
作成 作成 作成 作成 ２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年２２２２月月月月

ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを外外外外しししし、、、、ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ////ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ののののﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙASSSYASSSYASSSYASSSY（（（（赤赤赤赤））））とととと

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを外外外外しししし、、、、充充充充てんてんてんてんﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ののののﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙASSSYASSSYASSSYASSSY（（（（灰灰灰灰））））とととと

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚
ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーー

ｲﾝﾚｯﾄｲﾝﾚｯﾄｲﾝﾚｯﾄｲﾝﾚｯﾄ
ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚

ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーー
ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙

ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ
（（（（灰灰灰灰））））

ｱﾀｱﾀｱﾀｱﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾀﾀﾀﾀ

ﾘﾔﾘﾔﾘﾔﾘﾔ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ

ﾌﾛﾝﾄﾌﾛﾝﾄﾌﾛﾝﾄﾌﾛﾝﾄ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ

ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｸﾄｸﾄｸﾄｸﾄ
ﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽ

ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ
（（（（赤赤赤赤））））

7777

8888

胴部胴部胴部胴部（（（（鏡部鏡部鏡部鏡部））））ののののﾏｼﾏｼﾏｼﾏｼﾞ゙゙゙ｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌﾟ゚゚゚をををを外外外外しししし、、、、吸音材吸音材吸音材吸音材をををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀﾞ゙゙゙ｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽ側側側側ののののｸﾗﾝﾌｸﾗﾝﾌｸﾗﾝﾌｸﾗﾝﾌﾟ゚゚゚ﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽ２２２２個個個個をずらしてをずらしてをずらしてをずらして、、、、ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

6666 ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを外外外外しししし、、、、ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーーをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

5555

2222

4444

ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁﾓﾝｷｰﾚﾝﾁﾓﾝｷｰﾚﾝﾁﾓﾝｷｰﾚﾝﾁででででｱﾀｱﾀｱﾀｱﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾀﾀﾀﾀをををを固定固定固定固定しししし、、、、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚をををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

注注注注））））本部品本部品本部品本部品はははは左左左左ねじねじねじねじ

ｱﾀｱﾀｱﾀｱﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾀﾀﾀﾀをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

注注注注））））本部品本部品本部品本部品はははは左左左左ねじねじねじねじ

ﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ののののｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭ及及及及びびびびｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰをををを外外外外しししし、、、、ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰｹｰｹｰｹｰｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙をををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

9999

10101010 ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰｹｰｹｰｹｰｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ののののｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭ4444本本本本をををを外外外外しししし、、、、ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰｹｰｹｰｹｰｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙をををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

11111111

ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙にににに固定固定固定固定されているされているされているされているﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ1111個個個個をををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

12121212 ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを外外外外しししし、、、、ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀﾞ゙゙゙ｰーーー
ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙
ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

ｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ

ｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀﾞ゙゙゙ｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ8888本本本本をををを外外外外しししし、、、、ｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀﾞ゙゙゙ｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ＥＦＩＥＦＩＥＦＩＥＦＩ----ＬＰＬＰＬＰＬＰ用用用用タンクタンクタンクタンク（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　部品取部品取部品取部品取りりりり外外外外しししし手順書手順書手順書手順書

吸音材吸音材吸音材吸音材

3333

1111

注注注注））））ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽをををを傷傷傷傷つけないようにつけないようにつけないようにつけないように取取取取りりりり外外外外すことすことすことすこと

ﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ４４４４本本本本をををを外外外外しししし、、、、ﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ2222個個個個をををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

安全弁安全弁安全弁安全弁ののののﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ2222個個個個をををを外外外外しししし、、、、ｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞ゙゙゙ﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁ（（（（MMMM6666用用用用））））でででで

13131313

15151515

16161616

14141414

ﾌｭｰｴﾙﾌｭｰｴﾙﾌｭｰｴﾙﾌｭｰｴﾙ
ﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙

ﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ４４４４本本本本をををを外外外外しししし、、、、ﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ2222個個個個をををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ((((19191919mmmmmmmm））））をををを用用用用いいいい、、、、ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙からからからからﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾞ゙゙゙をををを外外外外すすすす。。。。

ﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁﾕﾆｵﾝﾅｯﾄﾚﾝﾁ（（（（17171717mmmmmmmm））））をををを用用用用いいいい、、、、ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙からからからからﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙をををを外外外外すすすす。。。。



ＥＦＩＥＦＩＥＦＩＥＦＩ----ＬＰＬＰＬＰＬＰ用用用用タンクタンクタンクタンク（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　部品取部品取部品取部品取りりりり外外外外しししし手順書手順書手順書手順書

ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙

ﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸ

注注注注） ） ） ） タンクタンクタンクタンク内内内内のののの底部底部底部底部にににに付付付付けてあるけてあるけてあるけてある磁石磁石磁石磁石４４４４ヶヶヶヶはははは取取取取りりりり外外外外さないでそのままさないでそのままさないでそのままさないでそのまま使用使用使用使用してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

磁石の取付位置

詳細はＥＦＩ-ＬＰ用タンク：ＷＭＥ容器作業要領書を確認願います

LPGLPGLPGLPGｴﾏｰｼｴﾏｰｼｴﾏｰｼｴﾏｰｼﾞ゙゙゙ｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙、、、、ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙及及及及びびびびﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽののののｱｯｾﾝﾌｱｯｾﾝﾌｱｯｾﾝﾌｱｯｾﾝﾌﾞ゙゙゙ﾘﾘﾘﾘをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

注注注注））））ハーネスハーネスハーネスハーネスををををポンプユニットポンプユニットポンプユニットポンプユニットののののターミナルターミナルターミナルターミナル部部部部からからからから外外外外さないことさないことさないことさないこと

ｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞ゙゙゙ﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁ（（（（MMMM8888用用用用））））をををを用用用用いいいい、、、、6666本本本本ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄをををを外外外外しししし、、、、ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ととととＯＯＯＯ----ringringringringをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

専用専用専用専用ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙（（（（蓋蓋蓋蓋））））をををを使用下使用下使用下使用下さいさいさいさい。。。。

封印封印封印封印ﾗﾍﾗﾍﾗﾍﾗﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙをををを剥剥剥剥がしがしがしがし、、、、ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾚﾝｷｬｯﾌﾚﾝｷｬｯﾌﾚﾝｷｬｯﾌﾚﾝｷｬｯﾌﾟ゚゚゚((((六角六角六角六角2222面幅面幅面幅面幅36363636mmmmmmmm）、）、）、）、ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾚﾝﾌﾚﾝﾌﾚﾝﾌﾚﾝﾌﾟ゚゚゚ﾗｸﾗｸﾗｸﾗｸﾞ゙゙゙（（（（凹幅凹幅凹幅凹幅12121212mmmmmmmm））））をををを

取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸををををｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌﾟ゚゚゚からからからから取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

注注注注））））ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ﾝﾁﾝﾁﾝﾁﾝﾁ等等等等でででで白色白色白色白色のののの樹脂樹脂樹脂樹脂のののの壁部分壁部分壁部分壁部分をををを挟挟挟挟みみみみ、、、、引引引引きききき抜抜抜抜くようにしてくようにしてくようにしてくようにして取取取取りりりり外外外外すすすす

ｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞ゙゙゙ﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁ（（（（MMMM8888用用用用））））をををを用用用用いいいい、、、、4444本本本本ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄをををを外外外外しししし、、、、ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ととととｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。

ﾀﾝｸﾀﾝｸﾀﾝｸﾀﾝｸ内内内内のののの残残残残ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ抜抜抜抜きききき作業作業作業作業　　　　　　　　

19191919

21212121

ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙24242424

18181818
配管配管配管配管
ASSYASSYASSYASSY

17171717

容器本体容器本体容器本体容器本体　　　　耐圧試験耐圧試験耐圧試験耐圧試験　　　　　　　　　　　　試験圧力試験圧力試験圧力試験圧力：：：：３３３３．．．．８８８８ＭＰａＭＰａＭＰａＭＰａ

ｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞ゙゙゙ﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁ（（（（MMMM8888用用用用））））をををを用用用用いいいい、、、、4444本本本本ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄをををを外外外外しししし、、、、安全弁安全弁安全弁安全弁ととととＯＯＯＯ----ringringringringをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。安全弁安全弁安全弁安全弁22222222

