
FILTRAION ARRAY

model 06-4242-01-19806-P

MAX operation pressure 8 bar

Flow rate 120 m3/h

Serial no. I-19-012

LOT no. 19100067
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保証

1. 商品の保証期間は、ご購入日(FOB)から6年もしく
は、設置してから5年のどちらか早いほうとし、その期
間内であれば、以下の条項に従って素材及び製造
過程における欠陥を保証いたします。

2. 保証期間中、ODISは製造上欠陥があると認めら
れた部品の返品や交換、または購入価格の一部を
払い戻しいたします。これらの修理交換・返金対応
は欠陥のある商品の購入者に対する補償です。
ODISの責任は修理交換・返金にかかる一般的なコ
ストに限定されます。

3. 購入者は、欠陥箇所が見つかった場合、速や
かに書面にてODIS社に詳細を通知してください。

4.購入者は、ODIS社以外の製品での修理交換はし
ないでください。そのような修理交換においてかかった
費用は一切の補償いたしません。

5. Odisは、Odisの取扱説明書に記載されている以外
の使用、誤用、乱用、または設置、保守、操作、修
理、またはOdisの監督下にない人による機器の破損
について、一切の責任を負いません。

6. 修理交換によって補修された箇所は、設備の一
部として保障期間終了までODISがそれを保証するも
のとします。また、取り替えられた欠陥パーツはODISの
所有とします。

7. Odisによって製造されていない機器の部品（コン
ピュータ、電気基板、ガスケット、ゲージ、バルブ、流
量計、濁度計を含むがこれらに限定されない）の欠
陥に対する責任は、欠陥のある材料または直接に
起因する欠陥に限られ、その保証は設置した日から
１年以内とし、いかなる場合もその範囲を超えません。

8. 保証期間の最後の2年間に見つかった欠陥に
関しては、Odisから代替品を購入している場合に限り、
欠陥部品の購入価格の25％のクレジットを受け取る
こととします。

9. 前述の保証は、商品適格性の内容を含みます
が、特定目的適合性について保証するものではあり
ません。

10. ODISは事前連絡があったとしても、故障による利
益損失や事業の中断、その他の損失について、い
かなる場合でも責任を負わないものとします。

11. どのような場合においても、この保証に基づく
ODIS社の責任は、購入額の範囲内とします。
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ろ過システム概要
このろ過システムは、適切な必要レベルでろ過水を得るために、すべてのフィルタ、バルブ、圧力計、

マニホールド、および必要な付属品を含む完全に独立したシステムです。このフィルタリング配列の主な
要素はメディアフィルタです。 このフィルタは、砂利層（または砂）を使用して、有機材料の固体粒子を捉
え、水のリサイクルに使用します。 ODISメディアフィルター（4000モデル）は、二重チャンバーを使用して設
計されています。これにより、フィルターメディア層全体の効率的な逆流洗浄が可能になります。

それぞれの配列において、独立した入出口を有し、水源に容易かつ迅速に接続することができます。
この一連のフィルターは、最高水準の品質と仕上げを達成するように設計および製造されています。 最
良の結果を得るためには、システムを正しく取り付けて正しく動作させる必要があります。

メンテナンスとして定期的なフィルターのバックウォッシュを行い、 シーズンの初めと終わりには塩素処
理を行ってください。

注記：Odis Irrigaton Equipment Ltdが提供する保証は、Odisが提供する完全自動化システム（自動化とバ
ルブを含む）についての保証であり、システムのインストールと使用方法はこのマニュアルに記載されてい
る指示に従って行われることを条件とします。

設置準備

1. 設置場所
スキッドマウント式ですので簡単に移動可能です。

2. 水源
- システムの運用上の圧力は8bar（120psi）
- 圧力が効果的に制御されていない場合は、圧力計を設置する前に圧力逃がし口を取り付ける

必要があります。
- メンテナンスのために注入口と排出口にバルブを取り付けることをお勧めします。

3. 電源
電流は自動フィルタリングの制御システムに作用します。
１１０Ｖ ／ ２２０Ｖの交流の間で選択することができます。 またDC直流の場合、電力供給は6V /
12Vのバッテリー（オプション：ソーラーパネル：12Vのバッテリー）を介して受けます。

