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この度は、ニルフィスク高圧洗浄機を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書は、高圧洗浄機の正しく安全な取り扱い方法並びに日常の点検や保守管理について
説明しています。
ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みいただき正しい使用方法を十分ご理解のうえ、
末永くご愛用いただきますようお願いいたします。
また、本書の説明以外に不明な点がございましたら、お買い上げ店にお問い合わせください。
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本書で使用しているマークについて

本機は高圧のウォータージェットを作り出す高圧洗浄機です。

本書に記載の安全に関する禁止事項・注意事項をよく読み、重大な事故、ご自身や周囲の人の怪我、

物や本機そのものの損傷を招かないように内容を完全に理解してください。

全般

●

本機は適切なトレーニングを受け認証された作業者のみが使用してください。

● とても手軽に操作できますが、決して子どもが使用しないように十分注意してください。

本書の指示と使用する地域における事故防止のルールに加え、安全で適切な使用に関する
ルールに従ってください。
決して危険な使い方はしないでください。

● 移動しやすい大きなタイヤを装備していますが、車両などに載せて安全に運搬するために、
滑ったり傾いたりしないようにベルトでしっかり固定してください。

●

開梱後、機械に異常がないことを確認してください。
何か異常を発見した場合には、お買い上げ店にご連絡ください。

●
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操作を始める前に、この取扱説明書を
よく読み十分ご理解のうえ操作してくだ
さい。いつでも読めるように本書は大切
に保管してください。

危険から身を守るために、
このマークのある安全上の
注意は必ず守ってください。

このマークのある安全上の注意は、
製品の故障を回避し、またその性能を
維持するために必ず守ってください。

簡単かつ安全に操作できるように、
参考になることや注意が書かれて
います。

この表示によって示される操作は 
Nilfisk のサ ービスマン以外は
行うことができません。

ご自身の安全のために

● 0℃前後あるいは氷点下で運搬する際は前もってポンプに不凍液を注入してください。(5章参照)

● ユーザーの差し込み口に適したアース付三相用電源プラグの取付けを電気技術者に依頼して
ください。

● 使用前に本機が安全かつ適切な状態にあることを確認してください。

● 定期的に電源コードの損傷や老朽化がないことを確認してください。

運搬

使用の前に

● 感電を防ぐために、使用する電源が安全なことを確認してください。

1. 安全にお使いいただくために



● 防護装備を着用していない人が作業エリアにいる場合は、本機を使用しないでください。

● メーカー指定の洗剤以外は使用しないでください。
指定以外の洗剤や薬剤の使用は本機の安全を損なう恐れがあります。

● ゴムや繊維などでできた繊細な部分には至近距離からジェットを噴射しないでください。
ノズルと表面の間隔を空け、表面の損傷を防いでください。

● 高圧ホースを荷物のリフト用に使用しないでください。

● 爆発の危険があるため、可燃性の液体はかけないでください。

注意！

● 高圧ホースには最大許容圧力と給水温度が印字されていますので確認してください。

霜が当たらない場所で保管してください。

● 水がない状態で本機を動かさないでください。
わずかな時間でも水が不足するとポンプシールに多大なダメージを負う恐れがあります。
最長でも3分以内にスイッチを切ってください。
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● 高圧ジェットは大変危険です。人や動物、電気器具・機器、本機に決して向けないでください。

● 作業に適した保護具や保護メガネを着用してください。

● 高圧ジェットを衣服や履物を洗うために、自分自身に直接かけたり、他の人に向けないでください。

● 作業中は、ガン・ランスに反発力とトルクがかかるため両手でしっかりと保持してください。

● 危険な物質（アスベストやオイルなど）の洗浄作業には使用しないでください。

● 電源を接続する前に本機の銘板に記載されている定格電圧と使用電源元が対応しているか
確認してください。
本機への電気供給は残留電流サーキットブレーカーを装備した電源に接続することを強く
推奨します。このブレーカーは、アースへのリーク電流が 30 ms の間 30 mA を超過した、
またはアース回路がある場合に電力供給を停止します。

