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はじめに

このたびは昭和電機の集じん機「 ＣＦＡシリーズ」をお買い上げいただきあり

がとうございます。

昭和電機は、送風機、集じん機の専門メーカーとして、「流れの技術」と「回転機の技

術」をもとに製品作りに努めてきました。ＣＦＡシリーズは、この「流れの技術」と「回

転機の技術」をコンパクトにまとめ、優れた能力を発揮する高性能・省エネの小型集じん

機です。本機の性能が十分に発揮され、長期間故障なく安全にご使用いただくために、こ

の取扱説明書をよくお読みください。

また、この取扱説明書は大切に保管してご活用ください。

本書は下記の集じん機の設置から使用方法までを説明しています。

ＣＦＡ－１１０ ・・・・・・・・・１００Ｖ、５０／６０Ｈz共用

ＣＦＡ－２１５ＳＣ ・・・・・・・１００Ｖ、５０／６０Ｈz各専用

ＣＦＡ－２１５ＳＴ ・・・・・・・２００Ｖ、５０／６０Ｈz各専用

ＣＦＡ－２２０Ｓ ・・・・・・・・２００Ｖ、５０／６０Ｈz各専用

ＣＦＡ－２４０Ｓ ・・・・・・・・２００Ｖ、５０／６０Ｈz各専用

本書中のマークについて

本書中のマークには次の意味があります。

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能

性のあることを説明しています。

誤った取り扱いをしたときに、傷害または物的損害に結び

つくことを説明しています。

してはいけないことを表しています。

気をつけていただきたいことを表しています。

必ずしなければならないことを表しています。
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■ 第１章 安全上の注意

次のようなものは絶対に吸引しないこと。

●火のついたタバコ、マッチ、高温の粉じん

●サンダー、グラインダ等の火花

集じん機のろ布は可燃性です。ろ布に着火し火災が起きます。

●ガソリン、シンナー等の引火性ガス

内部の電気部品、静電気、金属の接触などによるスパークで爆発する恐れ

があります。

●アルミ、カーボン、でん粉など、粉じん爆発の恐れのある粉じん

粉じん爆発の恐れがあります。

点検扉を開いたまま運転しないこと。負圧により扉が閉まり、指などをはさむ

恐れがあります。また、電動機が過負荷になります。

次のようなものを吸引すると故障の原因となるため吸引しないこと。

●高温ガス

４０℃以上のガスは、内部の電気部品の絶縁不良の原因になります。

●水、油、接着剤や、付着性の粉じん

ろ布に付着し払い落しができず、目詰まりの原因になります。

●ワーク、工具など粉じん以外の固形物

ダクト、ろ布などを破損することがあります。

●カーボンなどの微粉じん（５μ以下）

標準ろ布では吹き漏れの恐れがあります。高性能ろ布をご使用ください。

●羽毛、綿ぼこり、紙紛、発泡スチロールなど軽い粉じん

内部でからみ付き落下しなくなることがあります。

集じん機の上には乗らないこと。集じん機の変形や、転落事故の恐れがあり

ます。

集じん機に他の圧力機で高圧をかけないでください。

インバーターなどによる増速運転は絶対にしないでください。

送風機が破損する場合があります。
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■ 第２章 本機の概要
本機の構造
吸込口より吸引された含じん空気は、ろ布に分散導入されます。その後、ろ布表面でろ

過され清浄空気となり、送風機を通り上部より機外に排気されます。ろ布表面に付着した
粉じんは、シェーキングハンドルを操作することによりシェーキング機構がろ過面をはた
き、ろ布より払い落とされます。払い落とされた粉じんはダストパンにたまり、正面扉よ
り簡単に取り出せます。

各部の名称

ＣＦＡ－１１０

ＣＦＡ－２１５Ｓ，２２０Ｓ

ＣＦＡ－２４０Ｓ

排気口

スイッチ

シェーキング
ハンドル

吸込口

正面扉

吸込フタ

キャスター

ダストパン

ろ布止め金具

吊りボルト
排気口

シェーキング
ハンドル

吸込口

キャスター

正面扉
ろ布

吸込フタ

ダストパン

クランク

スイッチ

取手

吸込口

吸込フタ

ろ布

ろ布押さえ

ダストパン

シェーキングハンドル

オプション

キャスター
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■ 第３章 設置
製品をお受け取りの際は、ご注文通りの製品であるか、形式、電圧、周波数等を銘板でご

