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この度は、ノードソンEFDのProcessMate™ 6500温度調節器をご購入いただきましてありがとうございまし
た。

本取扱説明書は、ProcessMate 6500温度調節器のご使用方法についてご説明します。

少しお時間を取って、本製品の操作や機能について理解を深め、推奨テスト手順を実施するようお願いいたしま
す。本書には、産業ディスペンシング分野での50年以上の経験に基づく有益な情報が掲載されています。

ご不明な点はほとんどが本書で解決できるはずですが、何かありましたら、EFDまたは認定EFD代理店までご遠
慮なくお問い合わせください。お問い合わせ先の詳細は、本書の最後のページに記載しています。

ノードソンEFDのお約束
ご購入ありがとうございます。

お買い上げいただいた装置は、世界で最も精密なディスペンサです。

ノードソンEFDは、お客様のビジネスに重きを置き、全従業員一丸となってお客様のご満足のために最善を尽く
します。

ノードソンEFDの機器や製品アプリケーションスペシャリストのサポートに少しでもご不満な点がある場合は、私
個人宛にご連絡ください（米国内からのお電話： 800.556.3484、米国外からのお電話： 401.431.7000、電
子メール： Tara.Tereso@nordsonefd.com）。

ご満足いただけるまで問題の解決に当たることをここにお約束いたします。

ノードソンEFD製品のご選択に、重ねて御礼申し上げます。

Tara Tereso、副社長
Tara
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安全に関する手引

「注意」レベルの危険を伴う注意事項です。 
これに従わない場合、低〜中程度の怪我の危険があります。

注意

取扱説明書をお読みください
当製品の適正な使用方法を理解するため、取扱説明書をお読みください。また、安全に関する注意事項を守
ってください。各作業や製品に関する個別の警告、注意事項は、それぞれの製品の取扱説明書の該当する個
所に記載されています。取扱説明書など必要な文書は、作業者が利用しやすい場所に置くようにしてくださ
い。

「警告」レベルの危険を伴う注意事項です。 
これに従わない場合、死亡または重症を負う可能性があります。

警告

感電
感電する危険性があります。カバーを外す前に電源を切ってください。または電気機器を修理する前に、スイ
ッチの電源を切り、ロックアウトしてタグ付けしてください。わずかでも感電を感じた場合は、直ちにすべての
機器の電源を切ってください。問題が特定あるいは解決されない限り、装置を始動させないでください。

最大エア圧
製品マニュアルに特に明記されていない限り、最大エアー入力圧は7.0 bar（100 psi）です。それを超える場
合は、破損の恐れがあります。エアー入力圧は、定格が0 〜7.0 bar（0〜100 psi）の外部エアー圧レギュレ
ータを使って力をかけることになっています。

開放圧
加圧装置またはコンポーネントを開く、または調整もしくは修理する前には、油圧とエアー圧を開放してくだ
さい。

火傷
表面は熱くなっています。熱くなったバルブコンポーネントの金属表面には触れないでください。熱くなった
装置の周りでの作業で、接触を避けられない場合は、耐熱手袋や耐熱服を着用してください。熱くなった金属
面への接触を避けられなかった場合、怪我の原因となります。



5

ProcessMate 6500 温度調節器

www.nordsonefd.com/jp   japan@nordsonefd.com   +81-3-5762-2760   ノードソンEFDは、世界中で液剤塗布装置の販売・サービスを行なっております。

安全に関する手引（続き）
ハロゲン化炭化水素溶剤の危険
アルミニウム部品を使用している加圧装置に、ハロゲン化炭化水素溶剤は絶対に使用しないでください。加圧されている状態
では、アルミニウムと反応して爆発し、怪我や死亡、物的損害などを招く恐れがあります。ハロゲン化炭化水素溶剤には、以下
の元素が1種類以上含まれています。
元素	 	 記号	 	 接頭語 
フッ素  F   “フルオロ-” 
塩素  Cl   “クロロ-” 
臭素  Br   “ブロモ-” 
ヨウ素  I   “ヨード-”
詳しくは、使用する液剤のSDSをご確認いただくか、液剤の製造元にお問い合わせください。もし、ハロゲン化炭化水素溶剤
をご使用になる場合は、使用可能な部品について、ノードソンEFDまでお問い合わせください。

