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本取扱説明書のマークについて

また、本書は後々のためにも大切に保管下さい。

別冊のエンジン用取扱説明書も同様です。

危険から身を守るための重要な注意です。
必ず守って下さい。

本機の故障を防いだり、性能を維持するための注意です。
必ず守って下さい。

Ⅰ） 安全にお使いいただくために

● あなた自身の安全のために

操作しないで下さい。

下さい。

高圧洗浄機は、子供あるいは訓練を受けていない人の使用は厳禁です。

・ 警告
噴霧/煙霧の吸引は健康に危険です。

カバーで覆って下さい。
噴霧/煙霧の防御には、級FFP 2 かそれ以上のマスク記号のもにを使って下さい。

高圧洗浄機を使われる前に必ず本取扱説明書を注意深く読んで下さい。

本機は、子供はもとより身体に障害のある人、知的障害者、経験や本機の知識がない人は、

操作を簡単にあるいは、安全に操作するために参考となる説明です。

さもなくば、彼らは彼らの安全の責任者によって、監督、本機の操作の指導を受けておいて

本機を噴霧/煙霧の発生を抑えてあるいは少なくして使用したいう場合は、例えば、ノズルを
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● 全般
高圧洗浄機の使用は、地域規制の適用を受けます。

規制を遵守下さい。
人身の安全や装置を危険にする類の使用方法は禁じられています。

● 輸送
高圧洗浄機の輸送はその大型ホィールで簡単です。

事をお奨めします。
０℃以下の時に輸送する場合は、事前に本機に不凍液を循環させておいて下さい。

● 本機を始動する前に
使用前に高圧洗浄機が安全で適切な状況にある事をチェックして下さい。
高圧洗浄機の操作は、直立状態の時のみとして下さい。（傾いていたり、横になった状態
では操作しないで下さい。）
国の規制や適用条項を遵守して下さい。
高圧洗浄機を稼動させる前に主要部分全ての視認を実行して下さい。

・ 注意！
高圧洗浄機のジェット噴射の間違った使用は危険です。

適切な防御服、防音、防護眼鏡を装着して下さい。
着衣あるいは履物を洗うために自分自身や人にジェット噴射を向けないで下さい。

作業では同様にトルクが生じます。ランスは両手でしっかりと保持して下さい。

ベルト駆動機は、ベルトカバーを外しての使用は絶対にしないで下さい。危険です。

確認下さい。

車輌で安全輸送するために高圧洗浄機が滑ったり、傾いたりしないようにベルトで固定する

洗浄作業場所に防護服を着用していない人がいる場合は、高圧洗浄機を使わないで下さい。

使用する国の取扱説明書や事故防止規制の拘束に加えて、安全作業の全般的な承認された

ジェット噴射を人、動物、使用中の電気装置そして高圧洗浄機自体に直接向けないで下さい。

洗浄対象物から環境を害する物質（例えば、アスベスト、オイル等）が流れ落ちない事を

高圧洗浄機を操作中、ランスに反力が生じます。また、角度が付いた（曲がった）ランスでの
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・ 警告 ！
可燃性液を吸引→噴射したり、洗剤吸引装置から吸引→噴射しないで下さい。
爆発、火災の危険があります。

対象物の表面がダメージを受けないように常にノズルとの距離を調節して下さい。

高圧ホースを荷物等の吊り上げロープに使わないで下さい。

・ 注意 ！
高圧ホースの許容圧力、許容温度は、高圧ホースに刻印してあります。

ダメージを受けた高圧ホースは、使わないで下さい。危険です。

・ 警告 ！
通気が十分である事を確認下さい。

・ 警告 ！
本機の排気が入り込まないように建物の換気口の近くでは使わないで下さい。

火災や爆発の危険がある場所では絶対に使わないで下さい。
本機は、建物から１m以上離して使って下さい。

本機を凍結の危険がある場所に放置しないで下さい。

給水なしで本機を動かさないで下さい。
水なしで動かした場合は、長くとも３分以内に機械を止めて下さい。
多少の水不足でもポンプのシール類に大きなダメージを与えます。

