修理

圧圧圧縮縮縮機機機ののの交交交換換換

火火火事事事、、、爆爆爆発発発ややや感感感電電電ににによよよるるる怪怪怪我我我ををを防防防止止止すすするるるたたためめめににに、、、
すすすべべべてててののの電電電気気気配配配線線線ははは資資資格格格ををを有有有すすするるる電電電気気気技技技師師師ががが行行行
ううう必必必要要要がががああありりりままますすす。。。ごごご使使使用用用ののの地地地域域域にににおおおけけけるるるすすすべべべ
てててののの法法法令令令ににに従従従っっってててくくくだだださささいいい。。。

1.1.1. 圧圧圧縮縮縮機機機かかからららエエエアアアーーーララライイインンン(A1)(A1)(A1)ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。
端端端子子子ブブブロロロッッックククにににあああるるる圧圧圧縮縮縮機機機ののの配配配線線線(L1(L1(L1、、、L2L2L2おおお
よよよびびび接接接地地地)))ををを取取取りりり外外外しししままますすす。。。444個個個のののボボボルルルトトトををを取取取
りりり外外外ししし、、、慎慎慎重重重にににボボボッッックククスススかかかららら圧圧圧縮縮縮機機機ををを引引引ききき抜抜抜
きききままますすす。。。

2.2.2. 444個個個のののボボボルルルトトトととと444個個個のののロロロッッックククワワワッッッシシシャャャををを使使使っっっ
ててて、、、新新新しししいいい圧圧圧縮縮縮機機機ををを設設設置置置しししままますすす。。。中中中程程程度度度ののの強強強さささ
（（（青青青）））のののスススレレレッッッドドドロロロッッッカカカーーーをををスススレレレッッッドドドににに塗塗塗布布布
しししててて下下下さささいいい。。。表表表示示示ささされれれててていいいるるるよよようううににに、、、エエエアアアラララ
イイインンンのののA1A1A1とととA1A1A1ををを接接接続続続しししままますすす。。。

3.3.3. 示示示ささされれれててていいいるるる通通通りりり、、、新新新しししいいい圧圧圧縮縮縮機機機かかからららきききててていいいるるる
ケケケーーーブブブルルルををを端端端子子子ブブブロロロッッックククににに接接接続続続しししままますすす。。。

4.4.4. ポポポンンンプププをををそそそののの取取取付付付位位位置置置へへへ戻戻戻しししままますすす。。。888個個個のののボボボルルル
トトトでででそそそれれれををを固固固定定定しししままますすす。。。

5.5.5. ポポポンンンプププののの電電電源源源ををを復復復旧旧旧しししままますすす。。。

L1

L2

B

A

キキキーーー
AAA制制制御御御器器器へへへののの
BBB 電電電力力力供供供給給給用用用
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部品

部部部品品品

1040FG1040FG1040FG
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部品

1040FG1040FG1040FG 部部部品品品///キキキッッットトトクククイイイッッックククレレレフフファァァレレレンンンススス

部品/キット用のクイックレファンレンスとしてこの表を使用してください。キットの在中物の全詳細は、
表に記載されているページを参照してください。

参参参照照照
部部部品品品///キキキッッッ
トトト 説説説明明明 個個個数数数

1 — —— モジュール、駆動 1
2 277262 カバー、液体 2

マニホールド、アウト
レット、SST

277266 フランジ

3

24U581 DIN

1

マニホールド、インレッ
ト、SST

277265 フランジ

4

24U580 DIN

1

5 15G698 クランプ、カバー 2
6 620223 クランプ、トリクランプ 4
7 25A276 シート、O リング (参照

9) が含まれています、28
ページを参照してくださ
い

4

ボール、チェック
15H832 ポリクロロプレン加重
112088 PTFE

8

112092 サントプレン

4

O リング、マニホールド‡
15J280* PTFE

9

15H827* EPDM

4

10 15C039 プレート、液体側、SST
、PT および SP ダイアフ
ラム用

2

プレート、空気側、アル
ミニウム

188607 PT および SP ダイアフラ
ム用

11

15H809 PO ダイアフラム用

2

ダイアフラムキット、29
ページを参照

25A297 サントプレン標準 (SP)
25A296 PTFE オーバーモールド

(PO)

12

25A298 PTFE/EPDM 2 個 (PT)

1 キッ
ト

参参参照照照
部部部品品品///キキキッッッ
トトト 説説説明明明 個個個数数数

13 15H985 ダイアフラム、バック
アップ、PT ダイアフラム
に含まれる (参照 12)

2

14 24C099 ボルト、ダイアフラム。
O リング (参照 15) を含み
ます。オーバーモールド
(PO) ダイアフラムには使
用しません。

2

15 104319
またはな
し

パッキン、O リング。
オーバーモールド (PO) ダ
イヤフラムには使用しま
せん。

2

19� 17D277 ラベル、安全 1
27 24Y914 ブラケット、ギアボック

ス取り付け、27a、27b、
27c を含む

1

27a 17J526 ネジ、キャップ、六角
ヘッド、5/16-18 x 1.5 in

4

27b 112904 ワッシャ、ロック 4
27c 105473 ワッシャ、フラット 4

28 24Y986 ユニット、空気式、28a、
28b、28c を含む

1

28a 17J085 ネジ、キャップ、ソケッ
トヘッド、10-24 x 3/4 in

4

28b 513505 ワッシャ 8
28c 17J079 ナット 4

33� 17D278 ラベル、安全、多言語。ゆ
るめられた状態で出荷。

1

� 交換用の安全ラベル、貼り紙、タグ、カードに
ついては無償にて提供いたします。

* これらの部品は、個別に購入できる液体セクショ
ン修理キットに含まれています。
‡ フルオロエラストマーにカプセル化されている
4 つの PTFE O リングの代替がキット 24Z915 で
入手できます。これは別途購入できます。
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1040HS1040HS1040HS ととと 1040PH1040PH1040PH
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部品

1040HS1040HS1040HS ととと 1040PH1040PH1040PH 部部部品品品///キキキッッットトトクククイイイッッックククレレレフフファァァレレレンンンススス