高圧液剤
高圧の液剤は、安全に保存されていない場合、非常に危険です。高圧装置の調整や修理を行う際は、その前に必ず液剤の圧
力を開放してください。高圧液剤の噴流はナイフのような切断性があり、重大な身体的損傷、切断、あるいは死を招く危険があ
ります。また、液剤が皮膚を貫通した場合、毒物中毒の恐れがあります。

警告
高圧液剤による怪我はいずれも重大です。怪我をした場合、あるいは怪我が疑われる場合は以下の措置をとってください。

• ただちに救急治療室へ行く
• 医師に、噴射による怪我の恐れがあることを伝える
• 以下の記述を医師に見せる
• 使用していた液剤の詳細を医師に告げる

医療的注意－エアレススプレーによる傷：医師への注意事項
皮膚への噴射による貫通は重大な外傷です。できるだけ早急に外科治療を行なうことが重要です。毒性を調べることに時間を
かけ、治療が遅れることがないようにしてください。毒性は、何らかのコーティングが血管に直接注入された場合に問題となり
ます。

有資格者による操作
製品の保有者には、ノードソンEFDの装置の据付、操作、修理が必ず有資格者によって行われることを確認する責任がありま
す。有資格者とは、担当する業務を安全に執り行なう訓練を受けた従業員や契約業者を指し、関連する安全規則や規制に関
する知識があり、その業務を執り行なう上で身体的に支障のない人をさします。
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安全に関する手引（続き）
対象使用方法
同梱されている資料に記載されている方法でご使用ください。それ以外の方法での使用の場合には、作業員の怪我、物的損害
の危険性があります。想定されていない使用には以下のものが含まれます。

• 適合しない液剤の使用
• ノードソンEFDで推奨していない改造
• 安全ガードやインターロックを取り除く、あるいは回避して接続
• 適合しない、あるいは損傷した部品の使用
• ノードソンEFDで推奨していない補助装置の使用
• 最大定格を超えた状況での装置の操作
• 爆発性雰囲気での装置の操作

規制と認可
すべての装置が、使用される環境において定格で認可されたものであるかご確認ください。据付、操作、修理の方法が本書で
説明している方法と違う場合、装置に与えられている認可内容は無効となります。ノードソンEFDが指定した以外の方法でコ
ントローラを使用した場合、装置の提供する保護が正常に機能しない可能性があります。

作業者の安全のための注意
怪我を避けるため、以下の注意事項を守ってください。

• 資格を持たない方は、操作や修理を行なわないでください。
• 常に、安全ガード、扉、カバーには傷がなく、自動インターロックが適正に作動するか確認してください。そうでない場合

は、ご使用を避けてください。また、安全装置を取り除いたり、回避して接続したりしないでください。
• 稼動中の装置には近づかないでください。稼働中の装置の調整や修理を行なう際は、電源を切り、装置が完全に停止す

るまでお待ちください。予期せぬ動作を防止するため、電源を切り、装置の安全性をご確認ください。
• スプレー範囲や、その他の作業範囲において、十分換気されているかご確認ください。
• シリンジを使用する際、常にシリンジ先端（吐出部）を作業側に向け、身体や顔の方向には向けないようにしてください。ま

た、シリンジを使用していないときには、先端（吐出部）を下に向けて保管してください。
• ご使用になるすべての液剤の安全データシート（SDS）を入手して内容をお読みください。液剤の安全な取り扱いと使用

については、製造元の指示に従い、また、推奨されている保護装備を使用してください。
• 囲ったり、その他の方法で保護できない熱い表面、鋭利なエッジ、高エネルギーの電気回路、可動パーツなど、怪我防止

のために作業現場から完全に排除できない、目立たない危険にも注意してください。
• 非常停止ボタン、シャットオフバルブ、消火器の保管されている場所をご確認ください。
• 真空排気ポートのノイズに長時間さらされることを原因とする難聴から保護するため、聴力保護具を着用してください。
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防火
火災や爆発防止のため、下記の注意事項を守ってください。

