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安全上の注意事項 

 

 

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。安全上、

下記事項は特に注意して下さい。 

 

 

（１） 密閉した場所で運転しないで下さい。エンジンの排気ガスは有害です。 

（２） エンジン燃料（ガソリン）の取扱いには十分気を付けて下さい。 

（３） ガソリンを給油する際は、エンジンを停止させ、冷えてから行ってください。 

（４） エンジンは高温になります。不用意に触り、火傷しないようにして下さい。 

（５） どのような場合でも、運転中は回転部に触らないで下さい。 

触ると重傷を負う場合があります。 

（６） 運転する時は、吸込口に異物が無いことを確認し、必ずフィルター（別途ご用意）

を通して吸引して下さい。異物を吸い込むとブロアが破損します。 

（７） 爆発性の流体、液体、火花、火種等は、絶対に吸引しないで下さい。 

火災、爆発の原因になります。 

（８） 本機は工業用ブロアです。工業用機器を取り扱うに足る常識を備えた作業者の他は

取り扱わないで下さい。 

 

 

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」とし、次のように区分し

てあります。 

 

  「危険」：取扱を誤った場合は、危険な状況が起こり死亡又は重傷 

       を受ける可能性がある。 

  「注意」：取扱を誤った場合は、危険な状況が起こり中程度の傷害 

       や軽傷を受ける、及び物的損害が生ずる恐れがある。 

 

なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果となる可能性があります。 

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守って下さい。 
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１、はじめに 
 

この度は、弊社エンジン式集塵機『EV01』をお買い上げいただき、誠にありがとうござい

ます。この取扱説明書は、エンジン式集塵機『EV01』の取扱方法と使用上の注意事項につ

いて記載してあります。尚、ご納入機個々の仕様については、銘板、外形図、カタログ等

をご覧いただくようお願いいたします。 

ご注文により取り付けたオプションについては、この取扱説明書では触れていません、ご

了承下さい。 

 

 

２、機器構造・機能概要 
 

本機は、ガソリンエンジン駆動による集塵機で、主にエンジンブロア(ベルト駆動縦

形)・フィルタセパレータ・ドラム缶・架台で構成されています。吸込口よりブロアの吸引

力で集められたエアと塵埃はフィルタケース内に入り塵埃はフィルター外面で濾過されま

す。エアは、フィルターを通過しブロア内に吸引され排気ボックスから排出されます。 

フィルター外面で濾過された塵埃は、装置停止時にフィルタケース上部のハンドル(払落

し用)を回すことでフィルター外面から剥がれ、ドラム缶内に落下します。 

ドラム缶内に回収された塵埃は、フィルタセパレーターからドラム缶を取り外し容易に

廃棄・移動が出来ます。 
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３、設置 
 

１）設置場所は、高温多湿、容易に浸水する所は避け、保守点検ができる広さが有り、 

平坦な場所として下さい。 

２）吸込口に、本機を大きく歪ませるような荷重をかけないで下さい。 

３）本機上に、本機を大きく歪ませるようなものを乗せないで下さい。 

４）「危険」 放熱、排気の妨げとなるような覆いをしないで下さい。 

５）「危険」 設置後は、移動防止、転倒防止の処置をして下さい。 

７）本機は屋外での使用を想定しておりますが防雨型ではありません。直接、雨にさらさ 

れたりしない様に注意して下さい。 

 
 

４、運転と停止 

 
エンジンを始動させる前には、別冊子エンジンの取扱説明書「安全にお使いい 

ただくために」及び「エンジン運転前の点検」を良く読み、理解したうえで操

作してください。 

 

エンジン始動及び停止方法は、別冊子エンジンの取扱説明書に詳しく掲載して

います。 

 

[始動方法] 

 

１）燃料コックを開く。 

２）スロットルレバーを高速の方に少し開く。 

３）チョークレバーを全開にする。 

   「注意」 暖かいときの使用(概ね気温35℃以上)や、運転停止直後の再始動 

            時は、全開又は半開にて試みてください。 

４）キースイッチを「ＳＴＡＲＴ」に合わせ始動する。 

    セルモーターを５秒まわしても始動しないときは、５秒休んで再始動してください。 

    スイッチは始動位置から手を放すと自動的に「運転」に戻ります。 

     