部品/キット用のクイックレファンレンスとしてこの表を使用してください。キットの在中物の全詳細は、
表に記載されているページを参照してください。

参参参照照照
部部部品品品///キキキッッッ
トトト 説説説明明明 個個個数数数

1 — —— モジュール、駆動 1
2 カバー、液体 2

25N995 HS
25P040 PH

マニホールド、アウト
レット

25P019 HS

3

25P045 PH

1

マニホールド、インレッ
ト

25P018 HS

4

25P044 PH

1

5 15G698 クランプ、カバー 2
6 500984 クランプ、トリクランプ 4
7 25P089 ボールストップ 4
8* — — — ボール、チェック、4パッ

ケージ。32 ページ参照。
1

9* — — — ガスケット、4 パッケー
ジ。32 ページ参照。

1

10 15C039 プレート、流体側、SST。
オーバーモールド (PO) ダ
イヤフラムには使用しま
せん。

2

プレート、空気側、アル
ミニウム

188607 ボルトスルーダイアフラ
ム用

11

15H809 PO ダイアフラム用

2

12* — — — ダイアフラムキット、29
ページを参照

1

参参参照照照
部部部品品品///キキキッッッ
トトト 説説説明明明 個個個数数数

13* 15H985 ダイアフラム、バック
アップ、PT ダイアフラム
に含まれる (参照 12)

2

14 24C099 ボルト、ダイアフラム。
キット。Oリング含む (参
照 15)。

2

15* 104319
またはな
し

パッキング、O リング、
サントプレン付きまたは
PTFE/EPDM 2 個ダイアフ
ラム付きモデル用 (参照
12)

2

19� 17D277 ラベル、安全 1
27 24Y914 ブラケット、ギアボック

ス取り付け、27a、27b、
27c を含む

1

27a 17J526 ネジ、キャップ、六角
ヘッド、5/16-18 x 1.5 in

4

27b 112904 ワッシャ、ロック 4
27c 105473 ワッシャ、フラット 4

28 24Y986 ユニット、空気式、28a、
28b、28c を含む

1

28a 17J085 ネジ、キャップ、ソケッ
トヘッド、10-24 x 3/4 in

4

28b 513505 ワッシャ 8
28c 17J079 ナット 4

33� 17D278 ラベル、安全、多言語。ゆ
るめられた状態で出荷。

1

� 交換用の安全ラベル、貼り紙、タグ、カードに
ついては無償にて提供いたします。

* これらの部品は、個別に購入できる液体セクショ
ン修理キットに含まれています。
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ドドドララライイイブブブモモモジジジュュューーールルル

1 中中中強強強度度度 (((青青青))) ネネネジジジロロロッッッカカカーーーをををネネネジジジ山山山ににに塗塗塗布布布しししままますすす。。。
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参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 数数数量量量
ハウジング、センター、
アセンブリ。各アイテム
(参照 123、124、134) が
含まれます。

24Y781 アルミニウム (AAA)

101

24Y899 ステンレス鋼 (SSS)

1

102 24Y565 ピストン、キット 1
ボルト、ベアリング。参
照 107 と 108 を含みま
す。108

24Y532 アルミニウム製センター
ハウジングの場合 (AAA)

106

24Y533 ステンレス鋼センターハ
ウジングの場合 (SSS)

1

107 17B332 ベアリング、カムフォロ
ワー、参照 106 に含まれ
ます 106

1

108 116291 O リング、サイズ 019、
フルオロエラストマー。
参照 106 に含まれます。
106

1

109† 102769 O リング、サイズ 153、
ブナ N

1

110† — — — カートリッジ、シール 1
111† — — — シール、ラジアル、O リ

ング (参照 111a) を含み
ます

1

111a† — — — O リング、シール 1
112 24Y524 シャフト、ドライブ、ア

センブリ、 O リング (参
照 109)、カートリッジ
(参照 110) およびシール
(参照 111、111a) を含み
ます

1

113 24Y522 カプラー、軸 1
114 24Y521 カプラー、ギアボック

ス、ネジ (参照 115) を含
みます

1

115 17F767 ネジ、ソケットヘッド、
M10 x 30 mm

1

ハウジング、アライメン
ト、アセンブリ。ネジ (参
照 117 と 128) とアクセ
スカバー (参照 126) を含
みます。

25A273 アルミニウム (A04xA04xA04x)

116

25A272 ステンレス鋼 (S04xS04xS04x)

1

117 17J299 ネジ、ソケットヘッド、
M6 x 40 mm

4

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 数数数量量量
ギアボックス、

24Y913 BLDC モーター (A04BA04BA04B、、、
S04BS04BS04B) の場合

25C166 NEMA (A04EA04EA04E、、、S04ES04ES04E)

118

25C167 IEC (A04F,A04F,A04F, S04FS04FS04F)

1

119 — — — ワッシャ 4
120 — — — ネジ、キャップ、六角

ヘッド、M6 x 16 mm
2

122 — — — ネジ、キャップ、六角
ヘッド、M6 x 20 mm

2

123 24D735 プラグ、パイプ、ヘッド
レス

1

124 24Y534 プラグ、フロントアクセ
ス。O リング (参照 134)
を含みます。

1

125 116343 ネジ、接地、M5 x 0.8 1
126 25F274 カバーアクセス; 各項目

(参照 128、129、133) が
含まれます。

1

127 24Y780 モーター、BLDC 1
128 — — — ネジ、ボタンヘッド、M6

x 6 mm
2

129 — — — ワッシャ 2
130 120812 シール、O リング、サイ

ズ 048、ブナ N
1

131 112343 パッキン、O リング 1
132‡ — — — ネジ、キャップ、六角、

3/8-16 x 1 in. (BLDC のみ)
4

133 — — — ガスケット 1
134 558730 O リング 1
135‡ — — — ワッシャ、ロック、5/16

in (BLDC のみ)
4

139 17J099 リフトリング 1
140 17J467 金具、1/8 npt 1
141 113308 金具、エルボー 1
142 C12509 チューブ 1
143 25F022 ギアモーター、AC。各ア

