
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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仕　様

MD1C

MD1C+AK+EK

20/23

(50/60Hz)
到達真空度(hPa) 2
※ガスバラスト閉時 （1500rpmにおいて）

到達真空度(hPa) 4
※ガスバラスト開時 （1500rpmにおいて）

最大許容吸気口圧力(hPa)

最大許容排気口圧力(hPa)

吸気口・排気口間の最大許容圧力差(hPa)

保管温度範囲(℃)

運転可能温度範囲(℃)

運転可能湿度範囲(％)
※但し、結露しないこと

定格出力(W) 80 64

1500/1800

(50/60Hz)

電源電圧 (±10%) AC100～120V, 50/60Hz DC24V

モーター保護回路 サーマルスイッチ 温度センサー（電流制限）

MD1C：IP44

MD1C+AK+EK：IP40

距離1mにおける音圧レベル(dBA) 45 42
（排気に消音用チューブを取り付けて測定） （AC230V/50Hzにおいて) (1500rpmにおいて)

吸引口(ホースノズル) 外径10mm 外径10mm

MD1C：外径8mm

MD1C+AK+EK：外径10mm

外形寸法　L x W x H (mm)

　・取っ手を含む 316 x 165 x 223

　・取っ手を含まず 316 x 143 x 175 235 x 143 x 175

　・MD1C+AK+EK 270 x 275 x 490

MD1C：6.9

MD1C+AK+EK：10.2

型　　　式 MD1C  VARIO-SP

最大排気量(リットル/min) 30

2

4

1100

1100

1100

-10～+60

+10～+40

30～85

モーター回転数(rpm) 0～2400

保護等級(IEC529) IP20

排気口(ホースノズル) 外径8mm

重　　　　量(kg) 4.2
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吸引可能ガス温度

　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（5分未満） 　<100 hPa（吸引ガス量小） 　⇒　-10℃ ～ +80℃

部品の材質

　構成 部品 　素 　　材

　ポンプ

　ヘッドカバーインサート 　カーボンファイバー強化PTFE

　ヘッドカバー 　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 　FFKM　(Kalrez)

　吸気口／排気口ノズル 　ETFE

　継ぎ手 　ETFE

　チューブ 　PTFE

　溶媒 回収ユニット(AK+EK）タイプ

　吸気口 　PP

　排気口（排気コンデンサ部） 　PET

　ディストリビューションヘッド（吸気側） 　グラスファイバー強化PP

　チューブ 　PTFE

　継ぎ手 　ETFE

　ガスバラストチューブ / ガスバラストキャップ 　カーボン強化PTFE　/　ゴム

　吸気口 　グラスファイバー強化PP

　ディストリビューター / 排気口接続継ぎ手 　グラスファイバー強化PTFE

　排気口ノズル 　PP

　キャッチポットＯリング 　FPM

　ブラインドプラグ（吸気側） 　PP

　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

　排気コンデンサホルダー 　PET
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略　　字

ECTEF:

ETFE:

FFKM:

FPM:

PE:

PP:

PTFE:

AK:

EK:

Ethylene Chlorotrifluoroethylene

Ethylene Tetrafluoro Ethylene

Perfluoro elastomer

Polyethylene

Polyethylene terephthalate

Polypropylene

Polytetrafluoroethylene

吸気側キャッチポット

排気コンデンサ

各部の名称

番 号 部 　 品 番 号 部 　 品

１ ダイヤ フラム 真空ポンプMD1C １１ ハンドル

２ 電源ケーブル接続口 １２ 電源／制御線

３ 電源スイッチ １３ 排気コンデンサ

４ 電源電圧選択スイッチ １４ キャッチポット（受けフラスコ）

５ ヒューズホルダ １５ 冷却水（IN）

６ 定格表示板 １６ 冷却水(OUT)

７ 吸気口

８ 排気口

９ モーター冷却ファン １８ ディストリビューションヘッド

１０ ガスバラストバルブ １９ ブラインドプラグ

１７
オーバープレッシャー

セイフティリリーフバルブ
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デュアル電源タイプのポンプのみ
電源電圧選択スイッチが有ります。

マイナスドライバーを使用してご使用の

電源電圧にスイッチを切り替えてから
ご使用ください。

⑦

⑪

⑥

③②⑧

② ③ ⑤

② ③ ④
“115”　→　100-120V（単相）
“230”　→　200-240V（単相）

型式 M D 1 C  C / U S タイプのみヒューズ

ホルダがあります。

ヒューズホルダ、電源電圧切替スイッチ共に
日本仕様の通常タイプにはありません。注意
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溶媒回収タイプ
⑧

