
補助取扱説明書

ダイヤフラム真空ポンプ

溶媒回収型真空ポンプ



安全上のご注意
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、以下の

ように説明しています。

▼表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で、説明しています。

▼お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で、説明しています。

注意!

警告!
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を

負う可能性があると思われている事項があることを示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定

される内容 及び物的損害の発生が想定される事項があることを示してい

ます。

この表示は、製品を取り扱う際に注意すべき

事項があることを示しています。指示内容を

よく読み、製品を安全にご利用下さい。

この表示は、製品を取り扱う際に行ってはなら

ない禁止事項があることを示しています。禁止

されている事項は絶対に行わないで下さい。

この表示は、製品を取り扱う際に必ず行ってい

ただきたい事項があることを示しています。指

示をよく読み、必ず実施して下さい。

感電注意 爆発注意 発火注意指はさみ注意高温注意

注意!

アースを接続せよプラグを抜け指　示

アースを接続せよ

電源プラグはアース付きのプラグとなっております。電源接続時には

必ずアースを接続して下さい。アースが不完全な場合は感電の原因に

なることがあります。

禁　止 水かけ禁止火気禁止分解禁止接触禁止
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注意!

危険なガスを吸引する場合には排気口よりホースなどで国の法に準じ

た処理機器などに導き配管中に漏れがないか調べて下さい。配管中よ

りガスが漏れると危険です。
指　示

移動時、設置時には必ずフラスコを取り外して下さい。フラスコが割

れると怪我をする恐れがあります。
指　示

警告!

電源プラグの差し込みは確実にはめ込んで下さい。差し込みがゆる

いと、ショートや発熱による火災や感電の原因になります。
指　示

使用上のご注意

禁　止

電源コードは、途中での接続･延長コードの使用･タコ足配線をしな

いで下さい。発熱による火災や感電の原因になります。

禁　止

電源コードを破損したり加工しないで下さい。重い物を乗せたり、

加熱したり、引っ張ると、破損して火災や感電の原因になります。

禁　止

電源プラグの抜き差しで運転や停止をしないで下さい。発熱による

火災や感電の原因になります。

禁　止

異常時には運転を止めて電源プラグを抜いて下さい。異常のまま運

転を続けると発熱などで火災や感電の原因になります。
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長期間使用しないときは電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコ

ンセントより抜いて下さい。電源プラグにほこりがたまって発熱･

発火の原因になります。

使用上のご注意

禁　止

電源コードを引っ張ってプラグを抜かないようにして下さい。抜く

ときは必ずプラグをもって抜いて下さい。コードを引っ張ると断線

して発熱･発火の原因になります。

ぬれた手で操作したり、装置に液体をかけたりしないで下さい。感

電･ショートの原因になります。

装置を水洗いしないで下さい。漏電して感電の原因になることがあ

ります。

運転中にポンプ本体に触れないで下さい。熱くなっていますので火

傷の原因になります。

注意!

プラグを抜け

水かけ禁止

水かけ禁止

接触禁止

分解禁止

ポンプのモーター、電源スイッチを分解しないで下さい。モーター

がおかしい場合には販売店又は弊社までご連絡下さい。

ガスを吸引する前に、必ず吸引する媒体が安全基準に適合している
か確認して下さい。

注 意!

禁　止

このポンプは液体を吸引するようには設計されていません絶対に液

体を吸引しないで下さい。故障の原因になります。
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44

MZ 2C NT

MZ 2C NT+2AK

MZ 2C NT+AK+EK

MZ 2C NT+AKシンクロ+EK

MZ 2C NT+AK+M+D

PC101 NT

　最大排気速度 (50/60Hz)　[ﾘｯﾄﾙ/min] 35 / 40 65 / 73 33 / 38

　最高到達真空度　[hPa] (ｶ゙ｽﾊ゙ﾗｽﾄ”閉”時) 70 70 7

　最高到達真空度　[hPa] (ｶ゙ｽﾊ゙ﾗｽﾄ”開”時) － － 12

　最大許容排出口圧力　[hPa]

　吸引口・排気口間の最大許容圧力差　[hPa]

　ガスバラストへの最大許容圧力　[hPa] － － 1100

　許容周囲温度　保管時／運転時　[℃]