23232323 ｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺｿｹｯﾄﾍｷｻｺﾞ゙゙゙ﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁﾝﾚﾝﾁ（（（（MMMM8888用用用用））））をををを用用用用いいいい、、、、4444本本本本ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄをををを外外外外しししし、、、、過防弁過防弁過防弁過防弁ととととＯＯＯＯ----ringringringringをををを取取取取りりりり外外外外すすすす。。。。過防弁過防弁過防弁過防弁

25252525 ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾚﾝﾚﾝﾚﾝﾚﾝ

20202020 ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚

注注注注２２２２））））ハーネスハーネスハーネスハーネスをををを持持持持ってってってって、、、、ポンプポンプポンプポンプをををを持持持持ちちちち上上上上げないことげないことげないことげないこと

注注注注１１１１））））取取取取りりりり外外外外したしたしたした後後後後ににににﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚がががが損傷損傷損傷損傷しないようにしないようにしないようにしないように直置直置直置直置きしないこときしないこときしないこときしないこと

LPGLPGLPGLPGｴﾏｰｼｴﾏｰｼｴﾏｰｼｴﾏｰｼﾞ゙゙゙ｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを外外外外すすすす。。。。

ｴﾙﾎｴﾙﾎｴﾙﾎｴﾙﾎﾞ゙゙゙ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを外外外外すすすす。。。。

磁石のセット位置

 磁石はセンサ座内側に
 ４個取付られています

安全弁
（センサ座）



作成 作成 作成 作成 ２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年２２２２月月月月

ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸ2222個個個個ををををｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌｶｯﾌﾟ゚゚゚にににに取取取取りりりり付付付付けるけるけるける。。。。

ﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸ 注注注注））））ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸﾌｭｰｴﾙﾁｪｯｸははははｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄ部品部品部品部品（（（（新品新品新品新品））））をををを使用使用使用使用することすることすることすること

　　　　　　　　　　　　再塗装再塗装再塗装再塗装をををを実施実施実施実施することすることすることすること

2222

　　　　　　　　　　　　再塗装再塗装再塗装再塗装をををを実施実施実施実施することすることすることすること

注注注注２２２２）Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ----ｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇははははｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄ部品部品部品部品（（（（新品新品新品新品））））をををを使用使用使用使用することすることすることすること

注注注注２２２２）Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ----ｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇ取付部取付部取付部取付部にににに異物異物異物異物をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

＊「＊「＊「＊「作業要領書作業要領書作業要領書作業要領書」 」 」 」 安全弁安全弁安全弁安全弁のののの識別方法 参照識別方法 参照識別方法 参照識別方法 参照

4444 安全弁安全弁安全弁安全弁
注注注注３３３３））））ｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙ部部部部のののの塗装塗装塗装塗装がががが剥剥剥剥がれたがれたがれたがれた場合場合場合場合はははは、、、、表面表面表面表面のののの塗装塗装塗装塗装をきれいにをきれいにをきれいにをきれいに取取取取りりりり除除除除きききき

5555

ＯＯＯＯ----ringringringring・・・・ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ6666本本本本をををを17171717NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで対角対角対角対角にににに締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

6666

注注注注１１１１））））指定指定指定指定ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄをををを使用使用使用使用すること すること すること すること （（（（過防弁用過防弁用過防弁用過防弁用、、、、安全弁用安全弁用安全弁用安全弁用とととと異異異異なりますなりますなりますなります））））

注注注注３３３３）Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ----ｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇ取付部取付部取付部取付部にににに異物異物異物異物をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

＊「＊「＊「＊「作業要領書作業要領書作業要領書作業要領書」」」」ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙のののの識別方法識別方法識別方法識別方法（（（（ｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌｽﾀﾝﾌﾟ゚゚゚） ） ） ） 参照参照参照参照

ＥＦＩＥＦＩＥＦＩＥＦＩ----ＬＰＬＰＬＰＬＰ用用用用タンクタンクタンクタンク（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　部品取部品取部品取部品取りりりり付付付付けけけけ手順書手順書手順書手順書

