
PSS® 5000 シリーズ
自給式空気呼吸装置 取扱説明書i
1 安全のために
1.1 安全に関する注意事項
● 製品の使用を開始する前に、本取扱説明書をよくお読みください。
● 本取扱説明書の記載事項を遵守してください。取扱説明書の内容を完

全に理解し、厳密に遵守して下さい。『使用目的』の項に記載してあ
る目的以外では使用しないでください。

● 本取扱説明書は大切に保管してください。ユーザーが適宜参照できる
ように保管して下さい。

● 本製品は、トレーニングを受講してから使用してください。
● 本製品は、それぞれの国や地域が定める規則に従ってお取扱いくださ

い。
● 本製品の検査、修理、保守点検は、トレーニングを受講された方が行

ってください。Dräger では、メンテナンス作業に関して Dräger 社と   
保守契約を結び、修理を Dräger にお任せ下さることをお勧め致しま  
す。

● 適切な訓練を受けたサービス担当者が、本書の「メンテナンス」の項
に詳述した方法に従って、本製品の検査と保守点検を行う必要があり
ます。

● 本製品の交換部品およびアクセサリは、Dräger 純正品をお使いくださ 
い。それ以外の物を使用すると、製品が正常に機能しない場合があり
ます。

● 故障した製品や不完全品は使用しないでください。また、製品を改造
しないでください。

● 本製品に異常が認められた場合は、Dräger までご連絡ください。
● 呼吸用空気は、EN12021 で定義されている要件、あるいは各国で規定 

されている要件を満たしていなければなりません。

1.2 警告表示について
以下の警告表示とともに記載してある項目は、本製品の使用にあたって特
に注意が必要な内容です。各記号の意味の定義は次のとおりです。

警告
この表示の注意事項を守らないと、死亡や大けがなどの人身事故
につながる場合があります。

注意
この表示の注意事項を守らないと、けが、製品の破損または環境
汚染につながる場合があります。また、安全でない使用法に対し
て警告を発します。

注記
製品の使用に関する付加情報です。

2 説明
2.1 製品の概要
Dräger PSS® 5000 シリーズは、開放型呼吸システムを使用する自給式空気   
呼吸器 （SCBA）です。このシリーズは、圧縮空気高圧容器、面体、レギ
ュレータ （FPS 7000 および Panorama Nova 面体、PSS シリーズレギュ      
レータ、鋼鉄製または複合材料の高圧容器など）の幅広い製品群に適合し
ます。
この機器は、多機能電子モニタリングシステム （Bodyguard® 7000 など）  
にも適合します。電子システムの説明、操作、テスト方法については、関
連する取扱説明書を参照してください。

2.2 機能説明
キャリングシステムは、調節可能な背負いハーネスと腰ベルトがクイック
リリースコネクタで接続された、カーボン複合材料の背負い板（バックプ
レート）を備えています。フレキシブルジョイントで接続された腰パッド
（図 1、項目 6）は、ユーザーの身体のひねりや曲げをサポートします。シ  
リンダ（高圧容器）取り付けシステムには、高圧容器 1 本用のストラップ
（2）または高圧容器 2 本用のユニバーサルシリンダストラップがあります
（日本標準仕様では高圧容器 1 本用シリンダストラップが付属していま
す。）。
この呼吸器は Dräger の高性能減圧器（4）を使用しています。減圧器は高  
圧容器の空気圧力を減圧し、中圧ホース（5）とカップリング（1）を通じ
て、取り付けられたレギュレータに呼吸用空気を供給します ( 日本標準仕
様ではカップリング （1）が付属していません。）。デュアル圧力ホース
（3）は、警報器が起動した時に警笛に中圧の空気を供給し、高圧容器から
圧力計に高圧の空気を供給する毛細管を内部に備えています。空気ホース
とモニタリングシステムのモジュール式コンポーネントは、損傷を防ぎコ
ンポーネントの保護を強化するために、背負い板に組み込まれています。
圧縮空気高圧容器、レギュレータおよび面体
Dräger PSS 5000 シリーズは、鋼鉄製または複合材料製、容量 4 ～ 9 リッ       
トル、圧力 200 または 300 bar の高圧容器に適合します。詳細な説明とユ     
ーザー向け取扱説明は、高圧容器、面体またはレギュレータに付属の個別
の説明書に記載されています。