確認ください。また、付属品についてもご確認ください。万一、運送途中での破損、部品

不足等がございましたら、直ちに販売店、または最寄りの支店・営業所にご連絡ください。

本機は次のような場所に設置してください

屋内で雨水のかからない場所

ＣＦＡシリーズは屋内仕様です。

水に濡れやすい場所は、感電、故障の原因

となりますのでさけてください。

常温で結露しない場所

高温、結露は電気部品の故障、感電の原因

周囲温度 ５℃～４０℃ になります。

湿 度 ８０％以下

水平で振動のない場所

異常振動の原因となり、転倒の恐れがあ

ります。

危険な薬品のない場所

ガソリン、シンナーなどの引火性の薬品の

近くは、爆発、火災の恐れがあります。

塩酸、硫酸などの腐食性ガスを発生する

薬品の近くは本体、部品が腐食する恐れが

あります。

メンテナンスのしやすい場所

粉じんの排出、ろ布交換、排気のために

左記のスペースを確保してください。

単位：ｍｍ

ｶﾞｿﾘﾝ ｼﾝﾅｰ
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据え付け

●本機はキャスタ付きのため容易に移動できますが、運転中に動かないよう

車止めを施してください。また、傾斜面での運転は避けてください。

また、移動する場合は、平らな床面を静かに移動してください。

●CFA-215S,220Sを持ち上げる場合は樹脂部を持たず、底を持ち上げてくだ

さい。また２人以上で作業してください。

●排気口がふさがれると、正規の吸引力が発揮できませんので、十分なスペ

ースを確保してください。（排気口寸法の２倍以上）また、上に物を置い

たりしないようご注意ください。

電気配線

●電気配線は、『電気設備技術基準』『内線規定』にもとづいて有資格者に

よって実施してください。

●本機の電源は銘板で確認し、指定の電源をご使用ください。異なった電源で

運転しますと故障の原因となり、大変危険です。

●電源のヒューズ（ブレーカー）は起動時の電流に合うものを選定してく

ださい。

●電源接続時は必ずアースを接続してください。

定格電流（参考値）

形 式 100V 50Hz 100V 60Hz 200V 50Hz 200V 60Hz 220V 60Hz
単相 単相 3相 3相 3相

CFA-110 3.5A 3.5A

CFA-215SC 7A 6A

CFA-215ST 2.1A 1.9A 1.9A

CFA-220S 3.2A 3.2A 3.0A

CFA-240S 6.1A 5.8A 5.5A

フードおよびダクトの接続

●フードによる粉じんの捕集方法や吸込風速（制御風速）は、粉じんの種類

や飛散状態などによって変わりますが、一般的にはフード開口面付近の

吸込風速は、０．５m／sec以上になるように設計することが必要です。

また、ダクト内の風速は、１５m／sec程度以上にすることが望ましいです。

●ダクト接続は管の継目から空気を吸い込んだり、漏れたりしないよう気密

にご注意ください。

●フレキシブルダクトをご使用の場合、急激に曲げたり、不必要にたるませ

たりすると吸引力が低下します。

●吸込口は出荷時右側(正面扉から見て)に取り付けていますが、左側に変更が可

能です。フタと吸込口を付け替えてご使用ください。

標準吸込口径

CFA-110 CFA-220S CFA-240SCFA-215S

φ 75mm φ 97mm φ 148mm
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試運転

●試運転の前に次の項目について再確認してください。

・電源コード、アースの接続、絶縁、電圧が規定値内か。

・エア接続部の漏れ、ダクト内に工事時の残材料、ボルト・ナットや工

具などがないか。

・点検扉、ダストパンが確実に閉じているか。

●上記の確認ができましたら、スイッチを一度入れ、すぐ切った後、回転

方向を確認してください。天井部排気口より電動機冷却ファンで確認でき

ます。時計回りであれば正回転です。逆回転の場合は元電源を切った後、

電源コードの３本の内、２本を入れ替えてください。

■ 第４章 運転
日常運転

運転手順 ①正面扉が閉じていることを確認する。

②スイッチを入れ運転を開始する。

停止手順 ①スイッチを切る。

②２分程度待ってから払い落とし（シェーキング）を行い、

ダストパンにたまった粉じんを排出する。

●集じん機を運転し続けますと、ろ布が目詰まりして吸引力が低下しますの

で運転を停止し、払い落としを行った後、粉じんを排出してください。

●運転中は払い落とし、および粉じんの排出ができません。

●１日の運転が終わりましたら粉じんを排出してください。粉じん排出作業

時は保護メガネ、防じんマスク、手袋を着用してください。

払い落とし方法

ＣＦＡ－１１０ ＣＦＡ－２１５～２４０

ろ布を外して清掃してください。 本体が動かないよう手で支えながら

オプションの払い落とし機構付は、 シェーキングハンドルを３回転程度

ハンドルを回して払い落としを 引っ張ってください。最後はハンドル

行ってください。 に弛みが無いよう戻してください。
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●運転初期に粉じんが細かい場合、一時的に少量の粉じんが漏れる場合があ