• 静電スパークやアーク放電に気づいたら、直ちに装置の運転を停止してください。原因が特定あるいは解決されない限
り、装置を始動させないでください。

• 引火性の液剤を使用または保管している場所での喫煙、溶接、研磨、火の使用はしないでください。
• 液剤の使用温度は、製造元の推奨範囲を守ってください。温度監視装置や制限装置が適正に機能していることを確認し

てください。
• 揮発性粒子やガスが危険レベルの濃度にならないよう適正な換気を行なってください。地域の規定やSDSの指示に従っ

てください。
• 可燃性液剤を使用中に、作動中の電気回路を切断しないでください。火花が発生しないよう、先にスイッチを切ってから

電源を切ってください。
• 非常停止ボタン、シャットオフバルブ、消火器の保管されている場所をご確認ください。

予防保全
本製品を継続的に問題なくご使用していただくために、予防保全として下記の確認を行うことを推奨しています。

• チューブが継手の接続部に適切に接続されているかどうか定期的に確認して、必要に応じて正しく固定してください。
• チューブに亀裂や汚染がないか確認して、必要に応じてチューブを交換してください。
• すべての配線接続が緩んでないか確認して、必要に応じて締めてください。
• クリーニング：前面パネルの汚れを取り除くには、清潔で柔らかい布を、中性洗剤で湿らせてご使用ください。前面パネル

の材質を傷つける恐れがありますので、強溶剤（MEK、アセトン、THFなど）は絶対に使用しないでください。
• メンテナンス：清潔なドライエアーのみをご使用ください。本製品は、それ以外の定期的なメンテナンスは必要ありませ

ん。
• 試験：本書の該当する項目で、装置の機能や性能の動作確認を行なってください。不良品や不具合品は交換いたします

ので、ノードソンEFDにご返却ください。
• 当装置用に設計された交換部品のみをご使用ください。さらに詳細な情報とご相談については、ノードソンEFDの担当者

までお問い合わせください。

安全に関する手引（続き）
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消耗部品に関する重要な安全概要
シリンジ、カートリッジ、ピストン、先端キャップ、エンドキャップ、ノズルなど、ノードソンEFDの消耗部品はすべて、1回のみの使
用を想定して製造されています。このようなコンポーネントをクリーニングし、再利用しようとすると、塗布の精度が低下し、怪
我の危険性が高まります。
ディスペンシングアプリケーションに適した保護装備や保護服を必ず着用し、以下のガイドラインを厳守してください。

• シリンジやカートリッジを加熱するときには温度が38 ℃を超えないようにしてください。
• 一度使用した後は、現地の条例に従ってコンポーネントを廃棄してください。
• コンポーネントのクリーニングには、強溶剤（MEK、アセトン、THFなど）を使わないでください。
• カートリッジリテーナシステムとバレルローダーのクリーニングには中性洗剤のみ使用できます。
• 液剤の無駄を防ぐため、ノードソンEFD SmoothFlow™ピストンを使用してください。

誤作動時の対応
もしシステムやシステムのいずれかの装置が誤作動を起こした場合は、ただちにシステムを停止し、以下の手順に従ってくださ
い。

1. システムの電源を切り、ロックアウトします。油圧式遮断弁および空気式遮断弁を使用している場合は、バルブを閉じて
圧力を開放してください。

2. ノードソンEFDのエア式ディスペンサをご使用の場合は、シリンジをアダプタアセンブリから取り外します。ノードソン
EFD電気機械式ディスペンサをご使用の場合は、シリンジのリテーナのネジをゆっくりと外し、シリンジをアクチュエータ
から取り外します。

3. 誤作動の原因を特定し、解決してからシステムを再起動します。

廃棄
装置や液剤の廃棄方法は、地域の規制に従ってください。

安全に関する手引（続き）



9

ProcessMate 6500 温度調節器

www.nordsonefd.com/jp   japan@nordsonefd.com   +81-3-5762-2760   ノードソンEFDは、世界中で液剤塗布装置の販売・サービスを行なっております。