イテム (参照 119、120、
122) が含まれます。

1

144� 15J075 ラベル、安全 1

� 交換用の安全ラベル、貼り紙、タグ、カードに
ついては無償にて提供いたします。
† シャフトシール修理キット 24Y536 に含まれて
います。
‡ モーターキット 24Y780 に含まれています。
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カカカーーートトト取取取りりり付付付けけけモモモデデデルルル

3A4358R 29



部品

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 個個個
数数数

201 24Y923 カート (アイテム a-g を含み
ます)

1

202 表を参照
のこと

ポンプ 1

203 — — — ネジ、六角キャップ、5/16 4
204 — — — ワッシャ、プレーン 5/16 8
205 — — — ワッシャ、スプリットロック

5/16
4

206 — — — ナット、六角 5/16 4
207 24Y514 コントローラー、Graco モー

ター
1

208 — — — ネジ、ソケットヘッド、
キャップ #10

8

212 17L371 ケーブル、コンプレッサ 1
213 17L369 ケーブル、モーター 1
214 17K777 ケーブル、M12 通信用 1
215 — — — 張力緩和装置、電源ケーブル 1
216 表を参照

のこと
コード、電源、120 V 1

217� 17B772 ラベル、安全 1
218 — — — ワッシャ、プレーン #10 16
219 — — — ナット、ロック #10 8
220 — — — ネジ、ソケットヘッドキャッ

プ 1/4”
4

221 — — — ワッシャ、プレーン 1/4” 8
222 — — — ナット、ロック 1/4” 4
223 24Y986 コントロール、空気式 1
224 表を参照

のこと
コンプレッサ 1

� 交換用の安全ラベル、貼り紙、タグ、カードについ
ては無償にて提供いたします。

カカカーーートトトモモモ
デデデルルル

ポポポンンンプププモモモ
デデデルルル

コココンンンプププレレレッッッサササ 電電電源源源コココーーー
ドドド

25A67225A67225A672 25A87925A87925A879 24Y92124Y92124Y921 ––– 120V120V120V 17G70317G70317G703

25A70325A70325A703 25A88025A88025A880 24Y92124Y92124Y921 ––– 120V120V120V 17G70317G70317G703

25A70425A70425A704 25A88125A88125A881 24Y92124Y92124Y921 ––– 120V120V120V 17G70317G70317G703

25A70525A70525A705 25A88225A88225A882 24Y92124Y92124Y921 ––– 120V120V120V 17G70317G70317G703

25A70625A70625A706 25A87925A87925A879 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V なななししし

25A70725A70725A707 25A88025A88025A880 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V なななししし

25A70825A70825A708 25A88125A88125A881 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V なななししし

25A70925A70925A709 25A88225A88225A882 24Y92224Y92224Y922 ––– 240V240V240V なななししし
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カカカーーートトト

この部品の内訳は項目201を反映しています。

参参参照照照 部部部品品品 説説説明明明 個個個数数数

A — — — ◊ フレーム、カート 1

B — — — †◊ ワッシャー、フラット 4

C — — — †◊ ワッシャー、スプリング 4

D — — — †◊ ウィール 2

E — — — †◊ E-リング 2

F 17H262◊ 軸 1

G — — — †◊ 軸受 2

†部品はウィールキット24Z092 (片側のみ)に含まれます。
◊ 全ての部品はカートキット24Y923に含まれます。
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部品

シシシーーートトトとととチチチェェェッッックククボボボーーールルル
サンプル構成番号
ポンプ
モデル

接液面
の材料

駆動 センター
セクショ
ン材料

ギアボッ
クスお
よびモー
ター

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
ルドガス
ケット

認定

1040 FG E A 04A S13 SSSSSS PTPTPT PO PTPTPT 21

ボボボーーールルルキキキッッットトト

ボボボーーールルル材材材料料料 キキキッッットトト

BNBNBN D07070

CWCWCW 25A299

FKFKFK D07080

PTPTPT D07010

SPSPSP D07060

キットには以下が含まれてい
ます。

• 4 ボール (8)

シシシーーールルルキキキッッットトト、、、104010401040 FGFGFG ののの
みみみ

SSSSSS 25A276

キットには以下が含まれて
います。

• 4 SST シート (7)
• 4 PTFE Oリング(9)
• 4 EPDM Oリング(9)

104010401040 HS/PHHS/PHHS/PH ポポポンンンプププのののみみみににに対対対すすす
るるるサササニニニタタタリリリーーーガガガスススケケケッッットトトキキキッッットトト

ガガガスススケケケッッッ
トトト材材材料料料

キキキッッットトト

BNBNBN 25R600

EPEPEP 25P060

FKFKFK 26A890

PT/EP*PT/EP*PT/EP* 26A913

*PTFE/EPDM 結合のガスケット
は交換部品としてのみ入手でき
ます。

キットには次のものが含まれ
ます。

• ガスケット (6) 4 個
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ダダダイイイアアアフフフラララムムム
サンプル構成番号
ポンプ
モデル

接液面
の材料

駆動 センター
セクショ
ン材料

ギアボッ
クスお
よびモー
ター

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
ルドガス
ケット

認定

1040 FG E A 04A S13 SS PT POPOPO PT 21

通通通しししボボボルルルトトトダダダイイイアアアフフフラララムムムキキキッッットトト

BNBNBN 25R608

PSPSPS 25P131 (HS、PH のみ)

PTPTPT 25A298 (FG のみ)

SPSPSP 25P132

キットには以下が含まれています:

• ダイアフラム (12) 2 個

• ダイアフラムバッカー (13) 2 個。必要に応じて。

• 嫌気性シーラント 1 パケット

• 2 個の O リング

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キキキッッットトト

POPOPO 25P133

キットには以下が含まれています:

• オーバーモールドダイアグラム (12) 2 個、固定ネ
ジ (S) 付き
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液液液体体体修修修理理理キキキッッットトト