　運転可能湿度（但し、結露しない事）[%]

　定格出力　[W]

　無負荷回転数 (50/60Hz)　[rpm]

　電源電圧　[V]　（定格板で確認のこと！）

　定格電流　[A]

　ヒューズ　（スローブローヒューズ）

　モーター保護回路

　保護等級

　吸気口　[mm]

　排気口　[mm]

　コンデンサの冷却水ノズル　[mm]　（EK&PC101NT） IN/OUTホースノズル外径　8

　受けフラスコ容量　[ml]　（AK+EK&PC101NT） 500

　外形寸法 W x D x H　[mm]

　　ポンプ単体 211 x 243 x 198 243 x 243 x 198 243 x 243 x 198

　　ポンプシステム（溶媒回収型等）

　　　　2AK タイプ － － 242 x 295 x 300

　　　　AK+EK タイプ － － 285 x 295 x 480

　　　　AKシンクロ+EK タイプ － － 290 x 315 x 480

　　　　AK+M+D タイプ － － 242 x 306 x 300

　　　　PC101 NT タイプ － － 290 x 325 x 480

　重　量　[kg]

　　ポンプ単体 10.2 11.1 11.1

　　ポンプシステム（溶媒回収型等）

　　　　2AK タイプ － － 13.5

　　　　AK+EK タイプ － － 14.3

　　　　AKシンクロ+EK タイプ － － 14.6

　　　　AK+M+D タイプ － － 13.4

　　　　PC101 NT タイプ － － 14.5

サーマルスイッチ

ホースノズル外径　10

ホースノズル外径　10

－

1500 / 1800

6.3A

3.4A （50/60Hz)

90 ～ 126 （50/60Hz)

－

　型　式 ME 4C NTME 2C NT

IP40

1100

1100

-10 ～ +60 ／ +10 ～ +40

30 ～ 85

180

仕　様

注意）仕様は、断り無く変更することがあります。
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MD 4C NT

MD 4C NT+2AK

MD 4C NT+AK+EK

MD 4C NT+AKシンクロ+EK

PC201 NT

　最大排気速度 (50/60Hz)　[ﾘｯﾄﾙ/min] 118 / 130 56 / 63

　最高到達真空度　[hPa] (ｶﾞｽﾊﾞﾗｽﾄ”閉”時) 70 1.5

　最高到達真空度　[hPa] (ｶﾞｽﾊﾞﾗｽﾄ”開”時) － 3

　最大許容排出口圧力　[hPa]

　吸引口・排気口間の最大許容圧力差　[hPa]

　ガスバラストへの最大許容圧力　[hPa] － 1100

　許容周囲温度　保管時／運転時　[℃]

　運転可能湿度（但し、結露しない事）[%]

　定格出力　[W]

　無負荷回転数 (50/60Hz)　[rpm]

　電源電圧　[V]　（定格板で確認のこと！） 103～126 （60Hz) 90～126 （50/60Hz)

　定格電流　[A] 4.0 5.7 / 4.0 （50/60Hz)

　ヒューズ　（スローブローヒューズ）

　モーター保護回路

　保護等級

　吸気口　[mm]

　排気口　[mm]

　コンデンサの冷却水ノズル　[mm]　（EK&PC101NT）

　受けフラスコ容量　[ml]　（AK+EK&PC101NT）

　外形寸法 W x D x H　[mm]

　　ポンプ単体 243 x 325 x 198 243 x 325 x 198

　　ポンプシステム（溶媒回収型等）

　　　　2AK タイプ － 242 x 319 x 374

　　　　AK+EK タイプ － 242 x 326 x 402

　　　　AKシンクロ+EK タイプ － 248 x 326 x 402

　　　　PC201 NT タイプ － 242 x 326 x 402

　重　量　[kg]

　　ポンプ単体 14.3 14.3

　　ポンプシステム（溶媒回収型等）

　　　　2AK タイプ － 16.7

　　　　AK+EK タイプ － 17.3

　　　　AKシンクロ+EK タイプ － 17.6

　　　　PC201 NT タイプ － 17.5

ホースノズル外径　10

IN/OUTホースノズル外径　8

500

-10 ～ +60 ／ +10 ～ +40

30 ～ 85

250

1500 / 1800

　型　式 ME 8C NT

1100

1100

ホースノズル外径　10

6.3A

サーマルスイッチ

IP40

注意）仕様は、断り無く変更することがあります。
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　運転条件 　真空度 　吸引許容ガス温度範囲