2.3 使用目的
Dräger PSS 5000 シリーズ呼吸器は、高圧容器、レギュレータおよび面体   
を取り付けて、高度な呼吸保護を必要とする緊急時の活動や工業用途に使
用するための製品です。組み立てられた呼吸器により、ユーザーは、汚染
された場所や酸素が不足した状況下でも呼吸保護を受けられるようになり
ます。また、消火活動にも適しています。
高圧容器、レギュレータ、面体、その他本製品とともに使用するアクセサ
リは、Dräger が 認証したコンポーネントで構成され、組み立てられたもの 
でなければなりません。詳細については Dräger にお問い合わせください。
可燃性雰囲気での使用
PSS 5000 シリーズは、テストにより可燃性雰囲気での使用適性があると  
確認されました。電子サブアセンブリは ATEX の認定を受けています。
すべてのコンビネーションは、ゾーン 0 からゾーン 20 までの危険地域で    
の使用に適しています。

2.4 認証
1. 本製品の認定基準である欧州規格、ガイドライン、指令は適合宣言書に
記載されています （適合宣言書または www.draeger.com/product- 
certificates を参照して下さい）。

2.5 マークと記号の説明
機器上にある認定機関の記号とマークについては、該当する公的機関に照
会してください。呼吸器のコンポーネントパーツ上にある他のマークの
例： 

BRAC-1359 – Dräger のシリアル番号
08/09 – 製造時期 （月 / 年）
3356812 または R21034 – Dräger パーツ番号
SF – 標準カップリング
LF – 低力カップリング

3 使用方法
警告
呼吸器の準備と使用は、トレーニングを受けた資格のある人員の
みが実施するようにして下さい。アクセサリ、補助機器、その他
防護服アイテムが機器を妨害したり危険物を作ったりしないよ
う注意して下さい。
呼吸器の最大使用可能時間は、使用開始時点での携行空気量とユ
ーザーの呼吸による空気消費量に応じて変動します。空気高圧容
器は、すべて使用前に最大充填圧力まで充填し、90 パーセント未 
満 （国の規定によっては 90 パーセント以上の場合もあります）  
の充填量の高圧容器はいかなる活動にも使用しないでください。 

注意
高圧容器のそく止弁を開く時には、強い力をかけたり工具を使用
したりしないでください。また、呼吸器を落としたり投げたりし
ないでください。

3.1 使用前の準備

注記
圧力計の前面には、薄い柔軟な保護カバーが貼られていることが
あります。このカバーは、初回の使用前にはがしてください。

1. 機器の目視点検を行います （3.5.1 項参照）。
2. 空気高圧容器を取り付けます （3.5.2 項参照）。
3. レギュレータ用の中圧カップリングを備えた呼吸器の場合、オスカッ

プリングをいったん取り外してから、再度接続します。接続するには、
オスのカップリングをメスのカップリングに差し込み、カチッと音が
するまで押します。取り外しや接続に問題がある場合は、4 項のトラ 
ブルシューティングを参照して下さい。

4. 自動陽圧型レギュレータを使用している場合はストップボタンを押し
ます （レギュレータに付属の取扱説明書を参照）。

5. 機器の簡易点検を実施します （3.5.3 項を参照）。
6. レギュレータを面体に接続し、カップリングを引っ張って、確実に取

り付けられていることを確認します。

3.2 呼吸器の着用
1. 背負いハーネスと腰ベルトを完全にゆるめ、呼吸器を着用します。
2. 肩パッドがねじれていないことを確認し、背負いハーネスを引いてシ

ステムの重量を両肩に乗せます。この段階で完全に締めないでくださ
い。

3. 腰ベルトのバックルを閉め、腰ベルトの端を前方に引き、腰パッドが
腰にしっかりと、快適に当たるようにします （図 2） 。ベルトの端を 
腰パッドの下にはさみます。

4. 背負いハーネスを引き、呼吸器を腰にしっかりと、快適に収まるよう
取り付けます。締めすぎないでください。ハーネスの固定具を下に引
き、ハーネスの端を固定します （図 3）。

5. 面体のヘッドハーネスを完全にゆるめ、ネックストラップを首に掛け
ます。

6. 自動陽圧型レギュレータを使用している場合は、ストップボタンを押
します。 

7. 高圧容器のそく止弁をゆっくりと全開し、呼吸器の空気供給システム
を加圧します （高圧容器を 2 本取り付けている場合は、両方の高圧容  
器そく止弁を開きます）。

