SD System
技術資料③

取付け方法

1システムのダクトや部品を合わせた総重量は、
数kgから10数kgになります。ブラケットにはその
10倍近い力が掛かることがありますので、テーブ
ルや壁にしっかりと固定してください。

テーブル取付け
SD System-50/75
●出荷時

梱 包 の 関 係 上、吸 気 ア ー
ムは2つの部分に分かれて
出荷されます。

1

●取付方法の選択
テーブルブラケット
（→3へ）

テーブルに貫通
（→4へ）

3

●テーブルブラケットを
使った取付

2
テーブルブラケットをテーブルの端部に設置してクランプを締
め付けます。
ソケットパイプをブラケットの孔に挿入し添付されているネジ
でフランジをブラケットに固定します。
吸気アームのジョイントをソケットパイプに接続します。この
時バネはパイプの中へ入れてください。
（→5へ）

5

●排気ダクトへ接続

4

吸気アームを設置する場所に∅60mm(SD-75は85mm)
の孔をあけてください。
ソケットパイプをその孔に挿入し、添付されているネジ
でフランジをテーブルに固定してください。
吸気アームのジョイントをソケットパイプに接続します。
この時バネはパイプの中へ入れてください。

7

●アクセサリー取り付け

●吸気アームを伸ばす

最後にダンパーが開
いていることを確認
してください。

レデューサー
（SD-50）80∅-50∅
SD50-80RM
（SD-75）100∅/80∅-75∅
SD75-100RM
または SD75-80RM

6

（SD-50）80∅スパイラルダクト
（SD-75）100∅/80∅スパイラルダクト

SD System-100

アクセサリーを取り付け
る前に吸気アームを所望
の方向へ伸ばしておいて
ください。

3

●テーブルブラケット利用取付①

●ソケットパイプ
を伸ばす

1

●テーブルに貫通して
直接取付

アクセサリーの接続管部をジョイントの管
部に挿入します。接続管のスリットを小さ
い摘みネジのところまで回して、摘みネジ
のネジ部をそこへ挿入しアクセサリーをジ
ョイントに取り付けます。

4

●テーブルブラケット利用取付②

これで吸気アームを
ご使用できるように
なりました。

●壁面ブラケット利用取付

5

フランジ

アームを伸ばす時、ソケットパイプは必ず
矢印の方向に回してください。

2

●取付方法の選択

テーブルブラケット テーブルブラケット 壁面ブラケ
（U型）上面
（→3へ） （U型）下面（→4へ） ット（→5へ）
最大∅
120mm

フランジ

●ガススプリングの固定
①吸気アームを垂直位置にな
る所まで移動させ ②ガスス
プリングをソケットパイプ上の
フィッティングまで回転させま
す ③ガススプリングを下図
のように固定します。

6

吸気アームを取り付ける位置に最大直径
120mmの孔をあけてください。ブラケット
の中心とテーブルにあけた孔の中心を正確
に合わせて、テーブルブラケットをテーブ
ルの上側又は下側に固定してください。ソ
ケットパイプをテーブルとブラケットの双
方の孔に通して、フランジを添付の小ネジ
でテーブルまたはブラケットに固定します。

●換気ダクトへの接続

テーブルブラケットをテーブルの上側に取
り付けるか、下側に取り付けるかは、ソケ
ットパイプがテーブルの上側に出ている部
分の長さに影響します。この点を必ず考慮
しておいてください。
（→6へ）

壁面ブラケットは床から適当な高さの位置
で壁面に固定します。ソケットパイプをブ
ラケットの双方の孔に通して、フランジを
添付の小ネジで固定します。
（→6へ）

●アクセサリー取り付け
最後にダンパーが開い
ていることを確 認して
ください。

レデューサー
∅125mm〜∅100mm
部品番号：4-100125

7

これで吸気アームをご
使 用できるようになり
ました。
アクセサリーの接続管部をジョイントの管部に
挿入します。接続管のスリットを小さい摘みネジ
のところまで回して、摘みネジのネジ部をそこへ
挿入しアクセサリーをジョイントに取り付けます。

