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取扱説明書

はじめに
このたびは、昭和電機のウインドレーサーをお買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書はウインドレーサーの取扱い、保守などの事項について説明しています。
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・注意書【特に

マーク部】をよくお読みください。

この取扱説明書・注意書は、大切に保存してご活用ください。

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。

警告マークの意味について
警告・指示項目は必ず守ってください。

LK011

LK021

LK031

禁止事項を表します

指示の通りに

危険防止策を

（対象は不特定）

してください

行ってください

LK041

LK013

LK033

危険にご注意ください

分解禁止

感電注意

（対象は不特定）

１. 安全上のご注意

LK011

LK011

危険な気体の吸込および危険場所への設置厳禁
ウインドレーサーは防爆構造ではありません。爆発性雰囲気（爆発性のガス
が存在したり発生したりする環境や、その可能性のある環境）では絶対に
運転しないでください。モータが焼損（焼けて壊れる）した時や、異物の混
入による接触花火、電源コードの差し込み・抜き取り時のコンセントからの
火花などにより、周囲のガスが爆発して危険です。

吸込み空気について
ウインドレーサーは空気以外を吸い込ませないでください。酸・アルカリな
どの腐食性ガスはウインドレーサーの寿命を著しく縮めます。固形物が混じ
ると、混入物やウインドレーサーの一部が破砕・飛散して、周囲にいる人が
負傷する危険性があります。また、製品の損傷に繋がります。粉体物や液体
（ミストや水蒸気）が混じると製品の損傷に繋がります。

感電事故を避けるために
製品ネームプレートに記載の電流値や電圧値などをご確認の上、運転のため
に適性な容量の電源につないでください。
LK021

LK011

電源コードや本体の取付け部分の保護のため、次の様なことはしないでくだ
さい。
・コードを無理に曲げる。
・コードの上に重量物を載せる。
・コードに熱を加える。
・コンセントからコードを抜く時にプラグ以外の部分を引っ張る。
・本体を移動させる時にコードを引っ張る。
・濡れた手で、コンセントからプラグを抜く。
１分間の内で、電源のＯＮ（入）
・ＯＦＦ（切）の繰り返しをしないでくださ
い。モータの焼損の原因となります。

LK021

必要に応じ、電源のＯＮ・ＯＦＦスイッチやブレーカを設置してください。

LK021

濡れた手でスイッチを触らないでください。

LK031

LK011

出口付近に顔を近づけない
送風機に吸い込まれた小さなチリ等が吐出口から高速で飛び出してくるこ
とがあります。それらが目に入ると失明などの恐れがありますので、吐出口
付近には顔を近づけないでください。
ガード網の取外し厳禁
ケーシング（胴体）に取付けているガード網を取り外した状態では絶対に
運転しないでください。手が入ると、指・手首を負傷する可能性があります。
ガード網は清掃や保守点検の時以外、取り外さないでください。

LK013

LK011

LK021

LK021

LK031

運転時、金網に指を入れないでください
運転時、ガード網に手・指を入れないでください。手が入ると、指・手首を
負傷する可能性があります。ウインドレーサーはあくまでも工業用品ですが、
万が一小さなお子様がおられる環境でご使用の場合は、ガード網にネットカ
バー等を施して指が入らないようにしてください。
据付について
据付は振動のない頑丈な架台へ、ガタツキがないように取付けてください。
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。
高所に取付けの際は、万一の落下に備え、ワイヤー、チェーン等で落下防止
対策を取ってください。

送風角度の調整ノブについて
送風角度調整ノブは手動式ですが、振動等の影響により緩む場合は、
基礎部（送風角度調整ノブ）の変わりに付属品のボルト・ナットで固定する
処置を施してください。

水をかけないでください
ウインドレーサーは防滴構造ではありません。
水をかけたりしないでください。モータ部の損傷や錆の原因となります。

LK011

空気の許容吸込温度・湿度について
・許容吸込温度 ： －５℃以上～４０℃以下
・許容湿度 ： 相対湿度９０％未満
結露（水滴）の無い場合
LK011

２. 製品の部品名称
①

④

③

②

送風角度
35°

⑤

⑥

＊三相モータの場合は、リード線ではなく端子箱付となります。
①ケーシング ②吐出ガード

③羽根車 ④取付金具

⑤モータ ⑥ガード網

３. 荷受時
３．１ 荷受時の製品の確認
製品は十分に検査し、合格したものを出荷していますが、製品をお受け取り
の際は次のことをご確認ください。
*注文通りの製品か。
*輸送中の〔破損・変形〕などの異常はないか。
*ボルトやナットのゆるみはないか

３．２ 開梱時および設置時の注意

ガード網はつかまないでください。
金網が変形する恐れがあります。

４．運転および保守点検
送風機の稼動開始後は、定期的に保守点検を行ってください。運転当初から
以下の項目について日常の点検を行い記録することにより、異常を早く発見
でき、トラブルを未然に防ぐことができます。保守点検は経験者または訓練
を受けた方が安全を確認して実施してください。モータについてはモータの
取扱説明書により実施してください。

点検項目

状
態
点
検

推奨点検周期
3 ヶ月
6 ヶ月 12 ヶ月

送風機部

■

□

□

モータ部

■

□

□

■
□

□
■

□
□

異常音

振動
電気関連

点検内容
ガタツキなどによる異音の有無
金属接触音の有無
その他異常音と思われる音の有無
ボルト類のゆるみ
軸受の異常音の有無
振動値の変化
電流値・電力値の変化