● 給水の接続

としては使えません。

（内径：１９㎜＝3/4”の時）

ポンプ保護のためにサンドフィルタを装着して下さい。

サンドフィルタを装着して下さい。

● 運転操作
・ 警告 ！

長期間放置された燃料、エンジンオイルは劣化しエンジンの故障の原因となります。
最低でも６ヶ月毎を目途に交換して下さい。

・ 注意 ！
電気装置には噴射しないで下さい。感電、短絡の危険があります。

ゴム製や繊維製のようなデリケートな物は、ペンシルジェット（０°）で洗浄しないで下さい。

高圧洗浄機をカバーで覆ったまゝ、あるいは通気のが不十分な室内では使わないで下さい。

本機は、原則として、適切な逆流防止装置を付けずに飲料用水道栓に
接続する事はできません。また、逆流防止装置を通過した水は飲料用

給水ホース長は、水栓への逆流入を防ぐために６m以上にして下さい。

地下水や工業用水で砂気、金気、その他異物の混入が認められる場合は、

河川水、溜め水等を使う場合は、ポンプ保護のためにサクションフィルタあるいは

正しい燃料を使って下さい。正しくない燃料の使用は危険であると共に故障の原因です。
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● 修理・保守
・ 注意 ！

修理は取扱説明書に記載されている事のみとして下さい。
ニルフィスクの純正部品のみを使って下さい。
本機の技術的改造はしないで下さい。
修理・保守プランに従って、当社が認める販社、サービス店で定期点検を受けて下さい。
これらがなされていない故障は、ワランティ保証の対象外となります。

・ 注意 ！
高圧ホース、接続金具類は高圧洗浄機の安全のために重要です。
高圧が及ぶ部品は、ニルフィスクの純正部品のみを使って下さい。

本書の記載事項の不履行は、あなたの安全が危うくなります。

その他の全ての修理・保守作業につきましては、当社、当社が認めたサービス店に
ご連絡下さい。

本機は、ドイツの”液体噴霧ジェット装置ガイドライン”に準じています。

● アンローダバルブ

逆流します。
アンローダバルブは、工場でセット封印されていますので絶対にいじらないで下さい。

● 安全装置
安全装置付きスプレガン：
スプレガンには、安全のためのロックが付いています。
ロックを掛けると引き金が固定され誤作動を防止します。

安全バルブが作動すると残圧なしに異常圧がバイパス回路を通ってポンプの吸水回路に

本機の清掃、修理の前に必ず、最初に点火プラグコードを外して下さい。
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Ⅱ） 各部の名称

1） スタート／ストップ スィッチ
2） フレックス パワー ランス（除く：MC 7P-220 / 1120 PE PLUS） 
2-a） トルネード プラス ランス（MC 7P-220 / 1120 PE PLUS）
3） ランスホルダ
4） 高圧ホースホルダ、13）兼用
5） 高圧ホース
6） スプレガン
7） 吸水口（吸水フィルタ内蔵）
8） 吐出口（高圧ホース接続）
9） 洗剤吸引ホース（除く：MC 7P-220 / 1120 PE PLUS)
10） ポンプオイル レベルゲージ（除く：MC 3C-165 / 810 PE） 
11） 吐出水量調節ノブ（除く：MC 3C-165 / 810 PE）
12） オイルカップ（MC 7P-220 / 1120 PE PLUS）
13） ハンドル

２a
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Ⅲ） 本機をスタートする前に

① 最初に本機を使用する前に本機に異常、ダメージがないか注意深くチェックして下さい。
② 異常、ダメージがあった場合は、直ちに販売店に連絡下さい。
③ ポンプオイル、エンジンオイルの量を確認下さい。

