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ソーラー井戸ポンプシステム
品番

お買い上げまことにありがとうございます。
¡「保証書」を受けとっていることを必ず確認してく
ださい。

¡この「取扱説明書・据付説明書」と別添付の「保証
書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
　お読みになった後は、いつでも取り出せるところに
「保証書」とともに大切に保管してください。
¡特に1～2ページの「安全上のご注意」を必ずお読
みください。

¡この商品を使用できるのは日本国内のみで、海外で
は使用できません。
This appliance is designed for domestic use 
in Japan only and cannot be used in any 
other country.

¡据え付けはお買い上げの販売店または工事店に依頼
してください。
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据付説明書

お客様への引渡し8
1.お客様にポンプの取り扱いと取扱説明書の注意事項や日常の点検、お手入れ方法など、現品で具体的に説明してください。

2.寒冷地での凍結防止対策は具体的に説明してください。

3.長期間お使いいただくためには、定期点検が必要なことをお客様にご説明のうえ、点検の相談や使用上の質問などに適
切に対応してください。

4.保証書に所定事項をご記入のうえ、この説明書とともにお渡しください。

据付説明書“販売店（工事店）様用”

*3116411P70600 A*



安全上のご注意
取扱説明書（お客様用）P1～P13

警 告

警告

分解禁止

－1－ －2－

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので
す。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内
容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

改造しないでください。
修理技術者以外の人は絶対に分解したり
修理をしないでください。

発火したり、異常動作してけがをするこ
とがあります。

ポンプカバーをはずしたまま使用しない
でください。

ほこりや絶縁劣化などで感電や火災の恐
れがあります。

アースを
接続する

お手入れの際は必ず制御ボックス内の3
つのブレーカーを全て「切」にしてくださ
い。また、ぬれた手でブレーカーの操作は
しないでください。

感電やけがをすることがあります。

アース線を確実に取り付けてください。
（アース線の取り付けはお買い上げの販売
店（工事店）にご相談ください）
Ｄ種接地工事

故障や漏電のときに感電する恐れがあり
ます。

強　制

配線工事は電気設備技術基準や内線規程
に従って安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れが
あります。

強　制

動かなくなったり、異常がある場合は、事
故防止のため、すぐに制御ボックス内の3
つのブレーカーを全て「切」にしてお買い
上げの販売店（工事店）に必ず点検・修理
をご依頼ください。

感電や漏電・ショートなどによる火災の
恐れがあります。

強　制

電源コードを傷付けたり、破損したり、
加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、
ねじったり、たばねたりしないでください。
また、重い物を載せたり、挟み込んだり、
加工したりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因
になります。

電源コードが傷んだときは、使用しない
でください。

火災・感電の原因になります。販売店（工
事店）に修理を依頼してください。

禁　止

禁　止 禁　止

注 意
長期間ご使用にならないときは、必ず制
御ボックス内の3つのブレーカーを全て
「切」にしてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因に
なります。

床面が防水処理・排水処理されているか
確認してください。

水漏れが起きた場合、大きな被害につな
がる恐れがあります。

強　制 強　制

強　制

空運転（ポンプに水のない状態での運転）
はしないでください。
（試運転、10ページをご参照ください）

ポンプの故障の原因になります。

ユニット周辺及び内部に火気及び発火の
可能性があるものを近づけないでくださ
い。

火災の原因になります。
禁　止 火気禁止

ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ポ
ンプカバー内や制御ボックス内に何も入
れたりしないでください。

過熱して発火したり、故障の原因になり
ます。

ポンプやモータ、電装ケース、電装カバ
ーに触れないでください。

高温になっているため、やけどの原因に
なります。

禁　止

禁　止

接触禁止

据え付け工事はお買い上げの販売店また
は工事店に依頼してください。

ご自分で据え付け工事をされ、不備があ
ると水漏れや感電、火災の原因になりま
す。

太陽電池モジュールやポンプの上に物を
載せたり、人が乗ったりしないでください。

変形・破損によりけがをする恐れがあり
ます。

禁　止禁　止

このポンプは水以外の液体や温水には使
用しないでください。

ポンプの故障の原因になります。

太陽電池モジュールに表面を覆うような
シール等を貼り付けないでください。

発電能力が落ちる原因になります。

　 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

　 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描
かれています。

　 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はアース
を接続する）が描かれています。

注意

分解禁止

アースを
接続する

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。

絵表示の例
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－3－ －4－

各部のなまえとはたらき
取扱説明書

流量センサ

制御部

制御ボックス

アース線接続用ネジ

鍵蓄電池用接続ケーブル

圧力タンク

アース線接続用ネジ

電源コード 10m

電源コード 10m

ソーラー井戸ポンプシステム

ポンプ部

制御部・太陽電池モジュール

制御部  制御ボックス内部

流量の減少を検知し、
モータを停止させます。

吸込管の先端に取り付け、
ポンプ内に大きなゴミが
入るのを防ぎます。

呼び水口キャップ

ポンプカバー

付属部品

太陽電池モジュール

太陽電池モジュール

屋外型コンセント（オプション）

ポンプ部

圧力センサ

モータ

ベッド

電装ケース

中間弁（逆流防止弁）

吸上げた水を逆流させない
ようにします。

据え付けの都合のよい方
に配管（吐出口から水栓ま
での配管）を行い、他方を
排水口（ポンプ内の水抜き
用）とします。

初回運転時、呼び水をします。

ポンプヘッド

吸込口

ストレーナー

配管接続用継手です。

ユニオンソケット

※吐出口

表示器

充放電コントローラー

蓄電池 2 個

蓄電池用ブレーカー
（BATTERY）

ポンプ用ブレーカー
（PUMP）

太陽電池モジュール用
ブレーカー（SOLAR）

付属部品

（2個）

（1個） （2本）（1本）

インシュロック

（8本）

補助タンク

アース接続は確実に行ってください。

架 台

ハンドル鍵付取手

※オプション（品番SPS-125（K））は
　別売部品となります。



－3－ －4－

各部のなまえとはたらき
取扱説明書
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－5－ －6－

ソーラー井戸ポンプシステムについて
取扱説明書 取扱説明書

本システムは、太陽電池モジュールにより太陽光を電気に変換し、蓄電池に充電します。その電気を用いてポンプを運転
します。

ソーラー井戸ポンプシステムの使いかた
制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「入」にした後、水栓の開閉によりポンプが自動運転し給水します。
長期ポンプを使用しない場合は、制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「切」にしてください。

充電状態や使用頻度により蓄電池の劣化が違いますので、交換時期が変わります。
蓄電池の使用時間が短くなった場合、蓄電池を交換してください。
交換時期は2～3年が目安です。

安全にお使いいただくための点検のお願い
次のような症状やその他の異常がある場合は、事故防止のため、すぐに制御ボックス内の3つのブレーカーを全て
「切」にし、お買い上げの販売店（工事店）に必ず点検・修理をご依頼ください。

¡ご自分での修理は、発火したり、異常動作してけがをすることがありますので、絶対にしないでください。

¡上記の症状や異常がない場合でも4～5年お使いの製品は、安全のため点検をご依頼ください。
¡修理点検は有料となります。

¡運転すると制御ボックス内のブレーカーが作動する。
¡ポンプは運転するが、水栓を開いても水が出ない。
¡水を使用していないのに、ポンプが運転する。
¡コード類に“ひび割れ”や“傷”がある。
¡運転中に異常音や振動がする。

¡ポンプから水漏れがする。
　（ポンプヘッド、圧力タンク、継ぎ手など）
¡焦げ臭い“におい”がする。
¡さわるとビリビリ電気を感じる。
¡その他の異常がある。

故障かな？と思ったときは

　　修理を依頼される前に
水が出ない、ポンプが頻繁に回るなど故障かな？と思われましたら、修理を依頼される前に次の点検をしてください。

点検された後、吐出側の水栓を開き、制御ボックス内のブレーカー（PUMP）をいったん「切」にした後、再度ブレーカー
（PUMP）を「入」にしてください。
一時的な不具合（低電圧、水位低下、異物かみ、ポンプ温度異常など）で停止した場合には、ブレーカー（PUMP）の「切」
「入」の操作で正常運転に戻ります。

¡過剰にポンプを断熱材で保温していませんか？
¡配管、水栓から水漏れしていませんか？
¡水洗トイレなどのボールタップから水漏れして
　いませんか？

断熱材を取り外してください。
修理を依頼してください。
修理を依頼してください。

再び異常停止（ポンプ部電装ケース内の異常ランプが点滅）をしたり、異常音や異常運転をするようであれば、操作
を繰り返さずにすぐに制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「切」にし、故障診断表（11ページ）を参照の上、
お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに制御ボックス内の3つのブレーカーを全
て「切」にしてお買い上げの販売店（工事店）に必ず点検・修理をご依頼ください。

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。強　制

蓄電池について

当社指定以外の部品の取付や改造は行わないでください。

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

禁　止

¡制御ボックス内のブレーカーが作動していませんか？ お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

制御ボックスのハンドルは施錠をしてください。鍵は付属品です。
太陽電池モジュールには、南京錠等を取付けてください。南京錠は付属していません。

盗難防止について

太陽電池モジュールのお手入れについて
¡モジュールを拭く場合ガラスに傷をつけないように、柔らかい布、スポンジ、柔らかい毛ブラシ（以下、「洗浄器具」）な
どを使用してください。

¡洗浄器具はモジュールのガラス、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、シリコーン、アルミニウムまたはスチール等を損傷
しないものを使用してください。

¡腐食性の高い洗浄液（酸、アルカリ、アセトンまたは工業用アルコールを含む等）は使用しないでください。
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ソーラー井戸ポンプシステムについて
取扱説明書 取扱説明書

本システムは、太陽電池モジュールにより太陽光を電気に変換し、蓄電池に充電します。その電気を用いてポンプを運転
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長期ポンプを使用しない場合は、制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「切」にしてください。
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¡過剰にポンプを断熱材で保温していませんか？
¡配管、水栓から水漏れしていませんか？
¡水洗トイレなどのボールタップから水漏れして
　いませんか？
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修理を依頼してください。
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再び異常停止（ポンプ部電装ケース内の異常ランプが点滅）をしたり、異常音や異常運転をするようであれば、操作
を繰り返さずにすぐに制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「切」にし、故障診断表（11ページ）を参照の上、
お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐに制御ボックス内の3つのブレーカーを全
て「切」にしてお買い上げの販売店（工事店）に必ず点検・修理をご依頼ください。

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。強　制

蓄電池について

当社指定以外の部品の取付や改造は行わないでください。

感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

禁　止
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制御ボックスのハンドルは施錠をしてください。鍵は付属品です。
太陽電池モジュールには、南京錠等を取付けてください。南京錠は付属していません。

盗難防止について

太陽電池モジュールのお手入れについて
¡モジュールを拭く場合ガラスに傷をつけないように、柔らかい布、スポンジ、柔らかい毛ブラシ（以下、「洗浄器具」）な
どを使用してください。

¡洗浄器具はモジュールのガラス、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）、シリコーン、アルミニウムまたはスチール等を損傷
しないものを使用してください。

¡腐食性の高い洗浄液（酸、アルカリ、アセトンまたは工業用アルコールを含む等）は使用しないでください。
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アフターサービスについて
取扱説明書

1 保証書
¡この商品には保証書がついています。
　保証書は別に添付しています。販売店＜工事店＞から
受け取っていただき必ず「販売店名・お買い上げ日」
などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。

2 修理を依頼されるとき
¡保証期間中の修理
　保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証書の記載
内容により、お買い上げ販売店＜工事店＞が修理いた
します。くわしくは保証書をご覧ください。

¡保証期間が過ぎているときは
　修理により使用できる場合は、お客様のご要望により
有料修理いたします。くわしくは、お買い上げ販売店
＜工事店＞にご相談ください。

¡修理点検でソーラー井戸ポンプシステム以外に原因があ
った場合は保証期間内でも有料になることがあります。

3 補修用性能部品の保有期間
¡ソーラー井戸ポンプシステムの補修用性能部品の保有
期間は、製造打ち切り後8年です。
　補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため
に必要な部品のことです。

4 アフターサービスについてご不明の場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上
げの販売店＜工事店＞へお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

製品の修理及び部品のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

■まずはお買い上げの販売店へ…

取扱説明書

据付時の運転モードについて
工場出荷時は、吸上げ高さ8ｍに設定しています。2ｍ以内の浅い井戸や受水槽からの押し上げ用として使用される場合
は、押し上げ高さを高くすることができます。
●横引き配管がある場合には、横引き管10ｍで吸上げ高さ1ｍに相当しますので加算してください。また、井戸などの
　水位低下も考慮してください。

●点検修理の際は必ず制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「切」にしてください。
　制御ボックス内部は、ポンプ停止時も通電していますので感電の恐れがあります。
●電装ケースのカバーは、必ず取付けてください。
●電装ケースに水がかからないようにご注意ください。
　内部の電子回路がぬれますと、誤動作や漏電の原因になります。

高圧モードは吸上げ高さが2ｍ以内の場合にご使用ください。過負荷によるポンプの故障や寿命低下を防ぎます。

吸上高さ 運転モード

8～2m

2m以内

標準モード（工場出荷時設定）

高圧モード（短絡スイッチ取り外し後）

押上高

7m

13m

短絡コネクタ

有

無

起動圧力

80kPa

140kPa

吐出圧一定圧力

120kPa

170kPa

ご注意

点検の際は必ず制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「切」にしてください。
また、ぬれた手でブレーカーを操作しないでください。