仕様
注意： 仕様と技術的詳細は予告なく変更する場合があります。

Item Specification
寸法 18.9W x 7.1H X 15.9D cm (7.5W x 2.8H x 6.3D")
重量 1.0 kg (2.2 lb)
入力 AC (電源へ) 100–240 VAC (±10%) ~50/60Hz, 最大0.6 A
出力DC（電源から) DC 出力 24V 最大1.04 A
電源要件 DC24V 最大1.04 A
入力エアー要件 *40〜110psi （0.28〜0.75MPa/2.8〜7.5bar）

*警告： 110psi（0.75MPa/7.5 bar）を超えないようにしてください。装置損傷の
おそれがあります。

エアー使用量 最大85ℓ /分（3CFM）。詳細はP11をご参照ください。
温度調節** 10〜40±0.1°C
使用環境条件** 温度 ： -10ºC〜55ºC

湿度 ： 相対湿度85%30ºC時、結露なきこと
標高 ： 2000メートル 以下

認証 CE, China RoHS

**通常の作業環境温度において、ProcessMate 6500は、チャンバー内温度を10〜40±0.1°C に維持することができます。通常の
作業環境温度とは、15〜27ºCの範囲内です。ProcessMate 6500は、上記温度の範囲外でも、効果的に作動しますが、仕様通り
の最高温度および最低温度を装置が維持できない可能性があります。

Maximum / Minimum Temperatures
Based on Ambient Conditions*

Heating Capabilities of ProcessMate
Ambient Conditions*
Cooling Capabilities of ProcessMate

*Ambient conditions include the ProcessMate unit, hoses, 
process chamber, and compressed air temperature.

Temp (°C)Temp (°F)
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仕様	（続き）
RoHS标准相关声明标准相关声明	(中国RoHS有害物質宣言)

产品名称
部品名

有害物质及元素
有毒・有害物質と元素
�铅
鉛

(Pb)

�汞
水銀

(Hg)

�镉
カドミウム

(Cd)

�六价铬
六価クロム

(Cr6)

�多溴联苯
多臭素化
ビフェニル
(PBB)

�多溴联苯醚
ポリ臭素化ジフ
ェニルエーテル
(PBDE)

�外部接口
外部電気接続 X 0 0 0 0 0

O:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准低于SJ/T11363-2006�限定要求。�
この部品の均質物質が含む有毒・有害物質が、EIP-A、EIP-B、EIP-Cのカテゴリーにおいて、SJ/T11363-2006に定める制限量未満
であることを意味します。

X:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准高于SJ/T11363-2006�限定要求.�
この部品の均質物質が含む有毒・有害物質が、EIP-A、EIP-B、EIP-Cのカテゴリーにおいて、SJ/T11363-2006に定める制限量以上
であることを意味します。
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部品リスト
項目 部品番号 説明 数量
1 7020340 ProcessMate 6500 温度調節器 (1)
2 7002004 ウレタンチューブ青 6 mm（外径） 36.8cm（長さ）
3 7015199 ユニバーサル電源アダプター (1)
4 7020364 断熱材 1/4(内径) x 3/8"（厚み）x 15.2cm（長さ）
5 — 熱電対、K型 (1)
6 — 温調チャンバー (1)
7 — 6mmY字プッシュイン継手 (1)
8 — 6mm ストレートプッシュイン継 (1)
9 7020375 6mm T字プッシュイン継手 (1)
10 7020377 6mm L字プッシュイン継手 (2)
11 — 6mm プッシュインプラグ (2)
12 — 6mm プッシュインマフラー (3)
13 7020800 ピボットブラケット (1)
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開梱
ProcessMateに同梱されているチェックリストを使用し、梱包品が揃っ
ているか確認してください。チェックリストの内容と一致しない場合は、
すぐにノードソンEFDまでお問い合わせください。1