組立・設置
各システムには、取り付け図と部品リストが付属しています。
取り付け図および「付属品付属書」の部品リストに従って取り付けます。

注記：
- バルブの油圧制御に使用される水は、ろ過してアレイの入口マニホールドから供給する必要があります。
- 油圧制御チューブはできるだけ短くする必要があります。

- 設置が完全に完了するまでは、接続部を締めたり、ボルトを締めたりしないでください。
- 正しい流れの方向に特別な注意を払う必要があります
- 配置が完了したあと、細部を締め付けて固定します。
- 自動フィルタリングバックフラッシュでは、コントローラはスキームに従ってリンクされるべきです。

必要な際はコントローラー製造者の説明ページ 「付属品付属書」を確認ください。
- ろ過アレイを水道に接続します。
- 電池をコントローラに取り付けます/ ACモデルの場合は、電源に接続します。
- インレットバルブを開き、ろ過装置を水で満たし、漏れがないか確認します。
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排水管

逆洗マニホールドドレンチューブの長さとサイズは、ろ過システムの適切な動作に大きな影響を与えます。

Filter’s
diamater

back
wash

Tube type and diamater

metal P.V.C

inchi Rate
M3/h

2” 3” 4” 6” 50mm 63mm 75mm 90mm 110mm 160mm

12 7 x x x x 100 x x x x x

16 10 70 x x x 50 x x x x x

20 15 30 x x x 25 110 x x x x

24 25 10 105 x x 10 40 85 x x x

最大可能長さ

Ｘ・・・無制限（最小数のカップリングを使用する必要があります）
- 排水管と通気管は、排水管が主排水管に接続され、水がシステムにかからないように配線する必要があります。

警告
運転中や加圧下でカバーや接続部を締めたり開いたりしないでください。

濾材の投入

注記：
1.メディアを充填する前に、ディストリビューションプレートに設定されているすべての円錐ディフューザが取り
付けられており、損傷がないことを確認します。 （ディフューザーが欠けているか損傷しているフィルター
は使用しないでください。）
2.濾材は漏れ検査後にのみ充填されます。
- インレットバルブを閉めます。
- システムタンクの水を空にし、各砂利メディアフィルターの上部の充填口を開きます。

#パーツ番号3または10を参照してください。
- 推奨される重さに従って、砂利メディアをフィルターの上部ポートから満たします。

注記：
二重底に設置された円錐形ディフューザーは砂利媒体で完全に覆われていなければなりません。
- メディア層を充填した後、充填口を閉じて正しく固定してください

注記：
濾材がODISによって提供されていない場合、効率的なフィルタリング結果を得るために、メディア層の粒
子は鋭いエッジ、最小粒径0.6 mmを持つように注意する必要があります。 最大結合係数-1.5
推奨濾材：粉砕玄武岩1号、または粉砕花崗岩11号。
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濾材
サイズ 流水量 m3/h /㎡

mm ろ過中 バックフラッシュ中

粉砕花崗岩NO.11 1.2～1.8
推奨 50～70 推奨 85

粉砕花崗岩NO.1 1.2～1.8

粉砕シリカNO.16 0.8～1.2 30～40 40

問題が発生した場合 ：水を除去したり戻したりする場合は、ろ過速度を遅くするために、さまざまな種類の濾材
を使用することが可能です。

一般的な濾材

推奨 流入 砂利 最小 推奨 最大 逆洗

型式
出口 直径 重さ

m3/h
inch mm kg Lbs

4121 1” 25 50 100 3,5 5 6 7

4162 2” 50 75 150 6 8 11 10

4202 2” 50 125 300 9 12 18 15

4242 2” 50 175 400 14 20 28 25

濾材の投入とフィルターの推奨容量

- 必要な濾材量でフィルタを埋めます。
- 濾材投入後、充填口を閉め正しく締めます。

濾材投入後、コントローラを繋ぎ、システムを水源に接続した後に初回バックフラッシュを実行する必要が
あります。最初の逆洗の役割と目的は、メディア層、ほこり、その他の小さな粒子から汚れを洗い流し、ろ
過システム全体の適切な動作と機能を確認することです。