    セルモーターで始動しない場合、 

    スターターグリップを握り圧縮位置まで軽く引き、この位置から勢い良く引っ張る。 

    エンジンが始動したらスターターグリップをゆっくり元の位置に戻す。 

 

５）始動後、エンジンの調子をみながら徐々にチョークレバーを全開の位置に戻す。 

   (運転調子が安定しない場合は、チョーク半開位置で暖機運転し、様子を見てください) 

   「注意」 始動後は必ずチョークレバーが全開になっている事を確認して 

            ください。チョークが閉じた状態で運転するとエンジン不調の原 

            因となります。 
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６）高速セット回転で(約５分)暖機し、終了後は所要の回転速度にスロットルレバーを合 

    わせご使用ください。 

    (長時間の低速セット回転速度近傍での運転はプラグくすぶりの原因となります) 

 

[停止方法] 

 

１）スロットルレバーを低速の位置にして１～２分間運転する。 

２）キースイッチを「ＯＦＦ」に合わせる。 

３）燃料コックを閉じる。 

 

 

５、その他の操作 

 
[ フィルターの払落し ] 

 

「注意」 運転中の払い落としは効果がない上、捕集効率が低下します。 

 

払い落としハンドルを回転させるとフィル

ターに付着した塵埃を払い落とすことが出

来ます。（右図参照） 

ハンドルは、数回程度の回転では十分に払

い落とすことができませんので、数十回は

回転させて下さい。 

払い落とし後、フィルタケース及びドラム

缶内で塵埃が浮遊・飛散していますので状

態が落ち着くのを待ってから、ドラム缶を

取り外すようにして下さい。 

 

 

[ ドラム缶の着脱 ] 

 

「危険」 運転中にドラム缶を外さないで下さい。 

   

ドラム缶を固定しているキャッチクリップ２箇所を

外すと、ドラム缶を手前に引き出すことができます。

(右図参照） 

装着する場合は、ドラム缶を所定の位置に戻しキャ

ッチクリップ２箇所で固定してください。 
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[ 車輪ストッパー ]  

 

右図の①を踏み込むと本体 左右の車輪ストッパー

にロックがかかり、②を踏み込むと解除ができま

す。 

 

 

 

[ フィルターの取り出し・取り付け方 ]  

 

１）フィルタケース蓋を固定しているキャッチクリップをはずし、蓋を開ける。 

２）フィルターを一式 フィルタケースから取り出す。 

 

＜清掃する場合＞ 

 

３）プレート上部の蝶ボルト３本をはずし、内筒からフィルターを取り出す。 

４）フィルターの清掃は六角ボルト６本は外さず、プレート・払落し棒 等をつけたまま 

    行います。  

５）清掃したフィルターに蝶ボルト３本で内筒を固定する。 

６）フィルタケースにフィルターを一式を入れる。 

７）フィルタケースの蓋を閉め、キャッチクリップで固定する。 
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＜交換する場合＞ 

３）プレート上部の蝶ボルト３本をはずし、内筒からフィルターを取り出す。 

４）フィルター上部中央にあるキャップスクリュー１本をはずす。 

５）フィルター上側から払落しリンク・フェルトを、下側から払落し棒を抜き取る。 

  「注意」 払落し棒についているＶリング・セットカラーは取り外さないで下さい。 

             Ｖリング・セットカラーの位置がずれると、粉漏れの原因になります。 

６）新品のフィルターの上側からフェルト・払落しリンクを、下側から払落し棒を差し込 

    む。 

７）キャップスクリュー１本で払落し棒・払落しリンクを固定する。 

８）蝶ボスト３本で内筒を固定する。 

９）フィルタケースにフィルターを一式を入れる。 

10）フィルタケースの蓋を閉め、キャッチクリップで固定する。 

 

 

６、点検・保守 

 
[ エンジン ] 