５. 電源仕様
モータに貼付されている銘板をご確認ください。

６．三相モータ仕様の注意
・電機配線は『電気設備技術基準』『内線規程』にもとづいて有資格者に
よって実施してください。
・試運転時、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。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。

７. 保証
保証の範囲
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった使用状態で保証期間内に
故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
ただし、本製品がお客様の他の装置に組み込まれている場合において、その装置
等からの取り外しおよび装置等への取り付け、その他これらに付帯する工事費用、
輸送等に要する費用ならびにお客様に生じた機会損失、操業損失その他の間接的
な損害については保証範囲外とさせていただきます。
◇修理をご依頼になる場合には、最寄の弊社支店・営業所にお申しつけください。
保証期間
製品納入日から１２ヵ月間といたします。
保証期間内でも次の場合には原則として有償修理にさせていただきます。
◇取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きによらない使用上の誤りおよび不当
な修理や改造に よる故障および損傷
◇お買上後の輸送、落下等による故障および損傷
◇火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害などの環境要因、
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
◇弊社以外での修理、改造（製品への穴あけなどを含む）による故障および
損傷
◇弊社指定品以外の部品をご使用の場合の故障および損傷
◇異物混入による故障および損傷
◇経年変化または使用に伴う変色、傷、消耗部品の自然消耗等の不具合
◇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または
損傷

この製品のご使用中に発生した不具合に起因する損害は補償いたしません。
【 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、最寄の支店・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、そのままではご使
用できない場合があります。必要な対策については都度検討いたしま
すので最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。
（ ４ ）お問い合わせの際は、ネームプレートに記載の形式と製造番号もお知
らせ下さい。

営 業 品 目
電動送風機
●低騒音シリーズ
●高圧シリーズ
●多段シリーズ
●コンパクトシリーズ
●汎用シリーズ
●マルチシリーズ
●ステンレス製・鋼板製シリーズ
●防爆シリーズ
●大型シリーズ
（
）
●渦流式高圧シリーズ
（
）
●撹拌・循環用シリーズ
（ダブルボリュート）

ファン・ブロア
●ターボファン
（
）
●ターボブロア
●エアホイルファン
●シロッコファン
●プレートファン
●軸流ファン動翼可変型
（
）
異常検知器
●

〒574-0052

環境機器
●ミストコレクタ
（
）
●携帯型ファン
（
）
●ウィンドレーサ
（
）
集じん機
●
・コンパクトシリーズ
・小型パルスジェットシリーズ
・移動式開放シリーズ
・パルスジェットシリーズ
●
●スマートレーサ
（
） ）

大阪府大東市新田北町１番２５号

東日本エンジニアリング営業部（関東・北海道・東北・新潟県）
東京支店

〒101-0032

東京都千代田区岩本町1 丁目11 番2 号 神田風源ビル 2F

Tel03 (5833)3201 Fax03 (3863)3130

札幌営業所

〒001-0036

北海道札幌市北区北36 条西4 丁目2 番5 号 第2 泊ビル1F

Tel011 (792) 8175 Fax011 (792) 8176

仙台営業所

〒984-0015

宮城県仙台市若林区卸町5 丁目2-10 卸町斎喜ビル2F 211 号室

Tel022 (782)9901 Fax022 (782)9902

群馬県太田市大原町2380 番地2

Tel0277 (78)6431 Fax0277 (78)6430

北関東営業所 〒379-2304

中日本エンジニアリング営業部（中部・東海・石川県・富山県）
名古屋支店

〒457-0001

愛知県名古屋市南区平子2 丁目21 番13 号

Tel052 (821)1211 Fax052 (821)3573

金沢営業所

〒920-0058

石川県金沢市示野中町1 丁目143 番地

Tel076 (223)1122 Fax076 (223)1114

西日本エンジニアリング営業部（近畿・中国・四国）
大阪本社営業部 〒574-0052

大阪府大東市新田北町1 番25 号

Tel072 (873) 1221 Fax072 (873) 1250

滋賀営業所

〒524-0022

滋賀県守山市守山2 丁目16 番1 号

Tel077 (583) 5555 Fax077 (583) 0007

岡山営業所

〒700-0971

岡山県岡山市野田3 丁目13 番39 号 野田センタービル1F

Tel086 (242) 3351 Fax086 (242) 3361

九州エンジニアリング営業部（九州）
福岡営業所

〒812-0004

福岡市博多区榎田2 丁目7 番14 号 サンビュー空港第一ビル1F

エンジニアリング海外営業部 〒574-0052

大阪府大東市新田北町1 番25 号

Tel092 (472) 6631 Fax092 (474) 1850
Tel072 (871) 1511 Fax072 (870) 7243

昭和電機ﾀｲﾗﾝﾄﾞ No1/46 Soi2 Grand De Ville, Soi Supapong 1(Soi Srinakarin 42), Srinakarin Road Nongbon, Pravet Bangkok, Thailand 10250
Tel+66 (2330) 8798 Fax+66 (2330) 8799
昭和電機韓国

31094 A-710 Cheonan Mirae Ace High Tech City,10,Baekseokgongdan 1-ro,Seobuk-gu,Cheonan-si,Chungcheongnam-do,Korea

台湾昭和電機

No.82,Liaoyang 4th Street,Beitun Dist.,Taichung City 406,Taiwan

Tel+82(41906)5710 Fax+82(41906)5720
Tel+886(42241)3005 Fax+886(42241)3006

http://www.showadenki.co.jp
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