
この度は、当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂く為にも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

◆仕様 ◆各部名称
・加圧式スプレー　
・背負い式
・ポリエチレンタンク
・タンク容量…15.1L　
・連続噴射可能
・キャップ部にストレーナー付　
・ノズル3種類付（ファン、コーン、真鍮）

◆用途
芝や庭、木、果樹園、殺虫剤、
洗浄用、農業用として

注意：
適切でない。間違った使用は爆発を起こしたり、重大なけがの原因となります。
作業する場合、必ず以下を含め、安全上の注意事項をよくお守り下さい。
　・本製品を加圧状態で、日光が当たる場所や熱源の近くに放置しないで下さい。
　　爆発を起こす可能性があります。
　・使用後は、タンク内の液体を全て取り除いて下さい。
　・取扱い時は必ずゴーグル、手袋、長袖のシャツ、長ズボン、足部全体の保護具を着用して下さい。
　・くれぐれも本来のポンプ以外の手段で噴霧器を加圧しないで下さい。
　・本製品を改造、修理しないで下さい。
　・可燃性のあるもの、腐食性のあるもの、酸性のあるもの、熱をもったもの、ガスを誘発する化学物質は
 　  絶対に使用しないで下さい。
　・本製品へ充填する前に、必ず化学薬品のラベルをお読み下さい。

注意：
　・真鍮パーツの取扱いには注意して下さい。
　・取扱い後は必ず手を洗ってください。

ご使用前にご確認してください。
　・ホースの固定ナットが確実にポンプに取付てあるか確認して下さい。
　・先端ノズルとノズルの繋ぎ目がしっかり締まっているか確認して下さい。
　・底面にある3つのボルトがしっかり締まっているか確認して下さい。
　・49℃を上回る液体を使用するとタンクが溶けてしまいますので、ご注意下さい。
※注意  メーカーでテストした際の残液が残っている場合があります。

◆各パーツの準備
(先端ノズル)　エルボーからの取外し方法

保持用ナットに付いている 保持用ナットを回してエルボー
ノズルから、ポリ調整ノズル から外して、ノズルとガスケット
キャップを外します。 も外します。

(各先端ノズル展開図)

1. ポリ調整ノズルキャップ
1a. ファンノズルチップ
2. 保持用ナット
3. ノズル
4. ガスケット
5. エルボー

(ノズルの接続)

① ②
3 421 5 1a 42
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ポンプ

先端ノズル
ノズル

ノズルハンドル

ホース

ポンプ
ハンドル

タンク

ショルダー
ストラップ

タンクキャップレバー取手

ポンプ
ハンドルクリップ
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1. ノズル根元の接続部に、Oリングがあることを確認して下さい。
　 ハンドルへノズルを差し込んで下さい。
2. ねじキャップを時計方向へ回し、
　 ハンドルへしっかりと締め付けて下さい。

（ポンプハンドルの取付）
1、ポンプバーを取付けるには、レバー取手をタンク下部の土台穴に差し込み設置します（A）。
2、レバー取手の先端をタンク底面の矢印位置まで差し込み、先端穴を中央に配置します（B）。
3、クリップのノブをレバー取手の先端穴の位置に合わせ、クリップを押し込んで取付て下さい（C）。
4、ポンプハンドルのアーム連結部（短い端部の方）にワッシャーを通して下さい（D）。
　　そのワッシャーを通したアーム連結部を、レバー取手部にある穴に通して下さい（DとE）。
5、連結部上でワッシャーを滑らせ、ピン留めして下さい（E）。
6、ボールをポンプの一番上に置いてください。（F）
7、ポンプ部はポンプハンドルを動かすことによって、上下に動くようになっています。（G）
　  ボールがポンプの一番上で固定できるまで、レバー取手を下げてください。（F/G）
8、ボールが固定できれば、保持ナットで締め付けて下さい。（F）
　　ただし、締め付けすぎないで下さい。
　　締め付けた後に保持ナットの上からカバーを被せます。
9、ポンプの固定ナットは確実に締め付けて下さい。（H）

ねじキャップ
Ｏリング ハンドル

ポンプバー

クリップ

ポンプハンドル

カバー

保持ナット

ボール

ホース

固定ナット
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（ショルダーストラップの取付）
ショルダーストラップの留め金を側面のプラスチック製枠へスライドさせてパチンと留めて固定します（図1）。
液を充填する前に、ストラップリングを引っ張りながらショルダーストラップの長さを調整して下さい（図2）。

