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4.トルクについて

◎締め付けトルクの検査

◎その他の締付け力管理方法

◎用語解説

１.増し締め法：

１.回転角締付け法：

2.トルクこう配締付け法：

3.ネジの伸び測定：

トルクの単位：

 検査しようとするねじをトルクレンチを用いて追い締
めし、ねじが回転し始める瞬間のトルク値を読みとるこ
とで、締め付け時のトルクを推定する方法。

２.戻しトルク法：

３.マーキング法：

検査しようとするねじをトルクレンチを用いて少し緩
めて、そのときの緩めトルクから推定する方法。緩めト
ルクが分かれば、締め付けトルクが推定できます。一般
的に、緩めトルク（Ｔｌ）=（０.７５～０.８）×締め付
けトルク（Ｔｆ）で表されます。

検査しようとするねじにマークを付けてから少し緩め
て、トルクレンチを用いて再びマークの位置まで締め付
けたときのトルク値を読みとる。

締め付け開始してからの回転角度とねじに発生する締
付け力とが比例することを利用して、締付け力を回転角
度で管理する方法。

締付け回転角に対する締付けトルクのこう配の
変化を元に締付け管理を行う方法。

ボルトの伸びを超音波などを利用して精密に測定して、
その伸びから締付け力を換算する方法。

ねじを締めつけるときなどの回転力を
表す単位は、Nm、kgf-m、Ft-lbsなどが使
われています。これらは、力と距離で計
算されるもので、図のように１ｍの棒に
１kgfの力を加えたときの回転力は１kgfm
になります。

