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パラソル本体の
取扱説明書も
併せてお読みください

取扱説明書
このたびは､お買い上げいただき､誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みのうえ､正しくお使いください。
本書は大切に保管してください。
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安全上のご注意
ご使用の前に
本取扱説明書では､ご使用者への危害や損害を未然に防ぐための注意事項を｢警告｣と｢注意｣に分けて
お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので､必ずお守りください。

警

告

取扱いを誤ると､死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

注

意

取扱いを誤ると､傷害又は物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

警

告

使用温度範囲(５〜４０℃)外でのご使用はおやめください。 人が往来する場所に設置しないで
破損又はノズルが飛び出して､怪我をする恐れがあります。
ください。
お子様が近づかないよう配慮して
空 ( 通水していない状態 ) 運転をしないでください。
ください。

水道水を流さない状態で運転すると自動停止しますが､
ポンプの寿命が短くなります。空運転は絶対にしないでください。

本体を倒したり､電源コードやホースが
足に引っ掛かると､怪我や本体損傷の原因になります。

本製品は、必ず管理者がいる状況でご使用ください。
管理者不在の場合、急な天候の変化による転倒や破損が
防止できず、事故につながる恐れがあります。

電源プラグの先端にホコリが付いて
いるときは､取り除いてください。

強風が吹く場所では使用しないでください。
通常のご使用の際も、風が強くなり
傘が揺れ始めたり、霧が流される
ときは使用を中止し、傘を閉じてください。

火災の原因になります。

本体が倒れ､怪我や破損の原因になります。

ポンプは直射日光に当てないでください。

本製品用の電源には､

高温によってポンプの作動に支障を来たし､寿命が短くなります。
また､ゴムカバーが劣化し､破損や変形の原因になります。

漏電ブレーカが設置されている
電源をご使用ください。

凍結する場所でのご使用はおやめください。

漏電
ブレーカ
電源
コンセント

破損又はノズルが飛び出して､怪我をする恐れがあります。

注

意

ポンプは火気の近くに設置しないでください。

電源コードを傷つけたり､破損､無理な曲げ､

雨や水のかかる場所での使用もおやめください。

引っ張り､ねじることはしないでください。

感電･漏電､変形の原因になります。

断線して火災､感電する恐れがあります。

交流100Ｖ以外では使用しないでください。

不安定な場所には設置しないでください。

火災･感電の原因になります。

転倒による変形や感電･漏電の恐れがあります。

電源プラグを抜くときは､電源コードを引っ張らず

使用時以外は､電源プラグをコンセントから

必ずプラグを持って引き抜いてください。

抜いてください。

断線して発火することがあります。

絶縁劣化による感電･漏電､火災の原因になります。

本製品の支柱や傘のシートにぶら下がったり、寄りかから
ないでください。

本製品をアンカー等で強制固定しないでください。
本体ベースのポール（支柱）に負荷が集中し、変形破損します。

本体が倒れて、ケガや破損の原因になります。

定期的に部品各部を点検し､少しでも異常や破損を発見したときは使用を中止し､販売店にご相談ください。
・本機は防爆仕様ではありません。
・水道水以外の液体は使用しないでください。
・保守､点検､修理は知識､技能を持った人が作業してください。
・異常が発生した時には､直ちに運転を停止してください。
・差込みプラグの接続は確実に行ってください。

・周囲の状況に応じて危険予知に心がけてください。
・電源コードを角ばった所に当てないでください。
・電源コードの上にものを乗せないでください。
・電源コードに油や水がかからないようにしてください。
・落下で危険が生じる場所には設置しないでください。

１

商品内容をお確かめください
お届けした商品の中身をお確かめください。
万一足りない部品がありましたら､お買い上げの販売店にご連絡ください。
パラソル本体：１本

噴霧用ノズル

（噴霧用ノズル/送水チューブ/
エンドカップリング付）
送水チューブ
(4.5m)

支柱：１本

カップリング

固定金具：１個
ポール：１本

パラソルベース：１個

長フレーム：１本
短フレーム：１本

M8×20ボルト
φ8平ワッシャ
各４個

ハンドル：１個

六角穴付きボルト
５個

六角レンチ：１個

結束バンド:1本

高圧ポンプ：１台

パラソル
取扱説明書：１冊

水道給水ホースセット
(５m)：１本

スパナ：１個

フィルター：
１個

ホースバンド：
３個

ポンプ本体の取扱説明書もご確認ください

２

取扱説明書（本書）
給水ホースセット説明書
ポンプ本体説明書：各１冊

設置例のご紹介
例えば､こんなところに
本製品は､暑さを和らげ､ひとときの涼感を演出します。
施設内の建物設備等､屋外･半屋外の冷房にお役立てください。

作業に入る前に
警 告

漏電ブレーカが付いている電源をお使いください
本製品は､噴霧による水分や高い湿度環境で使用されます。万一の電気系統の故障を防ぐために､
ポンプ用の電源コンセントは､大元に必ず漏電ブレーカが入っている電源をお使いください。