キットの説明が以下の順番で表示されます。ポン
プモデル、シート材料、ボール材料、ダイアフラ
ム材料、ガスケット材料。例えば、1040HS-PH
--、PT、PO、EP。コンポーネントを定義するため
に、 FGポンプ用構成番号マトリックス, page 6 と
HSとPHのポンプの構成番号マトリクス, page 7 を
参照してください。

HSHSHS、、、PHPHPH のののポポポンンンプププのののみみみににに対対対すすするるる液液液体体体セセセクククシシショョョンンン修修修
理理理キキキッッットトト

キキキッッットトト 説説説明明明 個個個数数数

25R670 1040HS-PH --、BN、BN、
BN

1

25R672 1040HS-PH --、CW、SP、
EP

1

25R674 1040HS-PH --、PT、PO、
EP

1

25R675 1040HS-PH --、PT、PS、
EP

1

25R676 1040HS-PH --、PT、SP、
EP

1

25R678 1040HS-PH --、SP、SP、
EP

1

キットには以下が含まれています:

• 4 ボール (8)

• ダイアフラム (12) 2 個

• ダイアフラムバッカー (13) 2 個。必要に応じて。

• ガスケット 4 個

• 嫌気性シーラント 1 パケット

• 2 個の O リング

FGFGFGのののポポポンンンプププのののみみみににに対対対すすするるる液液液体体体セセセクククシシショョョンンン修修修理理理キキキッッットトト

キキキッッットトト 説説説明明明 個個個数数数

FK1232 1040FG --、CW、SP、EP 1

FK1113 1040FG --、PT、PO、PT 1

FK1111 1040FG --、PT、PT、PT 1

FK1222 1040FG --、SP、SP、EP 1

キットには以下が含まれています:

• 4 ボール (8)

• ダイアフラム (12) 2 個

• ダイアフラムバッカー (13) 2 個。必要に応じて。

• O リング 4 個

• 嫌気性シーラント 1 パケット

• 2 個の O リング
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キキキッッットトトとととアアアクククセセセサササリリリーーー

モモモーーータタターーーフフフィィィーーードドドバババッッックククケケケーーーブブブルルル
M12M12M12、、、888 ピピピンンン (((両両両端端端)))

部部部品品品 説説説明明明
17F70917F70917F709 1.01.01.0 ftftft、、、0.30.30.3 mmm
15Y05115Y05115Y051 9.89.89.8 ftftft、、、3.03.03.0 mmm
16X52116X52116X521 24.624.624.6 ftftft、、、7.57.57.5 mmm
16P79116P79116P791 52.552.552.5 ftftft、、、 161616 mmm

リリリーーークククセセセンンンサササーーーキキキッッットトト 24Y66124Y66124Y661
キキキッッットトトをををアアアッッップププグググレレレーーードドドしししててて、、、リリリーーークククセセセンンンサササーーーををを
既既既存存存のののシシシススステテテムムムににに加加加えええままますすす。。。リリリーーークククセセセンンンサササーーーおおおよよよ
びびびブブブッッッシシシンンングググををを含含含みみみままますすす。。。
注注注::: 以以以下下下のののセセセクククシシショョョンンンかかからららもももケケケーーーブブブルルルををを購購購入入入ででできききままま
すすす。。。GracoGracoGraco モモモーーータタターーー制制制御御御ををを使使使用用用すすするるるシシシススステテテムムムののの場場場
合合合、、、第第第111セセセクククシシショョョンンンににに延延延長長長ケケケーーーブブブルルルをををごごご注注注文文文くくくだだださささ
いいい。。。VFDVFDVFDををを使使使用用用すすするるるシシシススステテテムムムののの場場場合合合、、、第第第222セセセクククシシショョョ
ンンンかかかららら FieldFieldField WireableWireableWireable ケケケーーーブブブルルルをををごごご注注注文文文くくくだだださささいいい。。。

リリリーーークククセセセンンンサササーーー/PLC/PLC/PLC 延延延長長長ケケケーーーブブブルルル
M8,M8,M8, 444 ピピピンンン (((両両両端端端)))
部部部品品品 説説説明明明
121683121683121683 9.89.89.8 ftftft、、、3.03.03.0 mmm
17H34917H34917H349 24.624.624.6 ftftft、、、7.57.57.5 mmm
17H35217H35217H352 52.552.552.5 ftftft、、、161616 mmm

リリリーーークククセセセンンンサササーーーケケケーーーブブブルルル、、、FieldFieldField WireableWireableWireable (VFD(VFD(VFD 用用用)))
M8M8M8、、、444 ピピピンンン (((一一一方方方ののの端端端、、、もももううう一一一方方方ののの端端端のののフフフララライイインンングググ
リリリーーードドド)))
部部部品品品 説説説明明明
17H38917H38917H389 9.89.89.8 ftftft、、、3.03.03.0 mmm
17H39017H39017H390 24.624.624.6 ftftft、、、7.57.57.5 mmm
17H39117H39117H391 52.552.552.5 ftftft、、、161616 mmm

コココンンンプププレレレッッッサササキキキッッットトト 24Y54424Y54424Y544 (120V)(120V)(120V) ととと 24Y54524Y54524Y545
(240V)(240V)(240V)
キキキッッットトトはははコココンンンプププレレレッッッサササのののみみみををを含含含みみみままますすす。。。

コココンンンプププレレレッッッサササアアアッッップププグググレレレーーードドドキキキッッットトト 24Y92124Y92124Y921 (120V)(120V)(120V)
ととと 24Y92224Y92224Y922 (240V)(240V)(240V)
アアアッッップププグググレレレーーードドドキキキッッットトトにににははは、、、コココンンンプププレレレッッッサササ、、、コココンンン
プププレレレッッッサササボボボッッックククススス、、、ブブブラララケケケッッットトトおおおよよよびびび取取取付付付ハハハーーードドド
ウウウエエエアアアががが含含含まままれれれままますすす。。。