8. 面体を着用して、しっかりフィットしていることを確認します （面体
に付属の取扱説明書を参照してください）。

3.3 使用方法

警告
高圧容器のそく止弁を全開し、使用中も確実に開いたままである
ようにしてください。
ユーザーは、警報が鳴り始める前に安全な場所に退避していなけ
ればなりません。使用中に警報が鳴り始めた場合は、ただちに安
全な場所へ退避してください。
補充用空気供給は高圧容器の空気を使用するので、機器の使用時
間を短くします。

● 高圧容器の残留圧力を定期的にゲージで確認してください。
● 補充用空気が必要な場合は、レギュレータのゴムカバー前面中央を短

い時間のみ押して、補充用空気を面体内に送り込むようにして下さ
い。

3.4 使用後

警告
安全に呼吸ができる場所に到達するまでは、呼吸器を取り外さな
いでください。

1. 面体のハーネスをゆるめます。面体が顔に密着していない状態とな
ります。自動陽圧型レギュレータを使用している場合はストップボ
タンを押してください。面体を取り外します。

2. 高圧容器のそく止弁を閉じます。 
3. レギュレータのゴムカバー前面中央を押して、呼吸器内部の空気圧力

を低下させます。自動陽圧型レギュレータを使用している場合は、ス
トップボタンを押します。

4. 腰ベルトのバックルを外します。
5. 背負いハーネスの端を持ち上げ、ハーネスの固定具を外し（図 3）、背 

負いハーネスのバックルを持ち上げてハーネスをゆるめます。
6. 呼吸器と面体を取り外します。
7. 必要に応じて高圧空気容器を取り外します （3.5.2 項を参照）。
8. メンテナンス表に記載されている、使用後の作業を実施します （5 項 

を参照）。
9. 使用中に発生した故障や損傷についての詳細情報とともに、呼吸器を

保守点検部門に送付します。

3.5 保守
3.5.1 目視点検
コンポーネント部品やアクセサリを含め、呼吸器全体を目視点検してくだ
さい。通気孔やホース、コネクタなどが清潔で損傷していないことを確認
します。呼吸器の動作に影響を与える恐れのある損傷の兆候には、打痕、
摩耗、切傷、腐食、変色などがあります。異常が認められた場合はサービ
ス担当者に報告し、修理が完了するまでその機器を使用しないでくださ
い。
3.5.2 高圧空気容器の取り付けと取り外し

警告
高圧空気が放出されると、呼吸器のユーザーやその近くにいる人
員を負傷させる恐れがあります。高圧容器を呼吸器から切り離す
前に、高圧容器のそく止弁を閉じて呼吸器内部の圧力を低下させ
てください。
高圧容器のそく止弁や減圧器接続部コネクタが衝撃で損傷した
場合、そく止弁の接続が外れ、圧縮空気の漏気が起きる恐れがあ
ります。高圧容器と呼吸器は注意して取り扱ってください。

注記
他の高圧容器接続タイプについては、コネクタに付属の取扱説明
書を参照してください。

高圧容器をネジ式コネクタで取り付ける
1. 高圧容器そく止弁の充填口と減圧器のネジを点検します。減圧器の

O リングシール （図 4、項目 1）と焼結フィルタ （2）が清潔で損傷   
していないことを確認します。

2. 減圧器を上に向け、シリンダ （高圧容器）ストラップを最長まで伸ば
して背負い板を水平に置きます。

3. 高圧容器をストラップの輪に通して差し込み、そく止弁の充填口を減
圧器に合わせます。

4. 高圧容器と背負い板を垂直になるよう持ち上げます （高圧容器のそく
止弁と反対側の端、つまり高圧容器底部で支えられている状態にしま
す）。

5. 親指と人差し指を用いて、金属と金属が確実に接触するまで減圧器の
ハンドホイールを締めます。工具を使ったり強く締めすぎたりしない
でください。

6. 呼吸器全体を水平位置に戻します。
7. シリンダストラップの緩みを取り除きます （図 5）。
8. 高圧容器の上でストラップを引いてカムロックを動作させ（図 6）、ベ 

ルクロファスナーで固定します。

ネジ式コネクタで高圧容器を取り外す
1. 高圧容器弁のそ く 止弁を閉じ て呼吸器内部の圧力を低下させます。 
2. 高圧容器が上になるようにして呼吸器の背負い板を水平に置きます。
3. シリンダストラップの端をベルクロから取り外します。
4. ストラップをカムロックと反対側に動かし、バックルをゆるめ、次に

