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ファインバブル発生装置 

取扱説明書 
はじめに 

このたびは、ファインバブル発生装置をお買いあげいただきまして誠にありがとうございます。 

当社では、このファインバブル発生装置を満足してご使用いただけます様、細心の注意をはらって製作し

ておりますが、本機器の能力を十分発揮するためにも、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご

使用いただきます様よろしくお願い申しあげます。 

 

■お願い 

1.この取扱説明書は必ず保管いただくようお願い致します。 

2.この説明書は実際にご使用になられる方のお手元にも、必ず届くようお取り計らいください。 

 

■ご使用前に 

ご使用になる前に、まず次の点をご確認ください。 

1.ご注文通りの型式のものか、銘板を見てご確認ください。 

2.輸送中の事故等で破損している箇所がないかどうかご確認ください。 

3.付属品がご注文通りに揃っているかご確認ください。 

もし不具合箇所や疑問点がありましたら、弊社、または弊社代理店・販売店へご照会ください。 

 

■正しくお使いいただくためのお願い 

1.本製品は水溶性クーラント液専用です。必ず使用条件内でご使用ください。（14．使用条件参照） 

2.使用前に対象設備の液質確認を必ず行ってください。 

3.使用前に対象設備の汚染状態を必ず行ってください。 

使用条件・液質等に関してご不明な点は、販売店または営業所までお問い合わせ下さい。 

4.本製品は国内使用専用です。海外では使用できません。 
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ご使用の前に、この１～１７の項目をよくお読み頂いた上で、正しくお使い下さい 

１．安全上の用語と意味 

ここに示した注意事項は、機械の運転及びメンテナンスに携わる方々が製品を安全に正しくお使い頂き危

害や損害を未然に防止するためのものです。 

 

：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 

 

：人が傷害を負う可能性および、物的損害のみの発生が想定される内容。 

 

２．設置時の安全注意 

（１）設置環境 

警告警告警告警告    

装置を設置する場合は、屋内またはこれに準ずる屋根のある屋外等で雨水、切削液、油等がモーターにか

からないところへ設置してください。漏電した場合に火災、または感電事故が起こります。 

爆発性ガスのないところへ設置してください。 

 

注意注意注意注意    

ポンプを破損する恐れのある沈殿物がある場合は、吸い込み口にサクションフィルタ・ストレーナ等を設

置してください。多量のスラッジ・異物混入がある場合は、故障または破損など著しい性能低下を招く恐

れが有ります。 

使用前に対象設備の液質確認を必ず行ってください。怠ると装置の性能低下を招く恐れがあります。 

 

（２）電気配線 

警告警告警告警告    

電源と本装置の電気仕様（電源容量・電源電圧・電源周波数・相）が適合しているか確認ください。違っ

た場合、機器焼損や火災の原因となります。 

電源供給元には必ず漏電ブレーカーを設置してください。漏電した場合に火災、または感電事故が起こり

ます。 

配線工事は必ず電気工事士などの有資格者で実施してください。 

電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因

となります。 

傷んだプラグ、緩んだコンセントは使用しないでください。発熱による火災の原因となります。 

ガス管や水道管にアースを接続しないでください。発火や爆発を招く恐れがあります。 

 

注意注意注意注意    

ポンプの回転数は電源周波数のまま使用し、インバータ等で変更しないでください。性能低下を招く恐れ

があります。 

※その他安全に関する項目及びポンプ取扱に関する項目は、別添「ポンプ取扱説明書」に準ずる。 

△！警告 

△！注意 



（３）設置 

警告警告警告警告    

絶対に分解・修理・改造はしないでください。発火や異常動作の原因になります。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、漏電遮断機を操作しないでください。感電の原因となります。 

電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因

となります。 

装置本体の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。転倒や事故の原因になります。 

 

注意注意注意注意    

本体の移動・設置は、付属のアイボルトに吊り具を使用して行ってください。 

吊り上げの際は２点以上を均一に行ってください。絶対に 1 点吊りはしないでください。 

運転前にホース接続を確認し、液漏れのないことを確認してください。 

電源を投入する前に、必ずアース（D 種接地）が行われているか確認してください。 

 