感電やけがをすることがあります。強　制

電装カバーを取り外す

電装基板
黒

白

黒

黒

赤

赤

白

電装基板の運転モード用
短絡コネクタを取り外す

1

2

3

ポンプカバーを取り外す。

電装カバーを取り外す。

電装基板の運転モード用短絡コネクタを取り外す。

●運転すると制御ボックス内のブレーカーが作動する。●ポンプは運転するが、水栓を
開いても水が出ない。●水を使用していないのに、ポンプが運転する。●コード類に“ひ
び割れ”や“傷”がある。●運転中に異常音や振動がする。●ポンプから水漏れがする。
（ポンプヘッド、圧力タンク、継ぎ手など）●焦げ臭い“におい”がする。●さわるとビリビリ
電気を感じる。●その他の異常がある。

このような症状やその他の異常がある場
合は、事故防止のため、すぐに制御ボッ
クス内の3つのブレーカーを全て「切」に
し、お買い上げの販売店（工事店）に必
ず点検・修理をご依頼ください。

DC24 V
電源

モータ
電源

DC
ファン

通電ランプ

運転ランプ

異常ランプ

LED1（緑）

LED2（黄）

LED3（赤）

モータ
信号入力

圧力センサ

流量センサ

温度センサ

運転モード

（未使用）

配線色 コネクタ左側より
赤、白、黒

配線色 コネクタ左側より
赤、青、緑、橙、黒

電装基板配線図
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3 補修用性能部品の保有期間
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■まずはお買い上げの販売店へ…
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据付時の運転モードについて
工場出荷時は、吸上げ高さ8ｍに設定しています。2ｍ以内の浅い井戸や受水槽からの押し上げ用として使用される場合
は、押し上げ高さを高くすることができます。
●横引き配管がある場合には、横引き管10ｍで吸上げ高さ1ｍに相当しますので加算してください。また、井戸などの
　水位低下も考慮してください。

●点検修理の際は必ず制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「切」にしてください。
　制御ボックス内部は、ポンプ停止時も通電していますので感電の恐れがあります。
●電装ケースのカバーは、必ず取付けてください。
●電装ケースに水がかからないようにご注意ください。
　内部の電子回路がぬれますと、誤動作や漏電の原因になります。
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電装基板の運転モード用
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●運転すると制御ボックス内のブレーカーが作動する。●ポンプは運転するが、水栓を
開いても水が出ない。●水を使用していないのに、ポンプが運転する。●コード類に“ひ
び割れ”や“傷”がある。●運転中に異常音や振動がする。●ポンプから水漏れがする。
（ポンプヘッド、圧力タンク、継ぎ手など）●焦げ臭い“におい”がする。●さわるとビリビリ
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合は、事故防止のため、すぐに制御ボッ
クス内の3つのブレーカーを全て「切」に
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配線色 コネクタ左側より
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電装基板配線図



試運転のしかた

－9－ －10－

凍結防止について
取扱説明書 取扱説明書

試運転
冬は寒い地方だけでなく、暖かい地方でも寒波の影響でポンプ、配管が凍結して破損することがあるため、次のような防
寒対策を行ってください。凍結による破損事故については責任は負えません。

メカニカルシール・インペラの固着について

点検の際は必ず制御ボックス内のブレ
ーカー（PUMP）を「切」にしてください。
また、ぬれた手でブレーカーを操作しな
いでください。

感電やけがをすることがあります。

強　制

動かなくなったり、異常がある場合は、
事故防止のため、制御ボックス内の3つ
のブレーカーを全て「切」にしてお買い
上げの販売店（工事店）に必ず点検・修
理をご依頼ください。

感電や漏電・ショートなどによる火災
の恐れがあります。

強　制

屋外に据え付ける場合や外気温が特に低い地方では、
小屋をつくり内側に断熱材を貼り、保温してください。
なお夏は温度が上がりますので通気できるようにし
てください。また、凍結防止機能の効果は、周囲温
度－5℃までが目安です。

1．ポンプの保温

冬には保温

すきまを
あける

コンクリート
ブロック等

夏には通気

ご注意

2．配管の保温

横引き配管は、できるだけ地中に埋め、やむをえず露
出する部分はすべて断熱材を巻いて保温してください。

凍結防止のため水栓から少量の水を流し続けること
はやめてください。消費電力が増えたりポンプや蓄
電池の寿命を縮める原因となります。

3．凍結保護運転
ポンプヘッドの温度が2℃以下になると、凍結防止のために水を使用しなくてもポンプは低速で運転します。制御
ボックス内のブレーカー（PUMP）を切ると凍結防止機能が働きませんので、ご注意ください。長期間ポンプを使
用しない場合は、制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「切」にして、ポンプ内部の水を抜いてください。

ご注意

ご注意

断熱材

警 告 1.　据え付け時や、長時間使用されなかった場合などポン
プ内のメカニカルシール（軸封部品）・インペラが固
着しポンプが回らない場合があります。

2.　制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「入」にして
もポンプが回らない場合には制御ボックス内のブレ
ーカー（PUMP）を再度「切」にしてください。モータ後
部のシールを取り剥がし、シャフト部に－ドライバー
を入れて回し、固着を取り除いてください。

ぬれた手でブレ－カ－を操作しないでくだ
さい。

感電やけがをすることがあります。ぬれ手禁止

ポンプ部の電装ケースや制御ボックスなど
の内部には手を触れないでください。

故障や感電のおそれがあります。接触禁止

警 告
空運転（ポンプに水のない状態での運転）
はしないでください。

ポンプの故障の原因になります。

水以外の液体・油・海水・有機溶剤などに
は使用しないでください。

ポンプの故障の原因になります。

注 意

禁　止

禁　止

¡呼び水を入れずに運転しないでください。

¡試運転時または空運転時に「ゴゴゴー」と音が発生することがありますが異常ではありません。ポンプはインペ
ラーフリー方式ですので揚水すると音が出なくなります。

¡井戸水位が8ｍより低下している場合は、水位を確認してください。

¡試運転時には配管、水栓、ボールタップなどからの水漏れがないかを充分に確認してください。

呼び水口
キャップを
はずす

呼び水口

水栓

1. 呼び水口キャップを反時計方向（矢印方向）へ回し、
取りはずします。

2. 呼び水口から水を一杯になるまで入れてください。

モータや電気回路に水がかからないようご注意くださ
い。 呼び水量は約450ccです。

3. 呼び水口キャップを元通りにしっかりと取り付け
てください。

4. 吐出側の水栓を開いてください。

5. 制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「入」に
してください。

通電してから7分以内に水が出ない場合は呼び水が不
足している可能性がありますので、制御ボックス内の
ブレーカー（PUMP）を「切」にして再び呼び水を
してください。
（吸込配管の横引きが長いときなど）

1

2

3

4

5

モータ
モータ後部のシール



試運転のしかた
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凍結防止について
取扱説明書 取扱説明書

試運転
冬は寒い地方だけでなく、暖かい地方でも寒波の影響でポンプ、配管が凍結して破損することがあるため、次のような防
寒対策を行ってください。凍結による破損事故については責任は負えません。

メカニカルシール・インペラの固着について

点検の際は必ず制御ボックス内のブレ
ーカー（PUMP）を「切」にしてください。
また、ぬれた手でブレーカーを操作しな
いでください。

感電やけがをすることがあります。

強　制

動かなくなったり、異常がある場合は、
事故防止のため、制御ボックス内の3つ
のブレーカーを全て「切」にしてお買い
上げの販売店（工事店）に必ず点検・修
理をご依頼ください。

感電や漏電・ショートなどによる火災
の恐れがあります。

強　制

屋外に据え付ける場合や外気温が特に低い地方では、
小屋をつくり内側に断熱材を貼り、保温してください。
なお夏は温度が上がりますので通気できるようにし
てください。また、凍結防止機能の効果は、周囲温
度－5℃までが目安です。

1．ポンプの保温

冬には保温

すきまを
あける

コンクリート
ブロック等

夏には通気

ご注意

2．配管の保温

横引き配管は、できるだけ地中に埋め、やむをえず露
出する部分はすべて断熱材を巻いて保温してください。

凍結防止のため水栓から少量の水を流し続けること
はやめてください。消費電力が増えたりポンプや蓄
電池の寿命を縮める原因となります。

3．凍結保護運転
ポンプヘッドの温度が2℃以下になると、凍結防止のために水を使用しなくてもポンプは低速で運転します。制御
ボックス内のブレーカー（PUMP）を切ると凍結防止機能が働きませんので、ご注意ください。長期間ポンプを使
用しない場合は、制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「切」にして、ポンプ内部の水を抜いてください。

ご注意

ご注意

断熱材

警 告 1.　据え付け時や、長時間使用されなかった場合などポン
プ内のメカニカルシール（軸封部品）・インペラが固
着しポンプが回らない場合があります。

2.　制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「入」にして
もポンプが回らない場合には制御ボックス内のブレ
ーカー（PUMP）を再度「切」にしてください。モータ後
部のシールを取り剥がし、シャフト部に－ドライバー
を入れて回し、固着を取り除いてください。

ぬれた手でブレ－カ－を操作しないでくだ
さい。

感電やけがをすることがあります。ぬれ手禁止

ポンプ部の電装ケースや制御ボックスなど
の内部には手を触れないでください。

故障や感電のおそれがあります。接触禁止

警 告
空運転（ポンプに水のない状態での運転）
はしないでください。

ポンプの故障の原因になります。

水以外の液体・油・海水・有機溶剤などに
は使用しないでください。

ポンプの故障の原因になります。

注 意

禁　止

禁　止

¡呼び水を入れずに運転しないでください。

¡試運転時または空運転時に「ゴゴゴー」と音が発生することがありますが異常ではありません。ポンプはインペ
ラーフリー方式ですので揚水すると音が出なくなります。

¡井戸水位が8ｍより低下している場合は、水位を確認してください。

¡試運転時には配管、水栓、ボールタップなどからの水漏れがないかを充分に確認してください。

呼び水口
キャップを
はずす

呼び水口

水栓

1. 呼び水口キャップを反時計方向（矢印方向）へ回し、
取りはずします。

2. 呼び水口から水を一杯になるまで入れてください。

モータや電気回路に水がかからないようご注意くださ
い。 呼び水量は約450ccです。

3. 呼び水口キャップを元通りにしっかりと取り付け
てください。

4. 吐出側の水栓を開いてください。

5. 制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「入」に
してください。

通電してから7分以内に水が出ない場合は呼び水が不
足している可能性がありますので、制御ボックス内の
ブレーカー（PUMP）を「切」にして再び呼び水を
してください。
（吸込配管の横引きが長いときなど）

1

2

3

4

5

モータ
モータ後部のシール
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取扱説明書

故障診断表
故障修理を依頼される前に制御ボックスのブレーカーの「切」を確認し、
お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

＜ランプ表示と運転状態＞

点灯（緑）

点灯（黄）

点滅（黄）

点滅（赤）

  ランプ表示

①

②

③

　　　　運転状態

通電表示

ポンプ運転中「通常モード」

ポンプ運転中「高圧モード」

異常検出
電装ケース正面 

故障状態 ランプ表示 故障原因 対処・処置

水栓を開いても
水が出ない

全て消灯 制御ボックスに
通電されていない

・電源ケーブルの断線
・制御ボックスのブレーカ作動
・蓄電池の電気不足

・交換する
・作動原因を調査し修理する
・充電を待つ、または交換する

①点灯 揚水しない
（モータは回らない）

・押上高さが高い
・運転モード違い

・作動原因を調査し修理する
・運転モードの設定を変更する

①点灯
②点灯か点滅

揚水しない
（モータは回る） 

・井戸水位の低下
・  吸込側、配管パッキン部より
空気を吸っている

・  メカニカルシールより空気を
吸っている

・水位を調査
・調査し修理する

・交換する

・ 水落ちしている ・呼び水をおこなう

①点灯
③1回点滅

モータロック・
異常回転による停止

・メカニカルシール、羽根車の固着

・ポンプ部に異物のかみこみ
・モータの故障

・モータシャフトを回してみる
　（P9参照）
・異物を取り除く
・交換する

①点灯
③3回点滅

ポンプ部の異常高温に
よる停止

・井戸水位の低下
・  吸込側、配管パッキン部より
空気を吸っている

・  メカニカルシールより空気を
吸っている

・流量センサ、圧力センサの故障
・水温が高い

・水位を調査
・調査し修理する

・交換する

・調査し修理する
・水温を下げる

・ 羽根車、ケーシングカバーの摩耗 ・交換する

①点灯
③4回点滅

基板の異常高温による
停止

・基板の故障 ・交換する
・運転モードの設定が高い ・運転モードの設定を変更する
・電装ケースの冷却ファンの故障 ・交換する

①点灯
③5回点滅 低電圧による停止 ・  制御ボックスからの蓄電池供給

電圧が低い
・蓄電池の調査をおこなう

①点灯
③7回点滅

圧力センサ異常による
停止 ・圧力センサの故障 ・配線の調査または交換する

①点灯
③8回点滅

温度センサ異常による
停止 ・温度センサの故障

①点灯
③10回点滅

モータに過電流が
流れて停止

・モータの故障 ・交換する

水栓を閉じてい
るのにポンプが
回る

①点灯
②点灯か点滅

モータが止まらない
（15秒以上） 

・運転モードの設定が高い
・  羽根車、ケーシングカバーの
摩耗

・運転モードの設定を変更する
・交換する

モータが時々回る

・  配管、水栓、ボールタップなど
からの水漏れ

・メカニカルシールからの水漏れ
・中間弁からの水漏れ

・調査、修理する

・交換する
・分解、掃除する

揚水量が少ない ①点灯
②点灯か点滅

・インペラ、ケーシングカバーの摩耗
・配管水路内のつまり

・交換する
・異物を取り除く

表示器（制御ボックス内部）
取扱説明書

表示器の操作により、システムの状態を表示器の液晶画面表示により確認できます。

表示モードの選択
表示器のスイッチ　　　　　を1回押すごとに順番に表示内容が切り替わり、表示内容を繰り返します。

①太陽電池モジュールの発電電圧

②蓄電池の電圧・電流

③ポンプへの供給電圧・電流

④蓄電池の定格容量・制御ボックス内の温度（本製品の蓄電池定格容量は100Ahです）

⑤蓄電池の残容量

⑥蓄電池の定格容量・型式（本製品の蓄電池型式はSEL（シールド型）です）

⑦タイマー設定（本製品では使用しません）

⑧ポンプの積算電流量・積算電力量

充放電コントローラー（制御ボックス内部）
充放電コントローラーのランプ表示により、表示器同様にシステムの状態が確認できます。

蓄電池の充電容量を表示します。

レベル 5（満） ：LED（緑） 点滅
レベル 4 ：LED（緑） 点灯
レベル3  ：LED（橙） 点灯
レベル2 ：LED（赤） 点灯
レベル1（空） ：LED（赤） 点滅