３

準備作業
水道給水ホースセットのつなぎ方
標準的な蛇口への接続は、水道給水ホースセットの取扱説明書１〜３ページをご覧
ください。

※蛇口の先端がネジになっているとき
水道蛇口の先端がネジ式になっている場合は､

先端がネジ

市販のネジ付き蛇口ニップルが必要です。
専門メーカー(株)タカギ製ネジ付き蛇口ニップル

ネジ付きニップル:G065

(品番Ｇ０６５)又は他社の相当品をお買い求めください。

蛇口にねじ込んで
取り付けてください。

ゴミの洗い流しと水漏れの確認

徐々に蛇口を開く

ホースの中のゴミやホコリは､ノズルの目詰まりの原因になります。
水道給水ホースをポンプにつなぐ前に､必ず水道栓を開いて放水し､
ホース内のゴミやホコリを流し出してください。
放水の際は蛇口を少しずつ開いて､ニップルから水漏れがないか
確認してください。
水が漏れるときは､ニップルを取り付け直してください。
通水後は､水道栓を閉じてください。
放水

高圧ポンプの設置場所
ポンプの設置面寸法は､幅２２×奥行３６ｃｍです。

注意

ポンプは屋外仕様ではありません。
屋外でご使用されるときは､直射日光や
雨が当たる場所には設置しないでください。

注意

ポンプは､凹凸がある不安定な場所には
設置しないでください。

水道給水ホースと高圧ポンプのつなぎ方
水道給水ホースにホースバンドを通して､
ホースの先をポンプの水道接続口に差し込んでください。
ホースは水道接続口の縁に当たるまでしっかり差し込んでください。
ホースバンドはネジ部をドライバーでしっかりと締めてください。

ホースバンド

水道給水ホース

４

水道接続口

ポンプの電源をつなぐ
電源コードの本体用接続端子を本体背面の電源コード接続口（実際の
接続口は本体内部にあります。）に奥まで差し込んでください。
電源プラグをＡＣ１００Ｖのコンセントに差し込んでください。
電源コード

電源プラグ
本体用
接続端子

警

告

注意

電源コード接続口
実際の接続口

本機は､必ず大元に漏電ブレーカが入っている電源につないでください。
ポンプは空運転による故障を防止するために、水道の蛇口が開いていないとき
（水道圧がかからないとき）は、ポンプ内の圧力スイッチが働いて、ポンプが作動しません。
ポンプを運転する際は、必ず先に水道の蛇口を徐々に開きながら全開状態にしてください。

高圧ポンプの運転準備
高圧ポンプの運転準備作業につきましては、ポンプ本体の取扱説明書に記載しています。
ポンプ本体の取扱説明書の６〜10ページをご覧ください。

高圧チューブと高圧ポンプのつなぎ方
① ポンプ吐出口先端のリングを右図のＡの方向に押しながら、
高圧チューブのポンプ接続アダプターを差し込んでください。
② チューブ内部の洗浄とチューブ内をエアー抜きするために