　連続運転 　>100 hPa（吸引ガス量大） 　⇒　+10℃ ～ +40℃

　連続運転 　<100 hPa（吸引ガス量小） 　⇒　0℃ ～ +60℃

　短時間運転 　<100 hPa（吸引ガス量小） 　⇒　-10℃ ～ +80℃

　構成部品 　素　　材

　ヘッドカバー 　カーボンファイバー強化ETFE

　ダイヤフラム　クランピングディスク 　カーボンファイバー強化ETFE

　ダイヤフラム 　PTFE

　バルブシール(ME4C NT,ME8C NT) 　PTFE

　バルブシール(MZ2C NT,MD4C NT) 　FFKM　(Kalez)

　Ｏリング 　FPM

　バルブヘッド 　カーボンファイバー強化ECTFE

　ガスバラスト 　カーボン強化PTFE

　吸気口ノズル 　PTFE　（ポンプ単体）

　PP　（シンクロ以外のポンプシステム)

　PBT　（シンクロ）

　排気口ノズル 　PTFE　（ポンプ単体，AK+M+D）

　PP　（2AK）

　PET　（コンデンサ排気ノズル）

　チューブ 　PTFE

　ニードルバルブ内のダイヤフラム 　PTFE

　バルブブロック （シンクロのみ） 　PP

　逆止弁 （シンクロのみ） 　FFKM

　ディストリビューションヘッド 　グラスファイバー強化PPS

　ブラインドキャップ 　PP

　キャッチポットＯリング 　FPM

　オーバープレッシャーセイフティーリリーフバルブ 　シリコンゴム/PTFEシート

　排気コンデンサ/キャッチポット 　ホウケイ酸塩ガラス

吸引ガス温度

構成部品の素材

注意）仕様は、断り無く変更することがあります。
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構成部品の名称