（図1）       （図2）

◆噴霧器への充填
化学薬品と水を混合する際は、必ず別の容器で行って下さい。
タンクキャップをあけるとフィルターがあります。
これは、不純物がタンク内へ混入するのを防ぐ為のものです。
フィルターに穴や損傷等がないか確認して下さい。確認後、タンク開口部から混合物を投入して下さい。

(粉末の薬品の場合)
　粉末の薬品（粉末を液体と混合し生成した噴霧剤）は溶解が不十分な場合、ピストンポンプや
　シリンダーの摩耗の原因となります。
  噴霧器に粉末の薬品を使用する場合は、完全に溶解している事を確認して下さい。
　噴霧器の部品を長持ちさせる為、部品を十分に掃除、洗浄して下さい。

◆使用方法
レバー取手を持ち、上下にポンプ運動をして加圧します。
ノズルハンドルを持ち、噴霧対象へ先端ノズルを向けます。
ノズルハンドルのレバーを握ると、弁が開き噴霧します。
ノズルハンドルのレバー部分には、ロック用クリップが備え付けられています。
連続噴霧を希望する場合、ロック用クリップにてレバーを保持して下さい。
使用しない時は、少しハンドルを下げてロック用クリップをロックオフになるよう置いてください。

（ノズルハンドル）

◆洗浄について
1、毎回使用後、必ずタンク内を空にし、十分洗浄して下さい。
2、内容物とエアーがノズルを通って完全に流出するまで、
　 本体のレバー取手を上下運動して下さい(ポンプ運動)
3、タンクの半分まで水を満たし、ポンプ運動で水を噴霧して下さい。
　　（腐食性の大きい物質の場合、数回繰り返して下さい。）
その他の洗浄のヒント：

・噴霧が上手くできない場合、通常はノズルの目詰まりです。ノズルを取り外し、洗浄して下さい。
・タンクの洗浄には、石けん水をご使用下さい。
・強力な洗浄剤や研磨剤は使用しないで下さい。
・タンクの洗浄に化学薬剤を使用する場合は、廃水処理についてのメーカーの推奨事項に従って下さい。

ストラップリング

ショルダーストラップ

ウエストベルト

ウエストベルトがついているので

腰でも支えることが出来ます。

ロック用クリップ

（連続噴霧）
（噴霧）

（使用しない時）
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◆噴霧器の保管／保守
・本製品は直射日光を避け、乾燥した冷所で保管して下さい。
・ひび割れ等が生じるのを避ける為、寒い時期(凍るような天候)になる前に、
 必ずタンク、配管内の液体を完全に抜いて下さい。ハンドルはロック用クリップを使用し、
 「連続噴霧」状態で固定して下さい。
・修理が必要な場合、商品ご購入窓口の代理店様へお問い合わせ下さい。
・ホース、ノズル、ポンプ、タンク、ハンドルレバー弁の摩耗、損傷、漏れを定期的に検査し、
　欠陥部品は速やかに修理して下さい。
・毎年ご使用前にはポンプ部のフェルトガスケットを外して（ポンプを分解して下さい）、
　フェルトガスケットに潤滑油を塗布して下さい。
　必要な場合は、1年を通して定期的に潤滑して下さい。