＊「＊「＊「＊「作業要領書作業要領書作業要領書作業要領書」 」 」 」 ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙のののの識別方法識別方法識別方法識別方法（（（（刻印刻印刻印刻印） ） ） ） 参照参照参照参照

ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚

1111

注注注注２２２２））））ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄ取付部取付部取付部取付部にににに異物異物異物異物をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

過防弁過防弁過防弁過防弁

ＯＯＯＯ----ringringringring・・・・過防弁過防弁過防弁過防弁をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを17171717ＮＮＮＮ・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注２２２２）Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ----ｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇ取付部取付部取付部取付部にににに異物異物異物異物をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

3333

注注注注１１１１）Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ----ｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇ・・・・過防弁過防弁過防弁過防弁ははははｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄ部品部品部品部品（（（（新品新品新品新品））））をををを使用使用使用使用することすることすることすること

＊「＊「＊「＊「作業要領書作業要領書作業要領書作業要領書」 」 」 」 過防弁過防弁過防弁過防弁のののの識別方法識別方法識別方法識別方法（（（（刻印刻印刻印刻印） ） ） ） 参照参照参照参照

ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾚﾝﾚﾝﾚﾝﾚﾝ

注注注注４４４４））））過防弁本体過防弁本体過防弁本体過防弁本体がががが座座座座にににに接触接触接触接触しないようにしないようにしないようにしないように組組組組みみみみ付付付付けることけることけることけること

ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙
注注注注３３３３））））ｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙ部部部部のののの塗装塗装塗装塗装がががが剥剥剥剥がれたがれたがれたがれた場合場合場合場合はははは、、、、表面表面表面表面のののの塗装塗装塗装塗装をきれいにをきれいにをきれいにをきれいに取取取取りりりり除除除除きききき

ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾚﾝﾌﾚﾝﾌﾚﾝﾌﾚﾝﾌﾟ゚゚゚ﾗｸﾗｸﾗｸﾗｸﾞ゙゙゙をををを197197197197NNNN・・・・ｍ、ｍ、ｍ、ｍ、ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ﾚﾝｷｬｯﾌﾚﾝｷｬｯﾌﾚﾝｷｬｯﾌﾚﾝｷｬｯﾌﾟ゚゚゚をををを98989898NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けけけけ

封印封印封印封印ﾗﾍﾗﾍﾗﾍﾗﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙをををを貼貼貼貼りりりり付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注１１１１））））ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄははははｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄ部品部品部品部品（（（（新品新品新品新品））））をををを使用使用使用使用することすることすることすること

　　　　　　　　　　　　再塗装再塗装再塗装再塗装をををを実施実施実施実施することすることすることすること

　　　　　　　　　　　　再塗装再塗装再塗装再塗装をををを実施実施実施実施することすることすることすること

注注注注１１１１）Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ----ｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇ・・・・安全弁安全弁安全弁安全弁ははははｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄ部品部品部品部品（（（（新品新品新品新品））））をををを使用使用使用使用することすることすることすること

ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄ・・・・ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを17171717NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

ＯＯＯＯ----ringringringring・・・・安全弁安全弁安全弁安全弁をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを17171717ＮＮＮＮ・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注３３３３））））ｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙ部部部部のののの塗装塗装塗装塗装がががが剥剥剥剥がれたがれたがれたがれた場合場合場合場合はははは、、、、表面表面表面表面のののの塗装塗装塗装塗装をきれいにをきれいにをきれいにをきれいに取取取取りりりり除除除除きききき

注注注注５５５５））））ハーネスハーネスハーネスハーネスをををを持持持持ってってってって、、、、ポンプポンプポンプポンプをををを持持持持ちちちち上上上上げないことげないことげないことげないこと

注注注注４４４４））））ｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙｼｰﾙ部部部部のののの塗装塗装塗装塗装がががが剥剥剥剥がれたがれたがれたがれた場合場合場合場合はははは、、、、表面表面表面表面のののの塗装塗装塗装塗装をきれいにをきれいにをきれいにをきれいに取取取取りりりり除除除除きききき