ります。ろ布全体に粉じんが付着すれば漏れなくなります。漏れが止まら

ない場合は、オプションの高性能ろ布に交換してください。

●ダストパンはバネで固定しているため、出し入れの際、若干の引っかかり

があります。入れる時にはカチッと固定されるまで奥に入れてください。

（CFA-110は除く）

●ダストパンに粉じんをため過ぎないようにご注意ください。

●ろ布の寿命は使用時間、粉じんの特性、含じん量により変わりますが、

一般に１～２年です。払い落としを行っても吸引力が回復しない場合は、

ろ布を交換してください。

●通常のご使用ではろ布の破損はありませんが、万一破損した場合は運転を

中止し、新しいろ布と交換してください。破損したままご使用になります

と、粉じんが大気中に再流出するだけでなく、送風機部の破損の原因とな

ります。

■ 第５章 保守点検
集じん機の故障・事故を未然に防ぎ、末永くご使用いただくために、保守点

検を必ず行ってください。また、内部の点検作業を行う場合は、必ず電源を

切って作業してください。保守点検、ろ布交換作業時は保護メガネ、防じん

マスク、手袋を着用してください。

点検項目および頻度

点 検 項 目 頻 度 点 検 内 容

正面扉 運転前 完全に閉じているか

電動機負荷電流 1回/日 制御盤電流計等で点検

排気の状態 ↑ 粉じんの吹き漏れはないか

送風機の振動 1回/週 異常振動、異常音がないか

シェーキング装置 ↑ 異常音、作動不良はないか

ろ布の取付状態 1回/月 外れ、ゆるみ、破損等はないか

配管回り ↑ ボルトの外れ、ゆるみ、パッキンの劣化がないか

ダクト配管 ↑ 粉じんの堆積や詰まりがないか

各電気配線 ↑ 絶縁はよいか、端子のゆるみはないか

本体内面 1回/年 付着粉じんの清掃

本体、缶体 ↑ 腐食、すき間がないか
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ろ布交換方法

CFA-110
（１）正面ろ布押さえのノブを３箇所を

外してください。

（２）ろ布押さえを外しろ布を取り出し

てください。

（３）新しいろ布を差し込み、奥のガイ

ドに乗せてください。

（４）ろ布押さえをノブで固定してくだ

さい。

CFA-215S､220S CFA-240S
（１）ろ布止め金具を手前側に引き上 （１）ロープ押えねじと蝶ボルトをゆるめ、

げます。 クランクを取り外します。ダストパ

ンを取り出します。

（２）ろ布を引きだし手前を下げ、ろ布を （２）フィルターケース上部両サイドの

取り出します。 パチン錠をはずし、フィルタケース

を手前に引出します。

ノブ

ろ布押さえ

ろ布

ガイド

パッチン
蝶ボルト

ダストパン

ロープ
押えねじ

クランク

ロープ

フィルタケース



- 8 -

（３）新しいろ布を下図の向きに入れ、奥 （３）ろ布を固定しているＭ６ナットを

の溝に差し込まれているのを確認し、 はずし、ろ布を取外してください。

いっぱいまで押し込みます。

（４）新しいろ布を取付け上記の逆の順序

で組立ててください。ロープの張り

（４）ろ布の手前を上に引き上げろ布止め 調整を行ってください。（次項参照）

金具で元通り固定します。 （「上」の表示がある方を上に向けて

取り付けてください）

シェーキングロープの張り調整

シェーキングハンドルの弛みが大きくなったり、ろ布を交換した場合はシェーキング

ロープの張り調整を行ってください。