リング

10ページの「ノズルの交換」の手順に従って

Ａ

パラソルのノズルを1個取り外してください。

吐出口

水道の蛇口を徐々に開き、コントローラーの RUN を
押して､ノズルを取り外した箇所から水が出るまで

ポンプ接続アダプター

運転してください。

注意

洗浄の際、
ノズルを取り外した箇所から水が落ちます。
床面にバケツを設置するなど、
水濡れ対策をお願いします。

徐々に蛇口を開く

コントローラー

PWR
RUN

OOOO
RUN

STOP

③ 最後に STOP を押して､水道の蛇口を閉め、
10ページの「ノズルの交換」の手順に従って

RUN

取り外したノズルを元の場所に取り付けてください。

注意

ノズルはスパナで確実に取り付けてください。
霧の出方不良や水濡れの原因になります。

５

蛇口を閉める

STOP

パラソル部の組立
パラソルは､パラソル本体に添付の取扱説明書の手順に従って組み立ててください。

注意

パラソル開閉時は、指を挟まないようご注意ください。

パラソル組立完成図

組立後の注意点
結束バンド等で送水チューブに足や物が
引っ掛からないように固定してください。

ポール

注意

送水チューブに足が引っ掛かると
ケガやパラソルが転倒する恐れがあります。

注意

転倒防止のため、
本品は水平な場所に設置してください。

注意

本製品をアンカー等で強制固定しないでください。
本体ベースのポール（支柱）に負荷が集中し、
変形破損します。

注意

送水チューブを曲げて設置するときは､
半径10mm以上で曲げてください。
曲げ半径が小さ過ぎると､チューブが折れて
水漏れの原因になります。
送水チューブ

最小半径10mm

注意

送水チューブは樹脂製です。
角張った場所や振動する場所に取り付けると
傷が付き､水漏れの原因となります。
布やスポンジを当てて養生してください。

６

適当な場所に
結束バンドで固定

本体ベース

送水チューブ

使い方
噴霧の開始

コントローラー

PWR

前ページまでで準備作業は完了しました。

RUN

水道の蛇口を徐々に開いて、コントローラーの RUN を押せば噴霧が始まります。

OOOO
RUN

再度全ての接続部分について､水漏れがないかご確認ください。

RUN

STOP

STOP

このとき､ポンプの圧力計（吐出圧力）が、
５ＭＰａになっていることをお確かめください。
万一､吐出圧力が高いときや低いときは､ポンプ本体の取扱説明書1１ページをご覧いただき､
ポンプの調圧弁を操作して､５ＭＰａになるまで圧力を調整してください。

日常の噴霧について
① 水道の蛇口を開いてください。
③ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
④ RUN を押してください。

コントローラー

※噴霧シーズン中は､ホコリやエアーの侵入を防止するために､
水道給水ホースはつないだままの状態にすることをお勧めします。

PWR
RUN

やむを得ず水道給水ホースを外すときは､ホコリが入らないようにご注意ください。

OOOO
RUN

注意

天候の不具合等で数日間噴霧を停止したあと、再度運転するときは、
本機内部に残った水が腐敗している可能性があります。

10ページの「ノズルの交換」の手順に従って、パラソルのノズルを1個外してから
水道の蛇口を徐々に開き、 RUN を押して数分間洗浄排水してください。
洗浄作業終了後は STOP を押して水道の蛇口を閉めてから

RUN

徐々に蛇口を開いてから

RUN

10ページの「ノズルの交換」の手順に従って、

STOP を押してから

取り外したノズルを元の場所に取り付け、運転を再開してください。

蛇口を閉める

注意

ノズルはスパナで確実に取り付けてください。
霧の出方不良や水濡れの原因になります。

短時間の噴霧の停止
少しの間､噴霧を停止するときは､ STOP を押してください。
噴霧を再開するときは RUN を押してください。

警

告

１分以内の短時間で RUN / STOP の繰り返しはおやめください。
ポンプ故障の原因になります。

７

STOP

STOP

長時間の噴霧の停止
シーズンオフ等で長期間噴霧を休止するときは､
パチット ホ ースガ ー ド

水の凍結や腐敗を防止するために、以下の方法で水抜きしてください。
① 水道の蛇口を閉めてください。
② 水道給水ホースを蛇口から外します。
パチットホースガードのスライドリングを持って
ホースを下に引き抜いてください。

スライドリング

ホース

③ 吐出口のリングを下図のＡの方向に押すと高圧チューブが外れます。
10ページの「ノズルの交換」の手順に従って、パラソルのノズルを1個外すと
高低差によってポンプ接続アダプターから水が出てきます。
しばらく放置して､チューブ内の水を出し切ってください。

リング

Ａ
吐出口
ポンプ接続アダプター
しばらく放置して
水を出し切る

ポンプ接続アダプター

④ 長期間ご使用されないときは、
ノズル内部へのホコリの侵入や冬場の凍結を防止する
ためにノズルを取り外して乾燥させ、タオル等に包んで屋内に保管してください。

ポンプの故障診断は､ポンプ本体の取扱説明書1５ページをご覧ください。

オイル交換と残量の確認

警

告

ポンプには､潤滑用にオイルを使用しています。
初回のオイル交換は、必ず使い始めから１０００時間で行ってください。
以降は２０00時間ごとに、必ずオイルを交換してください。
オイルがなくなるとポンプが焼付きを起こします。
ポンプ本体の取扱説明書の13ページをご覧いただき､
小まめにオイルの残量をチェックして､適宜補充してください。

使用オイル：ＳＣ級ＳＡＥ＃３０
８

片付けと保管について
シーズン終了等で本製品を片付けるときは、
前ページの「長時間の噴霧の停止方法」を行ったあと、
パラソル側は、パラソル取扱説明書の逆の順序で解体してください。
次ページの「ノズルの交換」の交換方法の要領でノズルを外したあと、
パラソルをしばらく寝かせた状態で、送水チューブの中の水を出し切ってから保管してください。