※きれいな逆洗水が得られるまで、この逆洗のプロセスを少なくとも2回以上繰り返す必要があります。

初回のバックフラッシュ
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- 水入口バルブをフィルターアレイまで開く前に、出口バルブが閉じていることを確認してください。
- メディアフィルタへのバックフラッシュを行います：

手動フラッシュは、ディスプレイのコントローラの手動起動（「M」記号）○を押すと起動します。
最初のバックフラッシュを終了するために、合計3つのバックフラッシュサイクルをユニットフィルタに対し
て実行する必要があります。

注記：
コントロールボックスのないユニットでは、フィルターのバルブとメインバルブ（アウトレットバルブ）にある三段
切替バルブを使用してください。

- メインバルブの三段切替バルブ（取り付けられている場合）を「閉」位置に回します。
- 最初のフィルターの三方弁を「閉」に回します
- その状態でフィルタは逆洗されています。
- 2分後、最初のフィルターの三方弁を前の位置に戻します - 「AUTO」。
- 2つめ、3つめと同じ操作をくりかえし、配列内の各フィルタが終了するまで実行します。

- 最初の逆洗を終了するために、合計3回の逆洗サイクルをユニットフィルタに対して実行する必要があります。
- 3回目の逆洗サイクルの後、濾過水質をチェックすることを強くお勧めします。 水質に疑問がある場合は、

追加のバックフラッシュサイクルを実行する必要があります。
- 流量制限弁を確認してください。
- 逆洗プロセスが完了したら、すべてのフィルターとメインバルブ（アウトレットバルブ - 取り付けられている場合

は - ）の三段切替バルブセレクターが以前の位置「AUTO」に戻っていることを確認します。
- 流量制限弁を確認してください。 新しい電池と交換してください。

バックフラッシュの実行

バックアップ時間 - 最大3時間（逆洗の間）の時間バックアップを設定します（汚れた水は通常1〜2時間）

滞留時間 - 滞留時間（フラッシング時間）の典型的な滞留時間を以下のように設定します。
2 "バルブ：40-60秒。
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動作環境

警告：
-最高使用圧力は8 bar（120 psi）を超えてはいけません

-ヘッドロスは0.5 bar（7.5 psi）を超えてはいけません

正しい洗浄条件は、アレイのフィルターが汚れていないとき 、逆洗後のろ過装置のインレットとアウトレット間の
ヘッドロスが0.3 bar（5psi）未満であることです。
- 入口圧力は少なくとも3 barで、8 barを超えてはいけません。
- フィルタリングの流量は、システムの推奨流量に適しています。

その他の状況ではうまく作動しない場合があります。
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ろ過装置の自動操縦

ろ過装置のコントローラーをアクティブにした後、フィルターの状態を監視し、必要に応じてフィルターを逆洗しま
す。

入口弁と出口弁を開くと装置が作動し、洗浄は濾過水で行われます。
dPインジケーターでヘッドロスが計画を上回っていたり、またはバックアップ時間が経過したことをコントローラー
が感知した場合（最初に発生した状況にかかわらず）、コントローラーは各タンクのフィルターに対して順番に
逆洗サイクルを実行します。