トラブルシューティング

①差込不良（緩んでいる） ①きつく締め付ける。

②バルブが擦り切れている ②バルブの修理又は交換。

　 又は、損傷している

①差込不良（緩んでいる） ①きつく締め付ける。

②Oリング又はガスケットの損傷 ②Oリング又はガスケットを交換する。

①差込不良（緩んでいる） ①固定ナットをきつく締め付ける。

②Oリング又はガスケットの損傷 ②Oリング又はガスケットを交換する。

ポンプレバー上運動が
困
難

②ピストンシリンダーの逆止弁の詰まり

ポンプレバーの下 圧力チャンバーの逆止弁の詰まり ピストンシリンダーの逆止弁のカートリッジを

運動が困難 取り出し、洗浄する。

圧力が低下する。 ①2つの逆止弁にゴミ、汚れがある。 ①逆止弁2つ共を取り出して、洗浄または

又は、    交換して下さい。

圧力がキープ出来ない。    （逆止弁は、ピストンシリンダーとポンプの

    2箇所にあります。）

②ピストンシリンダーを取り出して必要であれば

　交換して下さい。

②プランジャーカップを取り出して必要であれば

　交換して下さい。

③圧力チャンバーを取り出して必要であれば

　交換して下さい。

⑤プランジャーや逆止弁が正しく　　　 ⑤ ポンプ又はピストンシリンダ-の分解と再組立の

　 組立てらていない。 　  説明をよく読んで組立てて下さい。

注意：
・噴霧器を使用する場合は、必ず頑丈なゴム製手袋、保護めがね、保護服を着用し、
　換気の良い場所または屋外で作業して下さい。
・修理前に、噴霧器のタンクを水で洗浄して下さい。
　洗浄方法は、タンクへ水を充填し、屋外の適当な場所または別容器に噴霧させて下さい。
・ハンドルのレバーを「連続噴霧」にロックし、圧力が完全に解除されていることを確かめて下さい。
・修理完了時には、タンクへ水を充填し、圧力をかけて漏れをチェックして下さい。
・漏れがある場合は、噴霧器を使用しないで下さい。漏れを修理し、噴霧器を再度チェックして下さい。

①②ピストンシリンダーを分解して、洗浄する。
①ピストンシリンダーの吸気口の詰まり

ホースからの漏れ

レバーからの漏れ

症状 考えられる理由

ノズルからの漏れ

解決方法

②ピストンシリンダーが消耗している。

③プランジャーカップが消耗している。

④圧力チャンバーが消耗している。
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◆ ポンプの分解と再組み立て
1) タンクと圧力チャンバーが空で、圧力チャンバー内の圧力が抜けていることを
   確認します。  
   圧力チャンバーの圧力を抜くにはノズルハンドルを開き、圧力をすべて逃がします。

2) ポンプアセンブリの上部から連結アームを取り外します。
    （「ポンプハンドルの取付」のセクションを参照）（図1）

3) ポンプ固定リングを緩め、ポンプアセンブリ全体をタンクから取り外します。（図2）

4) 逆止弁：
　　ポンプハンドルクリップ（以下クリップ）を使用して、逆止弁カートリッジアセンブリを
    圧力チャンバーの底から取り外します。
　　（クリップの端にマイナスドライバーが付いています）
    クリップのマイナスドライバーをカートリッジの底の溝に差し込んで緩めます。

　　カートリッジを取り外したら、アセンブリ全体を交換または組み立て直すことができます。
　　組み立て直すには、カートリッジを2つに分解し、シールまたはボール、
　  もしくはその両方を交換します。（図3及び4）
     シールはカートリッジを分解したもののうち大きい方の内側に取付ます。
     シールの座ぐりがある側はカートリッジの方の溝にはめます。
     この組み付けが正しく行われないとポンプの性能が低下します。

5) プランジャーカップ：
　　逆止弁を取り外すと、圧力チャンバー本体の底にプランジャーカップを 固定していた
　　逆止弁のハウジングの固定も外れるため、プランジャーカップを交換することができます。
　　圧力チャンバー本体の底には溝があり、プランジャーカップの突起したリング部分を
    はめることができます。逆止弁を締め付ける前に、この溝とリングの表面を確実に
    揃えてはめ合わせておくことが重要です。
    この組み付けが正しく行われないとポンプの性能が低下します。

6) 圧力チャンバーハウジングガスケットとフェルトワッシャ：
　　ガスケットとフェルトワッシャーの両方を圧力チャンバー本体からスライドして
　　取り外します。（図5）
    先にフェルトワッシャーを交換して取付ます。
　　ポンプチャンバーを通してポンプ固定リングにはめ込む際に、ワッシャーを
　　折り曲げないように注意してください（図6）。
    フェルトワッシャーにはあらかじめ潤滑油が塗布されているため、
    圧力チャンバーハウジングと圧力チャンバーハウジングガスケットの間を
　　スムーズに動きます。
    フェルトワッシャーは取付る前に汚れが付着いないか確認してください。
    ガスケットを交換してタンクのポンプ用開口部に取付ます。
    このときフランジ側が上を向くようにします。（逆にすると漏れが生じます）（図7）
    ガスケットの側面がタンクのポンプ用開口部からはみ出ないようにして、フランジが
    この開口部のシール面部分と平行に設置されるようにします。