３．運転操作時の安全注意 

警告警告警告警告    

本体内部に物を入れないでください。加熱による発火で火災の原因になります。 

装置本体にカバーなどをかけないでください。本体内に熱がこもり発火の原因になります。 

空運転（水が出ない状態での運転）は絶対にしないでください。加熱による発熱で発火の原因になること

や、ポンプを破損するおそれがあります。 

長期間使用しないときには、必ず電源プラグを抜くか、漏電遮断機を切ってください。絶縁劣化や感電・

漏電による火災の原因になることがあります。 

 

注意注意注意注意    

異常音や異常振動が発生している場合は、直ちに機器を停止してください。 

装置周辺に液漏れが認められる場合は、直ちに機器を停止してください。 

運転中、ポンプ圧力が正常であるか定期的に確認してください。 

動かなくなったり、装置に異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜くか漏電遮断機を切

ってください。 

 

４．保守点検時の安全注意 

警告警告警告警告    

本装置を保守・点検する場合、必ず電源スイッチを OFFにしてから保守・点検を行ってください。 

作業時は通電禁止札などの表示を実施ください。 

また事前に関係者に保守点検を連絡し、点検中に通電しない様にしてから作業を行ってください。 

プラグのホコリなどは定期的に清掃してください。ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原

因になります。 

 



【ファインバブルとは】 

水中に発生させる微細な気泡が「ファインバブル」と 

呼ばれ、本製品にはファインバブル発生技術が使われ 

ています。ファインバブルは気泡のサイズによりマイ 

クロバブル（ＭＢ）とウルトラファインバブル（UFB） 

の２種類に分けられ、それぞれ異なる特性を持つこと 

がわかっています。 

マイクロバブルは浮上しながら縮小し消滅します。 

その気泡の特性として、吸着・浮上・凝集などの効果 

があります。 

ウルトラファインバブルは１μｍ以下の非常に小さな 

気泡なので浮力がほとんどありません。 

そのため、水中に長期間残存する特性があります。 

 

５．装置各部の名称とはたらき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出口ノズル（R1/2）：ファインバブルの吐出側です。 

入口ノズル（R3/4）：装置の吸い込み側です。 

圧力計： 装置の稼動状態を確認をします。 

フローメーター ：吸気量の確認をします 

ニードルバルブ ：ファインバブルの発生量を調整します。 

呼び水操作バルブ ：バキュームポンプ使用時に操作します。 

バキュームポート ：バキュームポンプ使用時に操作します。 

サービスポート：エアブリーザや気体導入時に使用します。 

電源コード ：100Vアース付き、長さ 2ｍ 

持ち手部 ：本体移動時にはこの部分を持ってください。 



６．操作パネルの名称と働き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電 源 ：通電時に点灯します。 

Ｏ Ｎ ：装置が起動します。 

ＯＦＦ ：装置を停止します。 

サーマル ：モーター保護用サーマルリレー動作時に点灯します。（動作後に温度が低下すると 

サーマルリレーは自動復帰し消灯します） 

漏電ブレーカー ：漏電検知時に遮断停止します。 

 

 

 

７．装置の使い方 

クーラントタンク近傍に設置し、クーラント液の循環を行います。ニードルバルブで吸気量を調節してご

使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏電ブレーカー 



８．設置及び操作手順 

①装置の準備 

  装置の入口・出口ノズルにホース継ぎ手を取付けてください。 

入口・出口ホースをホースバンドで確実に固定してください。 

※入口出口ホースは装置指定のサイズをご使用ください。怠ると性能が得られなくなります。 

   

②装置の設置 

  クーラントタンク近傍で入口・出口ホース、電源コードの届く位置に装置を設置してください。 

  操作パネルを確認しやすい向きに設置し、入口・出口ホースは確実に水中へ固定してください。 

  装置の設置条件は「１０．装置及び配管の設置要領」を参照下さい。 

 