番号 部品 番号 部品

１ 吸気口 １１ オーバープレッシャーセイフティーリリーフバルブ

２ 排気口 １２ 冷却水IN

３ ガスバラストバルブ １３ 冷却水OUT

４ 電源スイッチ １４ ニードルバルブ

５ 電源ケーブル接続口 １５ ブルドン管式真空計

６ ハンドル（取っ手） １６ バルブブロック

７ 定格表示板 １７ ディストリビューションヘッド

８ 冷却ファン １８ ブラインドプラグ

９ キャッチポット

１０ 排気コンデンサ
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真空システムへの設置

使用と操作

ポンプ吸気口への真空配管の接続は、ガスが漏れないようにしてください。粒子状の物質やほこりは、

吸引しないでください。必要に応じて、適切なフィルタ等を取り付けてください。ご使用前にガスの流

れ、耐薬品性、配管が詰まった場合の安全性についての適合を確実にしてください。

排気口には、必要に応じてガスが漏れないよう排気の配管を接続してください。常に、適切な排気ガス

処理をしてください（例えば、ヒュームフードへ配管を導入するなど。）危険で汚染の可能性のあるガ

スを放出する危険性がある場合は、そのガスを捕集し、処理する為の適切なシステムを設置してくださ

い。

吸引、排気ともにガラスや金属などの硬い配管を接続する際は、振動を軽減し、配管へ負担がかかるこ

とを防止してください。ポンプと硬いパイプの間には、継手として弾力性のあるホースなど、柔軟な配

管を挿入してください。（注意：耐圧用でない柔軟性のあるホースは、真空時に縮みや潰れが発生しま

す。）

排気の配管は、常にガスの排出が妨げられない（圧力がかからない）ようにしてください。

特にガスバラストバルブを開けている場合、停電時にポンプや真空システムに意図的でない通気が起こ

る可能性があります。これにより危険が生じる可能性がある場合は、適切な安全対策を講じてください。

デュアルボルテージモーター搭載ポンプ：ターミナルボックスの電圧切り換えスイッチが、正しい位

置になっていることを確認してください。

注意：間違った電圧設定でスイッチを入れた場合、ポンプのモーターは損害を受けるかもしれません。

ポンプを始動する前に、ターミナルのボックスの電圧切り換えスイッチが正しい位置であることを確認

してください。

電圧切り換えスイッチを変更する時は、ポンプの電源プラグをコンセントから外した状態で行って

ください。

・

・

・

・

・

・

ポンプユニットを保護容器内に設置する場合や周囲温度が上がる場所に設置する場合は、換気が十分な

ことを確認してください。必要に応じて換気装置を設置してください。冷却ファンの周囲は、最低20cm

距離を空けてください。

吸気、排気の配管は、大きな直径で可能な限り短く接続し、流体損失を無くしてください。

ポンプの方へ凝縮物の逆流を避けるために、排気の配管は、排気口から下がる方向に設置してください。

ポンプと真空システムの間に適切なバルブを設置し、暖機運転してから実際の吸引を行うことをお勧め

します。また、電源スイッチを切る前に空運転により凝縮液を排出するなどポンプをきれいにしてくだ

さい。組み立て時は、真空の漏れが無いよう確実に行ってください。組み立て後、完成したシステムに

漏れが無いか、確認してください。

アクシデントによりポンプから配管が外れないように適切な措置を講じてください。

・

電圧切り換えスイッチ：

マイナスドライバを使用して、ポンプのターミナルボックスにある電圧切り換えスイッ

チを変更してください。

"115"は、電源電圧90-126Vに適合

"230"は、電源電圧180-253Vに適合

電圧切り換えスイッチ
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吸気口のキャッチポットと排気コンデンサ

丸底フラスコ：

吸気口のキャッチポットは、液体や粒子がポンプに入るのを防ぎます。

⇒　ダイヤフラムとバルブシールの寿命は、向上します。

⇒　凝縮の場合に、液体の進入を防ぎ真空を改善します。

両方の丸底フラスコは、破損または内破の場合に、飛散を防ぐため保護層で

コーティングされています。

吸気口と排気口の丸底フラスコは、付属のクランプを使用して取り付け

てください。

排気コンデンサに冷却水用IN/OUTノズルを取り付けます。

排気コンデンサ：

排気コンデンサは、ポンプの排気口に取り付けられており、ポンプの排出ガス

を効果的に凝縮回収します。

⇒　凝縮物の逆流はありません。

⇒　凝縮物の回収を制御できます。

⇒　ほぼ100%の溶媒回収能力があります。

⇒　保護カバーは、破損時にガラスの破片が飛散するのを防ぎます。また、結

　　露をさける断熱材や外部からの衝撃を吸収する働きをします。

排気口！ガス！(外形 10m m)

冷却水 OU T
(外形8mm)

冷却水 I N
(外形8mm)