長さ　1m

単位の換算： 1kgf-m≒9.807Nm
1kgf-m-≒7.233Ft-lbs 1Ft-lbs≒0.1383kgf-m

1Nm-≒0.12197kgf-m

トルク
1kgf-m

力
1kgf





エアードライバー、エアーインパクトレンチ、エアードリル 2019-10

◎取扱説明書について

●取扱説明書を必ず読んで、十分理解するまで製品の操作・先端工具の

交換などはおこなわないでください。

●取扱説明書は、いつも手元においてご使用ください。分からないこと

ができたときは、取扱説明書で必ず確かめてください。

●取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。紛失したと

きは、新しいものを改めて注文してください。

~作業前

●作業前に必ず点検してください。製品本体や付属品などに異常がある

場合は使用を中止してください。

●製品とエアー継手・ホースとの接続は、確実におこなってください。

不意のホース外れ・エアー漏れなどにより事故の原因となります。

●使用する工具が実際の作業に適しているかを確認してください。無理

な作業は、製品破損や事故の原因となりますので注意してください。

~エアー管理

●必ず適正空気圧力（手元圧力）で使用してください。指定圧力以上の

使用は製品の破損・事故の原因となり大変危険です。またそれ以下で

すと作動不良の原因となりますのでさけてください。

~先端工具の取り付け

●先端工具（ビット、ソケット、ドリルなど）の取り付け、取り外しは、

必ずエアーを確実に遮断してからおこなってください。交換時に不意

に作動したり、作業時に外れたりして、事故の原因となり大変危険です。

●ビット・ソケットは、必ず動力用のものを使用してください。

●ソケットの取り付けには、必ず弊社指定の Oリングとソケットピンを

使用してください。（リティナーリングだけの保持では十分ではあり

ません）

●先端工具の交換に使用した工具は、必ず作業前に取り外してください。

~作業上

●動きやすい服装で、保護具（保護メガネ・手袋・ヘルメット・耳当て・

安全靴など）を着用して作業してください。ただし、軍手などの巻き

込まれる恐れのある手袋は使用しないでください。

●周囲の安全を確認して安定した姿勢で作業してください。

●他の人を近づけないようにしてください。

●引火物のそばで作業するのは大変危険ですのでさけてください。

●寒冷地での使用は、内部凍結にご注意ください。

~製品の取り扱い

●回転部に手を触れないでください。怪我の原因となり大変危険です。

●先端工具をつけて、無負荷での空回転は、おこなわないでください。

●回転方向を確認してから、製品を起動してください。

●作業を中断するときや終了する時は、必ずエアーを確実に遮断してく

ださい。

●排気を人や火気に向けないでください。排気には油が含まれています

ので、注意してください。

●改造・改変・加熱は、おこなわないでください。製品の破損・事故の

原因となり大変危険です。

●作業中、摩擦で先端工具やねじが熱くなっていますのですぐに触らな

いでください。

●異常発生時は、すぐにエアーを遮断し、作業を中止してください。

~保管

●埃・湿度・結露・凍結に注意して、安定した場所に保管してください。

~修理

●安易な分解・組み立ては、おこなわないでください。作動不良・製品

破損の原因となります。

●修理は、ご購入の弊社販売店にご相談ください。

使用する前に、下記の注意事項をお読みください。

●ビットガイドスプリング式
ガイドカバー（左ネジ）を緩めると､ビット
ガイドスプリングが取り出せます。
取り付けはガイドスプリングをビットに
差し込み、ガイドカバーで固定します。

●ビットボール式
ビットを強く押しつけると、ボールが
ビットの溝にはまり保持されます。

●ビットスリーブ式
スリーブを移動（引く、または押す）させ、
ビットが止まるところまで差し込んでか
らスリーブをはなすと固定されます。

●ピンロック式
アンビルとソケットとのピン穴を合わせ
てピンをいれ、Oリングを溝にはめ込ん
で固定します。

●ボールロック式
アンビルにソケットを押し込むとアンビル
に内蔵されたボールでソケットが保持され
ます。

●リティナーリング式
アンビルにソケットを押し込むとリティナ
ーリングでソケットが保持されます。Oリ
ングとソケットピンを併用してください。

ビットの取り付け方 ソケットの取り付け方



エアーツール・トラブルシューティング

◎使用中に異常が起きた時の点検項目

症 状 原 因 処 置

1. 回らない エアーがきていない
ホースがねじれている
エアー圧が低い
注油不足による部品の錆
ごみの混入
ローター部の故障（羽根の磨耗・破損）

エアーの開栓
ホースをのばす
エアー圧力調整
注油／分解調整
分解調整
部品交換

2. 回転にむらがある エアー流量が不足している
エアー圧が低い
注油不足による部品の錆

エアー流量確認
エアー圧力調整
注油／分解調整

3. 回転が止まらない 左右切替バルブ内の錆
スロットルスプリングの磨耗・破損・錆
バルブパッキンの破損
バルブ内にごみが混入

部品交換
部品交換
部品交換
分解調整

4. 切替レバーやアジャスト 
ダイヤルが固定されない

止スプリングの磨耗・破損・錆 
（止ボールがでない） 

部品取付

5. 切替レバーやアジャスト 
ダイヤルで調整できない

錆・ごみの混入 分解調整

6. ビットが固定できない ビット止スプリングの緩み・欠損 部品交換

7. エアー漏れがする バルブ部の異常（Oリングの破損、ボール錆、
スプリングの磨耗・破損・錆）など

部品交換

8. 異音がする セットナットが緩んでいる
ベアリングの磨耗・破損
ハンマーケースや衝撃部の破損
ローター羽根の磨耗・破損
ローター羽根が回転時にでない
注油・グリス切れ

部品取付
部品交換
部品交換
部品取付
部品取付
注油／分解調整

9. 無負荷では回るが負荷時には 
止まったり力が落ちたりする

機種選定の誤り
焼け付き（油ぎれ） 注油／分解調整

10. 水がでる ドレンが溜まっている ドレン除去

＊その他ご不明な点がございましたら、ご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店または弊社までお問い合わせください。

本 社

東 京 支 店

大 阪 支 店

名古屋営業所

福岡営業所

札幌出張所

仙台出張所

北関東出張所

広島出張所

〒537-0001
〒143-0025
〒537-0001
〒457-0014
〒812-0016
〒065-0011
〒984-0002
〒370-0044
〒733-0035