蓄電池への充電状態を表示します。

LED（緑） 点灯：蓄電池へ充電中

・配線の調査または交換する

①
②
③

ランプ表示

SET ESC

「
」
「

」

蓄電池の充電容量を表示します。

レベル5 レベル2

レベル4 レベル1

レベル3 レベル0

ポンプへの供給電圧の有無を表示
します。

太陽電池モジュールの
発電電圧を表示します。

発電電圧あり

発電電圧なし
または低い

「▼」印の上部アイコン
の状態を表示します。

・太陽電池モジュール
・蓄電池
・ポンプ供給電圧 供給電圧あり

供給電圧なし
（未使用）（未使用）



C

Battery

Normal

Lower

Error
Overlow

Full

PV BATT TEMP
Work Mode

Mode & Timer1

Timer2

Batt Type

Charging

Over Voltage

SET ESC



－13－ －14－

取扱説明書

仕　様

安全上のご注意
■ソーラー井戸ポンプシステム全体

品番 SPS-125

最大揚水量（満充電時） 14,000L（定格時）

使用場所 屋外用

ソーラー～ポンプ間コード長さ 10m

製品質量 155kg

■ポンプ部

品番 SPS-125（P）

電動機

種類 DCブラシレスモータ

電源 DC24V

出力 125W

ポンプ

吸上げ高さ 8m 2m

押上げ高さ 7m 13m

起動時の圧力
標準モード 高圧モード

80kPa 140kPa

停止時の流量 4L/min

圧力
タンク

方式 予圧式

予圧力 70kPa

有効全容積 1L

配管
吸込管 20mm（3/4B）

吐出管 20mm（3/4B）

製品寸法 （巾）301×（奥行）305×（高さ）297mm

電源コードの長さ 約10m

製品質量 17kg

■制御部

品番 SPS-125（E）

充電方式 MPPT方式

ソーラーパネル
設置角度 30°

製品寸法 （巾）710×（奥行）1140×（高さ）900mm

製品質量 59kg

■太陽電池モジュール

品番 SPS-125（C）

種類 単結晶シリコン太陽電池

出力 205W

製品寸法 （巾）801×（高さ）1595×（厚み）40mm

製品質量 19kg

■蓄電池

品番 SPS-125（B）

種類 ディープサイクル型鉛蓄電池

蓄電量 2.4kWh（12V 100Ah 2ヶ使用）

製品寸法 （巾）330×（奥行）173×（高さ）212mm

製品質量 60kg（30kg×2ヶ）

警告

※工事の前に、必ず本書をよくお読みのうえ、正しく据え付けてください。
※ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので
す。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内
容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

　 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

　 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描
かれています。

　 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はアース
を接続する）が描かれています。

注意

分解禁止

アースを
接続する

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。

絵表示の例

据付説明書 販売店（工事店）様用  P14～P39

警 告

1

強　制

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形
状を確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることが
あります。

太陽電池モジュ－ルを分解しないでください。

火災、感電、けがの原因になります。

強　制

太陽電池モジュ－ルによる感電・ショ－トに注意
してください。

太陽電池モジュ－ルには遮光シ－トを掛け、接
続が終わるまでとらないでください。

強　制

太陽電池モジュ－ル・架台・取付金具・ネジ等は
説明書に従って確実に取り付けてください。

落下や飛散の原因となります。

強　制

太陽電池モジュ－ルの配線工事途中の電線の先
端は、必ず絶縁処理を行ってください。

火災、感電の原因となります。 強　制

工事部品は付属品または当社指定品を必ず使用
し、説明書に従い確実に取り付けてください。

火災、感電の原因となります。

強　制

蓄電池の極性を間違えないように接続してくだ
さい。

極性を逆にすると火災や機器破損の原因となり
ます。

禁　止

太陽電池モジュ－ルのバックシ－ト（裏面）に傷
を付けないでください。

火災、感電の原因となります。

太陽電池モジュ－ルのガラス面に人が乗ったり、
物を載せたりしないでください。

ガラスが割れるなど、破損の恐れがあります。禁　止

分解禁止

消費電力 210W

揚水量 21L/分（全揚程12mのとき）

屋外型
コンセント
（オプション）

出力電圧 AC100V

定格出力 200W

出力周波数 55Hz

出力波形 矩形波

差し込み口数 2口

※オプション（品番SPS-125（K））は別売部品となります。

強　制

蓄電池を設置、保守または点検をする場合は、
ゴム手袋着用などの安全対策をしてください。

安全対策なしで作業すると感電の原因となりま
す。
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取扱説明書

仕　様

安全上のご注意
■ソーラー井戸ポンプシステム全体

品番 SPS-125

最大揚水量（満充電時） 14,000L（定格時）

使用場所 屋外用

ソーラー～ポンプ間コード長さ 10m

製品質量 155kg

■ポンプ部

品番 SPS-125（P）

電動機

種類 DCブラシレスモータ

電源 DC24V

出力 125W

ポンプ

吸上げ高さ 8m 2m

押上げ高さ 7m 13m

起動時の圧力
標準モード 高圧モード

80kPa 140kPa

停止時の流量 4L/min

圧力
タンク

方式 予圧式

予圧力 70kPa

有効全容積 1L

配管
吸込管 20mm（3/4B）

吐出管 20mm（3/4B）

製品寸法 （巾）301×（奥行）305×（高さ）297mm

電源コードの長さ 約10m

製品質量 17kg

■制御部

品番 SPS-125（E）

充電方式 MPPT方式

ソーラーパネル
設置角度 30°

製品寸法 （巾）710×（奥行）1140×（高さ）900mm

製品質量 59kg

■太陽電池モジュール

品番 SPS-125（C）

種類 単結晶シリコン太陽電池

出力 205W

製品寸法 （巾）801×（高さ）1595×（厚み）40mm

製品質量 19kg

■蓄電池

品番 SPS-125（B）

種類 ディープサイクル型鉛蓄電池

蓄電量 2.4kWh（12V 100Ah 2ヶ使用）

製品寸法 （巾）330×（奥行）173×（高さ）212mm

製品質量 60kg（30kg×2ヶ）

警告

※工事の前に、必ず本書をよくお読みのうえ、正しく据え付けてください。
※ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので
す。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内
容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

　 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

　 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描
かれています。

　 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合はアース
を接続する）が描かれています。

注意

分解禁止

アースを
接続する

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。

絵表示の例

据付説明書 販売店（工事店）様用  P14～P39

警 告

1

強　制

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形
状を確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることが
あります。

太陽電池モジュ－ルを分解しないでください。

火災、感電、けがの原因になります。

強　制

太陽電池モジュ－ルによる感電・ショ－トに注意
してください。

太陽電池モジュ－ルには遮光シ－トを掛け、接
続が終わるまでとらないでください。

強　制

太陽電池モジュ－ル・架台・取付金具・ネジ等は
説明書に従って確実に取り付けてください。

落下や飛散の原因となります。

強　制

太陽電池モジュ－ルの配線工事途中の電線の先
端は、必ず絶縁処理を行ってください。

火災、感電の原因となります。 強　制

工事部品は付属品または当社指定品を必ず使用
し、説明書に従い確実に取り付けてください。

火災、感電の原因となります。

強　制

蓄電池の極性を間違えないように接続してくだ
さい。

極性を逆にすると火災や機器破損の原因となり
ます。

禁　止

太陽電池モジュ－ルのバックシ－ト（裏面）に傷
を付けないでください。

火災、感電の原因となります。

太陽電池モジュ－ルのガラス面に人が乗ったり、
物を載せたりしないでください。

ガラスが割れるなど、破損の恐れがあります。禁　止

分解禁止

消費電力 210W

揚水量 21L/分（全揚程12mのとき）

屋外型
コンセント
（オプション）

出力電圧 AC100V

定格出力 200W

出力周波数 55Hz

出力波形 矩形波

差し込み口数 2口

※オプション（品番SPS-125（K））は別売部品となります。

強　制

蓄電池を設置、保守または点検をする場合は、
ゴム手袋着用などの安全対策をしてください。

安全対策なしで作業すると感電の原因となりま
す。
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安全上のご注意
据付説明書

1

強　制

蓄電池の清掃や点検は、蓄電池から離れたとこ
ろで金属部分に触れるなどして、身体に帯電し
ている静電気を取り除いてから始めてください。
また、乾布、はたきがけによる清掃をしないでく
ださい。清掃は水を含んだ布などで行ってくだ
さい。

静電気によるスパ－クは、蓄電池の引火爆発の
原因となります。

蓄電池の＋端子と－端子を針金などの金属類で
接続しないでください。また、ドライバ－、スパ
ナ、トルクレンチなどの金属工具はビニルテ－プ
などで絶縁処理したものを使用してください。

蓄電池の端子を金属類で短絡すると、やけどや
感電、蓄電池の破損や引火爆発の原因となりま
す。

禁　止

禁　止

蓄電池を正立から90°を超えて倒して設置しな
いでください。

蓄電池を漏液させる原因となります。

強　制

配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に
従って安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあり
ます。

禁　止

湿気の多い場所（温度、湿度変化の大きい場所）
や水の入るおそれのある場所には設置しないでく
ださい。

感電や異常作動して、けがをすることがあり
ます。

強　制

蓄電池は、内部に劇物の希硫酸を保持していま
す。蓄電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着し
た場合は、すぐに多量の水で洗い流してくださ
い。また、液が目に入ったときは、すぐに多量の
水道水などのきれいな水で洗った後、医師の治
療を受けてください。

希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くとやけど
の原因となります。

分解禁止

蓄電池を分解、改造、破壊しないでください。

蓄電池を漏液、発熱、爆発させる原因となります。

ア－ス線を（Ｄ種以上の接地工事にて）必ず取
り付けてください。

火災・感電の原因となります。アースを
接続する

警 告

強　制

お手入れの際は、必ず制御ボックス内の3つのブ
レ－カ－を全て「切」にした状態で行ってください。
また、ぬれた手でブレーカーを操作しないでくだ
さい。

感電やけがをすることがあります。

強　制

工事後、ポンプカバ－は必ずかぶせてください。

雨水やほこり、絶縁劣化などで、感電や火災の
恐れがあります。

警 告

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修
理・改造は行わないでください。

発火したり、異常作動して、けがをすることが
あります。

禁　止

蓄電池の＋端子と－端子には、同時に触れない
でください。

感電の恐れがあります。

禁　止

落雷があった場合は、機器に触れないでくださ
い。

感電の恐れがあります。 強　制

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止
のため、制御ボックス内の3つのブレ－カ－を全て
「切」にしてお買い上げの販売店（工事店）に必
ず点検・修理をご依頼ください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐れが
あります。

禁　止

電源コ－ドを傷付けたり、破損したり、加工し
たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
たばねたりしないでください。
また、重いものを載せたり、挟み込んだり、加
工したりしないでください。

電源コ－ドが破損し、火災、感電の原因になり
ます。

接触禁止

ポンプの圧力センサや制御ボックスなどの内
部には手を触れないでください。

故障や感電のおそれがあります。

強　制

蓄電池は取扱説明書または、機器に記載された
交換時期までに交換してください。

交換時期を過ぎて使用した場合、電槽の破損に
よる漏液、リ－クによる火災の原因となります。

蓄電池を火中に投入したり、加熱しないでくだ
さい。

引火爆発の原因となります。火気禁止

禁　止 禁　止

強　制

高周波、無線機器などがある場所には設置しな
いでください。

誤作動により発煙、発火する原因になります。

機械および化学工場（酸・アルカリ・有機溶剤・
塗料などの有害ガス、腐食性成分を含んだガス
が発生する場所）、またはほこりの多い場所に
は設置しないでください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐れが
あります。