MC 7P-220 / 1120 PE PLUSは、減速装置のギャボックスのオイル量も確認下さい。

Ⅳ） 運転と操作

4.1 接続
4.1.1 ランスをガンに接続。
① ガンの先端の青色部（A)を図のように手前に引いて保持します。
② ランスの後端のニップル(B)を差込み、保持していたガンの先端を放します。

（他のアクセサリの装着時も同様です。）
③ 装着後、本機をスタートさせる前にランスを前方に押して、正しくガンに装着されている事を

確認下さい。（他のアクセサリの装着時も同様に確認下さい。）

注意 ！

常にニップルに水をかけてゴミ等を洗い
流して下さい。

とノズルの詰まりやガン内部のシール類
のダメージの原因になります。

4.1.2 高圧ホース、給水ホースの接続。
① 高圧ホースをポンプ吐出口

ニップルに接続します。
② 給水ホースは、接続前に

ホースに水を通して、ゴミや
異物を洗い流して下さい。

③ 水栓を開けます。

●必要給水量、給水圧は、

確認下さい。
●使用水にゴミ、砂気が混入している場合は、別売のサクションフィルタ、サンドフィルタを装着下さい。

●ガンにランス、アクセサリを装着する時は

●ゴミ、砂等が付着したままガンに装着する

”Ⅷ）テクニカルデータ”で
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4.1.3 燃料給油
危険 !!

● 必ずエンジンを止めて、冷えるのを待ってから（３分以上）給油して下さい。
● 燃料が本機あるいは、周辺に漏れた場合は、拭き取り、漏れた燃料が

乾き切ってから、エンジンをスタートして下さい。
● 給油中は、禁煙です。
●

注意 ! ： 密閉された換気の悪い場所では決して使わないで下さい。
排気ガスの吸引は大変危険です。

●”Ⅰ） 安全にお使いいただくために”の項を再確認下さい。

4.2 本機の始動

4.2.1 スタート
本機は、必ず給水されている状態で始動して下さい。
ドライ運転（給水されいない状態）は、ポンプのシール類にダメージを与えます。

① エンジンをスタートします。（別冊のエンジン用取扱説明書を参照下さい。）

●

●
います。位置をいじらないで下さい。

●
するよう作られています。

エンジン回転調整レバーは”高”のレバー
が止まる位置（定格回転）にして下さい。
定格回転の位置は、工場でセットされて

本機は、定格回転で本来の性能を発揮

本機を裸火の近くに置いたり、近くで使ったりしないで下さい。
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② スプレガンの安全ロックを外し、引き金を引きます。
③ 使用しない時は、短時間と雖もスプレガンの安全ロックを掛けて下さい。

注意 !
●エアー抜きのために何度がスプレガンを
開閉して下さい。

は、ガンからランスを外して、引き金を握った
ままでエンジンをかけて下さい。

4.2.2 溜め水等を自吸して使う場合
① 給水ホースに水を満たして（呼び水）から本機に接続して下さい。

●溜め水、河川水等を使用する場合は、

を給水ホース端に装着して下さい。

サクションフィルタ

●特に異物の混入が多い水の場合は、
サンドフィルタの装着もお奨めします。

② エンジンをスタートします。
③ スプレガンの安全ロックを外し、引き金を引きます。
④ 自吸モードでは、特にランスを外して、ガンだけで噴射してエアー抜きをして下さい。

●● ３分以上作業を中断する場合は、エンジンを止めて下さい。

注意 !

して下さい。
●自吸高さは、使用水温度により低くなります。
”Ⅷ）テクニカルデータ”に記載の自吸最高高さは、水温が８℃までの場合です。
使用水温度が８℃より高くなると自吸高さは低くなります。
最高許容給水温度近くでは、自吸高さが殆どレベルとなります。

●エンジンスタートの時、始動ロープが重い場合

エンジンがスタートしたらランスを装着して下さい。

●使用開始時は、スムースに作業開始ができるように給水ホースに呼び水を

必ず、サクションフィルタ（品番：6400000）
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4.3 噴射圧の調節