設置

2 電源の接続
a. 電源プラグを電源に接続します。本製品は、米国仕様のプラ

グと、3種類の国際規格プラグが同梱されています。使用する
地域の仕様に適合したプラグを選択してください。

b. ProcessMateの背面に、電源コードを接続してください。
c. 電源コードを、コンセントに接続してください。

3 エアー供給源の接続
注意： 製品保証を受けるためには、清浄で乾燥した圧縮エアー
を供給できる設備が必要です。エアーがフィルタリングされてい
ない場合は、EFDの5ミクロンフィルターレギュレーター（パーツ
番号7016547）をご注文ください。
a. 6mmエアー入力チューブの一端を、ProcessMate
b. 背面の入力継手に差し込みます。
c. 入力チューブのもう一端を、工場設備の圧縮エアー供給源に

接続します。

エアー供給源を、最小80psi （5.5bar/0.55MPa）〜最大
100psi (6.9bar/0.69MPa）の範囲に設定してください。

注意

d. 110psi（0.75MPa/7.5bar）を超えないようにしてください。
装置損傷のおそれがあります。
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設置（続き）

4 熱電対の接続
a. ProcessMateコントローラーの背面パネルに、K型の熱電

対のリード線を差し込みます。
b. リード線のもう片方を、加熱／冷却対象物に接続します。

*オプション： 熱電対をどちらかのエアーチューブと一緒に、
断熱材の中を通すこともできます。詳細は、下記の説明をご確
認ください。
注意： 必要に応じて熱電対の延長用リード線をご使用くださ
い。多様なメーカーがさまざまな長さのものを提供していま
すが、PROCESSMATE に使用できるのは、K型のみです。K
型以外のものを使用すると、誤った温度が表示されます。

5 エアーラインの接続
a. 断熱材を冷風用エアーチューブにかぶせてください。
b. 断熱材を熱風用エアーチューブにかぶせてください。

*オプション：熱電対をどちらかのエアーチューブと一緒に、断
熱材の中を通すこともできます。

c. 冷風側継手に冷風用エアーチューブを差し込んでください。
d. 熱風側継手に熱風用エアーチューブを差し込んでください。

6 排気マフラーの接続
• 冷風および熱風のエアーチューブに、マフラーをそれぞれ差し

込みます。
注意： マフラーをつけずに、離れた位置にある排気口を使用す
る際には、延長用チューブをご用意ください。
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機種
ProcessMateは、ニーズに応じたいくつかのセットアップが可能です。各セットアップに必要な機材はそれぞれ付属されてい
ます。

タイプA
加熱／冷却の両方が必要なアプリケーション用。（
環境温度が設備や装置の必要とする温度の上下に
振れるような場合に使用します。）

タイプB
加熱／冷却の両方が必要で、かつ、スペースが取れ
ないアプリケーション用。熱風／冷風両方のエアー
チューブをY字継手でまとめています。（共通チュー
ブで熱エネルギーを消費してしまうので、装置は高
いサイクル動作をします。）

タイプC
冷却のみが必要なアプリケーション用。（環境温度
が、チャンバー内で必要とされる温度より高い温度
に保たれている場合に使用します。）

タイプD
加熱のみが必要なアプリケーション用。（環境温度
が、チャンバー内で必要とされる温度より低い温度
に保たれている場合に使用します。）
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機能と操作：前面パネルおよび背面パネル
デジタルディスプレー 電源スイッチ

エアー入力 電源コード 熱電対接続口

エアースイッチ

流量調節つまみ

排気チューブ

冷風用エアーチューブ 熱風用エアーチューブ

排気チューブ

ディスプレー2

OUT

STOP

CMW

ディスプレー1

温度単位

アラーム出力インジケータ

レベルキー

モードキー アップ/ダウンキー
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前面パネルデジタルディスプレー
デジタルディスプレー
レベルキー コントローラーの高度な機能を利用するために使用します。（装置に同梱されているマニュアルをご

参照ください）。
モードキー 温度調節器の高度な機能を利用するために使用します。（装置に同梱されているマニュアルをご参照

ください）。
ディスプレー1 熱電対で測定した実際の温度を表示 。
ディスプレー2 温度設定
アップ/ダウンキー ディスプレー2に表示されている温度設定値を変更するために、このキーを使用します。
アラームインジケー
タ	(A1)