太陽電池モジュ－ルに積もった雪が落ちても、
けがや器物損壊のないようにしてください。

けがや器物損壊の原因になります。

注 意

蓄電池を他の機器へ接続しないでください。

他の機器へ接続すると蓄電池を漏液、発熱、爆
発させたり、火災ややけどの原因になる恐れが
あります。

禁　止

強　制

蓄電池をお買い上げ後、初めてご使用の場合、錆、
ひび、変形、発熱、その他の異常があるときは、
使用しないでお買い上げの販売店（工事店）に
ご連絡ください。

異常のあるまま使用すると、蓄電池を漏液、発熱、
爆発させる原因になる恐れがあります。

強　制

接地工事は通電前に必ず行ってください。

故障や漏電のときに、感電する恐れがあります。

強　制

配線を取り付けたり、取り外したりする場合は、
必ず制御ボックス内の 3 つのブレーカーを全て
「切」にしてください。

感電やけがをすることがあります。

強　制

蓄電池は使用時・未使用時に関わらず子供が触
れないようにしてください。

感電やけがをすることがあります。
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安全上のご注意
据付説明書

1

強　制

蓄電池の清掃や点検は、蓄電池から離れたとこ
ろで金属部分に触れるなどして、身体に帯電し
ている静電気を取り除いてから始めてください。
また、乾布、はたきがけによる清掃をしないでく
ださい。清掃は水を含んだ布などで行ってくだ
さい。

静電気によるスパ－クは、蓄電池の引火爆発の
原因となります。

蓄電池の＋端子と－端子を針金などの金属類で
接続しないでください。また、ドライバ－、スパ
ナ、トルクレンチなどの金属工具はビニルテ－プ
などで絶縁処理したものを使用してください。

蓄電池の端子を金属類で短絡すると、やけどや
感電、蓄電池の破損や引火爆発の原因となりま
す。

禁　止

禁　止

蓄電池を正立から90°を超えて倒して設置しな
いでください。

蓄電池を漏液させる原因となります。

強　制

配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に
従って安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあり
ます。

禁　止

湿気の多い場所（温度、湿度変化の大きい場所）
や水の入るおそれのある場所には設置しないでく
ださい。

感電や異常作動して、けがをすることがあり
ます。

強　制

蓄電池は、内部に劇物の希硫酸を保持していま
す。蓄電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着し
た場合は、すぐに多量の水で洗い流してくださ
い。また、液が目に入ったときは、すぐに多量の
水道水などのきれいな水で洗った後、医師の治
療を受けてください。

希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くとやけど
の原因となります。

分解禁止

蓄電池を分解、改造、破壊しないでください。

蓄電池を漏液、発熱、爆発させる原因となります。

ア－ス線を（Ｄ種以上の接地工事にて）必ず取
り付けてください。

火災・感電の原因となります。アースを
接続する

警 告

強　制

お手入れの際は、必ず制御ボックス内の3つのブ
レ－カ－を全て「切」にした状態で行ってください。
また、ぬれた手でブレーカーを操作しないでくだ
さい。

感電やけがをすることがあります。

強　制

工事後、ポンプカバ－は必ずかぶせてください。

雨水やほこり、絶縁劣化などで、感電や火災の
恐れがあります。

警 告

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修
理・改造は行わないでください。

発火したり、異常作動して、けがをすることが
あります。

禁　止

蓄電池の＋端子と－端子には、同時に触れない
でください。

感電の恐れがあります。

禁　止

落雷があった場合は、機器に触れないでくださ
い。

感電の恐れがあります。 強　制

動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止
のため、制御ボックス内の3つのブレ－カ－を全て
「切」にしてお買い上げの販売店（工事店）に必
ず点検・修理をご依頼ください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐れが
あります。

禁　止

電源コ－ドを傷付けたり、破損したり、加工し
たり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
たばねたりしないでください。
また、重いものを載せたり、挟み込んだり、加
工したりしないでください。

電源コ－ドが破損し、火災、感電の原因になり
ます。

接触禁止

ポンプの圧力センサや制御ボックスなどの内
部には手を触れないでください。

故障や感電のおそれがあります。

強　制

蓄電池は取扱説明書または、機器に記載された
交換時期までに交換してください。

交換時期を過ぎて使用した場合、電槽の破損に
よる漏液、リ－クによる火災の原因となります。

蓄電池を火中に投入したり、加熱しないでくだ
さい。

引火爆発の原因となります。火気禁止

禁　止 禁　止

強　制

高周波、無線機器などがある場所には設置しな
いでください。

誤作動により発煙、発火する原因になります。

機械および化学工場（酸・アルカリ・有機溶剤・
塗料などの有害ガス、腐食性成分を含んだガス
が発生する場所）、またはほこりの多い場所に
は設置しないでください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐れが
あります。

太陽電池モジュ－ルに積もった雪が落ちても、
けがや器物損壊のないようにしてください。

けがや器物損壊の原因になります。

注 意

蓄電池を他の機器へ接続しないでください。

他の機器へ接続すると蓄電池を漏液、発熱、爆
発させたり、火災ややけどの原因になる恐れが
あります。

禁　止

強　制

蓄電池をお買い上げ後、初めてご使用の場合、錆、
ひび、変形、発熱、その他の異常があるときは、
使用しないでお買い上げの販売店（工事店）に
ご連絡ください。

異常のあるまま使用すると、蓄電池を漏液、発熱、
爆発させる原因になる恐れがあります。

強　制

接地工事は通電前に必ず行ってください。

故障や漏電のときに、感電する恐れがあります。

強　制

配線を取り付けたり、取り外したりする場合は、
必ず制御ボックス内の 3 つのブレーカーを全て
「切」にしてください。

感電やけがをすることがあります。

強　制

蓄電池は使用時・未使用時に関わらず子供が触
れないようにしてください。

感電やけがをすることがあります。



－17－ －18－

安全上のご注意
据付説明書

1

注 意

強　制

ポンプの設置場所の床面が防水処理・排水処理
されているか確認してください。

水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐
れがあります。

有機溶剤（アセトン、トルエン、キシレン、メチル
エチルケトン、酢酸エチル、エチルアルコ－ル、メ
チルアルコ－ルなど）、酢酸、燃料（ガソリン、ベン
ジン、シンナ－など）、油類、防さび剤、洗剤、塗料
（ラッカ－、ペンキなど）、清掃用具（ウェット
ティッシュ、科学雑巾、化学モップ、床用ワックス、
床用クリ－ナ－など）、薬品類及びその他類似品
を蓄電池の電槽、ふたに触れさせないでくださ
い。

蓄電池の電槽、ふたに割れが起こり、液漏れの原
因になる恐れがあります。

禁　止

禁　止

空運転（ポンプに水のない状態での運転はしな
いでください。

ポンプの故障の原因になります。 禁　止

水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使
用しないでください。

ポンプの故障の原因になります。

据付作業は2名以上で行なってください。

けがをするおそれがあります。

禁　止

このポンプは水以外の液体や温水には使用しな
いでください。

ポンプの故障の原因になります。 禁　止

ポンプに毛布や布などをかぶせたり、ポンプカ
バ－内や制御ボックス内に何も入れたりしない
でください。

過熱して発火したり、故障の原因になります。

禁　止

電源を投入した後は、制御ボックスの扉を開け
たままにしたり、充電部に触れないでください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐れが
あります。

接触禁止

ポンプやモ－タ、電装ケース、電装カバーに触れ
ないでください。

高温になっているため、やけどの原因になります。

注 意

強　制 禁　止

機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしない
でください。

変形、破損により、けがをする恐れがあります。

メンテナンス時以外は、制御ボックスの扉は閉
めておいてください。

雨水やほこり、絶縁劣化などで、感電や火災の恐
れがあります。

強　制 強　制

蓄電池を交換する際は、極性を間違えないよ
うに接続してください。

故障や漏電のときに、感電する恐れがあります。

お 願 い

¡使用済みの鉛蓄電池は、リサイクルを奨めています。
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・環境関連法に則って、処理業者に委託してください。

¡機器が修理不可能なほどの損傷を受けた場合、または、機器を廃棄する場合には、蓄電池、太陽電池モジュールなど、
その地域の廃棄物に関する法規に準拠して廃棄してください。（地域により罰せられることがあります。）

禁　止

蓄電池の端子に直接ハンダ付けをしないでくだ
さい。

蓄電池を漏液させる原因になる恐れがあります。 禁　止

蓄電池をぶつけたり落下させたりして強い衝撃
を加えないでください。また、激しい振動の加
わる場所で使用しないでください。

蓄電池の破損の原因になる恐れがあります。

禁　止

蓄電池を炎天下の自動車内、直射日光の強い
ところ、スト－ブの前面など、50℃を超える場
所で使用したり保管したりしないでください。

蓄電池の性能や寿命を低下させたり、蓄電池の
漏液や破損、変形の原因になる恐れがあります。

強　制

蓄電池の使用温度範囲は次のとおりです。
　放電：－15～50℃（機器使用時）
　充電：0～40℃
　保存：－15～40℃（できるだけ30℃以下に
　　　  なるようにしてください。）

この温度範囲以外では、蓄電池の性能や寿命を
低下させたり、蓄電池の漏液や破損、変形の原
因になる恐れがあります。
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安全上のご注意
据付説明書
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いでください。
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過熱して発火したり、故障の原因になります。

禁　止

電源を投入した後は、制御ボックスの扉を開け
たままにしたり、充電部に触れないでください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐れが
あります。

接触禁止

ポンプやモ－タ、電装ケース、電装カバーに触れ
ないでください。

高温になっているため、やけどの原因になります。

注 意

強　制 禁　止

機器の上に物を載せたり、人が乗ったりしない
でください。

変形、破損により、けがをする恐れがあります。

メンテナンス時以外は、制御ボックスの扉は閉
めておいてください。

雨水やほこり、絶縁劣化などで、感電や火災の恐
れがあります。

強　制 強　制

蓄電池を交換する際は、極性を間違えないよ
うに接続してください。

故障や漏電のときに、感電する恐れがあります。

お 願 い

¡使用済みの鉛蓄電池は、リサイクルを奨めています。
　廃棄物の処理及び清掃に関する法律・環境関連法に則って、処理業者に委託してください。

¡機器が修理不可能なほどの損傷を受けた場合、または、機器を廃棄する場合には、蓄電池、太陽電池モジュールなど、
その地域の廃棄物に関する法規に準拠して廃棄してください。（地域により罰せられることがあります。）

禁　止

蓄電池の端子に直接ハンダ付けをしないでくだ
さい。

蓄電池を漏液させる原因になる恐れがあります。 禁　止

蓄電池をぶつけたり落下させたりして強い衝撃
を加えないでください。また、激しい振動の加
わる場所で使用しないでください。

蓄電池の破損の原因になる恐れがあります。

禁　止

蓄電池を炎天下の自動車内、直射日光の強い
ところ、スト－ブの前面など、50℃を超える場
所で使用したり保管したりしないでください。

蓄電池の性能や寿命を低下させたり、蓄電池の
漏液や破損、変形の原因になる恐れがあります。

強　制

蓄電池の使用温度範囲は次のとおりです。
　放電：－15～50℃（機器使用時）
　充電：0～40℃
　保存：－15～40℃（できるだけ30℃以下に
　　　  なるようにしてください。）

この温度範囲以外では、蓄電池の性能や寿命を
低下させたり、蓄電池の漏液や破損、変形の原
因になる恐れがあります。
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据付説明書 据付説明書

開 梱

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることがあります。

強　制

製品がお手元に届きましたら、下記項目において欠品や不具合な点がございましたら、ご購入先へご連絡ください。

¡上枠を固定している木ネジ12本を外し
てから、上枠を取り除いてください。

¡下枠と架台を固定しているボルト4本を
外してから、下枠を取り除いてください。

¡保護ビニ－ルを取り除いてください。

SPS-125（E） （制御部）

梱包明細書

1. SPS-125（P）（ポンプ部）

　　　　　 名 称 員 数

ポンプ 1

ユニオンソケット（3/4”） 2

ストレ－ナ－（3/4”） 1

取扱・据付説明書 1

保証書 1

3. SPS-125（C）（太陽電池モジュール）

　　　　　 名 称 員 数

太陽電池モジュール＋取付金具 1

ボルトワッシャ（M8） 8

バネワッシャ（M8） 8

六角ナット（M8） 8

保証書 1

2. SPS-125（E）（制御部）

　　　　　 名 称 員 数

架台＋制御ボックス 1

蓄電池用接続ケーブル 1

鍵 2

インシュロック 8

保証書 1

4. SPS-125（B）（蓄電池）

　　　　  名 称 員 数

蓄電池 2

保証書 2

※南京錠・アンカーボルトは付属していません。
　南京錠のサイズはP.37をご参照ください。

上枠

架台

下枠

木ネジ

ボルト

4仕 様3
■ソーラー井戸ポンプシステム全体

品番 SPS-125

最大揚水量（満充電時） 14,000L（定格時）

使用場所 屋外用

ソーラー～ポンプ間コード長さ 10m

製品質量 155kg

■ポンプ部

品番 SPS-125（P）

電動機

種類 DCブラシレスモータ

電源 DC24V

出力 125W

ポンプ

吸上げ高さ 8m 2m

押上げ高さ 7m 13m

起動時の圧力
標準モード 高圧モード

80kPa 140kPa

停止時の流量 4L/min

圧力
タンク

方式 予圧式

予圧力 70kPa

有効全容積 1L

配管
吸込管 20mm（3/4B）

吐出管 20mm（3/4B）

製品寸法 （巾）301×（奥行）305×（高さ）297mm

電源コードの長さ 約10m

製品質量 17kg

■制御部

品番 SPS-125（E）

充電方式 MPPT方式

ソーラーパネル
設置角度 30°

製品寸法 （巾）710×（奥行）1140×（高さ）900mm

製品質量 59kg

■太陽電池モジュール

品番 SPS-125（C）

種類 単結晶シリコン太陽電池

出力 205W

製品寸法 （巾）801×（高さ）1595×（厚み）40mm

製品質量 19kg

■蓄電池

品番 SPS-125（B）

種類 ディープサイクル型鉛蓄電池

蓄電量 2.4kWh（12V 100Ah 2ヶ使用）

製品寸法 （巾）330×（奥行）173×（高さ）212mm

製品質量 60kg（30kg×2ヶ）

消費電力 210W

揚水量 21L/分（全揚程12mのとき）

屋外型
コンセント
（オプション）

出力電圧 AC100V

定格出力 200W

出力周波数 55Hz

出力波形 矩形波

差し込み口数 2口

※オプション（品番SPS-125（K））は別売部品となります。
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据付説明書 据付説明書