● 本機は直立した状態でのみ使用してください。

● 作業前にすべての主要コンポーネントの目視点検を行ってください。
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警告！

注記

● 電源ケーブルや高圧ホースに破損がある場合は本機の使用を中止してください。

適度な換気を確保してください。
本機をカバーで覆ったり、換気の悪い室内で使用しないでください。

●



●

●

● 高圧ホースを車で轢く、潰す、あるいは強く引っ張る、結ぶなどをしてダメージを与えないで
ください。また、オイル、鋭利な物、熱いものに近付けると高圧ホースが破裂する恐れがある
ので十分注意してください。

●

●

●

必ず弊社純正のスペアパーツのみを使用してください。

本機は、決して改造しないでください。

● 本機のクリーニングやメンテナンスを実施する際は、必ず電源を切り電源プラグを抜いてください。

給水接続

飲料水の蛇口に接続する際は、適切な逆流防止器  （EN60335-2-79 Type BA） 
を設置してください。
逆流防止装置が必要な場合は、販売店にお問い合わせください。

製品番号：10411177, 106411178, 106411179, 106411184

逆流防止器と高圧洗浄機の間のホースの長さは、想定される最大圧力を吸収できるよう
12 メートル以上 （最小直径 3/4 インチ） が必要です。
自給モード（雨水受けなどから） は、逆流防止器なしで実行されます。

推奨吸水ホース：61256

※ BA バルブを通った水は、飲料水として使用することはできません。

操作

注意！

仕様に合っていない延長コードの使用は、破損やけがの原因となります。
電源コードのオーバーヒートを防ぐため、コードはリ ールに巻かずに伸ばして使用してください。

延長コードのコネクターやカップリングは耐水性のものを使用してください。

電気部品

感電やショートの恐れがあるため、電気部品に水をかけないでください。

正しく装着されたプラグソケットを使用してください。

注意！

本機のスイッチをオンにすると、電圧変動が起こることがあります。転送点のインピーダンスが
0.15Ω 以下の場合には電圧変動は発生しません。
不明な場合は、現地の電力会社にお問い合わせください

メンテナンスとリペア

注意！

● 本書に記載されている内容に基づいて正しくメンテナンスを行ってください。

●

●

●

●

メンテナンス計画に基づいて弊社指定の販売店、または弊社サービスセンターに定期点検
を依頼してください。定期メンテナンスが正しく行われていない場合、保証の対象外となりま
すのでご注意ください。

4ページ

高圧ホース、フィッティング、カップリングは安全な作業を行う上で非常に重要です。
必ず弊社純正品を使用してください。

● 指定以外の電源コードを使用しないでください。電源コードが破損した場合は、電気技術者、
弊社指定の販売店、または弊社サービスセンターで交換してください。



●

●

● 安全装置がトリップすると、許容値以上の高圧力が残留することなくバイパスラインを介して
ポンプのインテイクラインに送り戻されます。
アンローダーバルブは工場で設定およびシーリングされていますので調整しないでください。

●

●

●

テスト

アンローダーバルブ

安全装置

モーターを過負荷から保護します。
サーマルセンサーが冷却すると、数分後に本機は再始動します。

スプレーガン安全ロック

使用中、エアロゾルが生成される場合があります。
健康を害する恐れがあるため吸引しないよう十分注意してください。

エアロゾルの生成を防いだり減らすために適切な対策を講じてください。
（例：ノズルにシールドカバーをつけるなど）

警告！

エアロゾルの吸引を防ぐためにクラスFFP 2以上のマスクを装着してください。

5ページ

● 電気部品の修理や変更を行った場合は、保護コンダクター抵抗、絶縁抵抗や電流漏れ
の数値を計測してください。
さらに、電源コードに破損などがないか目で確認し、電圧値と電流値の計測と機能テスト
を行ってください。必要に応じて弊社サービスセンターにご依頼ください。