4.3.1 フレックスパワーランスの時
（ MC 3C-165 / 810 PE、 MC 5M-225 / 910 PE PLUS )

ノズルヘッドの下側を回して、高圧 ⇔ 低圧
に無段階に調節できます。

ノズルヘッドの下側

内蔵洗剤吸引装置で洗剤を吸引する
場合は、この操作で低圧にします。

4.3.2 トルネードプラスランスの時 （MC 7P-220 / 1120 PE PLUS）

トルネードプラスランスには、高圧ノズル（下）
と低圧ノズル（上）の２つのノズルがあります。

図のように吐出圧調節ノブを回して、最高圧
から最低圧まで無段階に調節できます。

＝高圧
＝低圧

4.4 吐出水量の調節 （ 除く：MC 3C-165 / 810 PE ）
ポンプのシールを傷めないために、この操作は、噴射を止めて行って下さい。

4.4.1 MC 5M-225 / 910 PE PLUS

吐出水量調節ノブを回して、吐出水量を調節します。

時計回りに目いっぱい回すと
最多水量 ＝最高圧
となります。通常はこの位置で使います。

反時計回りに回すと徐々に
吐出水量が減り ＝ 吐出圧が低く
なりまます。

最高圧より低いある一定の圧力で洗浄したい時に
便利な装置です。

4.4.2 MC 7P-220 / 1120 PE PLUS
吐出水量調節ノブを回して、吐出水量を調節します。

反時計回りに目いっぱい回すと
最多水量 ＝最高圧
となります。通常はこの位置で使います。

時計回りに回すと徐々に
吐出水量が減り ＝ 吐出圧が低く
なりまます。

最高圧より低いある一定の圧力で洗浄したい時に
便利な装置です。

”4.5 洗剤吸引装置の利用”を参照下さい。

㊟  機種により、ノブを回す方向と機能が逆です。

時計回り （＋）
反時計回り（-）
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4.5 洗剤吸引装置の利用 （除く： MC 7P-220 / 1120 PE PLUS

内蔵の洗剤吸引装置で洗剤を使って洗浄できます。

MC 7P-220 / 1120 PE PLUSには、洗剤吸引装置
が付いていません。洗剤を利用する時は、別売の
洗剤インジェクタを本機の吐出口に装着します。

① 使用する洗剤の希釈度は、洗剤メーカの取扱説明書に
従って下さい。

②
に吸引されます。
高圧の時は、洗剤は吸引されません。

●ランスで吐出圧を低圧にして、洗剤を洗浄対象物に吹きつけ、ちょっと時間を
おいてから、高圧にして洗浄、洗い流します。

●手元（ランスで低圧⇔高圧の調節）で洗剤の吸引/停止ができます。

注意 ! ●洗剤を吹き付けてから、洗剤が乾く前に洗浄/洗い流しをして下さい。
吹き付けたまま時間が経って洗剤が乾くと対象物の表面にダメージを
与える事があります。

洗剤は、前項”4.3 噴射圧の調節”で低圧にした時のみ

をすすいで下さい。残留洗剤が乾燥/固着して、次回洗剤の吸引ができなくなります。
●洗剤使用後は、そのままにせず洗剤吸引ホースから清水を吸引させて、装置内部

13 ページ



Ⅴ） 作業終了と格納

5.1 本機の停止

5.1.1 エンジンを止める。
① エンジン回転調整レバーを”低”の位置にします。

③ 燃料コックレバーを”止”の位置にします。 ④ 水栓を閉じます。
⑤ ガンの引き金を握り、本機内の残圧を抜きます。
⑥ ガンの安全ロックをかけます。
⑦ 本機から給水ホースを外します。

5.2 格納と保管

5.2.1 本機を湿気がなく、凍結の危険がない室内に格納・保管します。

重要 !!

