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重要！ 
このガイドは大切に保管して
ください。
このガイドは、メンテナンス 
管理者にお渡しください。

784S-SSシリーズMicroSpray™ バルブ
メンテナンス・パーツガイド

ノードソンEFDの取扱説明書のpdf
ファイルは、www.nordsonefd.com/jp 
からダウンロードできます
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バルブの分解組立手順

損傷を防ぐために、バルブは液剤吐出口側から分解し
てください。

注意

バルブのメンテナンス接液ボディー
接液ボディーを完全に洗浄し、ダイヤフラム
を交換するには、下記の手順で行ってくださ
い。

1.	 1 	接液ボディーから、ステンレスのエアーキャッ
プ保持ナット、エアーキャップ、マイクロスプレーノ
ズルアダプターを取り外す。ノズルを破棄する。（
再使用はしないでください。）

2.	 2 	バルブの上面の2つの固定ネジを外し、接液ボ
ディーを取り外す。

3.	 3 	液剤供給口継手と霧化エアー継手を外す。

4.	 接液ボディーを再組立するには、接液ボディーの
穴をシリンダーボディーの穴に合わせ、固定ねじ
で締める。締め付けトルクは、1.58Nm（14インチ
ポンド）。

ダイヤフラム
5.	 ストロークコントロールを、締まった状態から反
時計回りに2回転させる。

6.	 接液ボディーを取り外す。

7.	 4 	2.5mmの六角レンチをストローク調整部の穴
に差し込み、ピストンシャフトを固定する。

8.	 六角レンチを使って、シャフトを緩め、シャフトとダ
イヤフラムを取り外す。

9.	 新しいダイヤフラムをニードルシャフトに取り付
ける。

10.	六角レンチを使って、ニードルシャフトとダイヤフラ
ムをピストンアセンブリーに締めつける。

11.	接液ボディーを再度取り付ける。トルクはステップ
4で指定した値と同じにしてください。

12.	ストロークコントロールを時計回りに完全に閉ま
るまで締める。そこから、必要なストローク分だけ
再度開けてください。

2
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メンテナンス用工具
2.5mm六角レンチ
モンキーレンチ
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バルブの分解組立手順（続き）

ピストンOリング
13.	接液ボディーとダイヤフラムを取り外す。

14.	 5 	ストロークコントロール固定ネジを緩めて、ス
トロークコントロールとスプリングを外す。

15.	ピストンを取り外す。

16.	 6 	Oリング、ピストンシャフトとエアーシリンダー
の壁をMagnalube-Gで潤滑する。

17.	分解したのと逆の順番で、バルブを再度組み立て
る。

Tip centering guide (for centering air 
caps)
Tip	centering	guides	ensure	proper	alignment	
of	the	dispensing	needle	in	critical	spray	
applications.	Order	according	to	the	tip	size.

パーツ番号 ゲージサイズ
7029405	 	 	 23
7029406	 	 	 25
7027985	 	 	 27/33
7029407	 	 	 30
7029408	 	 	 32
7361023	 	 	 	Centering	air	cap	only	

(accommodates	the	tip	centering	
guide)

Centering	air	
cap	
316L-SS

Tip	centering	
guide	
303-SS

円形パターン用エアーキャップ下記のサイズのノズ
ルを使用してください。
パーツ番号 ゲージサイズ 長さ
7018314	 	 	 23	 	 1/2"
7018345	 	 	 25	 	 1/2"
7005008	 	 	 27	 	 1/2"
7018433	 	 	 30	 	 1/2"

楕円形パターン用エアーキャップ下記のサイズのノ
ズルを使用してください。
パーツ番号 ゲージサイズ 長さ
7018302	 	 	 23	 	 1/4"
7018333	 	 	 25	 	 1/4"
7018395	 	 	 27	 	 1/4"
7018424	 	 	 30	 	 1/4"
7018462	 	 	 32	 	 1/4"
7018477	 	 	 33	(先端加工)	 1/4"

To order aseptic microspray valves
7361024
(784S-SS	Valve)
Microspray	valve	with	316L	stainless-steel	
parts	and	round	pattern	air	cap	with	303-SS	tip	
centering	guide.

7012988
(784S-SS	Valve)
Microspray	valve	with	316L	stainless	steel	parts	
and	round	pattern	air	cap.

7013000
(784S-SS-F	Valve)
Microspray	valve	with	316L	stainless	steel	parts	
and	fan	pattern	air	cap.
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トラブルシューティングガイド
液剤が吐出されない
•	バルブ駆動エアーの圧力が低すぎる場合、
バルブは開きません。エアー圧を最低でも
0.48	MPa	(70	psi）まで上げてください。

•	シリンジ・液剤タンクのエアー圧が充分で
ない。エアー圧を上げてください。

•	ニードルストローク調整が閉じている。ス
トローク調整を開いてください。

•	液剤が接液ボディーあるいは、ノズルアダ
プターに詰まっている。バルブを洗浄して
ください。

液垂れ
•	継続的な液垂れは、ニードルとニードルシ
ートの摩耗、あるいは、シートとニードルの
間に粒子が入っている可能性があります。
ニードルとシートを洗浄し、摩耗を確認し
てください。摩耗している、傷が付いている
パーツ／ノズルは交換してください。

ドレイン穴から液剤が漏れる
•	バルブ側のドレイン穴から液剤が漏れる
場合は、ダイヤフラムが摩耗している可能
性があります。ダイヤフラムを取り替えてく
ださい。

吐出量が一定でない
•	吐出量が一定でない場合は、バルブ駆動
エアー、シリンジ・液剤タンクへのエアー
圧が変動しているか、バルブ駆動エアー
が0.48	MPa	(70	psi）より低い可能性
があります。駆動エアーが0.48	MPa	(70	
psi）以上であることを確認してください。

•	バルブ開放時間は一定である必要があり
ます。バルブコントローラーの出力が一定
であるか確認してください。

*#7021491	
液剤用タケノコ
継手OD6.0mm	x
ID4.0	mm	供給用

#7013679		
保持ナット
(SUS316L)

円形用エアー
キャップ
(SUS316L)

#7013678	
楕円形用エア
ーキャップ
(SUS316L)

**#7013680		
ノズルアダプ
ター(SUS316L)

#7013676		
接液ボディー
(SUS316L)

継手外径4.0	mm
チューブ用フ
ェルール付属

#7013681	
ニードル
(SUS316L)

#7013675	
ダイヤフラム
(PTFE)

#7013674	
シリンダーボデ
ィー(SUS	316L)

ピストン
（SUS	316L)

#7012900	ス
プリング	

#7013479	
ストロークコン
トロールアッセ
ンブリ

#7012898		
ネジM2	X10mm
(ステンレス)

#7012897		
ネジM3	X35mm
(ステンレス)

#7361023	
centering	air	
cap	(for	tip	

centering	guide)