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修修修理理理ツツツーーールルルキキキッッットトト 24Y62724Y62724Y627
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かかからららベベベアアアリリリンンングググををを取取取りりり外外外すすすののの
ににに必必必要要要なななツツツーーールルルががが含含含まままれれれててていいいままますすす。。。

ベベベアアアリリリンンングググプププーーーラララーーーキキキッッットトト 17J71817J71817J718
交交交換換換可可可能能能なななベベベアアアリリリンンングググプププーーーラララーーーセセセッッットトトががが含含含まままれれれ
ててていいいままますすす。。。

PLCPLCPLC コココンンントトトロロローーールルルケケケーーーブブブルルル
M8M8M8、、、444 ピピピンンン (((一一一端端端、、、他他他端端端はははフフフララライイインンングググリリリーーードドド)))

部部部品品品 説説説明明明
17H36517H36517H365 9.89.89.8 ftftft、、、3.03.03.0 mmm
17H36617H36617H366 24.624.624.6 ftftft、、、7.57.57.5 mmm
17H36717H36717H367 52.552.552.5 ftftft、、、161616 mmm

コココンンントトトロロローーーラララーーーツツツーーーモモモーーータタターーーケケケーーーブブブルルル
モモモーーータタターーーコココンンントトトロロローーーラララーーーをををモモモーーータタターーーにににワワワイイイヤヤヤ接接接続続続すすす
るるるたたためめめににに、、、プププリリリアアアセセセンンンブブブルルルささされれれたたたケケケーーーブブブルルル。。。ケケケーーーブブブ
ルルル、、、ススストトトレレレイイインンンリリリリリリーーーフフフ、、、おおおよよよびびび端端端子子子ををを含含含みみみままますすす。。。
部部部品品品 説説説明明明
17L36817L36817L368 1.01.01.0 ftftft、、、0.30.30.3 mmm
17S30617S30617S306 9.89.89.8 ftftft、、、3.03.03.0 mmm

コココンンントトトロロローーーラララーーーツツツーーーコココンンントトトロロローーーラララーーーケケケーーーブブブルルル
コココンンンプププレレレッッッサササをををモモモーーータタターーーコココンンントトトロロローーーラララーーーにににワワワイイイ
ヤヤヤ接接接続続続すすするるるたたためめめににに、、、プププリリリアアアセセセンンンブブブルルルささされれれたたたケケケーーーブブブ
ルルル。。。ケケケーーーブブブルルル、、、ススストトトレレレイイインンンリリリリリリーーーフフフ、、、おおおよよよびびび端端端子子子
ををを含含含みみみままますすす。。。
部部部品品品 説説説明明明
17L37017L37017L370 2.02.02.0 ftftft、、、0.60.60.6 mmm
17S30817S30817S308 9.89.89.8 ftftft、、、3.03.03.0 mmm

GracoGracoGraco モモモーーータタターーーコココンンントトトロロローーールルルキキキッッットトト 24Y51424Y51424Y514
交交交換換換キキキッッットトトにににははは、、、必必必要要要なななソソソフフフトトトウウウェェェアアアののの付付付いいいててていいい
るるるGracoGracoGraco モモモーーータタターーーコココンンントトトロロローーールルルがががああありりりままますすす。。。

ソソソフフフトトトウウウェェェアアアアアアッッップププグググレレレーーードドドキキキッッットトト 17H10417H10417H104
アアアッッップププグググレレレーーードドドキキキッッットトトにににははは、、、ソソソフフフトトトウウウエエエアアアトトトーーーククク
ンンンととと説説説明明明書書書ががが入入入っっっててていいいままますすす。。。注注注意意意::: プププロロログググラララミミミンンングググ
ケケケーーーブブブルルルキキキッッットトト 24Y78824Y78824Y788 もももごごご購購購入入入くくくだだださささいいい。。。

サササニニニタタタリリリーーーサササニニニタタタリリリーーーカカカーーートトトキキキッッットトト 24Y92324Y92324Y923
ホホホイイイーーールルル付付付きききススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼カカカーーートトト。。。

ATEXATEXATEX モモモーーータタターーーキキキッッットトト25C08125C08125C081
(((欧欧欧州州州ののの危危危険険険地地地区区区向向向けけけ)))

キキキッッットトトにににはははモモモーーータタターーーととと SSTSSTSST 取取取りりり付付付けけけハハハーーードドドウウウェェェアアア
ががが含含含まままれれれててていいいままますすす。。。モモモーーータタターーーははは ATEXATEXATEX 定定定格格格 II2II2II2 GGG ExExEx
ddd IIBIIBIIB T3T3T3 Gb;Gb;Gb; IP55IP55IP55 ででですすす。。。取取取りりり付付付けけけフフフララランンンジジジははは IEC90IEC90IEC90
B5B5B5 でででああありりり、、、ギギギアアアボボボッッックククススス 25C16725C16725C167 付付付きききポポポンンンプププ、、、おおお
よよよびびび、、、ギギギアアアボボボッッックククススス・・・モモモーーータタターーー構構構成成成コココーーードドドA04FA04FA04F お
よび S04FS04FS04F 付付付きききポポポンンンプププととと接接接続続続ででできききままますすす。。。

防防防爆爆爆モモモーーータタターーーキキキッッットトト 25C08225C08225C082
(((北北北米米米ののの危危危険険険地地地区区区向向向けけけ)))

キキキッッットトトにににはははモモモーーータタターーーととと SSTSSTSST 取取取りりり付付付けけけハハハーーードドドウウウェェェアアア
ががが含含含まままれれれててていいいままますすす。。。モモモーーータタターーーはははクククラララススス III グググルルルーーープププ
CCC &&& DDD、、、クククラララススス IIIIII グググルルルーーープププ FFF &&& GGG、、、IP54IP54IP54 ででですすす。。。取取取
りりり付付付けけけフフフララランンンジジジ面面面ののの寸寸寸法法法ははは NEMA56CNEMA56CNEMA56C でででああありりり、、、
ギギギアアアボボボッッックククススス 25C16625C16625C166、、、おおおよよよびびび、、、ギギギアアアボボボッッックククススス・・・
モモモーーータタターーー構構構成成成コココーーードドド A04EA04EA04E おおおよよよびびび A04FA04FA04F 付付付きききポポポンンンプププ
ととと接接接続続続ででできききままますすす。。。
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技術仕様