アラームインジケータランプ－装置が工程に冷風を加えている間は、これが点灯します。

CMW* 通信による書き込み許可／不許可を示すインジケータランプ。
STOP* 制御停止インジケータ。
OUT* 制御出力第1および第2インジケータ。

*高度な機能（ProcessMateでは使用しません。）

温度表示を摂氏（℃）から華氏（F）へ変更するには
• 3秒間、レベルキーを押し続けてください。[Cn-t]が表示されます。
• モードキーを押すと[d-u]が表示されます。
• 摂氏から華氏、または華氏から摂氏に変更するには上矢印キーを押してください。
• 3秒間、レベルキーを押し続けると、温度表示に戻ります。

エアー設定
OFF 装置を流れるエアーをすべて停止します
MAX	Air 装置を流れるエアー流量を最大にします（約3CFMまたは

85LPM）。 また、加熱または冷却を最大限にします。必要な
温度に近づいたら、「ADJ AIR」設定を使用してください。

ADJ	Air エアー設定を用いて、エアー流量を正確に制御します。つまみ
に表 示された＋/－に従って、エアーの流量を調整することが
できます。設定温度を維持するには、つまみは必要最低量に
設定してください。
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保守管理
ProcessMateおよび付属品は、適切に保守管理して扱うことによって、長くご使用いただけます。

• ProcessMateは清潔で、乾燥した状態に保ってください。
• 装置の保守を行う際は、必ず電源アダプターを抜いてください。
• 湿らせたスポンジまたは布で装置の汚れを落としてください。必要に応じて、温水と中性洗剤液を使ってください。コント

ローラー内部に水が浸入しないようにしてください。コントローラーの洗浄の場合は、圧力を加えて洗浄しないでくださ
い。

• ProcessMateコントローラーは、ユーザーが内部部品を修理するような設計になっておりません。筐体を取り外すと、
製品保証が無効となります。

• その他の部品の摩耗や損傷がないかご確認ください。チューブ用断熱材に経年劣化や亀裂の兆候がみられないか、エア
ー用継手に漏れの兆候がみられないか、チェックしてください。

• 交換部品のご購入はノードソンEFDまでお問い合わせください。
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よくあるご質問
チャンバーを自分で改造しても大丈夫ですか？
大丈夫です。

• チャンバー（別売）はシンプルで改造しやすい設計になっています。
• プラスチック製なので、お客様の工程に合わせてカットすることができます。
• チャンバーは使い捨てとなっています。汚れたり、破損した場合は、ノードソンEFDから交換用部品をお求めください。

自前のチャンバーを製作することは可能ですか？
大丈夫です。
自前でチャンバーを製作する場合は、以下のガイドラインに従ってください。

• チャンバーは、液剤経路全体（シリンジ、バルブ、継手など）を包み込む必要があります。ノズルと吐出部のみ、外に出しても
かまいません。

• チャンバーでは、デッドスペースが最少となるようにしてください。チャンバー内にあるデッドスペースが少ないほど、内部
温度を維持しやすくなります。

• チャンバーは、加熱／冷却対象物周囲に、熱風ないし冷風を自由に循環させる必要があります。
• チャンバーには、排気可能な通気口を設置してください。熱風ないし冷風がチャンバー内に自由に入り、循環したのち、出

ていくことができる位置をあらかじめ決めておいてください。
• チャンバーは、液剤の残量を監視することができるように、透過性材料で作製するか、窓を付ける必要があります。
• 周囲条件よりも充分に高い、あるいは低い温度に維持するためには、チャンバーは断熱材料で製作するか、断熱材料を含

有させるか、二層構造にする必要があります。これにより、必要な温度を維持することができます。
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トラブルシューティング
こちらのトラブルシューティングを読んでも、解決しない場合は、ノードソンEFDまでご連絡ください。