吸気側
フラスコ

排気側
フラスコ

排気コンデンサの冷却水IN/OUTノズルへ冷却水循環ホースを接続してください。

（ホースノズル外形8mm：日本の規格は、一般的に10mmですので、注意してください。）

冷却水循環装置を作動させる前に、ホース接続順が正しいか？漏れが無いか？確認してください。

循環ポンプの圧力で、ホースノズルから冷却水ホースが外れるのを防ぐため、結束バンドなどで固定し

てください。

ガスの出口は、塞がないでください。排気口は、常に開放され、ガス排出を妨げないために圧力が

かからないようにしてください。

必要に応じて、周辺の大気へ危険なガスや蒸気の排出を防ぐため、排気口を適切な処理設備に接続

してください。

注意：冷却水のホースを接続する際は、ポンプユニットの上に冷却水の結露水が、流れたり垂れた

りしないように配管してください。（特にケーブル、電子部品、モーター駆動部など。）

冷却水の出口(OUT)が、常に開放され、滞りが無いことを確認しててください。

排気コンデンサに加えられる最大許容冷却水圧力は、6barです。冷却水の排出側は、常に圧力がか

からないようにしてください。

冷却水流路での過剰圧力を避けてください。冷却水ホースの閉塞や径が細いなどが、原因となりま

す。

冷却水バルブを設置する場合は、排気コンデンサの冷却水供給ライン側(INノズルの前）に、取り付

けてください。

･

･

･

･

･

･

･
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運転時において

設置場所の最高周囲温度：40℃

ポンプを保護容器内などに設置する場合、周囲温度が上がる環境に設置する場合は、換気が十分な

ことを確認してください。

ポンプ排気口から出る危険なガスや蒸気は、適切に排出、処理してください。

ポンプの高い圧縮比のために、排気口の圧力は、ポンプが機械的に耐えられる最大許容排出口圧力

より、高い圧力を発生すさせることがあります。ポンプの排気口が、遮断されたり制限されないよ

うにしてください。

･

･

･

･

凝縮しやすい蒸気（水蒸気、高沸点溶媒などの蒸気）をポンプで吸引する場合は、ポンプ内での凝縮を

減らすためにガスバラストバルブを開けて運転してください。

ポンプが、平均海水面から1000ｍ以上の高度に設置される場合は、適切な安全要求条件との適合性を

確認してください。例えば、IEC60034など。（高い高度に設置された場合、空気が薄くモーターが十分

に冷却されないため、オーバーヒートするかもしれません。）

ポンプの排気口圧力が、1100hPa(1.1bar）より高い場合は、ポンプを運転しないでください。

排気口に高い圧力が加わった状態でのポンプの運転は、モーターの異常やダイヤフラムの脱落など、大

きな故障につながります。

最大許容排気口圧力と吸気口と排気口間の最大許容圧力差に従ってください。

ポンプ内部での凝縮、液体（水滴）や粒子状物質（塵など）の移動を防止してください。大量の液体が、

ポンプに吸引されるとダイヤフラムやバルブシール（弁）は、損傷を受けます。

ポンプ外部の汚れや堆積物を定期的にチェックし、必要に応じて、ポンプの運転温度の上昇を避けるた

めに清掃してください。（冷却ファンカバーに埃が溜まり、通風していない場合があります。）

モーターが、異常加熱した場合は、巻線内のサーマルスイッチにより電源が切れます。注意：サーマル

スイッチのリセットは、手動でのみ可能です。ポンプの電源スイッチを切り、コンセントから電源プ

ラグを外してください。ポンプを再起動するには、約5分間以上待ってください。ポンプを再起動す

る前えに不具合の原因を確認し、改善してください。許可された温度以上の高温ガスの供給は、避けて

ください。高温ガスにより、ポンプが異常加熱する場合があります。

注意：電源電圧が100Vを下回っている場合には、サーマルスイッチによる停止後に十分冷却され、サー

マルスイッチの制限が解除され、ポンプが再起動するかもしれません。ポンプが自動で再起動すると危

険な場合は、適切な予防措置をとってください。

定格の到達真空度と排気速度に達するには、15分程度の暖機運転が必要です。

二ードルバルブ付きのポンプシステム（シンクロタイプ,PC101,PC201等）：

吸引口に取り付けられたニードルバルブを使用して、排気速度を調節できます。ニードルバルブを開く

と減圧を開始します。

開ける：バルブを半時計回りにゆっくり回してください。回転する抵抗がわずかに強くなったら、

最大に開いた状態です。それ以上回さないでください。

閉じる：バルブを時計回りにゆっくり回し、わずかに抵抗を感じる程度にしめてください。

注意：開け過ぎや閉め過ぎなど、注意事項を遵守しない場合は、ニードルバルブを破損する可能性

があります。

バルブが正常に開かない、漏れるなどの不具合時は、ニードルバルブ部を交換してください。

不活性ガスではなく、空気をガスバラストバルブから取り入れる場合、空気とポンプが吸引したガ

スが、ポンプ内部または排気口において危険で爆発性の混合物を形成し、器材、施設に重大な損害

を与える可能性があります。また、怪我や死傷事故を起こす可能性があります。

ガスバラストバルブから取り入れられる空気やガスにより危険で、爆発性の混合物を決して形成し

ないことを確認してください。

注意：ガスバラストの使用に関する重要事項
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凝縮性の蒸気の場合（水蒸気、高沸点溶媒など）：