ＥＦＩＥＦＩＥＦＩＥＦＩ----ＬＰＬＰＬＰＬＰ用用用用タンクタンクタンクタンク（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　部品取部品取部品取部品取りりりり付付付付けけけけ手順書手順書手順書手順書

ﾌｭｰｴﾙﾌｭｰｴﾙﾌｭｰｴﾙﾌｭｰｴﾙ

配管配管配管配管

注注注注１１１１）））） ﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙締締締締めめめめ付付付付けけけけ時時時時にににに配管配管配管配管とととと容器容器容器容器がががが干渉干渉干渉干渉しないようにしないようにしないようにしないように

8888ｍｍｍｍｍｍｍｍ程度程度程度程度のののの隙間隙間隙間隙間をををを設設設設けるけるけるける

注注注注２２２２）））） ﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙接続部接続部接続部接続部にににに異物異物異物異物をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

　　　　ﾅｯﾄﾅｯﾄﾅｯﾄﾅｯﾄのののの緩緩緩緩みみみみ、、、、端子同士端子同士端子同士端子同士のののの
　　　　接触接触接触接触によりによりによりにより、、、、結線部結線部結線部結線部がががが発熱発熱発熱発熱しししし
　　　　ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ漏漏漏漏れをれをれをれを起起起起こすこすこすこす恐恐恐恐れがれがれがれが
　　　　ありますありますありますあります

注注注注４４４４））））気密試験後気密試験後気密試験後気密試験後にににに樹脂樹脂樹脂樹脂ｷｬｯﾌｷｬｯﾌｷｬｯﾌｷｬｯﾌﾟ゚゚゚をををを写真写真写真写真のようにのようにのようにのように取取取取りりりり付付付付けることけることけることけること

・・・・結線部結線部結線部結線部のののの端子同士端子同士端子同士端子同士をををを接触接触接触接触させないことさせないことさせないことさせないこと

・・・・ねじねじねじねじﾄﾙｸ ﾄﾙｸ ﾄﾙｸ ﾄﾙｸ ４４４４ＮＮＮＮ・・・・ｍｍｍｍ

ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ASSYASSYASSYASSYをををを交換交換交換交換しないしないしないしない場合場合場合場合

9999 LPGLPGLPGLPGｴﾏｰｼｴﾏｰｼｴﾏｰｼｴﾏｰｼﾞ゙゙゙ｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊｪﾝｼﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ｱｯｾﾝﾌｱｯｾﾝﾌｱｯｾﾝﾌｱｯｾﾝﾌﾞ゙゙゙ﾘﾘﾘﾘののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを5555NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注１１１１））））ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ////ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙（Ｏ（Ｏ（Ｏ（Ｏ----ringringringring付付付付きききき））））ははははｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄ部品部品部品部品（（（（新品新品新品新品））））をををを使用使用使用使用することすることすることすること

注注注注２２２２）Ｏ）Ｏ）Ｏ）Ｏ----ｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇｒｉｎｇ取付部取付部取付部取付部にににに異物異物異物異物をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

7777 ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙
ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ////ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙（Ｏ（Ｏ（Ｏ（Ｏ----ringringringring付付付付きききき））））をををを交換交換交換交換しししし、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを8888....5555NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注３３３３））））ﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽ（（（（ﾅｯﾄﾅｯﾄﾅｯﾄﾅｯﾄ））））をををを外外外外さないことさないことさないことさないこと

11111111

10101010 ｴﾙﾎｴﾙﾎｴﾙﾎｴﾙﾎﾞ゙゙゙ののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを5555NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

8888

ﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝﾘﾀｰﾝ側側側側ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙をををを23232323NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ側側側側ﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙をををを43434343NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

ﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾒｲﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ににににﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｰﾌﾞ゙゙゙をををを仮締仮締仮締仮締めするめするめするめする。。。。

ﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾘﾀｰﾝﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙ににににﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾌｭｰｴﾙﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙をををを仮締仮締仮締仮締めするめするめするめする。。。。

注注注注））））ﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽはははは配管配管配管配管とととと容器容器容器容器のののの間間間間をををを通通通通すことすことすことすこと

注注注注２２２２））））ﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽはははは配管配管配管配管とととと容器容器容器容器のののの間間間間をををを通通通通すことすことすことすこと