トラブル 考えられる原因と解決法
電源が入りません コンセントに通電されていることを確認してください。

装置の電源アダプターを抜いてください。AC/DC電源のアダプターのプラグが本体にしっかりと差し
込まれ、固定されているかどうか確認してください。
電源コネクタ線が装置後面にしっかりと挿入され、差し込まれているかどうか確かめてください。
それでも装置に電源が入らない場合はノードソンEFDにご連絡ください。

装置があらかじめ
設定した温度を維
持しません

1. 熱電対がコントローラー背面にしっかり差し込まれており、リード線が調整対象に取り付けられ
ているか確認してください。

2. エアー圧とエアー流量を確認してください。温度調節を最大の効率で行うに
は、100psi（0.69MPa/6.9bar）の清潔で乾燥したエアーを供給する必要があります。

3. エアー圧が安定しなかったり、降下したりすると、装置の効率が悪くなります。エアー流量が不十
分な場合、仕様通りに最低／最高温度を保てない場合があります。

4. エアー圧を確認し、変動がみられないことを確認してください。必 要に応じて、（パーツ番号
7016547）をご使用ください。

5. 設定温度からゆっくりと（通常は数時間にわたって）低下または上昇すると、コントローラー内部
に水滴が生じ、凍結するおそれがあります。これによりエアー流量が低下し、仕様通りに最低／
最高温度を保てない場合があります。

コントローラー内で凍結が起っているか確認するには、一度電源を切り、凍結していると考えられる
箇所を解凍します。数分間置いた後、再度電源を入れたとき、設定ポイントに温度が戻ったら、中に湿
気が 存在しているというサインです。
常に装置を運転し続ける必要のある工程ではなければ、工程間で電源を切り、
コントローラー内に水滴が溜まらないようにするとよいでしょう。
これらを防ぐには、インラインドライヤ―（冷却式、インライン乾燥式または膜式の乾燥器）を設置す
るのが、効果的です。特に乾燥式と膜式の乾燥器の使用は、露点が大幅に低下するため、コントロー
ラー内に水滴を作らないためには良い選択です。これらの乾燥機は、ノードソンEFDでお買い求め頂
けます。

チューブの結露 温度の設定値が周囲室温を大きく下回り、相対湿度が高くなると、チューブに結露が生じることがあ
ります。
装置に備わっているチューブ断熱材が、結露の発生を防ぐほか、全体の効果
も高めます。



ノードソンEFDの1年保証
このノードソンEFD製品はノードソンEFDの工場が推奨した方法で装置を取り付け、運転した場
合、購入日から1年間、材質および組立について欠陥がないことを保証します（但し、誤用、磨耗、腐
食、不注意、事故、誤った設置、あるいは適合しない液剤を使用した場合などは保証の対象とはな
りません）。

ノードソンEFDは、欠陥が発見された場合、当社の返品確認を受けた後、保証期間内に当社の工
場へ送料前払いで返却された部品に対して、無償で修理あるいは交換を行ないます。唯一の例外
は、通常は摩耗し、定期的に交換する必要がある部品で、ダイアフラムバルブ、シール、バルブヘッ
ド、ニードルやノズルなどが挙げられます。

本保証から生ずる当社の一切の責任または責務は、装置の購入金額を超えないものとします。

装置の使用に当たっては、お客様は目的の用途に製品が合っているかどうかをご 確認ください。ご
使用の用途に合っていると判断した場合、そこから起こりうる すべてのリスクはお客様側のものと
なります。また、当社は特定目的への市場性または適合性への保証は一切行ないません。いかなる
場合も、当社は偶発的または間接的損害への責任は負いません。

本保証は、オイルフリーの清潔で乾燥し、フィルタリングされたエアーが使用された場合にのみ有
効です。

ノードソン EFDは、世界40ヶ国に販売・ 
サービス拠点を持っています。詳細は 
www.nordsonefd.com/jp をご覧ください

日本 
+81-3-5762-2760; japan@nordsonefd.com

グローバル 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
WAVEデザインは、Nordson Corporationの登録商標です。 
©2021 Nordson Corporation    7365331    v012721
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