開 梱

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることがあります。

強　制

製品がお手元に届きましたら、下記項目において欠品や不具合な点がございましたら、ご購入先へご連絡ください。

¡上枠を固定している木ネジ12本を外し
てから、上枠を取り除いてください。

¡下枠と架台を固定しているボルト4本を
外してから、下枠を取り除いてください。

¡保護ビニ－ルを取り除いてください。

SPS-125（E） （制御部）

梱包明細書

1. SPS-125（P）（ポンプ部）

　　　　　 名 称 員 数

ポンプ 1

ユニオンソケット（3/4”） 2

ストレ－ナ－（3/4”） 1

取扱・据付説明書 1

保証書 1

3. SPS-125（C）（太陽電池モジュール）

　　　　　 名 称 員 数

太陽電池モジュール＋取付金具 1

ボルトワッシャ（M8） 8

バネワッシャ（M8） 8

六角ナット（M8） 8

保証書 1

2. SPS-125（E）（制御部）

　　　　　 名 称 員 数

架台＋制御ボックス 1

蓄電池用接続ケーブル 1

鍵 2

インシュロック 8

保証書 1

4. SPS-125（B）（蓄電池）

　　　　  名 称 員 数

蓄電池 2

保証書 2

※南京錠・アンカーボルトは付属していません。
　南京錠のサイズはP.37をご参照ください。

上枠

架台

下枠

木ネジ

ボルト

4仕 様3
■ソーラー井戸ポンプシステム全体

品番 SPS-125

最大揚水量（満充電時） 14,000L（定格時）

使用場所 屋外用

ソーラー～ポンプ間コード長さ 10m

製品質量 155kg

■ポンプ部

品番 SPS-125（P）

電動機

種類 DCブラシレスモータ

電源 DC24V

出力 125W

ポンプ

吸上げ高さ 8m 2m

押上げ高さ 7m 13m

起動時の圧力
標準モード 高圧モード

80kPa 140kPa

停止時の流量 4L/min

圧力
タンク

方式 予圧式

予圧力 70kPa

有効全容積 1L

配管
吸込管 20mm（3/4B）

吐出管 20mm（3/4B）

製品寸法 （巾）301×（奥行）305×（高さ）297mm

電源コードの長さ 約10m

製品質量 17kg

■制御部

品番 SPS-125（E）

充電方式 MPPT方式

ソーラーパネル
設置角度 30°

製品寸法 （巾）710×（奥行）1140×（高さ）900mm

製品質量 59kg

■太陽電池モジュール

品番 SPS-125（C）

種類 単結晶シリコン太陽電池

出力 205W

製品寸法 （巾）801×（高さ）1595×（厚み）40mm

製品質量 19kg

■蓄電池

品番 SPS-125（B）

種類 ディープサイクル型鉛蓄電池

蓄電量 2.4kWh（12V 100Ah 2ヶ使用）

製品寸法 （巾）330×（奥行）173×（高さ）212mm

製品質量 60kg（30kg×2ヶ）

消費電力 210W

揚水量 21L/分（全揚程12mのとき）

屋外型
コンセント
（オプション）

出力電圧 AC100V

定格出力 200W

出力周波数 55Hz

出力波形 矩形波

差し込み口数 2口

※オプション（品番SPS-125（K））は別売部品となります。
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湿気の多い場所（温度、湿度変化の大きい
場所）や水の入るおそれのある場所には設
置しないでください。

感電や異常作動して、けがをすることがあ
ります。

建物の屋上や屋根上には設置しないでくだ
さい。

機器が落下したりして、大きな被害につな
がる恐れがあります。

禁　止 禁　止

据え付け
据付説明書

5
制御部・太陽電池モジュールの据え付け場所の選定5-1 設置地面の基礎工事5-2

警 告

機械および化学工場（酸・アルカリ・有機溶
剤・塗料などの有害ガス、腐食性成分を含ん
だガスが発生する場所）、またはほこりの多
い場所には設置しないでください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐
れがあります。

高周波、無線機器などがある場所には設置
しないでください。

誤作動により発煙、発火する原因になりま
す。

禁　止 禁　止

注 意

¡太陽電池モジュ－ルは屋外の太陽光を直接受ける日当たりの良い場所に設置してください。
（晴天時に1日4時間以上（正午前後）、太陽電池モジュ－ル全面に直射日光が当ること）

¡建物や樹木の影にならない場所に設置してください。
（太陽電池モジュ－ルは日陰では発電しません。また一部が陰になっても発電量はゼロ近くになります）

¡太陽電池モジュ－ルの設置の方角は南側に向けてください。（真南を推奨します）
（太陽電池モジュ－ルを北側に向けて設置すると、発電量が少なくなります）
（太陽電池モジュ－ルの傾斜角度は30°になっております）

¡塩害仕様ではありませんので、塩害を受ける可能性のある場所への設置はしないでください。

¡凍結の可能性のある地域では、凍結防止対策を行ってください。（P.33参照）

¡常に水のかかる場所への設置はしないでください。（建物軒下の真下など）

¡腐食性の物質がかかる場所への設置はしないでください。（温泉など）

コンクリート基礎
コンクリ－ト基礎面は平滑に仕上げてください。
アンカ－ボルトは付属しておりませんので、あらかじめ用意してください。
コンクリ－ト基礎には、塩分を含む砂、および塩素系のモルタル混和剤を使用しないでください。

230

1450以上

305±2 715±2

6
8
0
±
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1
0
0
0
以
上

（
1
0
3
4
）

（
2
3
6
）

10
0

強　制

設置場所の床面が防水処理・排水処理され
ているか確認してください。

水没した場合、大きな被害につながる恐れ
があります。

6×M10
アンカーボルト

801

1595
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湿気の多い場所（温度、湿度変化の大きい
場所）や水の入るおそれのある場所には設
置しないでください。

感電や異常作動して、けがをすることがあ
ります。

建物の屋上や屋根上には設置しないでくだ
さい。

機器が落下したりして、大きな被害につな
がる恐れがあります。

禁　止 禁　止

据え付け
据付説明書

5
制御部・太陽電池モジュールの据え付け場所の選定5-1 設置地面の基礎工事5-2

警 告

機械および化学工場（酸・アルカリ・有機溶
剤・塗料などの有害ガス、腐食性成分を含ん
だガスが発生する場所）、またはほこりの多
い場所には設置しないでください。

感電や漏電・ショ－トなどによる火災の恐
れがあります。

高周波、無線機器などがある場所には設置
しないでください。

誤作動により発煙、発火する原因になりま
す。

禁　止 禁　止

注 意

¡太陽電池モジュ－ルは屋外の太陽光を直接受ける日当たりの良い場所に設置してください。
（晴天時に1日4時間以上（正午前後）、太陽電池モジュ－ル全面に直射日光が当ること）

¡建物や樹木の影にならない場所に設置してください。
（太陽電池モジュ－ルは日陰では発電しません。また一部が陰になっても発電量はゼロ近くになります）

¡太陽電池モジュ－ルの設置の方角は南側に向けてください。（真南を推奨します）
（太陽電池モジュ－ルを北側に向けて設置すると、発電量が少なくなります）
（太陽電池モジュ－ルの傾斜角度は30°になっております）

¡塩害仕様ではありませんので、塩害を受ける可能性のある場所への設置はしないでください。

¡凍結の可能性のある地域では、凍結防止対策を行ってください。（P.33参照）

¡常に水のかかる場所への設置はしないでください。（建物軒下の真下など）

¡腐食性の物質がかかる場所への設置はしないでください。（温泉など）

コンクリート基礎
コンクリ－ト基礎面は平滑に仕上げてください。
アンカ－ボルトは付属しておりませんので、あらかじめ用意してください。
コンクリ－ト基礎には、塩分を含む砂、および塩素系のモルタル混和剤を使用しないでください。

230

1450以上

305±2 715±2

6
8
0
±
2

1
0
0
0
以
上

（
1
0
3
4
）

（
2
3
6
）

10
0

強　制

設置場所の床面が防水処理・排水処理され
ているか確認してください。

水没した場合、大きな被害につながる恐れ
があります。

6×M10
アンカーボルト

801

1595
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据え付け
据付説明書

5
制御部の据え付け5-4設置地面の必要強度5-3

アレイ（太陽電池モジュ－ル）が強風で飛ばされないようにするためには、固定荷重が風圧荷重を上回っていなければな
りません。（JIS C 8955 太陽電池アレイ用支持物設計標準に準拠してください）
アレイに作用する風圧荷重（負圧）を求めるには、本システムの制御部と太陽電池モジュ－ルの合計質量を約95kg、ア
レイの傾斜角度を30°とし、仮に基準風速を34m/s、地表面粗度区分をⅡと想定した場合、計算上は以下の通りとなり
ます。

※実際の設置では、設置場所の環境等を考慮し、上記計算値に適切な安全率を掛けた値となる基礎工事を行って
　ください。

アレイに作用する風圧荷重（負圧）

　●風圧荷重（Wp）＝風力係数（Cw）×速度圧（qp）×受風面積（Aw）
　　　・風力係数（Cw）＝0.71+0.016θ　　（θ：傾斜角度=30°）
　　　　　　　　　　　＝0.71+0.016×30
　　　　　　　　　　　＝1.19
　　　・速度圧（qp）＝基準風速（Vo）2×0.6×環境係数（E）×用途係数（I）
　　　　　　　　　基準風速：Vo＝34
　　　　　　　　　環境係数：E＝高さによる補正値（Er）2×風速の変動による補正値（Gf）
　　　　　　　　　高さによる補正値（Er）＝1.7（Zb÷Zg）α

　　　　　　　　　Er＝1.7（5/350）0.15＝0.85
　　　　　　　　　E＝0.852×2.2＝1.58
　　　　　　　　　用途係数：I＝1.0
　　　よって、速度圧（qp）＝34m2×0.6×1.58×1.0
　　　　　　　　　　　　＝1095.88N
　　　風圧荷重（Wp）＝1.19×1095.88×1.0
　　　　　　　　　　＝1304.1N
　　　1kgf＝9.81Nにより、
　　　1304.1÷9.81N＝132.9kg（アレイ1m2あたりに132.9kg の重量が必要）

本システムのアレイ面積は1.28m2であり、風圧荷重（Wp）は、
　　　Wp=132.9kgf×1.28＝170.2kgf

基礎に求められる重量（P）＝170.2kgf－95kg（本体質量）＝75.2kg 以上

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることがあります。

強　制

架台をコンクリ－ト基礎のアンカ－ボル
トの位置に合わせて設置し、ボルトワッ
シャ－、バネワッシャ－、六角ボルト（各
Ｍ10）を指定のトルクで締付けてくださ
い。（6箇所）

アンカ－ボルト、ワッシャ－、ナット等は
付属しておりません。

※締付けトルク：8N・m（82kgf・cm）以上

1

架台

コンクリート基礎

六角ナットM10

バネワッシャM10

ボルトワッシャM10

　　　　　　　　　　　地表面粗度区分

都市計画区域外にあって極めて平坦で傷害物がないものとして
特定行政庁が定める区域（海岸沿い）

都市計画区域外にあって地表面粗度区分Ⅰ以外の区域（田園地域）

都市計画区域内にあって、地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、
海岸線又は湖岸線までの距離が500ｍ以内の地域

地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域

都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして
特定行政庁が規則で定める区域Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

5

5

5

10

250

Zb Zg

350

450

550

0.10

α

0.15

0.20

0.27

2

Gf

2.2

2.5

3.1

（※JIS C 8955から抜粋）
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5
制御部の据え付け5-4設置地面の必要強度5-3

アレイ（太陽電池モジュ－ル）が強風で飛ばされないようにするためには、固定荷重が風圧荷重を上回っていなければな
りません。（JIS C 8955 太陽電池アレイ用支持物設計標準に準拠してください）
アレイに作用する風圧荷重（負圧）を求めるには、本システムの制御部と太陽電池モジュ－ルの合計質量を約95kg、ア
レイの傾斜角度を30°とし、仮に基準風速を34m/s、地表面粗度区分をⅡと想定した場合、計算上は以下の通りとなり
ます。