サーマルセンサー

スプレーガンには安全ロックが装備されています。
ロックがかかっているときは、ガンは作動しません。



2．製品説明

2.1 モデル別

ニルフィスクでは、ユーザーの日々の高圧洗浄機の作業時間を目安にそれに適合した機械を
デザイン・製造しています。

MC 1 最大

2.2 

床/壁
自動車/トラック 
農機具
建築現場
コンテナ など

この
の

原因となる恐れがあります。

6ページ

MC 4M 0 8+

推奨する最大稼働時間/日≒ 週5日未満のご使用で約2時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週5日以上のご使用で約1.5時間

－ 20  

－  

スタンバイ

でも
1

2.3 オートスタート・ストップ装置について

危険！



2.4 

チャイルドロック
Ergo2000 スプレーガン用ホルダー
洗剤容器付ホルダー
キャビネットロック
フォームスプレー
電源ケーブル固定具
フットキック
フォームスプレー用ホルダー
高圧ホースフック

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

給水口接続
高圧ホース接続部
持ち上げハンドル
キャビネット
回転式電源ケーブルフック     
オイルの点検窓
ON/OFFスイッチ
フレックスパワープラスランス
ランス用ホルダーErgo2000 
スプレーガン　

11
12
13
14
15
16
17
18
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3.1 

1. 初めて本機を使用する前に本機を注意深くチェックし、異常やダメージがないか確認をしてください。

2. 異常やダメージが確認された場合は、直ちに購入店にご連絡してください。

3.2 

1. キャビネットのロックを解除します。
(硬貨、ドライバーを使用します。)

8

注意！

3．始動の前に

 2 1

4

10.
2

 3

2. キャビネットを取外します。

3. オイルが冷えている時に平らな場所で
オイル量が”MIN”レベル
以上にあるか確認をしてください。

本機は、NA4の目盛をご参照ください。

4. 少ない場合は補充してください。
(SAE 80W-90)



3.3 と給水ホースの

給水ホースの入口にフィルターと
GARDENAカップリングを装着します。

、 

20m くだ

に します

けます。

※ ご くだ
 1 /2"  

する など ある
くだ

Max50ミクロン用フィルター

9

1.

（ホースリールなしの標準モデルの場合）

4.

5.

6.

3, 4

  1  2

高圧ホースの吐出口にシールと3/8"
ニップルを装着します。

2.

3.

給水ホース※を水ですすぎ内部の
異物を洗い流してください。

高圧ホースのクイックカップリングを
2.のニップルと接続します。



3.4 

ご くだ

くだ

など になり、

り くだ
り

くだ

くだ

色 黄

くだ

色 てくだ  
 

くだ

 くだ

3.4.1. 

使用する際は、

10

危険！

注意！

1. コードフックの下側 (A) を回します。

2. コードを束のまま引き出します。

3. 回したフックを元に戻します。

電源コードを200V,50Hzまたは60Hzで15A以上の容量が必要です。十分な容量を
有する電源でご使用ください。

  2 1

Ａ

MAX

MAX

MAX

MAX
MC 3C-XT/MC 4M-XT

MC 3C/MC 4M



取付けガイド

c

3.5 BA バルブ

(a) メスカップリング

BA バルブ

(b) オスカップリング

メンテナンス

1. 水道の蛇口にオスカップリングを取り付けます。

2. メスカップリング(a)をBAバルブの上に接続し蛇口方向に取り付けます。

3. 給水ホースにメスカップリングを取り付けます

4. オスカップリング(b)をBAバルブの上に接続し給水ホース方向に取り付けます。

5. 給水ホースと高圧洗浄機を接続します。

6. 水道栓を開け、本機を始動します。

本機を良好な状態に保つために、少なくとも年に1回は以下のメンテナンスを実施してください。

1. 作業が終わったら、スイッチを切ってください。

2. 水道栓のバルブを閉じます。

3. スプレーガンを握り本機内の残圧を抜きます。

4. 逆流防止器を取り外します。
排出口 (c) から水が放出されるため（最大100ml ）、 容器などで受けてください。

5. 不具合がある場合は、BAバルブを掃除し、弊社サービスセンターまでご連絡ください。

The BA バルブ製品番号
• BA バルブ GARDENA カップリング付 : 106411177
• BA バルブ NITO カップリング付 : 106411178
• BA バルブ GEKA カップリング付 : 106411179
• BA バルブ カップリングなし : 106411184