安全弁安全弁安全弁安全弁ののののﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ２２２２個個個個をををを取取取取りりりり付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注１１１１））））ﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰ取付取付取付取付ははははカチッカチッカチッカチッとととと音音音音がするまでがするまでがするまでがするまで押押押押しししし付付付付けることけることけることけることｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰ12121212

注注注注１１１１））））取付部品取付部品取付部品取付部品ととととﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙ののののﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽ結線部結線部結線部結線部のののの気密気密気密気密をををを確認確認確認確認することすることすることすること

注注注注２２２２））））ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙ののののﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽ結線部結線部結線部結線部はははは、、、、樹脂樹脂樹脂樹脂ｷｬｯﾌｷｬｯﾌｷｬｯﾌｷｬｯﾌﾟ゚゚゚（（（（白白白白））））をををを取取取取りりりり外外外外すことすことすことすこと

容器本体容器本体容器本体容器本体　　　　気密試験気密試験気密試験気密試験　　　　　　　　　　　　試験圧力試験圧力試験圧力試験圧力：：：：２２２２．．．．２８２８２８２８ＭＰａＭＰａＭＰａＭＰａ

樹脂キャップ取り外し状態

　ハーネスを外さずに
　結線部の気密を行って下さい

樹脂キャップ

ハーネス

ねじ
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ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

注注注注１１１１））））ｲﾝﾚｯﾄﾊｲﾝﾚｯﾄﾊｲﾝﾚｯﾄﾊｲﾝﾚｯﾄﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚ははははｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ縦面縦面縦面縦面にににに対対対対してしてしてして垂直垂直垂直垂直にににに接続接続接続接続することすることすることすること

注注注注２２２２））））ﾌﾚｱﾅｯﾄﾌﾚｱﾅｯﾄﾌﾚｱﾅｯﾄﾌﾚｱﾅｯﾄ接続部接続部接続部接続部にはにはにはには異物等異物等異物等異物等をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

ｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀﾞ゙゙゙ｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽににににﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝ・・・・ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ////ﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾘﾀｰﾝﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙASSYASSYASSYASSY（（（（赤赤赤赤））））をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ

ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを2222NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

ｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ

ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーー
ｹｹｹｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙

ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ
（（（（灰灰灰灰））））

ﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ
（（（（赤赤赤赤））））

ｱﾀｱﾀｱﾀｱﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾀﾀﾀﾀ

ｲﾝﾚｯﾄｲﾝﾚｯﾄｲﾝﾚｯﾄｲﾝﾚｯﾄ
ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚
ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーー

注注注注２２２２））））本部品本部品本部品本部品はははは左左左左ねじねじねじねじ

注注注注１１１１））））ｱﾀｱﾀｱﾀｱﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾀﾀﾀﾀ先端先端先端先端ののののＯＯＯＯ----ringringringringははははｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄｷｯﾄ部品部品部品部品（（（（新品新品新品新品））））をををを使用使用使用使用することすることすることすること

注注注注））））ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄ取付部取付部取付部取付部にににに異物異物異物異物をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰｹｰｹｰｹｰｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ののののｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭ4444本本本本をををを3333NNNN・・・・mmmmでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽににににﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝｯｷﾝ・・・・充充充充てんてんてんてんﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙASSYASSYASSYASSY（（（（灰灰灰灰））））をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ

ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを2222NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

ﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾌｭｰｴﾙｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ににににｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭｽｸﾘｭ及及及及びびびびｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰｺﾈｸﾀｰをををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰｹｰｹｰｹｰｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙をををを取取取取りりりり付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注））））端子端子端子端子がががが接触接触接触接触しないようにしないようにしないようにしないように取取取取りりりり付付付付けることけることけることけること
17

ｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀﾞ゙゙゙ｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽをををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ8888本本本本をををを5555NNNN・・・・ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄがががが沈沈沈沈むむむむ程度程度程度程度））））でででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽをををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを5555NNNN・・・・ｍ（ｍ（ｍ（ｍ（ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄがががが沈沈沈沈むむむむ程度程度程度程度））））でででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