ストラップをゆるめます。
5. 高圧容器そく止弁充填口と減圧器の接続部を緩めて外します。
6. 高圧容器を減圧器から持ち上げて高圧容器を取り外します。

2 本の高圧容器をネジ式コネクタで取り付ける （2 本の高圧容器を使用す
る製品は日本の標準仕様とは異なります。）
1. 高圧容器そく止弁充填口、T ピース、減圧器のネジを点検します。減 

圧器の O リングシールと焼結フィルタが清潔で損傷していないこと  
を確認します （図 4）。

2. T ピースを減圧器に接続しますが、完全に締めない状態にしておいて 
ください。

3. 減圧器を上にして背負い板を水平に置き、シリンダストラップを最長
まで伸ばして、2 本のストラップのループがほぼ同じ状態であること
を確認します （図 7）。

4. 高圧容器をストラップの輪にそれぞれ差し込み、そく止弁の充填口を
T ピースに合わせます。T ピースをそく止弁の充填口にそれぞれ接続  
しますが、完全に締めない状態にしておいてください。

5. 高圧容器を背負い板の中央に合わせます。親指と人差し指を用いて、
金属と金属が確実に接触するまで T ピースと減圧器のハンドホイール  
を締めます。工具を使ったり強く締めすぎたりしないでください。

6. シリンダストラップの緩みを取り除き （図 5） 、両方の高圧容器がし 
っかり固定されていることを確認します。

7. 高圧容器の上でストラップを引いてカムロックを動作させ（図 6）、ベ 
ルクロファスナーで固定します。

ネジ式コネクタで 2 本の高圧容器を取り外す
1. 高圧容器のそく止弁を閉じて呼吸器内部の圧力を低下させます。
2. 高圧容器を上にして背負い板を水平に置きます。
3. シリンダストラップの端をベルクロから取り外します。
4. ストラップをカムロックと反対側に動かし、バックルをゆるめ、スト

ラップをゆるめます。
5. 減圧器と高圧容器のそく止弁充填口から T ピースを外します。
6. 高圧容器を減圧器から持ち上げて高圧容器を取り外します。
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3.5.3 機能点検

警告
呼吸器が、機能点検に記載された基準またはパラメータのいずれかを満たしていない場合は、システム障害です。サービス担当者に障害を通
知するか、または Dräger までご連絡ください。障害がなくなるまで呼吸器は使用しないでください。

機能点検を行う前に、使用準備 （3.1 項）の説明に従って呼吸器を組み立ててください。

漏気試験と警報器点検
1. 自動陽圧型レギュレータを使用している場合は、ストップボタンを押します。
2. 高圧容器のそく止弁をゆっくり、全開まで開きます （反時計回り）。呼吸器システムを加圧する間、短時間だけ警報器ユニットの音が鳴ります。
3. 高圧容器のそく止弁を完全に閉じます。
4. 1 分後に、圧力計を確認して高圧容器のそく止弁を再度開きます。圧力計の表示が 10 bar （圧力計表面の 1 目盛）以上増加しないことを確認してく     

ださい。漏気試験不合格の場合は、点検して修理した後に （4 項を参照）、再度漏気試験を実施してください。
5. 高圧容器そく止弁を完全に閉じます。
6. 圧力計を確認し、次のようにしてゆっくりと圧力を下げます。

a. 自動陽圧型レギュレータ： レギュレータの面体取付口を手のひらで覆います。ゴムカバーの前面中央部を押して、陽圧を作動状態にします。 
レギュレータの面体取付口から手のひらをゆっくりと持ち上げてシステム内の空気を排気し、圧力がゆっくり低下する状態を保ってくださ
い。 

b. 陰圧型レギュレータ（注：日本向け標準仕様ではありません）： ゴムカバー前面中央部を注意深く押して、ゆっくりとシステムを通気します。
7. 60 bar から 50 bar の範囲で、ホイッスルが鳴り始めるのを確認してください。
8. そのままシステムを完全に排気します。
9. 自動陽圧型レギュレータを使用している場合は、ストップボタンを押します。

4 トラブルシューティング
トラブルシューティングガイドは、呼吸器ユーザーのためのトラブル診断とその対処法に関する情報です。さらに詳しいトラブルシューティングと対処
法については、関連機器の取扱説明書を参照してください。
トラブルシューティングガイドに複数の原因または対処法がある場合は、表に記載された順序で対処してください。
対処法が保守点検作業である場合、または対処法をすべて試しても症状が消えない場合は、サービス担当者または Dräger までお問い合わせください。

5 メンテナンス 
5.1 メンテナンス表 
呼吸器の保守点検とテストは、使用されていない機器も含めて、メンテナンス表に従って実施してください。保守点検の詳細と点検、試験結果は、すべ
て記録してください。レギュレータ、面体、その他の関連機器の取扱説明書も参照してください。 
国によって、下表以外の点検や試験が規定されている場合があります。.