以下の手順に従って、本機内に不凍液を循環させて下さい。

●凍結による本機の破損、故障は保証対象外です。

5.2.2 不凍液の循環手順
① 容器に４ℓ程の不凍液を準備します。
② 給水ホースとランスを外します。
③ スプレガンを握って、エンジンをかけ本機内の残留水を排出します。

これは、空運転の状態になりますので、この操作は”１分以内”として下さい。
④ 給水ホースを本機に取り付け、準備した不凍液容器に入れます。
⑤ 本機をスタートして、ガンを握ります。最初は本機内の残留水が出て来ます。それは捨てて下さい。
⑥ ガンから不凍液が出て来たら、ガンを不凍液の容器に向けて回収します。

この時にポンプの各部に不凍液を満遍なく行き渡らせるために２～３回ガンを開閉して下さい。
⑦ 不凍液容器から給水ホースを抜いて、本機内の不凍液を出来るだけ容器に回収します。（１分以内）
⑧ エンジンを止めて、給水ホースを外し、本機を格納、保管します。

●回収した不凍液は再利用できますが、段々と濃度が下がります。
適時、新しい不凍液に切り替えて下さい。

●回収した不凍液にゴミ等の異物が混入しないように保管には注意して下さい。

● 次回、本機をスタートする前に念のため本機を暖める事を推奨します。
● 凍結させてしまったと思われる場合は、絶対に本機をスタートさせないで下さい。

重大なダメージを受けます。ゆっくりと時間を掛けて本機を暖めて解凍してみて下さい。

②エンジンスィッチをOFF（停止）にします。

●冬季間、室温が0℃以下になるような凍結の危険がある場所に保管する場合は、

●外したランスには不凍液が循環されていません。凍結しない場所に保管して下さい。
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Ⅵ） 保守管理

6.1 定期的な保守管理

エンジンの保守管理は、別冊エンジンの取扱説明書を参照下さい。

6.2 保守管理作業

6.2.1 給水フィルタの清掃
本機給水口には、異物流入防止のために給水フィルタがあります。

① 本機給水口のナットを外します。
② 小指を差し込んでフィルタを抜き出し、清掃して下さい。ダメージがある場合は交換します。
③

●給水フィルタは大変重要です。必ず付けて下さい。
給水フィルタを外して使用し、ポンプ等がダメージを受けた場合、保証期間内と
雖も、保証対象外です。有償修理となります。

6.2.2 高圧ノズルの清掃
高圧ノズルに異物が詰まるとポンプに異常圧が生じます。
直ちにノズルを清掃して、異物を取り除いて下さい。

① エンジンを停止します。
② ガンからランスを外します。
③ 高圧ノズルの清掃先端からノズル掃除棒でノズルを清掃します。
④ ノズルの先端から水を注いで異物をランスのニップル側から流し出します。

6.2.3 ポンプオイルレベル （除く： MC 3C-165 / 810 PE）
オイルが、オイル点検窓、オイルカップ、オイル点検棒の中間まであるか確認下さい。
不足している場合は、オイルを補充して下さい。
機種によりオイルタイプが違います。”Ⅷ）テクニカルデータ”の項で確認下さい。

●6.2.5 駆動ベルト（MC 5M-225 / 910 PE PLUSのみ）

フィルタを元のように挿入し、ナットを締めます。ナットのガスケットを傷めないようにやさしく締めて下さい。

●

●

●

●

給水フィルタの清掃

高圧ノズルの清掃

ポンプオイルレベルのチェック

オイル交換（㊟ 初回は50時間使用後に）

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

６ヶ月毎 あるいは
500時間稼動毎

必要に
応じて

毎週
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6.2.4 ポンプオイル/ギヤオイルの交換 （除く： MC 3C-165 / 810 PE）
① オイル交換の前に本機が暖かい事を確認下さい。
② ポンプ底のドレインプラグを外す/ポンプ上のオイルカップのふたを外して下さい。
③ オイルを容器（容量１ℓ位）に抜いて、規則に従い廃棄します。
④ ドレインプラグを取り付けます。
⑤ 新しいオイルを注入します。オイルのタイプ、オイルの量は”Ⅷ）テクニカルデータ”の項を参照下さい。
⑥ 最後にオイルレベルを確認下さい。前項”6.2.3 ポンプオイルレベル”を参照下さい。