通常、逆洗時間は約40～60秒です。 逆洗サイクルの間隔は3時間まで延長することができます。

水が平均状態を超えて汚れている場合は、逆洗時間を長くするか、逆洗サイクルの間隔を短くします。 コント
ローラに関するページにある追加の説明を参照してください。

注記：水質が季節によってもかわりますので、逆洗時間と逆洗サイクル間の間隔時間はそれに応じて調整してください。

ろ過装置の手動操作

1）30分（最大）ごとに、インレットとアウトレットの間の圧力差を測定して、アレイのヘッドロスをチェックします。
（圧力計と三段切替バルブセレクターを使用）

2）差圧が0.5 bar（7.5 psi）に達したら、次のようにバックフラッシュ手順を開始します。
2.1 メインバルブの三方バルブ（アウトレットバルブ - 取り付けられている場合）を「閉」の位置にします。
2.2 「閉」位置の最初のフィルターの三方弁を回します。 その状態でフィルタは逆洗されています。
2.3 2分後、最初のフィルターの三方弁を最初の位置に戻します - 「AUTO」。
2.4 配列内の各フィルタが1回の逆洗サイクルを通過するまで、2番目のフィルタで同じ操作を繰り返し、

その後3番目のフィルタで繰り返します。
2.5 逆洗プロセスが完了したら、すべてのフィルターとメインバルブの三段切替バルブセレクター（アウトレッ

トバルブ - 取り付けられている場合）が、それぞれの重要な位置「AUTO」に戻っていることを確認してく
ださい。

2.6 バックフラッシュサイクルが完了したら、システムの差圧を確認します。差圧が0.3 bar（4.5 psi）を超えな
いようにしてください。 差圧がより高い場合は、ステップ2.1から2.5を再度実行してください。

3）3時間後に0.5 bar（7.5 psi）の差圧に達しなかった場合は、完全な逆洗サイクルを実行してください。
これにより、濾材の寿命が長くなります。
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塩素消毒

ろ過装置はシーズンの初期と最後に塩素消毒を行ってください。

灌漑シーズンのはじめに

- 装置のインレットバルブとアウトレットバルブを閉めます。
- メディア層の表面から約10センチメートルの高さまで、水抜きます。

下に記載する表に従って、正確な量の液体の次亜塩素酸ナトリウム（NaOCl）を各フィルタに投入。
- 各フィルターに水を入れ、上部の注入口を閉じます。

各フィルターにつき８０〜１００ｐｐｍの濃度の次亜塩素酸ナトリウムが含有。
- 30分間待ってから（水が流れないように）、次に出口バルブを開かずに、各アレイのフィルターへの逆洗

サイクルを実行します。

注記：
タンクが完全に乾いた状態であれば、まずフィルター容量の半分を水で満たしてから、次亜塩素酸ナトリウムを加えてください。

灌漑シーズンのおわり（もしくは長期間稼働しない場合）

シーズン開始時に実行されたアクティビティに加えて、シーズン終了時または長期間のシャットダウンの場合
には、さらに3つのアクティビティが実行されます。

- 「灌漑 - 灌漑シーズンの初め」の項に記載されているように、フィルターを塩素処理します。
- 2-3回、毎回2分間の逆洗サイクルを実行し、計画通りに灌漑を完了します。

（これは塩素残留物を取り除きます。）
- システムのインレットバルブとアウトレットバルブが閉じていることを確認します。
- すべてのフィルターを排水し、乾燥させてください。
- 「付属書」の指示に従って、制御画面フィルターの「灌漑シーズンの終わり」を実行します。

システムが非アクティブのままで凍結の危険がある場合。 フィルター、マニホールド、制
御フィルター、バルブ、制御付属品は完全に水を空にする必要があります。すべてのア
クセサリを乾かすことをお勧めします。

フィルター塩素処理の推奨塩素量（リットル）

Quantity

Household Bleach (3%) Commercial (10%)

型式 Liters Fluid Oz Liters Fluid Oz

4121 0.210 7 0.060 2.0

4162 0.370 12 0.110 3.7

4202 0.550 18 0.170 5.7

4242 0.830 28 0.250 8.5
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メンテナンス

- 週に一度、アレイの手動逆洗を行ってください。 「初期逆洗」の章で1サイクル運転について説明してい
る節を参照し、その後、圧力差（dP）が0.3 barを超えていないことを確認してください。