5.2 洗浄および消毒

注意
乾燥温度は 60 °C を超えないようにし、乾いたら直ちに乾燥機から取り出してください。熱乾燥機での乾燥時間は 30 分以内にしてください。
空気回路や電子部品は、洗浄液や水に浸さないでください。
空気回路や呼吸器 （レギュレータなど）の内部に水が入って凍結すると、正常に動作しなくなる恐れがあります。液体が呼吸器の空気回路内
部に浸入しないよう十分に注意し、洗浄後は呼吸器をよく乾かしてください。

症状 原因 対処法

高圧空気の漏気、または漏気試験不合格 接続部コネクタの緩み、または汚れ カップリングを取り外して洗浄、再試験続し、再テス
ト

ホースまたは構成部品の不良 ユーザーによる交換が可能なアクセサリを交換して再
試験

減圧器の中圧ホース接続部 （安全弁）からの漏気 O リング、保持具 （リテイナー）、バネ、減圧器のい
ずれかの故障

保守点検作業

中圧が高い / 低い 減圧器の故障 保守点検作業

警報器 （警笛）の音が弱い 警報器の汚れ 警報器の警笛 （フルート）を洗浄して再点検

警報器が正しく機能しない 起動メカニズムの故障 保守点検作業

中圧クイックカップリングの取り外しと再接続の問題 コネクタの汚れ カップリングを取り外して洗浄、再試験続し、再テス
ト

オスカップリングのバリ オスカップリングを取り付けたホースを交換

コンポーネン
ト /

システム

作業内容 使用前 使用後 毎月 年 1 回 6 年に 1 
度

10 年に 1 
度

機器全体 目視点検 （注 1 を参照 3.5.1 項を参照）

注記
O Dräger 推奨事項

1 機器が汚れていたら洗浄してください。機器が汚染された場合は、皮膚に直接、または長時間接触するコンポーネントをすべて消毒します。

O O O
機能点検 （3.5.3 項を参照） O O O
精密点検 （注 2 を参照）

2 このメンテナンス作業は、Dräger またはトレーニングを受講したサービス担当者が行ってください。テストについての詳細は、関連する Dräger メンテナンスコー   
スを受講したサービス担当者に配布される技術ハンドブックに記載しています。

O
レギュレータ プッシュイン型コネクタの潤滑を確認 （注 3 を参照）

3 タイプ A の場合は、レギュレータの O リングを点検します。タイプ ESA の場合は、レギュレータのプッシュインコネクタにあるオスパーツの外面を点検します。      
潤滑剤は、手で触って感じられて、目には見えない程度を目安にして下さい。潤滑が必要な場合は、Dow Corning® Molykote® 111 を軽く塗布します （他の潤滑剤    
は試験されていません。機器を損傷する恐れがあります）。

O
クイックカップリングのオスパーツにバリがないか確認 （3.1 項のステップ 3 を
確認）

O

オーバーホール。Dräger と修理交換 （REX）サービス契約を結んでください
（注 4 を参照）

4 6 年に 1 度のオーバーホールは、ドイツの規定に従う機器ユーザーにのみ適用されます。ドイツ国内のユーザーは、以下の規定を満たす必要があります：ドイツ消   
防隊の規定 （FwDV 7 および vfdb – RL0804）、およびドイツ国内規定 （BGR 190 または GUV R190 および GUV-I-8674）。

O

減圧器 中圧確認 （注 2 を参照） O
焼結フィルタの検査 （注 2 および注 5 を参照）

5 減圧器の性能がフローチェック中に低下したと認められた場合、または目に見える損傷がある場合は、焼結フィルタを交換してください。

O
高圧コネクタの O リングを点検 （注 2 および 注 6 を参照）

6 高圧コネクタ O リングの機能テスト中にリークがあった場合、または O リングに目に見える損傷がある場合は、O リングを交換してください。

O
オーバーホール。Dräger と修理交換 （REX）サービス契約を結んでください
（注 4 および 注 7 を参照）

7 呼吸器の使用頻度が高い場合 （トレーニング施設など）、減圧器のオーバーホール間隔を短くしてください。このような場合、Dräger では、使用回数 5,000 回未満   
でオーバーホールすることをお勧めします。使用回数とは、完全に組み立てた呼吸器を用いてユーザーが高圧容器からの空気により呼吸することを 1 回と数えます。  
使用前の点検で呼吸器システムを加圧する作業は使用回数には含みません。