（１）ロープ押さえの蝶ねじ２本をゆるめ、シェーキングハンドルを本体に密着させる。

CFA-215S,220S（ろ布は外してください） CFA-240S

（２）ロープの先端を引っ張りながら、ロープ押さえ部を矢印側に２～３cm回す。

（３）ロープを引っ張ったまま、ロープ押さえの蝶ねじを締め付ける。

ナット、ワッシャ

（Ｍ６）

上の表示

ロープ
ロープ押さえ ロープ押さえ

ロープ

向きに注意
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ロープ押さえ部詳細

注）ロープの張り調整を行っても、ロープ貫通部より多少の空気漏れが起きる場合があ

りますが、集じん機の性能には影響はありません。

ロープが切れた場合、または摩耗の激しい場合は、ロープを交換してください。

スターターロープ
交換用ロープ φ４mmＸ５０～６０cm

（ナイロン金剛打ちロープ）

ロープはホームセンター等でも入手可能です。

交換用ろ布サイズ

形 式 ろ 布 サ イ ズ 使用枚数

ＣＦＡ－１１０ φ１５０㎜Ｘ２５０㎜ １本

ＣＦＡ－２１５Ｓ ４２０㎜×４２０㎜×７５㎜ １本

ＣＦＡ－２２０Ｓ ４２０㎜×４２０㎜×９５㎜ １枚

ＣＦＡ－２４０Ｓ ４２０㎜×５４０㎜×７５㎜ ２枚

交換用ろ布は当社純正品をご使用ください。

交換作業時は保護メガネ、防じんマスク、手袋を着用してください。
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故障の原因と対策

故 障 の 状 況 原 因 対 策

送風機モータが ・電源が入っていない ・電源を入れる

起動しない ・サーマルが働いている ・原因を確かめ、異常を取り除いて再起動

・電動機の故障 ・点検、修理（メーカーに相談）

送風機異常音、 ・電動機軸受の破損 ・軸受交換

異常振動 ・異物混入 ・異物の除去

・羽根車不つり合い ・羽根車清掃

・不つり合い修正（メーカーに相談）

粉じんの吹き漏れ ・ろ布の破損、外れ ・ろ布交換、再取付

・粉じんが細かい ・高性能ろ布に交換する

・パッキンの劣化 ・パッキン交換

吸引力が弱い ・吸込配管の閉塞 ・詰まりを取り除く

・ろ布の目詰まり ・次項参照

ろ布の目詰まり ・ろ布の寿命 ・ろ布交換

・粉じんの特性が悪い ・別途対策が必要です

仕様

形 式 電動機 風 量 静 圧 ろ過面積 じん室容量 騒音値 質量
kW m３/min kPa ㎡ Ｌ dB(A) ㎏

０．８
(50Hz)

CFA-110 ０．２ ４ ０．８ ３．１ ６４ ２５
１．１８
(60Hz)

CFA-215SC
４ １．９６

44(60Hz)
CFA-215ST

０．４ ５ １．５７ １．５ ６．９ ６４
47(50Hz)６ ０．９８

６ ２．２５
CFA-220S ０ .７５ ８ １．９６ ２ ６．９ ６５ ５５

１０ １．５７

１２ ２．５５
CFA-240S １．５ １６ ２．３５ ４ １６．９ ６８ １３５

２０ １．９６

注）騒音値は正面１．５mの値です。使用環境、使用状態により変動します。
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■ 第６章 保証規定
本製品を取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがって、正常な状態で
使用されていて保証期間内に故障した場合には、本規定記載内容にもとづき無償修
理させていただきます。