大阪市東成区深江北2丁目17番25号
東京都大田区南馬込5丁目43番13号
大阪市東成区深江北2丁目17番25号
名古屋市南区呼続四丁目3番1号
福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号
札幌市東区北11条東14丁目1番1号
仙台市若林区卸町東1丁目2番10号
群 馬 県 高 崎 市 岩 押 町 2 7 番 6
広島市西区南観音 7丁目 8 - 1 1

FAX.06-6971-1309
FAX.03-3776-5607
FAX.06-6971-1309
FAX.052-824-4167
FAX.092-411-5770
FAX.011-704-4725
FAX.022-232-7959
FAX.050-3852-2745
FAX.082-295-1727

TEL.06-6976-7771
TEL.03-3776-1831
TEL.06-6976-7771
TEL.052-821-9575
TEL.092-411-5710
TEL.011-711-5003
TEL.022-236-1567
TEL.027-310-3757
TEL.082-291-0106

www.vessel.co.jp
●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。



◎取扱説明書について

●取扱説明書を必ず読んで、十分理解するまで製品の操作・先端工具の

交換などはおこなわないでください。

●取扱説明書は、いつも手元においてご使用ください。分からないこと

ができたときは、取扱説明書で必ず確かめてください。

●取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。紛失したと

きは、新しいものを改めて注文してください。

~作業前

●作業前は必ず点検してください。製品本体や付属品などに異常がある

場合は使用を中止してください。

●製品とエアー継手・ホースとの接続は、確実におこなってください。

不意のホース外れ・エアー漏れなどにより事故の原因となります。

●使用する工具が実際の作業に適しているかを確認してください。無理

な作業は、製品破損や事故の原因となりますので注意してください。

~エアー管理

●必ず適正空気圧力（手元圧力）で使用してください。指定圧力以上の

使用は製品の破損・事故の原因となり大変危険です。またそれ以下で

すと作動不良の原因となりますのでさけてください。

~先端工具の取り付け

●先端工具は、先端工具メーカーのカタログなどを参考にして正しいも

のを選んでください。

●先端工具（軸付砥石、ヘッドカップなど）の取り付け・取り外しは、

必ずエアーを確実に遮断してから、付属の工具を使用しておこなって

ください。交換時に不意に作動したり、作業時に外れたりして、事故

の原因となり大変危険です。

●軸径の違う砥石は使用しないでください。製品や作業物の破損の原因

となります。

●破損した砥石は使用しないでください。破片が飛散し、怪我の原因と

なります。

●先端工具の交換に使用した工具は、必ず作業前に取り外してください。

●コレットの締め過ぎ・空締め・指定オーバーハング以上の取り付けな

どは、さけてください。製品の破損・事故の原因となり大変危険です。

~作業上

●動きやすい服装で、保護具（保護メガネ・手袋・ヘルメット・耳当て・

安全靴など）を着用して作業してください。ただし、軍手などの巻き

込まれる恐れのある手袋は使用しないでください。

●周囲の安全を確認して安定した姿勢で作業してください。

●他の人を近づけないようにしてください。

●引火物のそばで作業するのは大変危険ですのでさけてください。

●寒冷地での使用は、内部凍結にご注意ください。

~製品の取り扱い

●回転部に手を触れないでください。怪我の原因となり大変危険です。

●先端工具をつけずに無負荷で空回転は、絶対にはおこなわないでくだ

さい。（チャック部の変形の恐れがあります）

●作業を中断するときや終了する時は、必ずエアーを確実に遮断してく

ださい。

●排気を人や火気に向けないでください。排気には油が含まれています