カップリング製品番号
• 3/4” GARDENA (a): 1608629
• 3/4” GARDENA (b): 32541
• 3/4” NITO (a): 1602945
• 3/4” NITO (b): 1600659
• 1/2” NITO (b): 1604669
• 3/4” GEKA (a): 1718
• 3/4” GEKA (b): 1311

注意！
• 逆流防止器は縦/横どちらの向きにも取り付けられます。

排出口 (c) は下方を指すように取り付けてください。

• 排出口(c) からの水流を妨げないようにしてください。

• 砂などの異物が混入する恐れがある場合は（例：井戸水を使用）、
水道栓と逆流防止器の間にフィルターを追加してください。

•

•

• 逆流防止器は霜などが当たらないようにしてください。

• 泥などが付着した場合はきれいにしてください。

11

c

飲料水の蛇口に接続する際は、適切な逆流防止器

 （EN60335-2-79 Type BA） を設置してください。

逆流防止器と高圧洗浄機の間のホースの長さは、想定される最大圧力を
吸収できるよう12 メートル以上（最小直径 3/4 インチ） が必要です。

BA バルブを通った水は、飲料水として使用することはできません。



4.
4.1 ー

保持します。

 
固定されます。

くだ

弊社 くだ

4.2   

4.2.1 

1.

2.

3. ー

4.

くだ

 ー 2 3 くだ  
ー 20

 

 1 50Kpa(1.5kgf/cm2) 次項

危険！

「2．製品説明」の「2.3 」 いただ

き  ASS くだ
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注意！

1.

2.

3.

A

B



4.2.2   

1.

2. 給水ホースは、中を水で満たしてから（呼び水）本機に接続してください。
　　水源から機械本体の給水口まで水を満たしてください。

3. 始動時は高圧ホースを機体から外して、スイッチをONにして、吐出口から水が勢いよく出る
ことを確認してください。確認後、スイッチを一度OFFにして高圧ホースを再度接続してから
ご使用ください。

 「9. 」 してくだ

メインスイッチ

ー

きます

－ 20 ASS  
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1.

2.

4.3  

ガンの引き金を握ると高圧水が吐出されます。

フレックスパワープラスランスはノズル先端を回転させることにより、圧力を調整することが可能です。

MAX

MMININ

注意：ガンの引き金を引くときは、両手でしっかりとガンとランスを握って地面へ向かって

吐出してください。

注意：本機から離れる場合や 5 分以上使用しない場合は必ずスイッチを OFF(O)にして下さい。



4.4 

くだ

くだ
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 2

 1

3 4

=

フォームスプレーの吸引ノズルの穴をチェックして、詰まりがありましたら洗浄をします。

フォームスプレーを洗剤容器に装着します。

1.

2.

噴霧角度を水平／垂直のいずれかに設定します。3.

フォームスプレーをガンに取付けて使用します。4.



5．
5.1 

1. OFF

2.

3. ー 残

4. ー

5.2 

5.3 ホースフック 、ガン  

5.4 

1.

電源コードを時計回りに巻きつけ、最後をフックに巻き付けて巻いたコード
が緩んでこないように固定します。

15 

O

I

ホース
フック

ランスホルダー

ガン
ホルダー

フック



5.5 

くだ

くだ

くだ くだ

1. (4Lほど)
2.
3. ・

くだ

2 3 くだ

して

くだ  

ゆっくりと

お勧め

くだ
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注意！

6. 次にガンを不凍液タンクに向けて、吸引した不凍液を回収します。

　　本機内に不凍液が残っていても回収にそれほど神経質になる必要はありません。

4.

5.



6．メンテナンス
6.1 の

200

6.2  
6.2.1 

1   
2  

6.2.2 

1. ください。

2.