- 逆洗時に水をチェックして、月に1回、流量制限バルブの状態を確認してください。
濾材の流出があるか、または出てくる水の量が少なすぎるかどうか。 問題がある場合は「トラブルシュー
ティング」を参照してください。

- 塩素処理中の各シーズンの終わりに： 濾材の状態と高さを確認してください。 必要に応じて濾材の交
換を行ってください。

- DC電源の場合、各シーズンの初めにコントローラーのバッテリーを交換してください。
- 年に一度、トップカバーのハンドルスレッドにグリースを塗布してください。
- バックボルトを取り付ける前に、薄くグリースをボルトのネジ山に塗ってください。

注記：本体の保護コーティングが損傷した場合はすぐに修復する必要があります。
保護用塗料を塗布する前に、ワイヤーブラシで損傷した部分を徹底的に清掃してください。

- 「付属品付属書」の指示に従って、制御スクリーンフィルターの「手動洗浄」、「定期洗浄」および「メン
テナンス」の条項を実行します。

部品の交換

バックフラッシュを行ってもろ過が正常にろ過できないほど濾材が汚れた場合、濾材（砂利）を交換してくだ
さい。

- インレットバルブとアウトレットバルブを閉じます。
- 各フィルターの排水カップを開き、圧力を解放してフィルターを排水します。
- フィルターメディア層を交換するために、充填サービスポートの上部を開きます。
- サイドサービスポートを慎重に開いてください。シリーズ4000のアイテム8を参照

付属品の付録にあるメディアフィルターの「図解部品の内訳」。
- サイドサービスポートを通して各フィルタのメディア層（砂利または砂）を取り出します。
- 各フィルターの内部をきれいな水で十分に洗い流します。
- ディフューザーを含むフィルター分配プレートを確認してください。
- フィルターの内部保護コーティングをチェックして、損傷があるかどうかも確認してください。

必要なら修理してください。
-各フィルタのサイドサービスポートを閉じ、しっかり締めます。
- 各メディアフィルターを新しいメディアレイヤーで埋めます。

「濾材の投入」の説明を参照してください。
- 上部注入口を閉じて、カバーを締めます。
- 「初期逆洗」の説明に従って逆洗サイクルを実行し、流量制限バルブを点検します。
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トラブルシューティング

問題 確認事項 結果 解決法

バックフラッシュが何度も繰り
返される

アレイの差圧を確認する（三
方弁に取り付けられた圧力
計を使用）
差圧が設定値を下回ってい
る（通常* P = 5m）

1.ソレノイドがバックフラッシュ
位置に固定されている。

配線を確認してください
手動ボタンが「自動」位置
（DCソレノイド）になっていること
を確認してください。
故障した場合は修理/交換

2.フィルターバルブがバックフ
ラッシュ位置で固定されてい
る。

フィルターのバルブを確認して
ください。
故障の場合は修理/交換して
ください。

3.DPスイッチが過剰な圧力位
置から動かない。

コントロールチューブが正しく
接続されているか確認してくだ
さい。 DPに接続されている低
圧チューブを水が流れること
を確認します。 DPスイッチの
「ODIS」トラブルシューティング
ガイドを参照してください。

4.バックフラッシュコントローラ
の設定が正しくプログラムされ
ていない。

正しくプログラミングしなおしてく
ださい。

5.コントローラが故障している コントローラーを修理/交換し
てください。

アレイの差圧を確認する（三
方弁に取り付けられた圧力
計を使用）
差圧が設定値を上回ってい
ます。

6. 1つ以上のフィルタがブロッ
クされている。

システムの出口バルブを閉じ
て、バックフラッシュを有効にし
ます。それでもフィルターが詰
まっている場合は、塩素処理
を行ってください。
塩素処理の後もDOPがまだ高
い場合は、フィルターの濾材
を交換してください。