※実際の設置では、設置場所の環境等を考慮し、上記計算値に適切な安全率を掛けた値となる基礎工事を行って
　ください。

アレイに作用する風圧荷重（負圧）

　●風圧荷重（Wp）＝風力係数（Cw）×速度圧（qp）×受風面積（Aw）
　　　・風力係数（Cw）＝0.71+0.016θ　　（θ：傾斜角度=30°）
　　　　　　　　　　　＝0.71+0.016×30
　　　　　　　　　　　＝1.19
　　　・速度圧（qp）＝基準風速（Vo）2×0.6×環境係数（E）×用途係数（I）
　　　　　　　　　基準風速：Vo＝34
　　　　　　　　　環境係数：E＝高さによる補正値（Er）2×風速の変動による補正値（Gf）
　　　　　　　　　高さによる補正値（Er）＝1.7（Zb÷Zg）α

　　　　　　　　　Er＝1.7（5/350）0.15＝0.85
　　　　　　　　　E＝0.852×2.2＝1.58
　　　　　　　　　用途係数：I＝1.0
　　　よって、速度圧（qp）＝34m2×0.6×1.58×1.0
　　　　　　　　　　　　＝1095.88N
　　　風圧荷重（Wp）＝1.19×1095.88×1.0
　　　　　　　　　　＝1304.1N
　　　1kgf＝9.81Nにより、
　　　1304.1÷9.81N＝132.9kg（アレイ1m2あたりに132.9kg の重量が必要）

本システムのアレイ面積は1.28m2であり、風圧荷重（Wp）は、
　　　Wp=132.9kgf×1.28＝170.2kgf

基礎に求められる重量（P）＝170.2kgf－95kg（本体質量）＝75.2kg 以上

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることがあります。

強　制

架台をコンクリ－ト基礎のアンカ－ボル
トの位置に合わせて設置し、ボルトワッ
シャ－、バネワッシャ－、六角ボルト（各
Ｍ10）を指定のトルクで締付けてくださ
い。（6箇所）

アンカ－ボルト、ワッシャ－、ナット等は
付属しておりません。

※締付けトルク：8N・m（82kgf・cm）以上

1

架台

コンクリート基礎

六角ナットM10

バネワッシャM10

ボルトワッシャM10

　　　　　　　　　　　地表面粗度区分

都市計画区域外にあって極めて平坦で傷害物がないものとして
特定行政庁が定める区域（海岸沿い）

都市計画区域外にあって地表面粗度区分Ⅰ以外の区域（田園地域）

都市計画区域内にあって、地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、
海岸線又は湖岸線までの距離が500ｍ以内の地域

地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域

都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして
特定行政庁が規則で定める区域Ⅰ、Ⅱ又はⅣ以外の区域

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
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（※JIS C 8955から抜粋）
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5
太陽電池モジュ－ルの据え付け、ケーブル接続5-5

太陽電池モジュールのケ－ブルを上側にして、
取付金具のＭ8（8箇所）ネジの先端を架台の
取付穴に挿入してください。

1

太陽電池モジュール側のコネクタと制御ボック
ス側のコネクタを接続してください。

3
太陽電池モジュ－ル用ケーブルは、余分な
たるみがないように付属のインシュロックで
架台の各箇所へ①～⑧の順で取付けてくださ
い。

4

付属のボルトワッシャ、バネワッシャ、六角
ナット（各Ｍ8）を指定のトルクで締付けてく
ださい。（8箇所）

※締付けトルク：5N・m（51kgf・cm）以上

2

強　制

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を
確認し、安全に作業を行ってください。

感電やけがをすることがあります。
強　制

配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従っ
て安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。

太陽電池モジュ－ルを分解しないでください。

火災、感電、けがの原因になります。

強　制

太陽電池モジュ－ルによる感電・ショ－トに注意し
てください。

太陽電池モジュ－ルには遮光シ－トを掛け、接続
が終わるまでとらないでください。

強　制

太陽電池モジュ－ル設置の際は、必ず制御ボックス内の3
つのブレ－カ－を全て「切」にした状態で行ってください。

感電やけがをすることがあります。
強　制

太陽電池モジュ－ル・架台・取付金具・ネジ等は説
明書に従って確実に取り付けてください。

落下や飛散の原因となります。

強　制

太陽電池モジュ－ルの配線工事途中の電線の先端
は、必ず絶縁処理を行ってください。

火災、感電の原因となります。

電源コ－ドを傷付けたり、破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね
たりしないでください。また、重いものを載せたり、
挟み込んだり、加工したりしないでください。

電源コ－ドが破損し、火災、感電の原因になります。

警 告

禁　止

禁　止

太陽電池モジュ－ルのガラス面に人が乗ったり、
物を載せたりしないでください。

ガラスが割れるなど、破損の恐れがあります。

太陽電池モジュ－ルのバックシ－ト（裏面）に傷を
付けないでください。

火災、感電の原因となります。
禁　止

強　制

太陽電池モジュ－ルに積もった雪が落ちても、けが
や器物損壊のないようにしてください。

けがや器物損壊の原因になります。

研磨剤または電気掃除機を使用しないでください。

製品の安全性に悪影響を与える可能性があります。

太陽電池モジュ－ルの洗浄には脱脂剤を使用しな
いでください。

製品の安全性に悪影響を与える可能性があります。

注 意

禁　止

禁　止

太陽電池モジュールのケ－ブルが傷付いたり、架台等に挟み込まないように注意してください。

ご注意

コネクタは根元まで確実に差し込んでください。一度
取付けると容易には外れない構造になっています。

ご注意

六角ナットM8
バネワッシャM8
ボルトワッシャM8

太陽電池モジュール側
コネクタ

制御
ボックス側
コネクタ配線図

分解禁止

太陽電池モジュール

ポンプ コネクタ 蓄電池

＋
（赤）

－
（黒）

アクセサリー用

表示器

赤 黒

赤 黒

赤
＋
黒
－
赤
＋
黒
－

赤
＋
黒
－

充放電
コントローラ

赤 黒

赤 黒 ＋ －

赤 黒

太陽電池モジュール
ケーブル

取付金具
架台

ボルトワッシャM8
バネワッシャM8
六角ナットM8

インシュロック
①②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

太陽電池モジュール用ケーブル
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5
太陽電池モジュ－ルの据え付け、ケーブル接続5-5

太陽電池モジュールのケ－ブルを上側にして、
取付金具のＭ8（8箇所）ネジの先端を架台の
取付穴に挿入してください。

1

太陽電池モジュール側のコネクタと制御ボック
ス側のコネクタを接続してください。

3
太陽電池モジュ－ル用ケーブルは、余分な
たるみがないように付属のインシュロックで
架台の各箇所へ①～⑧の順で取付けてくださ
い。

4

付属のボルトワッシャ、バネワッシャ、六角
ナット（各Ｍ8）を指定のトルクで締付けてく
ださい。（8箇所）

※締付けトルク：5N・m（51kgf・cm）以上

2

強　制

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を
確認し、安全に作業を行ってください。

感電やけがをすることがあります。
強　制

配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従っ
て安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。

太陽電池モジュ－ルを分解しないでください。

火災、感電、けがの原因になります。

強　制

太陽電池モジュ－ルによる感電・ショ－トに注意し
てください。

太陽電池モジュ－ルには遮光シ－トを掛け、接続
が終わるまでとらないでください。

強　制

太陽電池モジュ－ル設置の際は、必ず制御ボックス内の3
つのブレ－カ－を全て「切」にした状態で行ってください。

感電やけがをすることがあります。
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明書に従って確実に取り付けてください。
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無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね
たりしないでください。また、重いものを載せたり、
挟み込んだり、加工したりしないでください。

電源コ－ドが破損し、火災、感電の原因になります。

警 告

禁　止

禁　止
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いでください。
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注 意
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太陽電池モジュールのケ－ブルが傷付いたり、架台等に挟み込まないように注意してください。

ご注意

コネクタは根元まで確実に差し込んでください。一度
取付けると容易には外れない構造になっています。

ご注意

六角ナットM8
バネワッシャM8
ボルトワッシャM8

太陽電池モジュール側
コネクタ

制御
ボックス側
コネクタ配線図

分解禁止

太陽電池モジュール

ポンプ コネクタ 蓄電池

＋
（赤）

－
（黒）

アクセサリー用

表示器

赤 黒

赤 黒

赤
＋
黒
－
赤
＋
黒
－

赤
＋
黒
－

充放電
コントローラ

赤 黒

赤 黒 ＋ －

赤 黒

太陽電池モジュール
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取付金具
架台

ボルトワッシャM8
バネワッシャM8
六角ナットM8

インシュロック
①②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

太陽電池モジュール用ケーブル
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5
制御ボックスの扉の開閉方法5-6

ハンドルのキ－シリンダ－に付属の鍵を差し込み、
反時計回りに回転させてください。

1

ハンドルの“PUSH”部分を指先で押してください。

ハンドルのレバ－が起き上がります。

1

レバ－を反時計回りに90°回転させてください。

扉が開閉できます。

2

キーシリンダ－に付属の鍵を差し込み、時計回り
に回転させてください。

1

ポンプの据え付け、ケーブル接続5-8

強　制

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を
確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることがあります。
強　制

配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従っ
て安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。

ア－ス線を（Ｄ種以上の接地工事にて）必ず取り付
けてください。

故障や漏電のとき、感電する恐れがあります。

電源コ－ドを傷付けたり、破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばね
たりしないでください。また、重いものを載せたり、
挟み込んだり、加工したりしないでください。

電源コ－ドが破損し、火災、感電の原因になります。

警 告

アースを
接続する

禁　止

鍵はなくさないよう大切に保管してください。

ご注意

ご注意

ポンプの据え付け工事について5-9

ポンプの据え付け前のご確認5-10
制御ボックスの扉の施錠・解錠方法5-7

ハンドル

“RETURN”

“PUSH”

キーシリンダー

扉

ハンドル

開

閉

扉を開けるとき

鍵を施錠するとき

鍵を解錠するとき

扉を少し押し込みながら、レバ－を時計回りに
90°回転させてください。

1

ハンドルの”RETURN”部分を押さえ込むと、
ハンドルが固定されます。

通常は付属の鍵で施錠してください。

2

扉を閉めるとき

ハンドル

鍵

キーシリンダー

閉

開

井戸の深さを調査してください。

このポンプの吸上げ高さは最大 8ｍです。
渇水期のことも考慮して正確に測ってください。

ポンプはなるべく井戸の近くに据え付けてください。

吸込管の横引きが長くなりますと抵抗が増え、ポンプ
性能を十分に発揮できない場合があります。（横引き
10ｍは吸上げ高さ1ｍに相当します。）

凍結対策は 33 ペ－ジ「凍結防止について」の項を
ご参照のうえ、必ず行ってください。

据え付けには、点検、修理ができるスペ－スを設け
てください。

基礎は水平でしっかりしたものをご使用ください。

コンクリ－トで基礎をつくり、ポンプが傾かないように
してください。

砂を吸上げやすい井戸にはポンプの吸込側に、必ず
市販の砂取器を取り付けてください。

また吸込管の先端に付属のストレ－ナ－を必ず取り付け
てください。

吸込管の下側は渇水期のことも考え、なるべく水中
深く入れてください。

ただし、井戸底から30ｃｍ以上離してください。

砂の確認

あらかじめ、他のポンプ（手押しポンプやうず巻きポ
ンプなど）で水源の砂を取り除いてください。また、
必要に応じて市販の砂取器を取り付けてください。（イ
ンペラが砂をかみ、故障の原因になります。）

砂によるポンプの故障につきましては保証期間内でも
有償修理となりますので、揚水中に砂上がりのないよう、
十分注意して施工してください。

水栓の取付最高位置

配管や水栓・浄水器などの抵抗、ガス給湯器やシャワ
－などの必要最小圧力を考慮して、器具や水栓の取り
付け位置を決めてください。

据え付け場所の確認

砂取器

吸込管

ストレーナー
30cm以上
あける

●点検・修理のしやすい場所を選んでください。
●できるだけ水源の近くに取り付けてください。
・横引きの距離（水源からポンプまで）は、吸上高
さ（吸水面からポンプの中心まで）によって制限
されます。

・吸上高さは、渇水時の水位低下を考えて決めてく
ださい。

　　吸上高さによる横引管の長さ制限

●横引管は短かく、ポンプ側が高くなるようにしてく
ださい。

吸上高さ

横引管の長さ

8m

3m以内

7m

13m以内

6m

23m以内
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5

ソケットとハウジングは根元まで確実に差し込んでく
ださい。

ご注意

ポンプの据え付け時のご注意5-11

ポンプのケーブル接続5-12

ポンプ運転モードについて5-13

ポンプの設置場所の床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。

水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。

強　制

注 意

排水溝

カバー

防水パン

¡設置場所は漏水しても支障のない場所か、漏水しても排水が十分できる
ようにしておいてください。

¡特に2階以上に設置する場合など、床や階下に水が流出しないように、
排水の配慮が必要です。

※ポンプの寿命などで水漏れを起こした場合、発見が遅れると周囲や階下が水
浸しになり、大きな被害につながる恐れがあります。噴き出した水が、防水
パンやカバ－などで必ず排水できるようにしてください。