保証期間

製品納入の日から１年間といたします。

保証範囲

保証期間内に正常な使用状態において、製造上の不備により故障が発生した場合、

無償で当該部品の修理または交換をいたします。

ただし、故障に伴う機会損失、操業損失その他二次的損失は保証範囲外とさせてい

ただきます。

保証期間内においても次のような場合は有償修理となります。

◇使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷

◇お買い上げ後の落下、輸送などによる故障および損傷

◇火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害・公害など環境要因や異常

電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数)等による故障および損傷

◇取扱説明書に示された保守点検を行わなかったことが原因で誘発された故障およ

び損傷

◇経年変化または使用に伴う変色、傷、消耗部品の自然摩耗等の不具合

◇ろ布、パッキンなど消耗品

以上の内容については、日本国内でのご使用を前提としております。

本保証は日本国内においてのみ有効です。

本機の海外でのご使用は、保証の範囲外となります。

日本以外でのご使用につきましては、最寄りの支店・営業所へご相談ください。

※ご注意

（１）本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

（２）本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載も

れなどお気付きの点がございましたら、最寄りの弊社支店・営業所へご連絡くだ

さい。

（３）ご使用場所の変更により電源周波数が変わる場合は、羽根車を取り替えなくては

ならない機種があります。最寄りの支店、営業所へご連絡ください。

（４）当社にお問い合わせの際は、製品ネームプレート(銘板)に記載の形式と製造番号

もあわせてお知らせください。
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お買い上げ集じん機のメモ

形 式 製 造 番 号

購入年月日 年 月 日 運転開始日 年 月 日

購 入 先 TEL ( ) 担当者

〒５７４－００５２ 大阪府大東市新田北町１－２５

東部ブロック （ 関東 ・ 東北 ・ 新潟県 ・ 東北信 ）
東 京 支 店 〒121-0061 東京都足立区花畑4丁目30番5号  03(3884)3201 FAX 03(3884)3130
厚木営業所 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名一丁目6番57号  046(221)6501 FAX 046(221)6507
北関東営業所 〒379-2304 群馬県太田市大原町2380-2  0277(78)6431 FAX 0277(78)6430
仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-2-10 卸町斎喜ﾋﾞﾙ2F 211室  022(782)9901 FAX 022(782)9902

中部ブロック （ 中部 ・ 東海 ・ 中南信 ・ 北陸3県 ）
名古屋支店 〒457-0001 名古屋市南区平子2丁目21番13号  052(821)1211 FAX 052(821)3573
静岡営業所 〒422-8035 静岡市駿河区宮竹1丁目14番24号  054(237)2441 FAX 054(237)4048
金沢営業所 〒920-0058 金沢市示野中町1丁目143番  076(223)1122 FAX 076(223)1114

西部ブロック （ 近畿 ・ 中国 ・ 四国 ・ 九州 ）
大 阪 支 店 〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目12番14号  06(6932)1221 FAX 06(6939)3711
京都営業所 〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町78 池田ﾋﾞﾙ1F  075(603)2323 FAX 075(603)2335
福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田2丁目7番14号ｻﾝﾋﾞｭｰ空港第1ﾋﾞﾙ1F  092(472)6631 FAX 092(474)1850
岡山営業所 〒700-0971 岡山市野田3丁目13番39号 野田ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1Ｆ  086(242)3351 FAX 086(242)3361

昭和電機札幌(株) 〒001-0036 北海道札幌市北区北36条西4丁目2番5号第2泊ﾋﾞﾙ1F  011(792)8175 FAX 011(792)8176
※昭和電機製品やアフターサービスなどのお問い合わせは、最寄りの支店・営業所までご連絡ください。

昭和電機グループ 昭和風力機械㈱

伊賀工場 技術グループ 〒519-1412 三重県伊賀市下柘植5030  0595(45)2725 FAX0595(45)5025

※本取扱説明書対象製品についての技術的なお問い合わせは、伊賀工場 技術グループにお願いします。

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈｏｗａｄｅｎｋｉ．ｃｏ．ｊｐ
ホームページ上にてＣＡＤデータ配信中