①
⑩

⑪

⑥

⑲

⑱

⑦

⑨
⑧ ⑯ ⑮

②

③

⑭

⑰

⑬
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⑦

⑫

⑩

⑧

⑪

⑥

ポンプ設置場所の通風を確認してください。

装置に内臓する場合は、特に注意が必要です。
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設置と操作方法

設置と接続

接続には、内径の大きなホースを使用し、より短いルートで配管することで、配管による吸引損失を

小限にしてください。

固いパイプ（ガラス配管等）による振動の伝達を少なくし、負荷がかからないようにしてください。

弾力性の有るホース又は、フレキシブルな素材を固いパイプとポンプの間に入れてください。注意）

フレキシブルな素材のホースは、減圧時に縮む場合があります。

ポンプで濃縮作業に入る前に真空機器からポンプを分離した状態（バルブにより閉じた状態など）で、

暖機運転をしてください。また、電源を切る前に微量の外気を吸引してポンプ内をクリーニングして

ください。

危険なガスや蒸気が大気に放出されるのを防ぐ為に 適な浄化設備へ排気口を接続して下さい。ポン

プ単体の場合は、排気ホース内に溜まった濃縮液がポンプへ逆流するのを防ぐ為、キャッチポットを

使用してください。

ご使用前に

装置の電圧値と電流値を確認してください。

デュアル電源タイプをご使用の場合は、電源電圧選択スイッチが正しい設定か、確認してください。

注意）もし、正しい電源電圧の設定せずにポンプスイッチをＯＮにするとモーターが故障します。

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源電圧選択スイッチを供給電圧に正しく

設定します。”115”→ AC100-120V　”230”→ AC200-240V（単相）

設置場所の周辺 高温度は、40℃です。

もしポンプをハウジング（箱）内に設置するもしくは、周辺温度を上昇する様な場所に設置する場合

は、十分な換気の手段を講じてください。冷却ファンと周辺部との間に 低 20cm の距離をとってく

ださい。

もしポンプが海抜1000m以上の場所に設置される場合は、適切な安全条件に適合しているか確認して

ください。例えば、DIN VCE0530（モーターが冷却不十分でオーバーヒートするかもしれません。）

真空漏れが無いよう確実に組み立ててください。組立後、システム全体で漏れのチェックをしてく

ださい。

運転中に

排気口の絶対圧が 1 1 0 0 h P a より高い場合には、ポンプの運転、操作をしないでください。

過剰圧力においてポンプの運転、操作をした場合、排気の遮断を引き起こし、モーターに

故障を起こす可能性があります。

ポンプは、運転温度においてだけ仕様通りの排気速度、 高到達真空度、そしてガス排気率に達し

ます。（約 15 分後）

ポンプ内部での凝集や、液体、塵の吸引を防止してください。液体が大量に吸引された場合、ダイヤ

フラムとバルブシールに損傷を与える可能性があります。

1 0 0 V ( 1 1 5 V ) モーター、2 3 0 V モーター、デュアル電源モーター搭載のポンプは、モーター

内のサーマルスイッチにより止まります。

手動によるリセットは、必要ありません。ポンプのスイッチを切り、装置をコンセントから外してく

ださい。約５分間待ってからポンプの電源を入れてください。不良を確認し、原因を取り除いてくだ

さい。
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運転前にＭＤ１Ｃ＋ＡＫ＋ＥＫ

排気口
（ホースノズル径 1 0 m m ）

排気コンデンサは、ポンプ排気口において排出されたガスを効率的に濃縮し

ます。

ほぼ 100% の溶媒を回収します。

冷却コンデンサのカバーは、万一破損した場合にガラスの破片から保護

し、結露を防止する断熱材の役目をはたし、ショックを吸収する意味を

持っています。

冷却水ＩＮ及びＯＵＴに冷却水のホースを接続してください。（ホースノ

ズル外径 8mm）ホース接続を確実に確認してください。

システムの構成は、冷却水出口及び、配管が遮断されないようにしてくだ

さい。

システムの構成は、排気配管が遮断されたり、排気圧力を抑制したりしな

いようにしてください。（ホースノズル外径 10mm）

危険なガスや蒸気が大気に放出されるのを防ぐ為に 適な浄化設備へ排気

口を接続して下さい。

凝集液の分離：

両方の丸底フラスコは、破損や内破による飛散を防ぐ為に保護コーティング

されています。

排気側の回収フラスコ：ジョイントクランプを外し、フラスコを外

し、凝集液を適切な方法にて処理してください。

運転中にＭＤ１Ｃ＋ＡＫ＋ＥＫ

吸引側のフラスコ：ポンプをバルブにより遮断もしくは、停止します。

大気圧になるまで、大気又は、不活性ガスを入れます。ジョイントクラン

プを外します。フラスコを外し、凝集液を適切な方法にて処理して下さ

い。

排気コンデンサのセイフティーリリーフバルブを定期的にチェックして

ください。必要な場合は、交換をしてください。