6.2.4 駆動ベルトのチェック （MC 5M-225 / 910 PE PLUS）
① 安全のためにエンジンの点火プラグコードを外して下さい。
② ベルトカバーを外します。
③ ベルトのダメージの有無、張りが適正かチェックします。
④ 必要な時はベルトを交換して下さい。
⑤ ベルトカバーを取付けます。
⑥ エンジンの点火プラグコードを取り付けます。

●ベルトは、33-1/2インチｘ３本掛けです。
●ベルトの張りは、ベルトの中心部に ７～１０㎏の力を掛け、２０㎜程度たわみが出るように調節します。

6.2.5 エンジンのオイルアラート装置

●オイルレベル低下を感知すると、エンジンは自動的に停止します。
●オイルを適正量補充しない限りエンジンはかかりません。
●本機を水平ではなく、傾いた状態で使用した場合もオイルが十分に循環されず
オイルアラートが作動し、エンジンを自動的に停止させる事があります。

●本機は水平にして使用して下さい。

エンジンのオイル不足によるトラブルを防ぐためにオイルレベルを監視するオイルアラートが装備されています。
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Ⅶ） 故障と対処

＞本機内にエアーが混入
ランスを外して、ガンだけでエアー抜きをする。

＞高圧ノズルの詰まり/磨耗 ●高圧ノズルの清掃/交換。
＞ランスの圧力調節が低圧に ●ランスの圧力調節を高圧にする。
なっている ”4.3 噴射圧の調節”参照。

●吐出水量調節を”多量”側にする。
にセットされている ”4.4 吐出水量の調節”参照。

＞エンジン回転数が低い ●スロットルレバーの位置を確認。
販売店に連絡。

＞駆動ベルトの過熱/張り不足 ●ベルトのチェック。
販売店に連絡。

＞給水量が不足している ●水栓を目いっぱい開ける。
給水量の確認。

＞ポンプ/ランス/アクセサリが ●本機/アクセサリを解凍する。
部分凍結している

●適切な給水ホースを使う。
＞給水フィルタの詰まり ●給水フィルタの清掃/交換。

製品保証の対象外となります。
＞駆動ベルトの過熱/張り不足 ●ベルトのチェック。

販売店に連絡。

＞自吸高さが高すぎる ●”Ⅷ）テクニカルデータ”参照。
（自吸モードで使用） ＞給水温度が高い ●”4.2.2 注意”参照。

＞給水ラインでエアー嚙 み ●給水ラインの接続部を確認。
エアー抜きを繰り返してみる。”4.2.2”参照。

＞燃料切れ ●燃料コックを開く/給油する。
●オイルを補充。本機を水平に置く。
”6.2.5”参照。

＞ポンプロック/凍結 ●解凍する。
販売店に連絡。

・エンジンが止まる ＞燃料切れ ●給油する。
●オイルを補充。本機を水平に置く。
”6.2.5”参照。

●インジェクタ、ホースの清掃。
（洗剤利用時） ホースの詰まり

＞洗剤タンクが空 ●洗剤の補充。
＞ランスの圧力調節が低圧に ●ランスの圧力調節を低圧にする。
なっていない。 ”4.5”参照。

＞オイル不足→オイルアラート作動

・洗剤が吸引されない

●スプレガンを何度か開閉して、エアー抜きをする。

＞インジェクタの詰まり/洗剤吸引

重要!! 給水フィルタを外して使用しないで下さい。

・吐出水が脈動する

・エンジンが始動しない

＞オイル不足→オイルアラート作動

・圧が低い/上がらない

＞本機の吐出水量調節が”少量”

・吐出水が脈動する

＞給水ホースが、長過ぎる/細過ぎる

故障/不具合 考えられる原因 対処
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Ⅷ） テクニカルデータ