技技技術術術仕仕仕様様様
SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e 電電電気気気作作作動動動式式式ダダダブブブルルルダダダイイイアアア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

最最最大大大使使使用用用圧圧圧力力力 707070 psipsipsi 0.480.480.48 MPaMPaMPa、、、4.84.84.8 barbarbar

エエエアアア圧圧圧力力力動動動作作作範範範囲囲囲 202020 ～～～ 808080 psipsipsi 0.140.140.14 ～～～ 0.550.550.55 MPaMPaMPa、、、1.41.41.4
～～～ 5.55.55.5 barbarbar

エエエアアアイイインンンレレレッッットトトサササイイイズズズ 3/83/83/8 ininin npt(f)npt(f)npt(f)

エエエアアア消消消費費費量量量
120V120V120V 圧圧圧縮縮縮機機機 <<< 0.80.80.8 cfmcfmcfm <<< 22.122.122.1 lpmlpmlpm

240V240V240V 圧圧圧縮縮縮機機機 <<< 0.70.70.7 cfmcfmcfm <<< 19.519.519.5 lpmlpmlpm

最最最大大大吸吸吸いいい込込込みみみ揚揚揚程程程 (((損損損傷傷傷しししたたたボボボーーールルルまままたたたはははシシシーーートトト、、、軽軽軽量量量ボボボーーー
ルルル、、、まままたたたははは極極極端端端なななサササイイイクククリリリンンングググ速速速度度度ににによよよりりりボボボーーールルルがががうううまままくくくははは
まままらららななないいい場場場合合合にににははは下下下げげげてててくくくだだださささいいい)))

ウウウェェェッッットトト::: 292929 ftftft
ドドドララライイイ::: 161616 ftftft

ウウウェェェッッットトト::: 8.88.88.8 mmm
ドドドララライイイ::: 4.94.94.9 mmm

ポポポンンンプププ移移移送送送能能能固固固体体体最最最高高高サササイイイズズズ
1040FG1040FG1040FG 1/81/81/8 ininin 3.23.23.2 mmmmmm

1040HS/PH1040HS/PH1040HS/PH 0.420.420.42 ininin 10.710.710.7 mmmmmm

運運運転転転ととと保保保管管管ににに対対対すすするるる温温温度度度範範範囲囲囲
注注注意意意::: 極極極端端端ななな低低低温温温にににさささらららささされれれるるるととと、、、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損損損傷傷傷ににに
至至至るるる場場場合合合がががああありりりままますすす。。。

32°32°32° FFF ～～～ 104°104°104° FFF 0°0°0° CCC ～～～ 40°40°40° CCC

サササイイイクククルルル毎毎毎ののの流流流体体体置置置換換換 0.100.100.10 ガガガロロロンンン 0.380.380.38 リリリッッットトトルルル

最最最大大大フフフリリリーーーフフフロロローーー排排排出出出 353535 gpm*gpm*gpm* 132.5132.5132.5 lpm*lpm*lpm*

最最最高高高ポポポンンンプププ速速速度度度 280280280 cpmcpmcpm

液液液体体体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のののサササイイイズズズ
食食食品品品機機機器器器用用用 1.51.51.5 ininin サササニニニタタタリリリーーーフフフララランンンジジジまままたたたははは 404040 mmmmmm DIN11851DIN11851DIN11851

高高高度度度サササニニニタタタリリリーーーまままたたたははは医医医薬薬薬品品品 1.01.01.0 ininin サササニニニタタタリリリーーーフフフララランンンジジジまままたたたははは 252525 mmmmmm DIN11851DIN11851DIN11851

電電電動動動モモモーーータタターーー

ACACAC、、、標標標準準準 CECECE (((04A04A04A)))
電電電源源源 222 HPHPHP

速速速度度度 180018001800 rpmrpmrpm (60(60(60 Hz)Hz)Hz)まままたたたははは150015001500 rpmrpmrpm (50(50(50 Hz)Hz)Hz)

変変変速速速比比比 8.168.168.16

電電電圧圧圧 333 相相相 230V/3230V/3230V/3 相相相 460V460V460V
BLDCBLDCBLDC (((04B04B04B)))

電電電源源源 2.22.22.2 HPHPHP

速速速度度度 360036003600 rpmrpmrpm

変変変速速速比比比 11.8611.8611.86

電電電圧圧圧 320320320 VDCVDCVDC

モモモーーータタターーーレレレスススギギギアアアボボボッッックククススス
NEMANEMANEMA (((04E04E04E)))

取取取りりり付付付けけけフフフララランンンジジジ NEMANEMANEMA 565656 CCC

変変変速速速比比比 18.0818.0818.08
IECIECIEC (((04F04F04F)))

取取取りりり付付付けけけフフフララランンンジジジ IECIECIEC 909090

変変変速速速比比比 18.0818.0818.08
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技術仕様

SaniForceSaniForceSaniForce 1040e1040e1040e 電電電気気気作作作動動動式式式ダダダブブブルルルダダダイイイアアア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

ノノノイイイズズズデデデーーータタタ
音音音圧圧圧 (ISO(ISO(ISO---961496149614---222 ににに準準準拠拠拠しししたたた測測測定定定)))
707070psipsipsiののの液液液体体体圧圧圧力力力ととと505050 cpmcpmcpmにににおおおいいいててて 717171 dBadBadBa

303030psipsipsiののの液液液体体体圧圧圧力力力ととと280280280 cpmcpmcpmにににおおおいいいててて(((フフフルルルフフフロロローーー))) 949494 dBadBadBa

音音音圧圧圧 [[[装装装置置置かかかららら 111 mmm (3.28(3.28(3.28 ft)ft)ft) ののの距距距離離離でででテテテススストトト]]]
707070psipsipsiののの液液液体体体圧圧圧力力力ととと505050 cpmcpmcpmにににおおおいいいててて 616161 dBadBadBa