7) ポンプアセンブリをタンク内に戻し、タンクの底に取付られたピストンシリンダーに
    取付ます。プランジャーシールをピストンシリンダーに取付るときに、
　　プランジャーシールを破損しないように注意してください。
　　このときプランジャーシールとピストンシリンダーがきれいに揃うように、
    タンク充填口からのぞいて確認することを推奨します。
　　必要な場合、手を入れてプランジャーシールを誘導してピストンシリンダーに
　　はめ込むこともできます。

8) ポンプ出口（ホース接続部）を希望の位置に置きます。
　  ポンプ固定リングをタンクに締め付けます。

9) 連結アームをポンプアセンブリ上部に接続します。
　 （「ポンプハンドルの取付」のセクションを参照）

逆止弁
ポンプハンドルクリップ

（クリップ） 圧力チャンバー底面

カバー

保持ナット

ボール

図1

図 2

図3

図 4

図 5

図 6

図 7

圧力 チャンバー

ポンプ

固定リング

圧力

チャンバー
プランジャー
カップ

ポンプハンドルクリップ

シール
ボール

座ぐり側

フェルトワッシャー ガスケット

ポンプ固定

リング

フェルト

ワッシャー

圧力チャンバハウジング

ガスケット

平面側
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 ◆ ピストンシリンダ-の分解と再組み立て

1) タンクと圧力チャンバーが空で、圧力チャンバー内の圧力が抜けていることを
    確認します。
　　圧力チャンバーの圧力を抜くにはノズルハンドルを開き、圧力をすべて逃がします。

2) ポンプアセンブリの上部から連結アームを取り外します。
　　（「ポンプハンドルの取付」のセクションを参照）（図1）

3) ポンプ固定リングを緩め、ポンプアセンブリ全体をタンクから取り外します（図2）。

4) ピストンシリンダーをタンクの底に固定しているボルトとワッシャーを
　　それぞれ3個ずつ取り外します。（図3）

5) タンク充填口に手を入れ、ピストンシリンダーを取り外します。

6) ポンプハンドルクリップ（以下クリップ）を使用して、逆止弁カートリッジアセンブリを
　　ピストンシリンダーの底から取り外します。
　　（クリップの端にマイナスドライバーが付いています）
　　クリップのマイナスドライバーをカートリッジの底の溝に差し込んで緩めます。
    （図4及び図5）

7) カートリッジを取り外したら、アセンブリ全体を交換または組み立て直すことができます。

8) 組み立て直すには、カートリッジを2つに分解し、シールまたはボール、
　　もしくはその両方を交換します。カートリッジを交換します（図6）。
　　シールはカートリッジを分解したもののうち大きい方の内側に取付ます。
　　シールの座ぐりがある側はカートリッジの方の溝にはめます。
　　この組み付けが正しく行われないとポンプの性能が低下します。

9) ここでピストンシリンダー自体またはピストンシリンダースタッドガスケット、
　　もしくはその両方を交換することができます。
　　ピストンシリンダースタッドガスケットの向きが正しくない場合、
　　漏れが生じることがあります。（図7）

10) ワッシャーとボルトを使ってベースの下側にピストンシリンダーを組み付け直します。

11) ポンプアセンブリをタンク内に戻し、タンクの底に取付られたピストンシリンダーに
　　 取付ます。（「ポンプの分解と再組み立て」のセクションを参照）。

※プランジャーシールをピストンシリンダーに取付るときに、プランジャーシールを
　 破損しないように注意してください。
　 このときプランジャーシールとピストンシリンダーがきれいに揃うように、
　 タンク充填口からのぞいて確認することを推奨します。
　 必要な場合、手を入れてプランジャシールを誘導してピストンシリンダーに
   はめ込むこともできます。

12) ポンプ出口（ホース接続部）を希望の位置に置きます。
     ポンプ固定リングをタンクに締め付けます。

13) 連結アームをポンプアセンブリ上部に接続します。
　　（「ポンプハンドルの取付」のセクションを参照）

（※）本商品では、部品のみの供給ができません。
改造はしないでください。

・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。

・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
・作業工程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
ＴＥＬ：（06）6532-6226    ＦＡＸ：（06）6541-0929

ブーツ

保持ナット

ボール

図 1

図 2

図 3

図 4

図 5

図 6

図 7

圧力

ポンプ

ボルト

ピストンシリンダー

逆止弁

シール
ボール

座ぐり側

平面側
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