③呼び水 

  装置に呼び水を注水してください。呼び水手順は「９．呼び水操作手順」を参照下さい。 

  ※装置を空運転（水の無い状態）しないでください。ポンプ破損の原因になります。 

④運転 

  入口・出口のバルブを開け、操作パネルの「ON」で装置が起動します。 

ホース接続部から液漏れのないことを確認してください。 

  圧力計・フローメーターが正常値を表示することを確認してください。 

   正常運転時の圧力表示 50Hz：0.2MPa、60Hz：0.24MPa 

         フローメーター最大吸気量 10L/min 以上 

⑤装置停止 

  操作パネルの「OFF」で停止します。圧力が確実に「０MPa」になることを確認してください。 

  入口・出口のバルブを閉じてください。 

  ニードルバルブを閉めてください。 

  ※長期間使用しないときは、コンセントからコードを抜きブレーカーを切って下さい。 

 

⑥再起動 

  再起動時は入口・出口のバルブを開け、操作パネルの「ON」で装置が起動します。 

  圧力計・フローメーターが正常値を表示することを確認してください。 

  ※正常値を表示しない場合は、呼び水の不足が考えられます。再度呼び水作業を行ってください。 

⑦運用 

  運用中は、定期的にランプ類の正常点灯、圧力表示、フローメーター表示を確認してください。 

  クーラント液の発泡具合、液量、汚染状態もご確認下さい。 

⑧点検 

  定期的に装置の状態、クーラント液の状態を点検してください。 

  日常点検項目：圧力表示、フローメーター表示、液漏れ、など 

  定期点検項目：操作パネルの正常動作、装置の異音・振動、ホース類の破損、電源コードの破損、 

 



９．呼び水操作手順 

装置の初期始動時には呼び水の操作が必要となりますので次の手順で必ず行ってください。 

装置を使用になる場所に設置した状態で作業を行ってください。 

注意！空運転（呼び水が出ない状態）は絶対にしないでください。破損の原因になることがあります。 

 

・ホース先端より呼び水を注ぐ方法 

 準備する物：バケツに水５リットル程度、水を注ぐジョッキ 

①入口側ホース及び出口側ホースを装置本体より高い位置に持ち上げ、入口出口バルブを開けてください。 

②装置入口側のホース先端より水（約３リットル）を流し込み、ホース先端まで満たしてください。 

（そのときにホースを上下させ確実に装置内部の気泡を抜いてください。） 

③装置内に水を満たした状態で入口出口のバルブを閉じてください。 

④入口出口ホースの先端を水中に確実に設置してください。 

⑤入口出口のバルブを開け装置を始動してください。 

⑥3 分ほど運転し圧力計の上昇と正常に給排水が出来ることを確認してください。（正常に給排水が行わ

れない場合は呼び水が不足していることが考えられますので、再度呼び水操作を行ってください。） 

⑦正常運転中は電源ランプ・圧力計及びフローメーターを確認してください 

 

・バキュームポンプ（オプション）を使用して呼び水を注ぐ方法 

 準備する物：バキュームポンプセット（ポンプ、チューブ、チューブ継ぎ手） 

①入口出口ホースを水中に確実に設置した状態で行ってください。 

②バキュームポートの閉止プラグを外し、チューブ継ぎ手を取り付けてください。 

③チューブ（φ6mm）をバキュームポートのチューブ継ぎ手に接続してください。 

③呼び水操作バルブをバキューム側に切り替えてください。 

④本体入口出口バルブを開いてください。ニードルバルブは閉じて下さい。 

⑤バキュームポンプを操作して水を吸い上げてください。（吸い上げが完了するとポンプボトルに水が溜

まります。） 

⑥吸い上げを確認したら本体入口バルブを閉じてください。 

⑦呼び水操作バルブを圧力計側に切り替えてください。 

⑧入口出口のバルブを開け装置を始動してください。 

⑨3 分ほど運転し圧力計の上昇と正常に給排水が出来ることを確認してください。（正常に給排水が行わ

れない場合は呼び水が不足していることが考えられますので、再度呼び水操作を行ってください。） 

⑩バキュームポンプ・チューブ継ぎ手をバキュームポートから外してください。（作業後に必ず付属の閉

止プラグを取り付けてください） 

⑪正常運転中は電源ランプ・圧力計及びフローメーターを確認してください。 

 

注意：呼び水作業時以外は「呼び水操作バルブ」を操作しないでください。液漏れやトラブルの原因にな

ります。バキュームポートには安全のため必ず「閉止プラグ」を取り付けてください。 

 