 

エンジンの点検・保守方法は、別冊子のエンジン取扱説明書に詳しく掲載して

います。 

 

１）運転中にＶベルトから異音が発生し、損耗が著しい場合はＶベルトを交換して下さい。

２）Ｖベルトの交換は使用環境によって著しく変化しますが、２４時間運転で１年間が目 

    安になります。（これは正しく保守点検が行われたときの参考値です。） 

   長期間停止したままで保管される場合はベルトをプーリからはずして保管し、プーリ 

   には防錆処理を施して下さい。 

「注意」 ベルトを張ったまま長期間停止状態で保管しますと、ベルトの変形が生 

              じ起動時にベルトが損傷することがあります。 

「注意」 プーリ溝部の錆がひどい場合は、ベルトが傷つき、早期損傷の原因とな 

              ります。 
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[ ベルト ] 

 

１）運転中にベルトから異音が発生していたり、張りが緩んでいたら、ベルトの張りを調 

    節して下さい。この際ベルトを張りすぎないように注意して下さい。また、ベルトの 

    損耗が著しい場合はベルトを交換して下さい。 
 

[ ブロア ] 

 

１）軸受は、グリス密封型を使用しているので、グリス補給の必要はありません。軸受寿 

    命は、モータ出力kW、運転静圧、運転周波数、ブロアの置かれている雰囲気温度によ   

    って異なりますが、 

ブロア軸受：20,000～25,000時間が目安になります。 

モータ軸受：40,000～50,000時間が目安になります。 

「注意」 本機の周囲温度や吸引エアの温度が高いとグリスの寿命が極端に低下します。

周囲温度、及び吸引エアの温度が１０℃上がる毎に寿命は半減します。いず

れも４０℃以内になるようにして下さい。 

モータの軸受交換をする際は弊社にご用命下さい。 

「注意」 お客様で分解・交換・組立した場合、それに起因する故障及び破損は製品保

証外となります。 

 

お客様で軸受交換を行う場合は、弊社にご相談の上、｢分解組立要領書｣をご要求下さい 
 

[ その他 ] 

 

「危険」 運転したまま、塵埃の排出・フィルター払落し・交換等をしないで下さい。

回転体に接触し重傷を負う危険があります。 

 

１）停止時に、フィルターに付着した塵埃を払い落とす。払い落としても吸引力が回復し 

    ない場合は、フィルターケースから取り出し、フィルターの襞を板切れ等で傷つけな 

    い程度にはじいて払い落とす。尚、フィルターに穴が開いたり、汚れがひどい場合は、 

    新品と交換して下さい。 

２）停止時に、ドラム缶に溜った塵埃を捨てる。 

３）運転中に、吸込・排気・配管接続部にエア漏れが無いか点検する。 

４）運転中に、フィルタケース蓋・ドラム缶装着面にエア漏れが無いか点検する。 

５）異常と思われる様なことがある場合は、「故障と診断」と別冊子のエンジン取り扱い

説明書を参照して、原因を究明し改善してください。 
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７、保 証 
 

 １）保証期間は納入月から12か月、又は製造年月より18か月間のいずれか短い方といた

します。 

 ２）保証期間内に当社の設計、又は製作上の不備により本機が故障、又は破損した場 

   合、その部分について無償で修理又は交換いたします。 

   但し、本機が日本国外に設置されている場合、設置場所までの往復渡航諸費用につ 

   いては有償とさせていただきます。 

   上記の故障、又は破損を起因とした装置の停止等に伴う損害等、間接的損害につい 

   ては保証の範囲外とさせていただきます。 

 ３）保証期間内であっても、以下の場合は有償とさせていただきます。 

 消耗品の交換 

 火災、天災及び不可抗力による場合 

 当社の承諾なしに行われた修理、及び改造に起因する場合。 

 

 

 

 

 