 「8. 」

6.2.1

6.2.2

6.2.3

17 

A

10.2

B



6.2.3 
1.

2. キャビネットの裏側からドレインプラグを17mmボックススパナで緩めます。

18 

3. オイルプラグを抜く前にマシンを傾けます。
長さ180mm、3/8”インチねじのパイプをドレンプラグの穴に入れます。

4. ドレンコンテナを用意して、ポンプからドレンオイルを抜くために、マシンの裏側を下にして
倒します。

６.２.４  ノズルの清掃

６.２.５  カップリングのグリスアップ

各接続部や接続部のO-リングには、接続をスムーズに行えるよう、グリス
をつけるようにしてください。

ノズルが詰るとポンプ圧が異常に上がります。
直ちに詰った物を取り除いてください。

a) 本機を停止し、ガンからランスを外します。

ノズルの先端から水を注ぎ、詰っている異物を
カップリングニップル側から流し出します。

b) ノズルの先端側から、ノズル掃除用ツール⑨で
高圧ノズルの穴を掃除します。
ノズルの清掃は、必ずランスをガンから外して
行ってください。

c)

スプレーランスに異物が入り込まないようにランス保管時には、ランスの先端、後端が
地面に接しないように注意してください。



7.

・ 電源元 くだ  

くだ

5  

ご くだ
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フォームスプレー吸引ノズルの
汚れ、詰り

フォームスプレーから
泡が出てこない

 ・泡立たない洗剤を使用している ●泡立て剤入りの洗剤のみを使用する

・吸引ホースのノズルが詰まっている、  
または乾いた石鹸で詰まっている

●洗剤リミッターをすすぐ/きれいな
　ぬるま湯で洗い流す。

・フォームスプレーの泡スポンジが　
 詰まっている

●フォームスプレーをぬるま湯で8時間
　以上すすぐ/浸す。
　 もしくは、フォームスプレーの正面を外し  
   て泡スポンジを新品と交換。

・洗剤タンクが空 ●洗剤を補給する。



8.

50Hz 60Hz
408 409

消費電力
0

6

MC 4M-160/720

660 720 L
11 12 L

 (＊)
4

0.5
39 L

 Agip Rotra

38.2 38.2 101.7
  5m

フレックスパワーランス
L 1

     SAE 80

6

12.5
3.5

20

39

* 60℃が限界温度になります。給水温度が高くなりますと、メンテナンスの周期が早くなります。



9.
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○ 使用中にトラブルが発生した場合、修理を依頼される前にこの取扱説明書をよく
お読みいただき、点検してください。そのうえで回復しない場合には、ご自分で
修理なさらずにお買い求め先までご相談ください。

保証内容と期間 

○ 保証書に記載の期間を保証期間とし、保証期間中に発生した故障は原則として無料修理
させていただきます。保証の対象は本体のみです。高圧ホースやノズルなどのアクセサ
リー類は保証の対象外です。

保証できない事項 

○ 取り扱いの間違いによる故障

○ メーカーが想定している使用条件を超えた使用によるもの、水の供給不足、電源の
供給不足、電圧降下など外的要因に起因するもの

○ 改造に起因したもの

○ 純正部品以外を使用した場合

○ 使用者の不注意に起因するもの

○ 経年変化に起因するもの

○ 風水害などの天災に起因するもの

○ 気温低下による凍結に起因するもの

○ 薬品、塩害などに起因するもの

保証の対象外の事項 

○ パッキン、O-リング、バルブ、チューブ、油脂類などの消耗品

○ 消耗品を交換しなかったことに起因する故障

○ 本体以外のパーツやアクセサリー

○ 本機を使用できなかったことによる不便さや損失





ニルフィスク株式会社 
本　　社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-5-15

　　　　　  新横浜センタービル7F 
TEL 045 (548) 2571 FAX 045 (473) 2511 

サービスセンター 

TEL 045 (548) 2514 FAX 045 (548) 2519 

〒223-0058 横浜市港北区新吉田東 8-54-1
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