１０．装置及び配管の設置要領 

①装置の設置 

本装置は屋内設置専用です。 

設置場所はなるべく風通しの良い、ホコリや湿気の少ない場所をお選び下さい。 

配管の入口・出口は必ず水中に設置してください。 

ホース配管の長さを確認し届く範囲でご使用ください。そのとき、配管途中にエア溜まりが出来ない

よう注意してください。（図．１） 

吸い上げ高さは２ｍ以下でご使用ください。（図．２） 

頻繁な始動停止の繰り返しは装置を傷めます。始動頻度は 1 時間に 6 回以下に押さえてください。 

 

入口配管の末端は異物などを吸い込まないように設置してください。 

入口配管の末端は使用環境に応じてストレーナやフート弁を取り付けてください。 

 

注意！クーラントタンク底部には粒子や異物が沈澱している場合があります。大量に吸い込むと性能低下 

の原因となることがあります。入口ホース配管の設置場所にご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ｍ以内 

エア溜まりに注意！ 

【図．１】 

【図．２】 

２
ｍ
以
内
 



 

②吸気量の設定（フローメーター） 

本装置はファインバブルの発生状態を吸気量（フローメーター）で調整することができます。ニード

ルバルブを調節することで０～１０L/minまでの範囲で調節が可能です。 

 

【調節の目安】 

研削液への使用は吸気量１～３L/min が目安ですが、泡立ち具合や浮上分離効果を確認しながら即時

調整してご使用ください。 

 

【フローメーター取扱の注意】 

フローメーター内への異物混入を防止するため、サービスポートにエアブリーザをチューブで接続し

てご使用ください。 

フローメーターの吸気量は本体の運転状況により変動しますので、ニードルバルブによる吸気量の点

検調整を毎日行ってください。 

注意！ニードルバルブ部をぶつけたり強い衝撃をあたえないようご注意下さい。（変形や破損により空気調

整が不良になる場合があります。） 

 

１１．移動・撤去 

  装置を停止し圧力表示が確実に「０MPa」になることを確認してください。 

入口・出口のバルブを閉じてください。 

ブレーカーを切りコンセントを抜いて下さい。 

入口・出口のホースバンドを緩めホースを外し、装置を移動・撤去させてください。 

本体の移動は、付属のアイボルトに吊り具を使用して行ってください。 

注意！吊り上げの際は２点以上を均一に行ってください。絶対に 1点吊りはしないでください。 

 

・水抜き手順 

ブレーカーを切りコンセントを抜いて行ってください。 

入口・出口のバルブを開き入口ノズル側から水抜き排出を行ってください。 

装置を傾け確実に水抜きを行ってください。 

 

１２．保守・点検について 

・日常点検 

始動時・運転時に振動・騒音等の異常がないかご確認下さい。 

運転時は「電源」ランプ及び「ON」ランプの点灯が正常であることを確認してください。 

各配管接続部から液漏れの無いことを確認してください。 

圧力計が正常圧力を表示していることを確認して下さい。 

フローメーターの流量を確認し、ニードルバルブ操作により正常に動作することを確認してください。 

 



タンク内に切削粉などがたまりますとポンプ故障の原因となることがあります。定期的にタンクの清掃を

行ってください。 

点検により異常がみられた場合はただちに使用を中止し、販売店または営業所までご相談下さい。 

注意！スラッジや固形粒子が多い条件でのご使用は、ポンプの寿命を著しく低下させる原因となりますので

ご注意下さい。 

 

１３．製品仕様 

名称          ファインバブル発生装置 

型式          ＦＢＧＵ－Ａ－０１ 

電源          単相 100V 

定格出力          0.55kw （50Hz/60Hz共用） 

周波数          50Hz/60Hz共用 

 

正常運転圧力及び吐出量      50Hz 0.22MPa  24L/min 

60Hz 0.26MPa  27L/min 

吸込側接続口サイズ    Rc3/4   適応ホースサイズ φ19x26 

吐出側接続口サイズ    Rc1/2   適応ホースサイズ φ15x22 

吸気接続チューブサイズ  φ6mm 

製品重量          28kg 

製品寸法          460x362x361 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１４．装置使用条件 