８、『主 要 諸 元』 
 

    １）名称     エンジン式集塵機 

   ２）型式     ＥＶ０１型 

   ３）ブロア     

     ａ）型式     DU-N506 

     ｂ）最大風圧   5.4㎥/min 

     ｃ）最大静圧   -25.4kpa 

   ４）メインベルト 3VX-425 x 2本 

   ５）搭載エンジン 

     ａ）名称     三菱メイキエンジン 

     ｂ）型式     GB221PE ｾﾙ付 

     ｃ）排気量    215cc 

     ｄ）最大出力   5.1kw(7.0PS) ／ 4000rpm 

     ｅ）使用燃料   普通ガソリン 

     ｆ）オイル    SAE10W30 (0.55ℓ ) 

     ｇ）燃料ﾀﾝｸ    3.6ℓ  

   ６）本体寸法及び重量 

     ａ）全長     1,216mm 

     ｂ）全幅       660mm 

     ｃ）全高     1,166mm 

     ｄ）概算重量    175kg 
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【 故 障 と 診 断 】 

 
別冊子のエンジンの取扱説明書も合わせてご参照ください。 

 

現 象 原 因 点検方法と対策 

異常音が発生した ・ﾌｧﾝの接触 

 

・ﾌﾞﾛｱ内異物混入 

 

 

・Vﾍﾞﾙﾄの緩み 

・ｴｱ洩れ 

・ﾌﾞﾛｱを分解しﾌｧﾝを清掃、ﾌｧﾝ 

 の損傷著しい時は新品と交換 

・ﾌｨﾙﾀの損傷、取付不良を確認 

 の上ﾌﾞﾛｱを分解、異物を除去 

・軸受を新品と交換 

・Vﾍﾞﾙﾄの交換 

・ﾊﾟｯｷﾝ交換 

振動が大きくなった ・ﾌｧﾝへの粉塵付着による 

 

・ﾓｰﾀ軸受不良 

・周波数不適 

・ﾌﾞﾛｱを分解しﾌｧﾝを清掃、ﾌｧﾝ 

 の損傷著しい時は新品交換 

・軸受を新品と交換 

・運転周波数を変更 

排気口より粉塵が出る ・ﾌｨﾙﾀの損傷 

・ﾌｨﾙﾀの取付不良 

・ﾌｨﾙﾀを交換 

・ﾌｨﾙﾀを取付直す 

吸引力が弱くなった ・ｴﾝｼﾞﾝ回転数低下 

・ﾌｨﾙﾀの目詰まり 

・吸込配管のｴｱ洩れ、詰まり 

 

・ﾌｨﾙﾀｹｰｽのｴｱ漏れ 

・吸引箇所の増加 

・ｴﾝｼﾞﾝ点検 

・ﾌｨﾙﾀを清掃或いは交換 

・接続部確認及び配管内の清掃 

 異物の除去 

・ﾊﾟｯｷﾝ交換 

 

本機に触れるとしびれる ・漏電 ・ｱｰｽ線を接続し漏電箇所を修理 

 

 

【 消 耗 品 リ ス ト 】 
 

品 名 品 番 数量 備 考 

フィルタセット  CRP-FL 1 ――― 

プーリー 
ブロア  SPZ 90-2 1 ――― 

エンジン  SPZ132-2 1 ――― 

軸 受 
銘板記載の機種名、及び Pro.No.を御確認の上、 

弊社にお問い合わせ下さい。 

各部パッキン  機種型番、及び部位でご指定下さい 
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【製造元】真空企業株式会社 
 

神奈川県横浜市港北区綱島東 6-4-19 

Tel:045-545-1033  Fax:045-545-1085 

 

 

 

 

 

 

日 本 フ レ キ 産 業 株 式 会 社 
本社 〒202-0014 

東京都西東京市富士町２丁目１３番１７号 

TEL:0424-61-5171(大代表) FAX:0424-61-6310 

東 京 支 店 福岡支店 大阪支店 名古屋支店 

札幌支店 広島営業所 長野営業所 新潟営業所 

仙台営業所 新座工場 


	安全上の注意事項
	「注意」：取扱を誤った場合は、危険な状況が起こり中程度の傷害
	１、はじめに
	２、機器構造・機能概要