スパイラルダクト
∅125mm
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A cleaner working environment

壁面取付け
SD System-50/75

1

●壁面ブラケットに取付け

4

●壁面ブラケットに取付け

5

つまみネジ
（SD-50/70とも）SD-195VB

2

●壁面ブラケットの取付け

壁面ブラケットの取付けに際しては、アームの作動
によって壁面ブラケットにかなりの力がかかる事を
考慮してください。ブラケットは壁面にがっちりと
固定してください。

6

●換気ダクトに接続
スパイラルダクト
（SD-50）80∅/75∅/63∅
（SD-75）100∅/80∅
レデューサー
（SD-50）80∅/75∅/63∅〜50∅
SD50-80RM,SD50-75RM,SD50-63RM
（SD-75）100∅/80∅〜75∅
SD75-100RM, SD75-80RM

SD System-100

ここできわめて重要なことは、ばねが
中に入っていることを念頭において、
アームを伸ばす時、ソケットパイプは
必ず矢印の方向に回してください。

●吸気アームを伸ばす

アクセサリーを取付ける前
に、吸気アームを矢印の方向
に所望位置まで伸ばしておい
てください。

3

●壁面ブラケット

上部ブラケット

1

3

●ソケットパイプを伸ばす

●壁面ブラケット

ソケットパイプをブラケットの穴に挿
入し、同梱のねじでフランジを固定し
てください。
上部フランジをソケットパイプに嵌め
込み、同梱のネジでブラケットに固定
してください。

7

アームを伸ばした時につまみネジが作
業者に向くように取付けてください。
二つのフランジはソケットパイプには
固定されていません。したがって、壁
面ブラケットの中で190°回転するこ
とができます。

●アクセサリーの取付け
アクセサリーの接続管をジョイントの管部に
はめ込みます。接続管を回してスリットが小
さい摘みネジのところへ来るようにします。
摘みネジを回してスリットの中へ入れればア
クセサリーはジョイントに保持されます。

最後にダンパーが開いている
ことを確認してください。

8
●壁面ブラケットへの組付け

これで吸気アームをご使用で
きるようになりました。

●吸気アームを伸ばす

ソケットパイプを展開します。
上部フランジを同梱のねじで上部
ブラケットに固定してください。

下部ブラケット
SD100-35VB

または

SD100-203VB

●壁面ブラケットの取付け

2

ソケットパイプをブラケットの穴
に挿入し、同梱のねじで下部フラ
ンジを下部ブラケットに固定して
ください。
1：吸気アームを矢印の方向
に伸ばしてください。

壁面ブラケットの取付けに際しては、アームの作動
によって壁面ブラケットにかなりの力がかかる事を
考慮してください。ブラケットは壁面にがっちりと
固定してください。

●ガススプリングの組付け（1）

5

1：アームを垂直位置まで押し上げてください。
2：これでガススプリングが6に図示すように組み付
けられます。

●ガススプリングの組付け（2）

2：ガススプリングをソケッ
トパイプ上の取付金具の方
へ回します。

4

●換気ダクトに接続
100∅/120∅スパイラルダクト

レデューサー 125∅〜100∅
SD100-125RM

6

ソケットパイプ上のピンについているつまみ
ネジを外します。
ガススプリングの頭部をピンに引っかけて、
つまみネジを元のように締め付けます。

www.nipponblower.com
17

7

ソケットパイプ上のピンについているつまみ
ネジを外します。
ガススプリングの頭部をピンに引っかけて、
つまみネジを元のように締め付けます。
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天井取付け
SD System-50/75

●ソケットパイプを伸ばす

●天井ブラケット
SD-50/75の天井ブラケットは、長さ250、500、750、
1000mmの4種があり、それぞれ上方排気と側面排気
の2種があります。
（別注にて長さ1250、1500、1750、
2000も製作可能）