使用環境      屋内専用、（湿気の多い場所は避けること、標高 1000ｍ以下） 

対象用途     水溶性クーラント液を使用した工業用途 

 

※本製品は下記の用途では使用することが出来ません 

洗浄用途、食品関連、水質浄化、入浴設備、等            

対象液体     水溶性クーラント液、（防錆剤入り） 

腐食性・爆発性がない液体であること 

 

※本製品は下記の液体では使用することが出来ません  

油性クーラント液、各種洗浄液、炭化水素系液体、防錆効果のない液体、水道水、 

工業用水、純水、等 

使用可能液温       0～60℃（凍結せぬこと） 

使用環境気温       0～60℃ 

使用環境湿度       相対湿度 80％以下（結露なきこと） 

使用可能気体       空気、窒素、二酸化炭素、水素 

汚染度について  スラッジや固形粒子が多量に含まれる液質での使用は、製品の寿命を著しく低下させる 

原因となりますので、ご使用前に対象液の汚染度をご確認ください。 

・スラッジや固形粒子が多い環境では、オーバーフロー装置や濾過フィルタの設置をお奨 

めします。 

 

消耗品について  本製品に使用されている以下の部品は消耗品となりますことから、性能維持に伴い定期的 

な交換が必要となります。予めご了承下さい。 

・内蔵ポンプ、バブル発生機構、フローメーター、ホース・チューブ類、エアフィルタ 

 パッキン、シール、等 

 

※その他ポンプに関する条件は別添「ポンプ取扱説明書」に準ずる 

 

装置使用の際は定期的に点検・メンテナンスを行い、不具合が生じた場合は使用を中止し、販売店または営業

所までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 



１５．修理・アフターサービスについて 

装置の修理は、発生装置本体を送付いただき対応することとします。 

出張修理の依頼はお受けしないこととします。 

製品の機能を確保するため、最低限必要な箇所については、修理依頼内容に関わらず、当社が修理する場

合があります。 

修理の都合により、修理時に相当部品を使用する場合があります。 

当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。 

 

・その他 

製造中止及び部品供給終了に関しましては、事前に通知することといたします。 

 

１６．トラブルシューティング 

症状 原因 処理 

電源が入らない 通電していない 電源をご確認ください 

配線の断線 弊社ご相談ください 

電源は入るが給液されない ポンプ内に空気が入っている 呼び水を行ってください 

運転音が大きい ポンプ内に空気が入っている 呼び水を行ってください 

ポンプ内に異物が混入している 弊社ご相談ください 

運転圧力が上がらない 

運転圧力が低下した 

ポンプ内に空気が入っている 呼び水を行ってください 

ポンプに異物が詰まっている 逆洗操作※１を行ってください 

バブルが発生しない ポンプ・ノズルが詰まっている 弊社にご相談下さい 

フローメーターが動かない ポンプ・ノズルが詰まっている 弊社にご相談下さい 

 メーターが詰まっている 弊社にご相談下さい 

   

   

   

 

※１ 逆洗操作について 

早期の目詰まり症状の場合に「逆洗操作手順」により内部の洗浄を実施することで、装置の目詰まりを回

復させることができます。 

作業手順の詳細は、別紙「ＦＩＮＥ ＧＯ 逆洗操作手順」をご参照下さい 

 

 

 

 

 

 

 



１７．部品説明 

 

 

 

 

 

標 

準 

部 

品 

 

 

①出口側ホースセット 

     φ15x22x2m、タケノコ継手 R1/2、ホースバンド 

②入口側ホースセット 

     φ19x26x2m、タケノコ継手 R3/4、ホースバンド 

③出口側ディフューザーセット 

  大生工業製ディフューザー、タケノコ継手 R1/2、ホースバンド 

     出口側の噴射力を抑制し、沈殿物の巻き上げを防止します。 

④エアブリーザセット 

 大生工業製 AP-06、チューブ継ぎ手セット 

     大気中の汚染物吸い込みを防止し装置を保護します。 

※専用チューブと継ぎ手の取り付が必要です。 

オ 

プ 

シ 

ョ

ン 

⑤入口側サクションフィルタセット 

 大生工業製 SFG-06、タケノコ継手 R3/4、ホースバンド 

     沈殿物の吸い上げを防止し装置を保護します。 

⑥呼び水ポンプセット 

 バキュームポンプ、チューブ継ぎ手セット、 

  呼び水作業を行うことができます。 

    ※専用チューブと継ぎ手の取り付が必要です。 

⑦キャスター 本体用車輪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１８．標準部品・オプション部品の取扱について 