暖機運転により、ポンプが動作温度に到達するまで、蒸気をポンプで吸引

しないでください。

バラストキャップの矢印が、「GB」マークの方を指して居る場合、ガスバラ

ストバルブは開いています。。

ガスバラストバルブを開いた場合、到達真空度は悪くなり、排気速度は減

少します。

爆発性混合物の形成を避ける場合は、不活性ガスを使ってください。

ガスバラストバルブを閉じる場合は、ガスバラストキャップの上の矢印を

180度を回してください。

ポンプ内での凝縮の可能性がない低沸点溶媒の場合は、ガスバラストの使用は、必要ないかもしれませ

ん。低沸点溶媒においては、ガスバラストを閉じてポンプを運転した場合、排気コンデンサでの溶媒回

収率が向上します。

注意：排気コンデンサの使用に関する注意事項

ガスの出口は、塞がないでください。排気口は、常に開放され、ガス排出を妨げないために圧力が
かからないようにしてください。
必要に応じて、周辺の大気へ危険なガスや蒸気の排出を防ぐため、排気口を適切な処理設備に接続
してください。

冷却水の出口(OUT)が、常に開放され、滞りが無いことを確認しててください。

注意：冷却水のホースを接続する際は、ポンプユニットの上に冷却水の結露水が、流れたり垂れた

りしないように配管してください。（特にケーブル、電子部品、モーター駆動部など。）

定期的に排気コンデンサーのセイフティーリリーフバルブをチェックしてください。必要に応じて交

換してください。特に癒着と亀裂が無いか確認してください。

排気コンデンサの最大許容冷却水圧力は、6000hPa(6bar)です。（絶対圧）

このポンプに取り付けられた排気コンデンサの最大許容圧力だけでなく、同一の冷却水循環経路内に

取り付けられた装置の最大許容冷却水圧力に従ってください。

冷却水循環は、過度の圧力を避けてください。（例えば、冷却水ホースが、折れ曲がったり、潰れたり

した場合に発生します。）

運転時は、吸気側と排気側キャッチポットの液量を確認してください。キャッチポットからあふれな

いように注意してください。

キャッチポットを一杯にしないでください。キャッチポットを取外す時は、最大液量の80%程度で行っ

てください。こぼしての事故などを防止できます。

定期的に両方のキャッチポットの液量を確認し、適宜溜まった液を処理してください。

･

･

･

･

･

･

排気コンデンサの許容冷却水温度範囲：-15℃～+20℃

冷却水循環装置を稼動する前にホースの接続を確認してください。

運転時においても、定期的に冷却水ホースを点検してください。

キャッチポットを外す場合：

ポンプの運転を停止してください。

⇒排気側キャッチポット：

ジョイントクランプを外します。キャッチポットを外し、凝縮液を適切に処理してください。

⇒吸気側キャッチポット：

空気または不活性ガスをポンプユニットの吸気口を通して導入し、大気圧にしてください。ジョイン

トクランプを外します。キャッチポットを外し、凝縮液を適切に処理してください。
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キャッチポットを再び取り付けてください。

重要：溶媒や凝縮液を廃棄する場合は、規則に従ってください。可能な場合は、再利用してく
ださい。また、汚染されている場合は、浄化してください。

運転の停止について

短期間の場合：（通常の使用終了時）

使用後は、ポンプに凝縮物が溜まっている可能性がありますので、2～3分間の空運転を行ってくださ

い。大量に凝縮物が溜まっている場合は、5分間以上の空運転を行い、凝縮物を排出してください。

ポンプが、ポンプ素材に腐食などの損害を与えるかもしれない物質や堆積物を形成する媒体にさらさ

れた場合は、ポンプシリンダ内を確認し、必要に応じて清掃してください。

長期間の場合：（長期間保管する）

上記の「短期間の場合」の処置を行ってください。

接続されている実験装置から取り外してください。

吸引口と排気口にキャップやテープで、封をしてください。

ガスバラストバルブを閉じてください。

ポンプは、湿気の少ない場所に保管してください。
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トラブルシューティング