303030psipsipsiののの液液液体体体圧圧圧力力力ととと280280280 cpmcpmcpmにににおおおいいいててて(((フフフルルルフフフロロローーー))) 848484 dBadBadBa

*** ポポポンンンプププ型型型式式式ににによよよっっっててて異異異なななりりりままますすす。。。ごごご使使使用用用のののモモモデデデルルルにににつつついいいてててははは性性性能能能チチチャャャーーートトトををを参参参照照照のののこここととと。。。

重重重量量量
ポンプの材料 モーター/ギアボックス

AC NEMA IEC BLDC +
NEMA

液体セクション
センターセク
ション lb kg lb kg lb kg lb kg

アルミニウム 136 62 99 45 104 47 120 54
食品機器用

ステンレス鋼 166 75 129 58 134 61 150 68

アルミニウム 147 67 110 50 115 52 131 59高度サニタリーま
たは医薬品 ステンレス鋼 157 80 140 63 145 66 161 73

米米米国国国 メメメーーートトトルルル法法法

重重重量量量

コココンンンプププレレレッッッサササ 282828 lblblb 131313 kgkgkg
GracoGracoGraco VFDVFDVFD 666 lblblb 333 kgkgkg

GracoGracoGracoモモモーーータタターーー制制制御御御 10.510.510.5 lblblb 4.84.84.8 kgkgkg

カカカーーートトト 333333 lblblb 151515 kgkgkg

接接接液液液部部部部部部品品品

接接接液液液部部部部部部品品品にににははは、、、ススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼おおおよよよびびびシシシーーートトト、、、ボボボーーールルル、、、ダダダイイイアアアフフフラララムムムのののオオオプププシシショョョンンンとととしししててて選選選択択択ささされれれたたた材材材料料料ががが含含含
まままれれれままますすす。。。
非非非接接接液液液部部部品品品
アアアルルルミミミニニニウウウムムム アアアルルルミミミニニニウウウムムム製製製、、、コココーーートトト付付付ききき炭炭炭素素素鋼鋼鋼、、、青青青銅銅銅
ススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼 ススステテテンンンレレレススス鋼鋼鋼、、、アアアルルルミミミニニニウウウムムム製製製、、、コココーーートトト付付付ききき炭炭炭素素素

鋼鋼鋼、、、青青青銅銅銅
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技術仕様

液液液体体体温温温度度度範範範囲囲囲

注注注

温温温度度度限限限界界界ははは、、、機機機械械械的的的応応応力力力のののみみみににに基基基づづづいいいててていいいままますすす。。。特特特定定定ののの化化化学学学物物物質質質ははは、、、液液液体体体温温温度度度範範範囲囲囲ををを制制制限限限しししままますすす。。。最最最ももも制制制限限限ささされれれ
たたた浸浸浸水水水構構構成成成部部部品品品ののの温温温度度度範範範囲囲囲内内内ににに保保保っっってててくくくだだださささいいい。。。おおお使使使いいいのののポポポンンンプププののの構構構成成成部部部品品品ににに対対対ししし高高高温温温すすすぎぎぎるるる、、、あああるるるいいいははは低低低温温温
すすすぎぎぎるるる液液液体体体温温温度度度ででで操操操作作作すすするるるととと、、、機機機器器器ににに損損損傷傷傷ををを与与与えええるるる可可可能能能性性性がががああありりりままますすす。。。

液液液体体体温温温度度度範範範囲囲囲

ダダダイイイアアアフフフラララムムム///ボボボーーールルル///シシシーーートトト材材材料料料 華華華氏氏氏 摂摂摂氏氏氏

ブブブナナナ NNN BNBNBN 10°10°10° ～～～ 180°F180°F180°F ---12°12°12° ～～～ 82℃82℃82℃

ポポポリリリクククロロロロロロプププレレレンンンチチチェェェッッックククボボボーーールルル (((CWCWCW))) 14°14°14° ～～～ 176°F176°F176°F ---10°10°10° ～～～ 80℃80℃80℃

PTFEPTFEPTFE 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 (((POPOPO))) ---40°40°40° ～～～ 180°F180°F180°F ---40°40°40° ～～～ 82℃82℃82℃

PTFEPTFEPTFE チチチェェェッッックククボボボーーールルルまままたたたははは 222 ピピピーーースススPTFE/EPDMPTFE/EPDMPTFE/EPDM ダダダイイイアアアフフフラララムムム (((PTPTPT))) ---40°40°40° ～～～ 220°F220°F220°F ---40°40°40° ～～～ 104℃104℃104℃

PTFE/PTFE/PTFE/サササンンントトトプププレレレーーーンンン 222 ピピピーーースススダダダイイイアアアフフフラララムムム (((PSPSPS))) 40°40°40° ～～～　　　
180°F180°F180°F

4°4°4° ～～～　　　82℃82℃82℃

Santoprene®Santoprene®Santoprene® チチチェェェッッックククボボボーーールルルまままたたたははは SantopreneSantopreneSantoprene ダダダイイイヤヤヤフフフラララムムム (((SPSPSP))) ---40°40°40° ～～～ 180°F180°F180°F ---40°40°40° ～～～ 82℃82℃82℃

FKMFKMFKM フフフルルルオオオロロロエエエラララススストトトマママーーー (((FKFKFK))) ---40°40°40° ～～～ 275°F275°F275°F ---40°40°40° ～～～ 135℃135℃135℃

38 3A4358R



California Proposition 65

GracoGracoGraco モモモーーータタターーー制制制御御御装装装置置置ののの技技技術術術仕仕仕様様様

DCDCDC 電電電源源源 クククラララススス 222 電電電源源源のののみみみ

承承承認認認 UL508CUL508CUL508C

適適適合合合性性性 CECECE---低低低電電電圧圧圧 (2006/95/EC)(2006/95/EC)(2006/95/EC)、、、EMCEMCEMC (2004/108/EC)(2004/108/EC)(2004/108/EC)、、、
おおおよよよびびび RoHSRoHSRoHS (2011/65/EU)(2011/65/EU)(2011/65/EU) 指指指令令令