O O

高圧容器 最大充填可能圧力まで高圧容器を充填 O O
充填された圧力を確認 （保管中の高圧容器のみ） O
高圧容器の容器試験日を確認 O
証明書の更新 使用する国の規定に準拠

高圧容器のそ
く止弁

オーバーホール、あるいは交換 高圧容器の証明書の更新時

!
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適 切 な 洗 浄 剤 お よ び 消 毒 剤 と そ の 仕 様 に つ い て は、
www.draeger.com/IFU にある文書 9100081 を参照して下さい。

レギュレータ、面体、その他の関連機器の取扱説明書も参照してくださ
い。
● ケバ立ちのない清潔なクロスを使用のこと
1. 洗浄液で湿らせた布を用いて、呼吸器の目立つ汚れを拭き取ります。
2. 内部と外部の表面に、消毒剤を使用します。
3. きれいな水で丁寧にすすぎ、洗浄・消毒剤を洗い流します。
4. 乾いた布で拭くか、熱乾燥機に入れるか、または自然乾燥させます。
5. 空気回路や電子部品を含む部品を分解する必要がある場合は、サービ

ス担当者または Dräger に連絡してください。
5.2.1 背負いハーネス - 徹底洗浄

注意
徹底洗浄は、適切なトレーニングを受けた人員のみが行うように
してください。トレーニングを受けていない人員による呼吸器の
分解は許可されていません。呼吸器を損傷する恐れがあります。

1. 背負い板からハーネスを取り外し、次のいずれかの方法で洗浄しま
す。
a. 洗浄・消毒剤で、手洗い。
b. 適切な洗浄剤を使用して機械洗浄 （30 °C）します。

2. 洗浄したハーネスをきれいな水で丁寧にすすぎ、洗浄・消毒剤を洗い
流します。

3. 内部パーツを含むすべてのコンポーネントを乾燥させます。

5.3 メンテナンス作業
5.3.1 圧力計または中圧カップリングの再配置
圧力計と中圧カップリング （および肩に取り付けるその他のアクセサリ）
は、ユーザーの好みに合わせて再配置できます。トレーニングを受けたサ
ービス担当者により、コンポーネントを同じ側に置いたり、反対側に置き
換えたりすることができます。肩に取り付けるコンポーネントについての
説明は、技術マニュアルに記載されています。 

5.3.2 高圧容器への空気の充填

警告
呼吸用空気は、欧州においては EN12021 で定義されている要件 
を満たしていなければなりません。他の地域においても各国の要
件を満たすようにして下さい。

高圧容器への圧縮空気の再充填については、高圧容器および充填器に付属
の説明書を参照してください。 
安全確保のためコンプレッサーから供給される空気、高圧容器に充填され
た空気の管理を行うことをお勧めします。ドレーゲルのエアロテストサイ
マルタン HP を使用すれば、充填空気中の一酸化炭素、二酸化炭素、油分、
水分を正確に検査することができます。

6 保管
6.1 保管の準備
● 背負いハーネス、腰ベルト、面体のハーネスを伸ばします。
● 面体を保管用の保護バッグに入れます （適切なバッグについては

Dräger にお問い合わせください）。
● ゴムホースはゆるく巻き、引っ張ったり押しつぶしたりひねったりし

ないようにしてください。

6.2 保管条件
● 本製品は、-15 °C から +25 °C の気温で保管します。かならず埃のな     

い乾燥した場所で、機器が擦れ合って摩耗したり破損したりしないよ
うに保管してください。また、直射日光に当たらないようにしてくだ
さい。

● 呼吸器をしっかり固定あるいは収納し、落下しないようにします。

7 テクニカルデータ
高圧容器接続口 EN 144-2 による G5/8 規格 

（200 bar または 300 bar） 
日本の場合：JIS 22φ―14 山右ネジ　 
他の国においても、各国の基準に従っ
た接続口仕様の製品が入手可能です。 

圧縮空気用　高圧容器 4 .7 リットル ～ 9 リットル （200 bar ま
たは 300 bar）、 
鋼鉄製または複合材料製

警報器 起動開始圧力：60 bar ～ 50 bar
中圧 6 bar ～ 9 bar
動作温度 EN137 の温度範囲

8 オーダーリスト

品名 単位 品番
Dow Corning Molykote 111 100 グラム 3331247
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