7.流量が多すぎる。 （水道
メーターでシステムの流量を
確認してください）

流量を減らすか、装置にフィ
ルターを追加してください。

問題 確認事項 結果 解決法

低水圧・低流量 フィルターの差圧をチェック 12.過剰な差圧 ステップ1から7を実行する

装置の入口圧力をチェック 13.圧力が低すぎる 入口圧力を上げます

水道メーターによる水量の確
認

ΔPと入口圧力が問題ない
場合 - 問題は濾過によるも
のではない。

システム問題を解決する必要
があります。
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問題 確認事項 結果 解決法

バックフラッシュが正常に行わ
れない。

油圧チューブの接続、すべて
のコントローラー、分岐および
バルブを確認してください。

8.コントロールチューブまたは
コネクタが詰まっている/よじれ
ている。

損傷または詰まっている場合
は、チューブまたはコネクタを
修理または交換します。

電磁弁の動作を確認してくだ
さい。

9.電磁弁がコマンドに反応し
ない。

配線チェックしてください。
手動操作ボタンが「自動」位

置（DCソレノイドの場合）にある
ことを確認してください。
故障の場合は修理/交換して
ください。

バックフラッシュバルブの動作
を確認してください。

10.バルブが「ろ過」位置に固
定されている

故障の場合には修理/交換し
てください。
バックフラッシングバルブのトラ
ブルシューティングを参照してく
ださい。

コントローラーの動作を確認し
てください。

11.コントローラーから電磁弁
への信号がない。

電池を点検してください
コントローラの設定を確認して
ください
コントローラの取扱説明書を
参照してください。

問題 確認事項 結果 解決法

ろ過後の水質に問題がある。 装置のフィルターの差圧を
チェックします

15.過剰な差圧 ステップ1から7を実行する

フィルターの入口圧力を確認
します

16.圧力が低すぎる 入口圧力を上げる

水の流量を確認してください 17.流速が速すぎる 流速を下げるか、またはフィル
ターを追加する

フィルターの濾材を確認します 18.1つ以上のフィルターでレベ
ルが低すぎる

＃19,20項に従って理由を確
認し、メディアを補充する

流量制限弁でコントロールパ
イロットへの給水を点検する

19.バックフラッシュ流量が多
すぎる

流量制限バルブでコントロー
ルチューブを清掃します。
流量制限弁のミニパイロットを
分解して清掃します。
必要ならば、流量制限バル
ブまたはそのパイロットを交換し
てください。

濾材について、コントロール
ヘッドまたはサイトでコントロー
ルフィルターをチェックしてくださ
い

20.1つ以上のタンク内のディ
フューザーが損傷している

タンクから濾材を取り出し、ディ
フーザーを修理、交換してくだ
さい。

ネジのオイルグリースを点検し
ます

21.グリースが塗られていない すべてのカバースレッドにグ
リースを塗ってください。
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ACCESSORIES ANNEX
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概要
このフィルターは、最高水準の品質と仕上げを達成するように設計および製造されています。
19000シリーズのフィルターは以下の用途に設計されています。
-ろ過フィルター装置用のバックアップフィルタ
-サンドセパレーター用バックフィルター
-分野の制御フィルター
-比較的きれいな井戸水での使用
-最良の結果を得るためには、以下の指示に従ってフィルターを正しく設置し、正しく操作し、そして保守しな

ければなりません。

設置
-配列、サンドセパレータなどの図面に従ってフィルタをインストールします。
-給水口と排水口には、明確に矢印が付いています。
-複数のフィルタを取り付ける場合は、メンテナンスしやすいようユニット間に十分なスペースを空けてください。
-特別に設計されたマニホールド（シリーズ9000）は、複数のフィルター装置を取り付けることが可能です。
-圧力が効果的に制御されておらず、8 bar（120 psi）を超えて上昇する可能性がある場合は、フィルタを取

り付ける前に圧力開放バルブを取り付ける必要があります。

-正常な動作状態を得るため、きれいなフィルターを使用した場合の配管圧損が0.25 bar (4 psi)未満
でお使いください。

-配管圧損が0.25 bar (4 psi)を越える場合、フィルターは部分的に詰まりが発生するか過度の流量で
の動作となります。

-最大動作圧が 8 bar (120 psi)を越えないようにしてください。
-配管圧損は指針の付いた圧力ゲージを圧力試験ポート(8)内に挿入し、フィルターの入口、出口で