周周周囲囲囲温温温度度度 ---40°F40°F40°F ～～～ 104°F104°F104°F ---40°C40°C40°C ～～～ 40°C40°C40°C

環環環境境境定定定格格格 タタタイイイプププ 4X4X4X、、、IP66IP66IP66

過過過熱熱熱検検検出出出仕仕仕様様様 000 ～～～ 3.33.33.3 VDCVDCVDC、、、1mA1mA1mA 最最最大大大

III入入入力力力ののの仕仕仕様様様

入入入力力力線線線ののの電電電圧圧圧 120/240120/240120/240 VACVACVAC、、、線線線間間間

入入入力力力線線線ののの相相相 単単単相相相

入入入力力力線線線ののの周周周波波波数数数 50/6050/6050/60 HzHzHz

入入入力力力電電電流流流///相相相 16A16A16A

最最最大大大分分分岐岐岐回回回路路路保保保護護護定定定格格格 20A20A20A、、、逆逆逆転転転時時時間間間回回回路路路ブブブレレレーーーカカカーーー

短短短絡絡絡回回回路路路電電電流流流定定定格格格 555 kAkAkA

出出出力力力ののの仕仕仕様様様

出出出力力力線線線ののの電電電圧圧圧 000 ～～～ 264264264 VACVACVAC

出出出力力力線線線ののの相相相 333 相相相

出出出力力力電電電流流流 000 ～～～ 12A12A12A

出出出力力力電電電源源源 1.921.921.92 KW/2.6KW/2.6KW/2.6 HPHPHP

出出出力力力過過過負負負荷荷荷 200%200%200% ででで 0.20.20.2 秒秒秒間間間

モモモーーータタターーー内内内のののサササーーーマママルルルセセセンンンサササーーーかかからららののの信信信号号号ををを受受受信信信ししし、、、作作作動動動すすするるるあああるるる特特特定定定ののの手手手段段段をををドドドララライイイブブブ内内内ににに構構構築築築しししままますすす。。。モモモーーー
タタターーー過過過負負負荷荷荷保保保護護護ををを提提提供供供すすするるるたたためめめににに、、、モモモーーータタターーー過過過温温温度度度検検検出出出ががが必必必要要要ででですすす。。。
ソソソフフフトトトウウウェェェアアア経経経由由由ののの電電電流流流制制制限限限ははは、、、モモモーーータタターーー過過過負負負荷荷荷かかからららのののセセセカカカンンンダダダリリリののの保保保護護護とととしししててて提提提供供供ささされれれままますすす。。。
すすすべべべてててののの設設設置置置ととと配配配線線線ははは、、、米米米国国国電電電気気気工工工事事事規規規程程程 (NEC)(NEC)(NEC) ととと地地地域域域ののの電電電気気気工工工事事事規規規定定定ににに準準準拠拠拠すすするるる必必必要要要がががああありりりままますすす。。。

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:::発発発がががんんんおおおよよよびびび生生生殖殖殖へへへののの悪悪悪影影影響響響 ––– www.P65warnings.ca.govwww.P65warnings.ca.govwww.P65warnings.ca.gov。。。
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GracoGracoGraco 標標標準準準保保保証証証

Graco は、直接お買い上げいただ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 の社名を付した全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 社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 か月間、Graco 社により欠陥があると判断された装置の部品を修理、交換いた
します。本保証は、Graco の書面の推奨に従って、装置が設置、操作、およびメンテナンスされて
いる場合にのみ有効です。
誤った設置、誤用、摩擦、腐食、不十分または不適切なメンテナンス、過失、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摩耗、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機構、アクセサリー、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機構、アクセサリー、装置、または材料の不適切な設計、製
造、取り付け、操作またはメンテナンス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 社販売代理店に、主張された欠陥を確認するために、欠陥があると主張された装置が
前払い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 社は全て
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、直接お買い上げいただけたお客
様に返却されます。装置の検査により材料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、、、明明明示示示的的的、、、黙黙黙示示示的的的ををを問問問わわわずずず、、、商商商品品品性性性ののの保保保証証証、、、まままたたたははは特特特定定定用用用途途途へへへののの適適適合合合性性性ののの
保保保証証証なななどどど、、、そそそののの他他他ののの保保保証証証ににに代代代わわわるるるももものののででですすす。。。
保証違反の場合の 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。保証違反に関連するいかなる行為も、販売日から起
算して 2 年以内に提起する必要があります。
GracoGracoGraco 社社社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アアアクククセセセサササリリリーーー、、、装装装置置置、、、材材材料料料、、、まままたたたははは構構構成成成部部部品品品ににに
関関関しししてててははは、、、GracoGracoGraco 社社社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全全全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。。。販売されているが Graco 社によって製造されていないアイテム (電動式モー
ター、スイッチ、ホースなど) がある場合、それらのメーカーの保証の対象となります。Graco 社は、
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 社は Graco 社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、
保証違反、Graco 社の過失、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。
GRACO カナダのお客様の場合
当事者は、現在および将来のドキュメント、通知、および直接間接に締結、提供または実施される法的
手続が英語で作成されることに同意したものと見なされます。Les parties reconnaissent avoir convenu
que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures
judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec
les procédures concernées.

GracoGracoGraco ににに関関関すすするるる情情情報報報
Graco 製品についての最新情報は、www.graco.com を参照してください。
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まままたたたはは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

本書に記載されているすべての文章または画像データには、出版の時点で入手可能な最新の
製品情報が反映されています。Graco はいつでも予告なしに内容を変更する権利を有します。

オリジナルの取扱説明書。This manual contains Japanese。MM 334188

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

GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. GRACOGRACOGRACO INC.INC.INC. おおおよよよびびび子子子会会会社社社 ••• P.O.P.O.P.O. BOXBOXBOX 144114411441 ••• MINNEAPOLISMINNEAPOLISMINNEAPOLIS MN55440–1441MN55440–1441MN55440–1441 ••• 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。。。
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