¡カバ－は風通しのできる構造にしてください。

¡市販の給水機器との組み合わせに際しては、下記の点にご注意ください。

①ボイラーへの給水
　減圧弁を使用して、ボイラ－に過大圧力が加わらない
ようにしてください。

②フラッシュバルブとの組み合わせ
　フラッシュバルブの使用は避けてください。
（水がとぎれます。）

吐出口 吸込口

ベッド

ベッドの 3×φ12 穴を使って、基礎に固定
してください。（P.19 参照）

吸込口、吐出口に配管を接続してください。

1

2

ブレ－カ－側リ－ド線のソケット（2Ｐ）と、
ポンプ側電源コ－ドの先端のハウジング（2
Ｐ）を接続してください。

コードブッシュのナットはゆるみのないよう
に、確実に締め付けてください。

5

6

ポンプ側の電源コードに付いているコ－ドブッシ
ュのナットを外してください。

コード先端を制御ボックスの外側からφ30穴
を通してから、コ－ドブッシュのナットを通して
ください。

3

4

ポンプカバー

コードブッシュ
（ナット）

コードブッシュ
（本体）

ポンプ側
電源コード

工場出荷時は、吸上げ高さ8ｍに設定しています。2ｍ以内の浅い井戸や受水槽からの押し上げ用として使用される場合
は、押し上げ高さを高くすることができます。
●横引き配管がある場合には、横引き管10ｍで吸上げ高さ1ｍに相当しますので加算してください。また、井戸などの
　水位低下も考慮してください。

高圧モードは吸上げ高さが2ｍ以内の場合にご使用ください。過負荷によるポンプの故障や寿命低下を防ぎます。

吸上高さ 運転モード

8～2m

2m以内

標準モード（工場出荷時設定）

高圧モード（短絡スイッチ取り外し後）

押上高

7m

13m

短絡コネクタ

有

無

起動圧力

80kPa

140kPa

吐出圧一定圧力

120kPa

170kPa

ご注意

電装カバーを取り外す

1

2

3

ポンプカバーを取り外す。

電装カバーを取り外す。

電装基板の運転モード用短絡コネクタを取り外す。

電源コード

電装基板
黒

白

黒

黒

赤

赤

白

電装基板の運転モード用
短絡コネクタを取り外す

DC24 V
電源

モータ
電源

DC
ファン

通電ランプ

運転ランプ

異常ランプ

LED1（緑）

LED2（黄）

LED3（赤）

モータ
信号入力

圧力センサ

流量センサ

温度センサ

運転モード

（未使用）

配線色 コネクタ左側より
赤、白、黒

配線色 コネクタ左側より
赤、青、緑、橙、黒

電装基板配線図

●点検修理の際は必ず制御ボックス内のブレーカー
（PUMP）を「切」にしてください。制御ボックス内
部は、ポンプ停止時も通電していますので感電の恐
れがあります。
●電装ケースのカバーは、必ず取付けてください。
●電装ケースに水がかからないようにご注意ください。
内部の電子回路がぬれますと、誤動作や漏電の原因
になります。

点検の際は必ず制御ボックス内のブレーカー（PUMP）
を「切」にしてください。
また、ぬれた手でブレーカーを操作しないでください。

感電やけがをすることがあります。
強　制
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吸込口、吐出口に配管を接続してください。

1

2

ブレ－カ－側リ－ド線のソケット（2Ｐ）と、
ポンプ側電源コ－ドの先端のハウジング（2
Ｐ）を接続してください。

コードブッシュのナットはゆるみのないよう
に、確実に締め付けてください。

5

6

ポンプ側の電源コードに付いているコ－ドブッシ
ュのナットを外してください。

コード先端を制御ボックスの外側からφ30穴
を通してから、コ－ドブッシュのナットを通して
ください。

3

4

ポンプカバー

コードブッシュ
（ナット）

コードブッシュ
（本体）

ポンプ側
電源コード

工場出荷時は、吸上げ高さ8ｍに設定しています。2ｍ以内の浅い井戸や受水槽からの押し上げ用として使用される場合
は、押し上げ高さを高くすることができます。
●横引き配管がある場合には、横引き管10ｍで吸上げ高さ1ｍに相当しますので加算してください。また、井戸などの
　水位低下も考慮してください。

高圧モードは吸上げ高さが2ｍ以内の場合にご使用ください。過負荷によるポンプの故障や寿命低下を防ぎます。

吸上高さ 運転モード

8～2m

2m以内

標準モード（工場出荷時設定）

高圧モード（短絡スイッチ取り外し後）

押上高

7m

13m

短絡コネクタ

有

無

起動圧力

80kPa

140kPa

吐出圧一定圧力

120kPa

170kPa

ご注意

電装カバーを取り外す

1

2

3

ポンプカバーを取り外す。

電装カバーを取り外す。

電装基板の運転モード用短絡コネクタを取り外す。

電源コード

電装基板
黒

白

黒

黒

赤

赤

白

電装基板の運転モード用
短絡コネクタを取り外す

DC24 V
電源

モータ
電源

DC
ファン

通電ランプ

運転ランプ

異常ランプ

LED1（緑）

LED2（黄）

LED3（赤）

モータ
信号入力

圧力センサ

流量センサ

温度センサ

運転モード

（未使用）

配線色 コネクタ左側より
赤、白、黒

配線色 コネクタ左側より
赤、青、緑、橙、黒

電装基板配線図

●点検修理の際は必ず制御ボックス内のブレーカー
（PUMP）を「切」にしてください。制御ボックス内
部は、ポンプ停止時も通電していますので感電の恐
れがあります。
●電装ケースのカバーは、必ず取付けてください。
●電装ケースに水がかからないようにご注意ください。
内部の電子回路がぬれますと、誤動作や漏電の原因
になります。

点検の際は必ず制御ボックス内のブレーカー（PUMP）
を「切」にしてください。
また、ぬれた手でブレーカーを操作しないでください。

感電やけがをすることがあります。
強　制
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強　制

強　制

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を
確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることがあります。
強　制

蓄電池は満充電で出荷されますので、極性（＋ －）
を間違えないように接続してください。

極性を逆にすると火災や機器破損の原因となります。

蓄電池を設置、保守または点検をする場合は、ゴム
手袋着用などの安全対策をしてください。

安全対策なしで作業すると感電の原因となります。
強　制

蓄電池は取扱説明書または、機器に記載された交
換時期までに交換してください。

交換時期を過ぎて使用した場合、電槽の破損によ
る漏液、リ－クによる火災の原因となります。

強　制

蓄電池の清掃や点検は、蓄電池から離れたところで
金属部分に触れるなどして、身体に帯電している静
電気を取り除いてから始めてください。
また、乾布、はたきがけによる清掃をしないでくだ
さい。清掃は水を含んだ布などで行ってください。

静電気によるスパ－クは、蓄電池の引火爆発の原
因となります。

警 告

蓄電池の＋端子と－端子を針金などの金属類で接
続しないでください。また、ドライバ－、スパナ、ト
ルクレンチなどの金属工具はビニルテ－プなどで
絶縁処理したものを使用してください。

蓄電池の端子を金属類で短絡すると、やけどや感電、
蓄電池の破損や引火爆発の原因となります。

禁　止

強　制

強　制

警 告
蓄電池を火中に投入したり、加熱しないでください。

引火爆発の原因となります。

火気禁止禁　止

蓄電池を正立から90°を超えて倒して設置しない
でください。

蓄電池を漏液させる原因となります。

配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従っ
て安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。
禁　止

禁　止

湿気の多い場所（温度、湿度変化の大きい場所）や水
の入るおそれのある場所には設置しないでください。

感電や異常作動して、けがをすることがあります。

蓄電池の＋端子と－端子には、同時に触れないでく
ださい。

感電の恐れがあります。

結線作業の際は、制御ボックス内の3つのブレ－カ
－を全て「切」にした状態で行ってください。

感電やけがをすることがあります。

強　制

蓄電池は、内部に劇物の希硫酸を保持しています。
蓄電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合
は、すぐに多量の水で洗い流してください。また、液
が目に入ったときは、すぐに多量の水道水などのき
れいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。

希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くとやけどの
原因となります。

分解禁止

蓄電池を分解、改造、破壊しないでください。

蓄電池を漏液、発熱、爆発させる原因となります。

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改
造は行わないでください。

発火したり、異常作動して、けがをすることがあります。

冬は寒い地方だけでなく、暖かい地方でも寒波の影響でポンプ、配管が凍結して破損することがあるため、次のような防
寒対策を行ってください。凍結による破損事故については責任は負えません。

屋外に据え付ける場合や外気温が特に低い地方では、
小屋をつくり内側に断熱材を貼り、保温してください。
なお夏は温度が上がりますので通気できるようにし
てください。また、凍結防止機能の効果は、周囲温
度－5℃までが目安です。

1．ポンプの保温

冬には保温

すきまを
あける

コンクリート
ブロック等

夏には通気

ご注意

2．配管の保温

横引き配管は、できるだけ地中に埋め、やむをえず露
出する部分はすべて断熱材を巻いて保温してください。

凍結防止のため水栓から少量の水を流し続けること
はやめてください。消費電力が増えたりポンプや蓄
電池の寿命を縮める原因となります。

3．凍結保護運転

ポンプヘッドの温度が2℃以下になると、凍結防止のために水を使用しなくてもポンプは低速で運転します。制御
ボックス内のブレーカー（PUMP）を切ると凍結防止機能が働きませんので、ご注意ください。長期間ポンプを使
用しない場合は、制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「切」にして、ポンプ内部の水を抜いてください。

ご注意

断熱材

注 意

お 願 い

強　制

蓄電池は使用時・未使用時に関わらず子供が触れ
ないようにしてください。

感電やけがをすることがあります。

禁　止

蓄電池の端子に直接ハンダ付けをしないでください。

蓄電池を漏液させる原因になる恐れがあります。

禁　止

蓄電池をぶつけたり落下させたりして強い衝撃を
加えないでください。また、激しい振動の加わる場
所で使用しないでください。

蓄電池の破損の原因になる恐れがあります。

禁　止

有機溶剤（アセトン、トルエン、キシレン、メチルエ
チルケトン、酢酸エチル、エチルアルコ－ル、メチル
アルコ－ルなど）、酢酸、燃料（ガソリン、ベンジン、
シンナ－など）、油類、防さび剤、洗剤、塗料（ラッ
カ－、ペンキなど）、清掃用具（ウェットティッシュ、
科学雑巾、化学モップ、床用ワックス、床用クリ－ナ
－など）、薬品類及びその他類似品を蓄電池の電槽、
ふたに触れさせないでください。

蓄電池の電槽、ふたに割れが起こり、液漏れの原
因になる恐れがあります。

禁　止

蓄電池を炎天下の自動車内、直射日光の強いところ、
スト－ブの前面など、50℃を超える場所で使用し
たり保管したりしないでください。

蓄電池の性能や寿命を低下させたり、蓄電池の漏
液や破損、変形の原因になる恐れがあります。

強　制

蓄電池の使用温度範囲は次のとおりです。
　放電：－15～50℃（機器使用時）
　充電：0～40℃
　保存：－15～40℃（できるだけ30℃以下になる
　　　  ようにしてください。）

この温度範囲以外では、蓄電池の性能や寿命を低
下させたり、蓄電池の漏液や破損、変形の原因に
なる恐れがあります。

使用済みの鉛蓄電池は、リサイクルを奨めています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・環境関連法に則って、処理業者に委託してください。

蓄電池を他の機器へ接続しないでください。

他の機器へ接続すると蓄電池を漏液、発熱、爆発さ
せたり、火災ややけどの原因になる恐れがあります。

禁　止

強　制

蓄電池をお買い上げ後、初めてご使用の場合、錆、ひ
び、変形、発熱、その他の異常があるときは、使用しな
いでお買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

異常のあるまま使用すると、蓄電池を漏液、発熱、爆
発させる原因になる恐れがあります。

強　制

蓄電池を交換する際は、極性を間違えないように
接続してください。

故障や漏電のときに、感電する恐れがあります。
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強　制

強　制

据え付け前に外形図、カタログ等から質量や形状を
確認し、安全に作業を行ってください。

機器が落下したり、エッジでけがをすることがあります。
強　制

蓄電池は満充電で出荷されますので、極性（＋ －）
を間違えないように接続してください。

極性を逆にすると火災や機器破損の原因となります。

蓄電池を設置、保守または点検をする場合は、ゴム
手袋着用などの安全対策をしてください。

安全対策なしで作業すると感電の原因となります。
強　制

蓄電池は取扱説明書または、機器に記載された交
換時期までに交換してください。

交換時期を過ぎて使用した場合、電槽の破損によ
る漏液、リ－クによる火災の原因となります。

強　制

蓄電池の清掃や点検は、蓄電池から離れたところで
金属部分に触れるなどして、身体に帯電している静
電気を取り除いてから始めてください。
また、乾布、はたきがけによる清掃をしないでくだ
さい。清掃は水を含んだ布などで行ってください。

静電気によるスパ－クは、蓄電池の引火爆発の原
因となります。

警 告

蓄電池の＋端子と－端子を針金などの金属類で接
続しないでください。また、ドライバ－、スパナ、ト
ルクレンチなどの金属工具はビニルテ－プなどで
絶縁処理したものを使用してください。