ので、注意してください。

●改造・改変・加熱は、おこなわないでください。製品の破損・事故の

原因となり大変危険です。

●作業中、摩擦で砥石や作業物が熱くなっていますので、すぐに触らな

いでください。

●異常発生時は、すぐにエアーを遮断し、作業を中止してください。

~保管

●埃・湿度・結露・凍結に注意して、安定した場所に保管してください。

~修理

●安易な分解・組み立ては、おこなわないでください。作動不良・製品

破損となります。

●修理は、ご購入の弊社販売店にご相談ください。

使用する前に、下記の注意事項をお読みください。

スパナ
固定ハンドル

しめる

ゆるむスパナBスパナA

ゆるむ

しめる

［GTーMG25S］
A：対辺13mm　B：対辺11mm

［GTーMG35SAR］
A：対辺13mm　B：対辺11mm

［GTーMG55SAR］
A：対辺9mm　  B：対辺5mm

［GTーMG75SAR］
A：対辺9mm　  B：対辺5mm

［GTーMG55S］
［GTーMG55SR］
［GTーMG75S］

スパナ（対辺）9mm

スパナ（対辺）9mm

スパナ（対辺）9mm

［GTーMG35ー12CR］
［GTーMG25ー9CC］
［GTーMG25ー12CC］
［GTーMG35ー9CC］
［GTーMG35ー12CC］

［GTーMG25ー9CR］
［GTーMG25ー12CR］
［GTーMG25ー9CF］
［GTーMG25ー12CF］

スパナ（対辺９mm） スパナ（対辺５mm）

ゆるむ

しめる

固定ハンドル

しめる

研削砥石の取り付け方

エアーマイクログラインダー 2020-01



エアーマイクログラインダー・トラブルシューティング

◎使用中に異常が起きた時の点検項目

症 状 原 因 処 置

1. 回らない エアーがきていない
ホースがねじれている
エアー圧が低い
アジャストダイヤルがOFFになっている
注油不足による部品の錆
ごみの混入
ローター部の故障（羽根の摩耗・破損）
コーナータイプギアー部の故障
アジャストバルブの故障（Oリングの破損）

エアーの開栓
ホースをのばす
エアー圧力調整
ONにする
注油／分解調整
分解調整
部品交換
部品交換
部品交換

2. 回転が十分上がらない エアー流量が不足している
エアー圧が低い
注油不足による部品の錆
アジャストダイヤルが全開になっていない
チャック部やローター部の故障

エアー流量確認
エアー圧力調整
注油／分解調整
全開にする
部品交換

3. 回転が止まらない アジャストダイヤルがOFFになっていない
アジャストバルブの故障（Oリングの破損）

確実にOFFにする
部品交換

4. 異音がする フィルターが外れている
ベアリングの磨耗・破損
コーナータイプギアー部の故障
排気ホースが外れている
注油・グリス切れ 

部品取付
部品交換
部品交換
部品取付
注油／分解調整

5. 芯振れする 砥石のオーバーハングが長すぎる
砥石が、機種・回転数にあっていない
砥石の偏芯

砥石の取付調整
正しい砥石の使用
砥石研磨修正

6. 水がでる ドレンが溜まっている ドレン除去

＊その他ご不明な点がございましたら、ご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店または弊社までお問い合わせください。

本 社

東 京 支 店

大 阪 支 店

名古屋営業所

福岡営業所

札幌出張所

仙台出張所

北関東出張所

広島出張所

〒537-0001
〒143-0025
〒537-0001
〒457-0014
〒812-0016
〒065-0011
〒984-0002
〒370-0044
〒733-0035

大阪市東成区深江北2丁目17番25号
東京都大田区南馬込5丁目43番13号
大阪市東成区深江北2丁目17番25号
名古屋市南区呼続四丁目3番1号
福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号
札幌市東区北11条東14丁目1番1号
仙台市若林区卸町東1丁目2番10号
群 馬 県 高 崎 市 岩 押 町 2 7 番 6
広島市西区南観音 7丁目 8 - 1 1