特に癒着やヒビ割れをチェックしてください。

運転中に MD1C ／ MD1C VARIO24V DC ／ MD1C+AK+EK

ガスバラスト

冷却水 I N

冷却水 O U T

排気口

セイフティー

リリーフバルブ

排気側

丸底フラスコ

吸引側

丸底フラスコ

凝集蒸気について（水蒸気、溶媒等 . . .）：

運転温度に達するまで、またガスバラストバルブを閉て蒸気吸引をしない

でください。

ガスバラストバルブは、180 度回転させることで、開閉できます。

ガスバラストバルブを開くと微量な大気をポンプ内に吸い込みますので、

到達真空度が少し低くなり、排気速度が減少します。

爆発性物質の場合には、大気吸引口へ不活性ガスを導入してください。

低沸点溶媒の場合は、ポンプ内で凝集が発生する可能性が少ない為、ガスバ

ラストバルブを使用する必要は、ありません。

ガスバラストバルブの開いた状態は、ポンプからガスバラストキャップ

（黒いゴムキャップ）を外すことで、理解できます。

ガスバラストバルブを開かずポンプを運転した場合、排気コンデンサにお

ける溶媒回収率が上がります。
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注意：ガスバラストの使用に関する重要事項
ガスバラストバルブを通しての空気／ガスを導入することで、有害、爆発性、あるいは危険な混合物

が発生する原因とならないことを確認してください。もし確かでないときは、不活性ガスを使用して

ください。（ 大許容圧力 0.2bar）

不活性ガスより空気（大気）を使用した場合に、空気または、吸引された媒体がポンプ内部や出口に

おいて反応し、危険で爆発性の混合物を形成する可能性があります。その為、装置や設備に重大な損

害を与え、人身障害や生命を失う危険性があります。

運転停止：

短期間使用しない場合：

ポンプは、濃縮物にさらされましたか？

ポンプ内にポンプの素材を損傷する物質又は、残留物質がありますか？

ガスバラストバルブを開け、大気圧の状態でポンプを数分間連続運転してください。

必要な場合には、ポンプシリンダ内を確認し、洗浄してください。

長期間使用しない場合：

短期間使用しない場合の項目で記述されているように処置してください。

装置からポンプを外してください。

ガスバラストバルブを閉じてください。

吸引口と排気口を閉じてください。（例えば、輸送時のキャップを利用して）

乾燥した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

現象 原因 改善方法

ポンプがスタートしない。又

は、直ぐに止まってしまう。

電源が供給されてない。又は、電圧

が低すぎる。

2 4 V  D C タイプのみ：

モータースピードコントロール信

号が供給されてない。

排気配管により排気圧力が高すぎ

る。

モーターが過負荷になっている。

電源電圧を確認し、接続してくだ

さい。

コントロール信号を確認してくだ

さい。

排気の障害を取り除いてください。

バルブが有る場合には、開けてく

ださい。

モーターを冷却し、不良の原因を

確認してください。

ポンプが、 高到達真空度に

達しない。又は、通常の排気

速度が得られない。

センターリングが正しく取り付け

られてない。又は、配管、真空機器

にリーク（漏れ）がある。

配管が細く、長い。

ポンプが凝集物にさらされている。

ポンプ内部に堆積物が溜まってい

る。

物質からガスが発生している。又

は、プロセスにおいてガスが発生

している。

2 4 V  D C タイプのみ：

ポンプ温度が高すぎる。（モーター

スピードを下げてください。）

ポンプ吸引口に直接真空計を接続

し、真空度を確認してください。ま

た、接続部と配管を確認してくだ

さい。

内径のより大きい配管（ホース）を

使用してください。可能な限り短

い長さで配管してください。

大気圧において数分間ポンプを運

転してください。

ポンプヘッド（シリンダ内）を確認

し、洗浄してください。

バルブシールとダイヤフラムを交

換してください。

ポンプの音が大きい。 吸引口が大気圧である。又は、吸引

口の圧力が高い。

ダイヤフラムクランピングディス

クが緩んでいる。

上記の原因項目にない。

ポンプを十分に冷却する手段を講

じてください。また、吸引圧力を減

らしてください。

排気口にホースを接続してくださ

い。

メンテナンスを実行してください。

販売業者に連絡してください。

販売業者に連絡してください。ポンプが動かない。

プロセスパラメーターを確認して

ください。

バルブシール（弁）又は、ダイヤフ

ラムが破損している。
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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 
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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