上方排気

2

●天井ブラケットに取付け

天井ブラケット取付けに際しては、アーム操作
によって相当な力がブラケットにかかることを
考慮し、しっかりと天井に取付けてください。

5

●換気ダクトに接続
（側面接続天井ブラケット）

スパイラルダクト
∅80mm

アームを伸ばす時、ソケットパイプは
矢印の方向に廻してください。

SD System-100
●天井ブラケット
SD-100の 天 井 ブ ラケットは、長さ250、500、750、
1000mmの4種にそれぞれ上方排気と側面排気の2種
があり、長さ1250、1500、1750、2000mmの４種に
ついては側面排気のみです。

側面排気

3

ソケットパイプを天井ブラケットに挿入
し、ソケットパイプのガイドが天井ブラケ
ットに合致するところまでアームを回転さ
せてから付属のネジで固定してください。

7

●吸気アームを伸ばす

アクセサリーを取り付ける
前に、吸気アームを矢印の
方向に所望位置まで伸ばし
ておいてください。

2

この段階でソケットパイプは天井ブラ
ケットの中で360°回転できるようにな
っています。

●アクセサリーの取付け

アクセサリーの接続管をジョイントの
管部にはめ込みます。接続管を回して、
管上の小さいスリットが摘みネジのとこ
ろへ来るようにします。

ニップル
∅80mm

上方排気

4

側面排気

注意！
天 井とダクト
の間の空隙を
塞いでくださ
い。

1

●天井ブラケットに取付け

6
3

●アームの取付け

最後にダンパーが開いてい
ることを確認してください。
これで吸気アームをご使用
できるようになりました。

4

●吸気アームを伸ばす

●ガススプリングの取付け

アームを伸ばす時、
ソケットパイプは矢
印の方向に廻してく
ださい。
1：アームを 垂直 方 向 に押
し上げます。
2：ガススプリング は 図 示
のように取付けられます。

注意！
天 井とダクト
の間の空隙を
塞いでくださ
い。

1

天井ブラケット取付けに際しては、アーム操作
によって相当な力がブラケットにかかることを
考慮し、しっかりと天井に取付けてください。

1：アームを矢印の方向
へ伸ばします。
ソケットパイプを天井ブラケットに挿入
します。ソケットパイプのガイドが天井
ブラケットに合致するところまでアーム
を回転させてます。そして付属のネジ
で固定してください。

5

●アクセサリーの取付け
アームを伸ばします。
アクセサリーの接続管をジョイントの管部には
め込みます。スリットを回して、摘みネジのとこ
ろへ来るようにします。摘みネジを締めればア
クセサリーはジョイントに固定されます。

2：ガススプリングをソ
ケットパイプのフィッテ
ィングの方へ回 転させ
ます。

●換気ダクトに接続

スパイラルダクト
∅130mm
ニップル
∅130mm

6

最後にダンパーが開かれている
ことを確認してください。
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A cleaner working environment

取付けの際のポイント

壁面取付け
エルボ調節ネジ

C-pipe
B-pipe

このネジが作業者
の方に向くと正常
フード取付けネジ
A-pipe

エルボ調節ネジ
及び
ダンパーレバー

エルボ調節ネジ

●取付に際し、アームを下ろす方向にご注意ください。
※ダンパーレバーが正面から見て右側になる様に設置してください。
（またはA-pipeが左、C-pipeが右になるように）
●アーム位置の調節はエルボー調節ネジを締めて（ゆるめて）行ってください。
●分解組立は、フード取付ネジ、エルボ調節ネジをゆるめて行ってください。
●透明フードはフード内側より付属のパイプを通してください。
●風量は必要に応じ、ダンパーレバーで調整してください。
●アーム取り付け後、ガススプリングの取付がしにくいときは、アームをブラケットからいったん取り外して行ってください。＊
●ガススプリングは、大きな力が掛かりますので取り外し時などは、十分注意してください。＊
（＊ガススプリング付きの機種のみ）
●出張修理は行っておりません。修理、補修につきましては弊社技術センターにお送りいただき、お見積もりさせていただきます。
弊社、または販売店にお尋ねください。
●関節部のＯリングやガススプリングは消耗品です。定期的に点検し、必要な場合は交換をしてください。

天井取付け

ダンパー開

取っ手はSD100のみ
ダンパーレバー

写真はSD-100シリーズ

ダンパー閉
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