水を出し切る

ノズルを保護するために
ノズル内部へのホコリの侵入や冬場の凍結を防止するために、次ページの「ノズルの交換」の要領で
ノズルを外したあと､乾燥させてタオル等に包んで屋内で保管してください。

水道給水ホースを延長するときは･･･
・ ・ ・ ・

水道給水ホースを延長する際は､耐圧防藻ホースをお選びください
延長用ホースは､ＴＯＹＯＸ製トヨデリバー(品番ＴＷ-１2)､
又は内径１２.7ｍｍの耐圧防藻ホースをお選びください。
延長用の継手には､(株)タカギ製パチットホースジョイント(品番Ｇ０３９)と

藻の発生を防ぐ黒色チューブ

コネクター(品番Ｇ０７９)､又は他社の相当品をお買い求めください。
耐圧用
ネット構造

耐圧防藻ホースとは･･･
通常のビニールホースは､内部に残った水から必ず藻が発生します。
本製品は､非常に小さな霧を作るために精密なノズルを使用していますので､
ホース内に藻が発生した場合､ノズルが詰まって故障の原因となります。
耐圧防藻ホースは､藻の発生を抑える機能を備えた特殊ホースです。
水道給水ホースを延長される際は､必ず耐圧防藻ホースをお買い求めください。

９

ＴＯＹＯＸ製トヨデリバーの場合､
耐圧防藻の目印として､
ホース側面に黄色の縦ラインが
入っています。

ノズルの交換
霧の出方が下の図のようになったときは､ノズル交換又はノズルストレーナーを洗浄してください。
ストレーナー
ノズル異常

正常な霧の出方
空円錐状

交換品ご注文時の品名

洗浄

霧が出ない

円錐状の一部に
霧が直進状に出る
スジ状の霧が顕著に出る

品名

涼霧ノズルⅡ(Ｓ３１６)
(＃229439)

歯ブラシなどで洗浄

交換又は清掃後の取付方法
① ノズルは14サイズのスパナで取り外して清掃または交換ください。
② ノズルを取り付ける際は、必ず先に配管内を通水し、異物を洗い流してください。
③ O-リングに異物が付着していないか確認してください。
④ ノズルを手で配管口にねじ込み､スパナで増し締めしてください。(推奨トルク４〜５Ｎ･ｍ)

清掃方法
ノズル本体

ストレーナー

① ストレーナーを外す。
② エアブロー等で、
ストレーナーの異物を除去する。
③ ストレーナーを元の位置に嵌める。
（作業中、異物が入らないように注意してください）
O-リング
（P9）

ノズルの保管については、
９ページをご参照ください。

こんなときは･･･
症

状

ご確認ください

対処方法

ノズル､ストレーナーが
目詰まりしている

上記の要領でストレーナーを掃除してください。
それでも直らないときは､ノズルを交換してください。

水道の蛇口が開いていない

水道圧がかからないとポンプが作動しません。
必ず水道の蛇口を開いてください。

ノズルのネジ締めが不十分又は
ネジが緩んで水が漏れている

ノズルを増し締めしてください。

ホースが外れている

水道給水ホース/高圧チューブをつないでください。

電源が入っていない

コントローラーの RUN を押してください。

ノズルから水滴が落ちる

霧の出口付近の異物付着

霧の出口を柔らかい布で拭いてください。
それでも直らないときはノズルを交換してください。

電源が入らない

電源プラグが外れている

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ポンプから水が出ない
又は
ポンプの圧力が上がらない

ポンプ本体の取扱説明書の15ページをご覧ください

霧が出ない
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仕
項

様

目

仕

様

パラソル 側 仕 様

ノズル単体仕様

涼霧ノズルⅡ（Ｓ３１６）
ノズル１個あたりの噴霧量：2.１ℓ/ｈｒ
（噴霧圧５MPa時）
外径
：HEX.14
ネジサイズ
：M12×1.5
質量
：17g
最高使用圧力
：7 MPa

ノズ ル 個 数

８個

総 噴 霧 量

1７.1ℓ/ｈｒ

質

本体：15ｋｇ

量

外 形 寸 法

Ｗ2940×Ｈ2620×Ｄ3000 ｍｍ

材

傘布：ポリエステル
フレーム：アルミ
パラソルベース：ポリプロピレン

質

ポンプ 側 仕 様

定格電源電圧

ＡＣ１００Ｖ

周

５０/６０Ｈｚ

波

数

ポ ン プ 出 力

110 Ｗ
吐出圧力:５ＭＰａ
使用温度：５〜４０℃

吐

量

1８ℓ/ｈｒ

量

約8.5ｋｇ
（通水前）

質

出

外 形 寸 法

Ｗ212×Ｈ233×Ｄ356 ｍｍ

機能更新のため予告なく仕様変更する場合があります。ご了承ください。
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