故　障 原　因 改善法

ポンプが動かない。又は、すぐ

に停止する。

電源ケーブルのプラグが、接続され
ていますか？電気が供給されていま
すか？

電源ケーブルのプラグをコンセント
に接続してください。ヒューズを確
認してください。

ヒューズが切れている？

排気口が閉塞や流量不足により
過剰圧力になっている？

モーターが過負荷になってい
る？

故障の原因を確認してください。
ヒューズを交換してください。

閉塞や流量不足の原因を取り除
いてください。バルブが有る場
合は、開いてください。

モーターを冷却させてください。故
障の原因を確認して、除いてくださ
い。
手動リセットは必要です。ポンプの
スイッチを切るか、電源プラグを抜
いてください。

ポンプが、最高到達真空度又

は、通常の排気速度に達しな

い。

センターリングが正しい位置に
取り付けられていない？又は、
配管や真空システムに漏れがあ
る？

ポンプの吸引口に真空計を直接
接続し、真空度を確認してくだ
さい。接続や配管を確認してく
ださい。

配管が細く長い？

ポンプ内に濃縮物が、溜まって
いる？

ポンプ内に堆積物が、溜まって
いる？

バルブシール又は、ダイヤフラ
ムが、破損している？

プロセスにおいて、物質からガ
スが放出されている又は、蒸気
が発生している？

内径の大きな配管を使用し、出
来るだけ短い長さで配管してく
ださい。

吸気口を大気圧に開放し、数分
間の空運転により凝縮物の排出
と内部の乾燥をしてください。

ポンプのシリンダ内を清掃、確
認してください。

バルブシールとダイヤフラムを
交換してください。

プロセスのパラメーターを確認
してください。

ポンプの運転音が大きい。 吸気口が大気圧に開放されてい
る？又は、圧力が高い？

ダイヤフラムクランピングディ
スクが、緩んでいる？

上記の原因に該当しない？

排気口にホースを接続してくだ
さい。又は、サイレンサーを取り
付けてください。

メンテナンスを行ってください。

ご購入になった販売店又は、弊
社へご連絡ください。

ポンプが動かない。 ご購入になった販売店又は、弊社へ
ご連絡ください。

メンテナンスについて
消耗部品（バルブシール、ダイヤフラム）の交換などメンテナンスは、ご購入の販

売店又は、弊社までご依頼ください。その際、本取扱説明書の後半にあります弊

社指定の「真空機器修理依頼書」へ必ずご記入の上、真空ポンプに添付してくだ

さい。真空ポンプの使用環境上、危険物質等との接触や残留が考えられますので、

依頼書の添付が無い場合、お見積もり、修理ができず返却する場合があります。

お客様にてメンテナンスされる場合は、付属の英文取扱説明書に図解入りで解説さ

れておりまメンテナンス手順をご参照ください。
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保 証 規 程 
注意：ダイヤフラム、バルブシール（弁）については、お客様のご使用環境により耐久性が変わっ

てきますので、保証対象外とさせていただきます。 

 

1. 取扱説明書、本体および付属品貼付ラベルなどの注意書に従ったお客様の正常な使用状態で故

障した場合には、VACUUBRAND GMBH+COKG および株式会社バキューブランド サイエンティフ

ィック ジャパンが無償修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かりはお客様の

ご負担となります。なお、出張修理については、原則行っておりませんが、故障の状況によっ

ては、ご相談させていただきます。この場合、別途出張料金を申し受けます。 

 

2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、製品と取扱説明書添付の真空機器製品修理依

頼書および本保証書を株式会社バキューブランド サイエンティフィック ジャパンにご提

示の上、修理をお申し付けください。 

 

3. 保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。 

１） 本保証書のご提示がない場合。 

２） 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名、販売店印などの記入のない場合、ま

たは字句を書き換えられた場合。 

３） 使用方法または注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。 

４） 改造や不当な修理またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。 

５） 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害（フッ素系ガスなど）や

異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。 

６） お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。 

７） 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷。 

８） 正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合の交換。 

９） 当社および当社が指定した者以外の者による修理。 

10）当社指定以外の部品または当社推薦以外の消耗品の使用。 

11）当社所定の取扱説明書に記載された操作方法以外の方法による使用。 

12）その他、通常の使用以外の原因による場合。 

 

4. 取扱説明書添付の「真空機器製品 修理依頼書」に必要事項を記入せず修理を依頼された場合、

弊社規定により開梱および修理をせずに返却する場合もありますので、ご注意ください。 

注意：「真空機器製品 修理依頼書」は、無料修理、有料修理に関わらず必要です。 

 

5. 故障または当該機器に起因し、もしくは関連して発生したユーザー生産物が生産できないこと

および使用できないことによる損失、損害につては当社（株式会社バキューブランド サイエ

ンティフィック ジャパン）と VACUUBRAND GMBH+COKG は、責任を負わないものとします。 

 

6. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

 

7. 本保証書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。 
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製 品 保 証 書 
 
●お買い上げ日から下記の期間中に故障が発生した場合、本書をご提示の上、お買い上げ販売

店または株式会社バキューブランド サイエンティフィック ジャパンに修理をお申しつ

けください。 
●この保証書は本書に記載された期間、条件のもとに無料修理をお約束するものです。保証期

間を過ぎた後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または株式会社バキ

ューブランド サイエンティフィック ジャパンにお問い合わせください。 
 
※ 形      式  ※ 製 造 番 号  

   保 証 期 間 （お買い上げ日より）  本 体、付 属 品   ６カ月［注］ 
※ お買い上げ日         年      月      日 
［注］付属品とは、キャッチポット、コンデンサ、アナログゲージ、ニードルバルブ等のことです。 
   ドイツ国内の法律によりメーカー保証期間は、お買い上げより６カ月に定めております。 
 

〒   －       ＴＥＬ    －    － 

ご住所 

 
※ 
お

客

様 お名前                             様 

 
 
※

販

売

店 

住所・店名・電話番号 
 
 
 
                                     印 
 

 
●販売店様へ 
１．お客様へ商品をお渡しする際は、必ず※印欄に記入し、貴店名／住所、貴店印をご記入

ご捺印ください。 
２．記入漏れがありますと、保証期間内でも無償修理が受けられません。 
 

付属の「保証規程」を必ずご覧ください。 
 
 

株式会社 バキューブランド 

サイエンティフィック ジャパン 
〒136-0071 
東京都江東区亀戸４－３０－８ 



真空機器製品　修理依頼書
修理を依頼される際には、本用紙(裏､表２ページ)に必要事項を明記の上、修理を依頼する機
器に添付して下さい。

修理依頼書に必要事項が記入されずに送付されてきた場合、修理ができず返却することがありますので、

必ず記入して下さい。
注　意

▼故障状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

できるだけ詳しく記載して下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼装置名/型式

　　　　　　　　　　　　／

▼シリアルＮＯ．

▼納入年月日

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

▼装置使用状況の詳細
使用図を付け、できるだけ詳しく記載して下さい。

装置と接触した物質一覧1.

a)　　　　　　　　　　　b)　　　　　　　　　　　c)

d)　　　　　　　　　　　e)　　　　　　　　　　　f)

g)　　　　　　　　　　　h)　　　　　　　　　　　I)

上記 1.の物質の取り扱いにおける諸注意2.
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前ページ1.を こぼしたり、漏れたり、人体に接触した場合の対応策3.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他の注意事項4.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼宣言
修理を円滑に行うため、どちらかにチェックマークをいれて下さい。

□　有毒性、放射性、その他危険性のある物質ではありません。

①　有毒物質、その他危険性のある物質はポンプで吸引していません。又、製品とも一切接触していません。

②　反応製品は有毒ではありませんし、危険性のある物質でもありません。

③　製品はＰＣＢ、ＰＣＴ、及び同種の物質の、吸引または接触は、していません。

④　オイル及びポンプで吸引した物質は全て排出してあります。

◎　送付した製品は安全性に問題がないことを保証します。

□　有毒性、放射性、その他危険性のある物質です。
製品と接触、吸引したそれぞれの有毒物質、またはその他危険性のある物質は、全て本修理依頼書に記載さ

れている記述に相違ありません。

輸送時の安全のため、下記の□欄にチェックマークを入れて確認して下さい。
▼輸送時の確認

□　オイル、吸引されていた物質は完全に排出しましたか？

□　ポンプ内部を完全に清掃しましたか？

□　吸引口/排気口のキャップは閉めましたか？

□　冷却水の入口/出口を密封しましたか？

□　きちんと梱包しましたか？

会社名：

部署名：

お名前：

ご住所：〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Tel   ：(　　　　　)　　　　　－

Fax   ：(　　　　　)　　　　　－
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－輸入総代理店－

株式会社　バキューブランド　

サイエンティフィック　ジャパン

東京都江東区亀戸4-30-8

TEL:03-5836-6217 FAX:03-5836-6218

info@vacuubrand.co.jp

http://www.vacuubrand.co.jp