蓄電池の端子を金属類で短絡すると、やけどや感電、
蓄電池の破損や引火爆発の原因となります。

禁　止

強　制

強　制

警 告
蓄電池を火中に投入したり、加熱しないでください。

引火爆発の原因となります。

火気禁止禁　止

蓄電池を正立から90°を超えて倒して設置しない
でください。

蓄電池を漏液させる原因となります。

配線工事は、電気設備技術基準や内線規定に従っ
て安全・確実に行ってください。

誤った配線工事は、感電や火災の恐れがあります。
禁　止

禁　止

湿気の多い場所（温度、湿度変化の大きい場所）や水
の入るおそれのある場所には設置しないでください。

感電や異常作動して、けがをすることがあります。

蓄電池の＋端子と－端子には、同時に触れないでく
ださい。

感電の恐れがあります。

結線作業の際は、制御ボックス内の3つのブレ－カ
－を全て「切」にした状態で行ってください。

感電やけがをすることがあります。

強　制

蓄電池は、内部に劇物の希硫酸を保持しています。
蓄電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合
は、すぐに多量の水で洗い流してください。また、液
が目に入ったときは、すぐに多量の水道水などのき
れいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。

希硫酸が目に入ると失明、皮膚に付くとやけどの
原因となります。

分解禁止

蓄電池を分解、改造、破壊しないでください。

蓄電池を漏液、発熱、爆発させる原因となります。

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改
造は行わないでください。

発火したり、異常作動して、けがをすることがあります。

冬は寒い地方だけでなく、暖かい地方でも寒波の影響でポンプ、配管が凍結して破損することがあるため、次のような防
寒対策を行ってください。凍結による破損事故については責任は負えません。

屋外に据え付ける場合や外気温が特に低い地方では、
小屋をつくり内側に断熱材を貼り、保温してください。
なお夏は温度が上がりますので通気できるようにし
てください。また、凍結防止機能の効果は、周囲温
度－5℃までが目安です。

1．ポンプの保温

冬には保温

すきまを
あける

コンクリート
ブロック等

夏には通気

ご注意

2．配管の保温

横引き配管は、できるだけ地中に埋め、やむをえず露
出する部分はすべて断熱材を巻いて保温してください。

凍結防止のため水栓から少量の水を流し続けること
はやめてください。消費電力が増えたりポンプや蓄
電池の寿命を縮める原因となります。

3．凍結保護運転

ポンプヘッドの温度が2℃以下になると、凍結防止のために水を使用しなくてもポンプは低速で運転します。制御
ボックス内のブレーカー（PUMP）を切ると凍結防止機能が働きませんので、ご注意ください。長期間ポンプを使
用しない場合は、制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「切」にして、ポンプ内部の水を抜いてください。

ご注意

断熱材

注 意

お 願 い

強　制

蓄電池は使用時・未使用時に関わらず子供が触れ
ないようにしてください。

感電やけがをすることがあります。

禁　止

蓄電池の端子に直接ハンダ付けをしないでください。

蓄電池を漏液させる原因になる恐れがあります。

禁　止

蓄電池をぶつけたり落下させたりして強い衝撃を
加えないでください。また、激しい振動の加わる場
所で使用しないでください。

蓄電池の破損の原因になる恐れがあります。

禁　止

有機溶剤（アセトン、トルエン、キシレン、メチルエ
チルケトン、酢酸エチル、エチルアルコ－ル、メチル
アルコ－ルなど）、酢酸、燃料（ガソリン、ベンジン、
シンナ－など）、油類、防さび剤、洗剤、塗料（ラッ
カ－、ペンキなど）、清掃用具（ウェットティッシュ、
科学雑巾、化学モップ、床用ワックス、床用クリ－ナ
－など）、薬品類及びその他類似品を蓄電池の電槽、
ふたに触れさせないでください。

蓄電池の電槽、ふたに割れが起こり、液漏れの原
因になる恐れがあります。

禁　止

蓄電池を炎天下の自動車内、直射日光の強いところ、
スト－ブの前面など、50℃を超える場所で使用し
たり保管したりしないでください。

蓄電池の性能や寿命を低下させたり、蓄電池の漏
液や破損、変形の原因になる恐れがあります。

強　制

蓄電池の使用温度範囲は次のとおりです。
　放電：－15～50℃（機器使用時）
　充電：0～40℃
　保存：－15～40℃（できるだけ30℃以下になる
　　　  ようにしてください。）

この温度範囲以外では、蓄電池の性能や寿命を低
下させたり、蓄電池の漏液や破損、変形の原因に
なる恐れがあります。

使用済みの鉛蓄電池は、リサイクルを奨めています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・環境関連法に則って、処理業者に委託してください。

蓄電池を他の機器へ接続しないでください。

他の機器へ接続すると蓄電池を漏液、発熱、爆発さ
せたり、火災ややけどの原因になる恐れがあります。

禁　止

強　制

蓄電池をお買い上げ後、初めてご使用の場合、錆、ひ
び、変形、発熱、その他の異常があるときは、使用しな
いでお買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。

異常のあるまま使用すると、蓄電池を漏液、発熱、爆
発させる原因になる恐れがあります。

強　制

蓄電池を交換する際は、極性を間違えないように
接続してください。

故障や漏電のときに、感電する恐れがあります。
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5
蓄電池の据え付け、ケーブル接続5-15

蓄電池の端子に取り付けてある六角ボルト
（Ｍ8）、バネワッシャ（Ｍ8）、ボルトワッシャ
（Ｍ8）を外してください。（合計4箇所）

3

制御ボックスの中の特殊ネジ（Ｍ5）3 本を
外して、バッテリー固定金具（Ａ）を外して
ください。

蝶ナット（Ｍ5）、バネワッシャ（Ｍ5）、ボルト
ワッシャ（Ｍ5）の各2個を外して、バッテリー
固定金具（Ｂ）を外してください。

1

2

制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「切」にし
てください。

ご注意

蓄電池を固定するため、バッテリー固定金具
（Ａ）を特殊ネジ（Ｍ5）3本で取り付けてくだ
さい。

5

蓄電池の端子（赤色＋、黒色－）の極性の
方向を間違えないように注意して、取っ手を
持って蓄電池受け台に載せてください。

バッテリー受け台のガイド部に挿入するように設
置してください。
蓄電池は重量 30kg ありますので、取り扱いに
は注意してください。

4
バッテリー固定金具（Ｂ）を蓄電池の取っ手の
下側を通して、蝶ナット（Ｍ5）、バネワッシャ
（Ｍ5）、ボルトワッシャ（Ｍ5）で固定してくだ
さい。（2箇所）

10ブレ－カ－（BATTERY）の左下端子に接続さ
れているケ－ブルの末端のケーブル端子を、蓄
電池（右側）の端子（赤色）＋へ六角ボルト（Ｍ
8）、バネワッシャ（Ｍ8）、ボルトワッシャ（Ｍ8）
で確実に締付けてください。

締付け後、端子キャップ（赤色）を被せてくださ
い。

8

9

ブレ－カ－（BATTERY）の右下端子に接続さ
れているケ－ブルの末端のケーブル端子を、
蓄電池（左側）の端子（黒色）－へ六角ボルト
（Ｍ8）、バネワッシャ（Ｍ8）、ボルトワッシャ
（Ｍ8）で確実に締付けてください。

締付け後、端子キャップ（黒色）を被せてくだ
さい。

6

7

端子（黒色   ）－

六角ボルト（M8）
バネワッシャ（M8）

ボルトワッシャ（M8）

蓄電池

端子（黒色   ）－

端子（赤色   ）＋

取っ手 端子（赤色   ）＋

蝶ナット（M5）
バネワッシャ（M5）
ボルトワッシャ（M5）

バッテリー固定金具（B）

バッテリー固定金具（A）

特殊ネジ
（M5）

バッテリー受け台

ガイド部

特殊ネジ（M5）

バッテリー固定金具（A）

端子（赤色   ）＋

端子（黒色   ）－

端子（赤色   ）＋

端子（赤色   ）＋

端子（黒色   ）－

端子（黒色   ）－

六角ボルト（M8）

端子キャップ（黒色）

ケーブル端子

ボルトワッシャ（M8）

蓄電池端子
（黒色   ）－

バネワッシャ（M8）

端子キャップ（赤色）

バッテリー固定金具（B）

端子キャップ（黒色）

蝶ナット（M5）

バネワッシャ（M5）

ボルトワッシャ（M5）

六角ボルト（M8）

端子キャップ（赤色）
ケーブル端子

バネワッシャ（M8）
ボルトワッシャ（M8）

蓄電池端子（赤色   ）＋
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蓄電池の据え付け、ケーブル接続5-15

取付金具

南京錠
架台

太陽電池モジュールの盗難防止のため、太陽電池モジュールの取付金具の穴（φ12）と、架台の穴（φ
14）を貫通するように、南京錠の施錠をしてください。（2箇所）

但し、太陽電池モジュールの盗難を完全に防止するものではありません。（南京錠は付属していません）
南京錠は、サイズ60を使用してください。

1

盗難防止について6

取付金具

南京錠

架台

据え付け5

蓄電池用接続ケ－ブルの端子（赤色）を蓄電
池（左側）の端子（赤色）＋へ六角ボルト（Ｍ
8）、バネワッシャ（Ｍ8）、ボルトワッシャ（Ｍ
8）で確実に締付けてください。

締付け後、端子キャップ（赤色）を被せてくだ
さい。

13

14

付属品の蓄電池用接続ケ－ブルの端子（黒
色）を、蓄電池（右側）の端子（黒色）－へ六角
ボルト（Ｍ8）、バネワッシャ（Ｍ8）、ボルトワッ
シャ（Ｍ8）で確実に締付けてください。

締付け後、端子キャップ（黒色）を被せてくだ
さい。

11

12

※蓄電池の交換時は据付けと逆の手順で行なってください。

試運転について7

試運転のしかた7-1

ぬれ手禁止

ぬれた手でブレ－カ－のスイッチの入り切りはしな
いでください。

感電やけがをすることがあります。

接触禁止

ポンプの圧力センサや制御ボックスなどの内部に
は手を触れないでください。

故障や感電のおそれがあります。

警 告
空運転（ポンプに水のない状態での運転）はしな
いでください。

ポンプの故障の原因になります。

水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使用
しないでください。

ポンプの故障の原因になります。

注 意

禁　止

禁　止

メカニカルシール・インペラの固着について

ご注意

¡呼び水を入れずに運転しないでください。

¡試運転時または空運転時に「ゴゴゴー」と音が発生することがありますが異常ではありません。ポンプはインペ
ラーフリー方式ですので揚水すると音が出なくなります。

¡井戸水位が8ｍより低下している場合は、水位を確認してください。

¡試運転時には配管、水栓、ボールタップなどからの水漏れがないかを充分に確認してください。

呼び水口
キャップを
はずす

呼び水口

水栓

1. 呼び水口キャップを反時計方向（矢印方向）へ回し、
取りはずします。

2. 呼び水口から水を一杯になるまで入れてください。

モータや電気回路に水がかからないようご注意くださ
い。 呼び水量は約450ccです。

3. 呼び水口キャップを元通りにしっかりと取り付け
てください。

4. 吐出側の水栓を開いてください。

5. 制御ボックス内の3つのブレーカーを全て「入」に
してください。

通電してから7分以内に水が出ない場合は呼び水が不
足している可能性がありますので、制御ボックス内の
ブレーカー（PUMP）を「切」にして再び呼び水を
してください。
（吸込配管の横引きが長いときなど）

1

2

3

4

5

1.　据え付け時や、長時間使用されなかった場合などポン
プ内のメカニカルシール（軸封部品）・インペラが固
着しポンプが回らない場合があります。

2.　制御ボックス内のブレーカー（PUMP）を「入」に
してもポンプが回らない場合には制御ボックス内のブ
レーカー（PUMP）を再度「切」にしてください。
モータ後部のシールを取り剥がし、シャフト部に－
ドライバーを入れて回し、固着を取り除いてください。

端子キャップ（黒色）

端子キャップ（赤色）

蓄電池端子
（黒色   ）－

蓄電池端子
（赤色   ）＋

端子キャップ（黒色）

ケーブル端子

六角ボルト（M8）

バネワッシャ（M8）

ボルトワッシャ（M8）

端子キャップ（赤色）

ケーブル端子

32

サイズ60

4
8

3
0

φ
8

モータ
モータ後部のシール
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南京錠は、サイズ60を使用してください。
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※蓄電池の交換時は据付けと逆の手順で行なってください。

試運転について7

試運転のしかた7-1

ぬれ手禁止

ぬれた手でブレ－カ－のスイッチの入り切りはしな
いでください。

感電やけがをすることがあります。

接触禁止

ポンプの圧力センサや制御ボックスなどの内部に
は手を触れないでください。

故障や感電のおそれがあります。

警 告
空運転（ポンプに水のない状態での運転）はしな
いでください。

ポンプの故障の原因になります。

水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使用
しないでください。
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注 意
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ご注意

¡呼び水を入れずに運転しないでください。
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呼び水口
キャップを
はずす
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水栓

1. 呼び水口キャップを反時計方向（矢印方向）へ回し、
取りはずします。
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通電してから7分以内に水が出ない場合は呼び水が不
足している可能性がありますので、制御ボックス内の
ブレーカー（PUMP）を「切」にして再び呼び水を
してください。
（吸込配管の横引きが長いときなど）
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してもポンプが回らない場合には制御ボックス内のブ
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