①出口側ホースセットの設置 

 １．本体側面の出口ノズル（上側）に付属のタケノコ継手 R1/2 を取り付けてください。液漏れ防止のため

ネジ部には必ずシールテープを使用してください。 

 ２．タケノコ継手にホースφ15×22×2mを接続し、付属のホースバンドで固定してください。 

 

②入り口側ホースセットの設置 

 １．本体側面の入口ノズル（下側）に付属のタケノコ継手 R3/4 を取り付けてください。液漏れ防止のため

ネジ部には必ずシールテープを使用してください。 

２．タケノコ継手にホースφ19×26×2mを接続し、付属のホースバンドで固定してください。 

 

③出口側ディフューザーセットの設置 

 １．ディフューザーねじ込み部に付属のタケノコ継手 R1/2 を取り付けてください。液漏れ防止のためネジ

部には必ずシールテープを使用してください。 

 ２．出口側ホースの先端に接続し、付属のホースバンドで固定してください。 

 

④エアブリーザセットの設置 

１．エアブリーザのねじ部に付属の配管を取り付けてください。（右図参照） 

液漏れ防止のためネジ部には必ずシールテープを使用してください。 

 ２．装置本体のサービスポートにチューブ継手 R1/4 を取り付けてください。 

 ３．エアブリーザと装置本体を付属のチューブで接続してください。 

   エアブリーザは埃や水滴のかからない場所に設置してご使用ください。 

 ※フィルタの交換は、エアブリーザ上部の蝶ボルトを緩めて行ってください。 

 

⑤入口側サクションフィルタセットの設置（オプション部品） 

 １．サクションフィルタねじ込み部に付属のタケノコ継手 R3/4 を取り付けてください。液漏れ防止のため

ネジ部には必ずシールテープを使用してください。 

 ２．入り口側ホースの先端に接続し、付属のホースバンドで固定してください。 

 

⑥呼び水ポンプセットの設置（オプション部品） 

 １．バンパイアポンプに付属のチューブを固定してください。接続方法はバンパイアポンプ付属の取扱説明

書をご確認ください。 

 ２．バンパイアポンプに付属のボトルを取り付けてください。 

 ３．本体正面バキュームポートのプラグを外し、チューブ継手 R1/4 を取り付けてください。 

 ４．バンパイアポンプと装置本体を付属のチューブで接続してください。 

 ５．呼び水の操作方法は「９．呼び水操作手順－バキュームポンプを使用して呼び水を注ぐ方法」をご確認

ください。 

⑦キャスターの設置（オプション部品） ※別途お問い合わせください 



保証書保証書保証書保証書    

保証範囲 

（１）この製品の保証期間は納入日から 1年間または本機稼動 2000 時間※までといたします。 

   ※ 一般的な動作環境において。 

（２）保証期間中、正常なご使用にもかかわらず当社の設計・工作などの不備により故障破損が発生し

た場合は、故障破損箇所を無償修理いたします。 

（３）ただし、いずれかに該当する場合は故障・破損の修理及び消耗品※は有償とさせて頂きます。 

（ａ）保証期間経過後の故障・破損 

（ｂ）正常でないご使用、または保存により生じた故障・破損 

（ｃ）火災、天災、地変などの災害および不可抗力による故障破損 

（ｄ）当社指定品以外の部品を使用した場合の故障・破損 

（ｅ）当社以外での修理、改造による故障、破損 

※ 消耗品とは、内蔵ポンプ、バブル発生機構、フローメーター、ホース、チューブ類、エアフ

ィルタ、パッキン、シールなど当初から消耗の予想される部品です。 

（４）保証についての当社の責任は上記の無償修理に限られるものとし、その他の費用の負担損害につ

いての責任は免除させていただきます。 

 

もし不具合点や疑問点がありましたら最寄りの弊社代理店・販売店又は、営業所へご照会下さい。 
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