MC 3C-165 / 810 PE
MC 5M-225 / 910 PE 

PLUS
MC 7P-220 / 1120 PE 

PLUS

常用ポンプ圧 MPa 16.5 22.5 22
ℓ/時 750/810 840/910 1010/1120

ピストン数 本 3 3 4
ピストン材質 セラミック セラミック セラミック

RPM 3490/3490 3500/1750 3400/1450
許容給水温度（最高） ℃ 60 60 80（自吸時：60）

許容給水圧 MPa ～0.1 ～0.1 ～0.1
駆動方法 ”㊟ -1” ダイレクト ベルト・減速 ギヤ・減速
オイル量（ポンプ/ギヤ） ℓ - 0.4 1.1

SAE 15-40 SAE 15-40 Alphasyn 150
オイル量（エンジン） ℓ 1.1 1.1 1.1

SAE 15-40 SAE 15-40 SAE 15-40
燃料消費量 ℓ/時 1.9 3.0 4.2
機体寸法（LｘWｘH） ㎜ 782x546x873 1067x686x660 750x680x850
質量 ㎏ 31 45 94
エンジン馬力 HP/Kw 6.5/4.88 9/6.75 13/9.75
エンジン型式 ホンダ GX 200 GX 270 GX 390
エンジン燃料 ガソリン ガソリン ガソリン
ニューマチックホィール 個 2 2 2+(キャスタｘ2）

m 1 2.5 2.5
吐出水量調節装置 〇 〇
内蔵洗剤吸引装置 〇 〇

〇 〇
Ergo 2000ガン 〇 〇 〇
高圧ホース長 10m DN 6 DN 6 DN 8
フレックスパワーランス 〇 〇
トルネードダブルランス 〇
ノズルサイズ”㊟ -5” 呼び 0370 0350 0500

㊟ -1： エンジン→ポンプへの動力伝達は、３つの方式を採用しています。
①ダイレクト
②ベルト・減速

います。 エンジン 3500RPM ⇒ ポンプ 1750RPM
③ギヤ・減速 ： エンジン駆動軸から減速ギヤを介してポンプの回転数を減速しています。

エンジン 3400RPM ⇒ ポンプ 1450RPM
※モデル名に”PLUS”とあるのは、減速機構付きを表しています。

㊟ -2：
オイルともに、交換の際は本機を使用する地域に合った粘度のオイルお奨めします。

㊟ -3： 自吸高さ ： 呼び水をして、給水温度８℃までの時の最高自吸高さを表しています。
使用する水の温度で自吸高さは変わります。”4.2.2”項の”注意”参照。

㊟ -4： サーマルダンプバルブ ： ポンプの異常過熱を防ぐ装置です。

上がり、ポンプのシール類を傷める原因となります。
それを極力防ぐためにポンプ温度が70℃近くまでになるとこのサーマル

水の量を給水口から取り入れ、ポンプを冷やすための装置です。

をして下さい。 ”4.2.2 ●●”参照。

噴射を中断して、アイドル運転が続くとエンジンの熱が伝わりポンプの温度が

ダンプバルブが作動して、ポンプ内の水を外部に放出し、その放出された

あくまでも緊急対応の装置ですから、この装置を作動させないような使い方

サーマルダンプバルブ”㊟ -4”

外装・仕様・装備品は、予告なく変更する事があります。

： エンジン駆動軸で直接ポンプを駆動しています。 エンジン回転数＝ポンプ回転数

オイルタイプ ： ”SAE 15-40”は、ガソリンエンジンオイルの標準粘度を示していますが、ポンプ、エンジン

： エンジン駆動軸からプーリ→ベルト→ポンプ軸プーリを介してポンプ回転を減速して

自吸高さ”㊟ -3”

吐出水量（高圧時/低圧時）

エンジン/ポンプ回転数”㊟ -1”

オイルタイプ（ポンプ）”㊟ -2”

オイルタイプ（エンジン/ギヤ）”㊟ -2”
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