FAX.06-6971-1309
FAX.03-3776-5607
FAX.06-6971-1309
FAX.052-824-4167
FAX.092-411-5770
FAX.011-704-4725
FAX.022-232-7959
FAX.050-3852-2745
FAX.082-295-1727

TEL.06-6976-7771
TEL.03-3776-1831
TEL.06-6976-7772
TEL.052-821-9575
TEL.092-411-5710
TEL.011-711-5003
TEL.022-236-1567
TEL.027-310-3757
TEL.082-291-0106

www.vessel.co.jp
●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。



サンダー・グラインダー・パワースケーラー 2020-01

◎取扱説明書について

●取扱説明書を必ず読んで、十分理解するまで製品の操作・研削工具の

交換などはおこなわないでください。

●取扱説明書は、いつも手元においてご使用ください。分からないこと

ができたときは、取扱説明書で必ず確かめてください。

●取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。紛失したと

きは、新しいものを改めてご請求ください。

~作業前

●作業前は必ず点検してください。製品本体や付属品などに異常がある

場合は使用を中止してください。

●製品とエアー継手・ホースとの接続は、確実におこなってください。

不意のホース外れ・エアー漏れなどにより事故の原因となります。

●使用する工具が実際の作業に適しているかを確認してください。無理

な作業は、製品破損や事故の原因となりますので注意してください。

~エアー管理

●必ず適正空気圧力（手元圧力）で使用してください。指定圧力以上の

使用は製品の破損・事故の原因となり大変危険です。またそれ以下で

すと作動不良の原因となりますのでさけてください。

~研削工具の取り付け

●研削工具は、ベツセル製の指定されたものをお選びください。

●研削工具の取り付け・取り外しは、必ずエアーを確実に遮断してから、

付属の工具等を使用しておこなってください。交換時に不意に作動し

たり、作業時に外れたりして、事故の原因となり大変危険です。

●大きさの違う研削工具は使用しないでください。製品や作業物の破損

の原因となります。

●破損した砥石やニードルは使用しないでください。破片が飛散し、怪

我の原因となります。

●研削工具の交換に使用した工具は、必ず作業前に取り外してください。

●コレットの締め過ぎ・空締めなどは、さけてください。製品の破損・

事故の原因となり大変危険です。

~作業上

●動きやすい服装で、保護具（保護メガネ・手袋・ヘルメット・耳当て・

安全靴など）を着用して作業してください。ただし、軍手などの巻き

込まれる恐れのある手袋は使用しないでください。

●周囲の安全を確認して安定した姿勢で作業してください。

●他の人を近づけないようにしてください。

●引火物のそばで作業するのは大変危険ですのでさけてください。

●寒冷地での使用は、内部凍結にご注意ください。

~製品の取り扱い

●可動部に手を触れないでください。怪我の原因となり大変危険です。

●研削工具をつけずに無負荷で空回転は、絶対にはおこなわないでくだ

さい。（チャック部の変形の恐れがあります）

●作業を中断するときや終了する時は、必ずエアーを確実に遮断してく

ださい。

●排気を人や火気に向けないでください。排気には油が含まれています

ので、注意してください。

●改造・改変・加熱は、おこなわないでください。製品の破損・事故の

原因となり大変危険です。

●作業中、摩擦で砥石や作業物が熱くなっていますので、すぐに触らな

いでください。

●異常発生時は、すぐにエアーを遮断し、作業を中止してください。

~保管

●埃・湿度・結露・凍結に注意して、安定した場所に保管してください。

~修理

●安易な分解・組み立ては、おこなわないでください。作動不良・製品

破損となります。

●修理は、ご購入の弊社販売店にご相談ください。

使用する前に、下記の注意事項をお読みください。



サンダー・グラインダー・パワースケーラー・トラブルシューティング

◎使用中に異常が起きた時の点検項目

症 状 原 因 処 置

1. 動かない エアーがきていない
ホースがねじれている
エアー圧が低い
アジャストダイヤル等がOFFになっている
注油不足による部品の錆
ごみの混入
可動部の故障（羽根の摩耗・破損）
コーナータイプギアー部の故障
アジャストバルブの故障（Oリングの破損）
スロットルバルブの故障（Oリングの破損）