の結果をまとめて検証してください。
-配管圧損が0.7 bar (10 psi)の場合、ドレンバルブ (9)を10秒間開放し、その後再度配管圧損を確認

してください。0.5 bar (7 psi)に保たれていれば、フィルターエレメントを取り外してクリーニングしてください。

注意：運転中や加圧下でカバーを締めたり開いたりしないでください。

操作マニュアル
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-ドレンバルブ(9)を開くだけで手動フラッシュが行えます。
-配管圧損0.4 bar (6 psi)に到達するまでお待ちください。
-ドレンバルブ (9)を開け、10～30秒間、フィルターをフラッシュ洗浄します。
-再度圧力値を確認します。配管圧損は0.25 bar (4psi) 未満となっている必要があります。
-フィルターのクリーニング、ろ過機能の確認の推奨周期: 

2週間に一度、または配管圧損が0.6 bar (9 psi)となったとき、灌漑終了時期。

フィルタが砂利/メディアアレイ用のバックアップフィルタとして取り付けられている場合は、油圧バルブを
装備し、砂利/メディアフィルタがバックフラッシュされたときにフラッシュする必要があります。

手動操作マニュアル

-フィルター、フィルターセットの入口でバルブを閉めます。
-ドレンバルブ(9)を開けて圧力を開放し、フィルターのドレン排水を行います。
-ハンドル(1)を開けるか、ボルト、蝶ナットなどの固定金具を緩めてフィルターカバー(3)を取外します。水

がドレンバルブから流れなくなるまで待ちます。
-フィルター本体からフィルターエレメント(6)をそっと取外します。排水がすべて排出されないうちにフィル

ターエレメントを外すと、灌漑システムの内部に沈殿物が溜まる恐れがあります。
-清潔な水でフィルターエレメントを十分に水洗いします。必要に応じ、 毛の硬いブラシ（ワイヤーブラ

シは不可）を使用してフィルターエレメントから粒子を取り除いてください。
注記：ブラシで粒子が取り除けない場合は、スクリーンを酸/アルカリ溶液に同じ時間浸します。

推奨溶液：1％〜2％塩酸（HCl）、または5％水酸化ナトリウム（NaOH）

警告：薬品の取り扱いについては製造元の注意事項に従って使用してください。

クリーニング後、フィルターを以下の手順で組み立てます。
-フィルターエレメント (6)、シール、ガスケットに損傷が無いことを確認します。
-モデル 3” および 4”については、フィルターエレメントの片側にインナーガスケット(7)を、またもう片側の

溝にセンタリングピース(5)を取付けます。
-モデル 6” 、8"、10"、12”には、フィルターエレメントの両側にエレメントシール(7)を取付けます。
-アセンブリをフィルター本体(10)にセットします。
-カバーガスケット(4)をフィルターエレメント(6)の中央に、フィルターエレメント全体を覆うようにセットします。
-カバー（3）をセットし、締め付けブラケット（2）を取付けてハンドル(1)を正しく締付けるか (モデル3”、4”)

またはボルトか蝶ナットなどの固定金具を取付けて均等に締付けます（モデル6”、8”、10”、12”)。
-蝶ナットの付いたモデルでは、蝶ナットは指で締付けるだけにしてください。

定期クリーニング

-シーズンの終わりや長期間使用しない場合はその場合の前述のマニュアルに従ってください
-次のシーズン（使用）時までは乾燥させた状態で保存してください。

シーズンの終わりに

-各フィルタには、保守、設置、操作に関する説明が付属しています。
-1年に1回、グリースを使ってネジを固定します。
-フィルターの保護コーティングが損傷した場合は、直ちに修復する必要があります。 保護塗料を塗布

する前に、ワイヤーブラシで損傷箇所を徹底的に清掃してください。

メンテナンス
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