エアーの開栓
ホースをのばす
エアー圧力調整
ONにする
注油／分解調整
分解調整
部品交換
部品交換
部品交換
部品交換

2. 回転が十分上がらない 
力が出ていない

エアー流量が不足している
エアー圧が低い
注油不足による部品の錆
アジャストダイヤル等が全開になっていない
チャック部やローター部の故障
ピストン部の故障

エアー流量確認
エアー圧力調整
注油／分解調整
全開にする
部品交換
部品交換

3. 回転が止まらない アジャストダイヤルがOFFになっていない
アジャストバルブの故障（Oリングの破損）
スロットルバルブの故障（Oリングの破損）

確実にOFFにする
部品交換
部品交換

4. 異音がする フィルターが外れている
ベアリングの磨耗・破損
コーナータイプギアー部の故障
注油・グリス切れ
ピストン等の磨耗・破損

部品取付
部品交換
部品交換
注油／分解調整
部品交換

5. 芯振れする 
振動が大きい

砥石が、機種・回転数にあっていない
砥石の偏芯
研削工具がロックできていない

正しい砥石の使用
砥石研磨修正
正しいロック

6. 水がでる ドレンが溜まっている ドレン除去

＊その他ご不明な点がございましたら、ご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店または弊社までお問い合わせください。

本 社

東 京 支 店

大 阪 支 店

名古屋営業所

福岡営業所

札幌出張所

仙台出張所

北関東出張所

広島出張所

〒537-0001
〒143-0025
〒537-0001
〒457-0014
〒812-0016
〒065-0011
〒984-0002
〒370-0044
〒733-0035

大阪市東成区深江北2丁目17番25号
東京都大田区南馬込5丁目43番13号
大阪市東成区深江北2丁目17番25号
名古屋市南区呼続四丁目3番1号
福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号
札幌市東区北11条東14丁目1番1号
仙台市若林区卸町東1丁目2番10号
群 馬 県 高 崎 市 岩 押 町 2 7 番 6
広島市西区南観音 7丁目 8 - 1 1

FAX.06-6971-1309
FAX.03-3776-5607
FAX.06-6971-1309
FAX.052-824-4167
FAX.092-411-5770
FAX.011-704-4725
FAX.022-232-7959
FAX.050-3852-2745
FAX.082-295-1727

TEL.06-6976-7771
TEL.03-3776-1831
TEL.06-6976-7772
TEL.052-821-9575
TEL.092-411-5710
TEL.011-711-5003
TEL.022-236-1567
TEL.027-310-3757
TEL.082-291-0106

www.vessel.co.jp
●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
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◎取扱説明書について

●取扱説明書を必ず読んで、十分理解するまで製品の操作・ブレードの

交換などはおこなわないでください。

●取扱説明書は、いつも手元においてご使用ください。分からないこと

ができたときは、取扱説明書で必ず確かめてください。

●取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。紛失したと

きは、新しいものを改めて注文してください。

~作業前

●作業前に必ず点検してください。製品本体や付属品などに異状がある

場合は使用を中止してください。

●製品とエアー継手・ホースとの接続は、確実におこなってください。

不意のホース外れ・エアー漏れなどにより事故の原因となります。

●使用する工具が実際の作業に適しているかを確認してください。無理

な作業は、製品破損や事故の原因となりますので注意してください。

~エアー管理

●必ず適正空気圧力（手元圧力）で使用してください。指定圧力以上の

使用は製品の破損・事故の原因となり、大変危険です。またそれ以下

ですと作動不良の原因となりますのでさけてください。

~ブレードの取り付け

●ブレードの取り付け・取り外しは、必ずエアーを確実に遮断してから

おこなってください。交換時に不意に作動したり、作業時に外れたり

して、事故の原因となり大変危険です。

●破損したブレードを使用し続けると、製品の破損や事故の原因となり

ますので交換してください。

●ブレードの交換に使用した工具は、必ず作業前に取り外してください。

●ヒートニッパーは、温度が下ってから交換してください。

~作業上

●動きやすい服装で、保護具（保護メガネ・手袋・ヘルメット・耳当て・

安全靴など）を着用して作業してください。

●周囲の安全を確認して安定した姿勢で作業してください。

●他の人を近づけないようにしてください。

●引火物のそばで作業するのは大変危険ですのでさけてください。

●寒冷地での使用は、内部凍結にご注意ください。

~製品の取り扱い

●ブレードに手を触れないでください。怪我の原因となり大変危険です。

●切断対象物以外の切断は危険ですので、さけてください。

●機械への据え付けは、必ずエアーや電気を確実に遮断してからおこ

なってください。取り付けが不十分ですと、作動中に外れて事故の原

因となり大変危険です。

●切断した切り屑が飛散しますので、保護装置や保護具を使用してくだ

さい。

●作業を中断するときや終了する時は、必ずエアーを確実に遮断してく

ださい。

●排気を人や火気に向けないでください。排気には油が含まれています

ので、注意してください。

●改造・改変・加熱は、おこなわないでください。製品の破損・事故の

原因となり大変危険です。

●異常発生時は、すぐにエアーを遮断し、作業を中止してください。

~保管

●埃・湿度・結露・凍結に注意して、安定した場所に保管してください。

~修理

●安易な分解・組み立ては、おこなわないでください。作動不良・製品

破損の原因となり大変危険です。

●修理は、ご購入の弊社販売店にご相談ください。

使用する前に、下記の注意事項をお読みください。



エアーニッパー・エアーソー・トラブルシューティング

◎使用中に異常が起きた時の点検項目

症 状 原 因 処 置

1. ブレードまたはスライド部が 
正常に作動しない 

（切断能力の低下／不能）

エアーがきていない
ホースがねじれている
エアー圧が低い
ブレード摺動部の錆・磨耗・異物混入
熱による摺動部の焼付（ヒートニッパー）
ブレードスプリングの破損
リターンスプリングの破損
ブレードの破損／切刃部・タイコ部の磨耗

エアーの開栓
ホースをのばす
エアー圧力調整
注油／分解調整
部品交換
部品交換
部品交換
ブレード交換

2. エアー漏れがする バルブの異常／磨耗・破損 
（Oリング、弁ボールなど）
パッキンの破損

部品交換 

部品交換

＊その他ご不明な点がございましたら、ご自分で修理なさらないで、ご購入の販売店または弊社までお問い合わせください。

本 社

東 京 支 店

大 阪 支 店

名古屋営業所

福岡営業所

札幌出張所

仙台出張所

北関東出張所

広島出張所

〒537-0001
〒143-0025
〒537-0001
〒457-0014
〒812-0016
〒065-0011
〒984-0002
〒370-0044
〒733-0035

大阪市東成区深江北2丁目17番25号
東京都大田区南馬込5丁目43番13号
大阪市東成区深江北2丁目17番25号
名古屋市南区呼続四丁目3番1号
福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号
札幌市東区北11条東14丁目1番1号
仙台市若林区卸町東1丁目2番10号
群 馬 県 高 崎 市 岩 押 町 2 7 番 6
広島市西区南観音 7丁目 8 - 1 1

FAX.06-6971-1309
FAX.03-3776-5607
FAX.06-6971-1309
FAX.052-824-4167
FAX.092-411-5770
FAX.011-704-4725
FAX.022-232-7959
FAX.050-3852-2745
FAX.082-295-1727

TEL.06-6976-7771
TEL.03-3776-1831
TEL.06-6976-7772
TEL.052-821-9575
TEL.092-411-5710
TEL.011-711-5003
TEL.022-236-1567
TEL.027-310-3757
TEL.082-291-0106

www.vessel.co.jp
●改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
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