15151515 注注注注１１１１））））ｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀｱﾝﾀﾞ゙゙゙ｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽｰｹｰｽととととﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ用用用用のののの穴位置穴位置穴位置穴位置をををを合合合合わせることわせることわせることわせること

注注注注２２２２）「）「）「）「分解作業要領書分解作業要領書分解作業要領書分解作業要領書」」」」のののの締締締締めめめめ付付付付けけけけ順序順序順序順序にににに基基基基づきづきづきづき、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄをををを締締締締めることめることめることめること

ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙
ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽ

計器座計器座計器座計器座ににににｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰｹｰｹｰｹｰｹﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙用用用用ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄｽｹｯﾄをををを取取取取りりりり付付付付けるけるけるける。。。。

16161616
注注注注））））ｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄｻｲﾄﾞ゙゙゙ｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽととととﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾊﾝﾄﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ用用用用のののの穴位置穴位置穴位置穴位置をををを合合合合わせることわせることわせることわせること

21212121
ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーーをををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ2222本本本本をををを2222NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注））））ｶﾊｶﾊｶﾊｶﾊﾞ゙゙゙ｰーーー取付部取付部取付部取付部にはにはにはには異物等異物等異物等異物等をををを混入混入混入混入させないことさせないことさせないことさせないこと

18181818

19191919

ｱﾀｱﾀｱﾀｱﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾀﾀﾀﾀをををを充充充充てんてんてんてんﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾙﾌﾞ゙゙゙にににに取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、73737373....5555NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

注注注注３３３３））））必必必必ずずずずﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾙｽﾊﾙｽﾊﾙｽﾊﾙｽﾊﾟ゚゚゚ﾅﾅﾅﾅでででで接続接続接続接続のことのことのことのこと

20202020

ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁﾓﾝｷｰﾚﾝﾁﾓﾝｷｰﾚﾝﾁﾓﾝｷｰﾚﾝﾁででででｱﾀｱﾀｱﾀｱﾀﾞ゙゙゙ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾀﾀﾀﾀをををを固定固定固定固定しししし、、、、ﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾌｭｰｴﾙﾀﾝｸｲﾝﾚｯﾄﾊﾟ゚゚゚ｲﾌｲﾌｲﾌｲﾌﾟ゚゚゚をををを37373737NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。

22222222

14141414 ﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽ ﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽﾊｰﾈｽををををﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾁｭｰﾌﾞ゙゙゙にににに組組組組みみみみ付付付付けるけるけるける。。。。

配管接続部配管接続部配管接続部配管接続部　　　　気密試験気密試験気密試験気密試験　　　　　　　　　　　　試験圧力試験圧力試験圧力試験圧力：：：：３３３３．．．．９９９９ＭＰａ　　ＭＰａ　　ＭＰａ　　ＭＰａ　　

13131313 ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾝﾌﾟ゚゚゚ﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾌﾗﾝｼﾞ゙゙゙ににににﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀｰﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄをををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ１１１１本本本本をををを12121212NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。。。。



ＥＦＩＥＦＩＥＦＩＥＦＩ----ＬＰＬＰＬＰＬＰ用用用用タンクタンクタンクタンク（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　（ＷＭＥ）　部品取部品取部品取部品取りりりり付付付付けけけけ手順書手順書手順書手順書

詳細はＥＦＩ-ＬＰ用タンク：ＷＭＥ容器作業要領書を確認願います

ﾘﾔﾘﾔﾘﾔﾘﾔ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ

ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｸﾄｸﾄｸﾄｸﾄ
ﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽ

注注注注））））ﾏｼﾏｼﾏｼﾏｼﾞ゙゙゙ｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌﾟ゚゚゚ははははｹｰｽｹｰｽｹｰｽｹｰｽののののﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ内側内側内側内側、、、、ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽ上側上側上側上側をををを通通通通すことすことすことすこと

24242424 ﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾌﾛﾝﾄﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ2222個個個個をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを31313131NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。　。　。　。　

胴部胴部胴部胴部（（（（鏡部鏡部鏡部鏡部））））にににに吸音材吸音材吸音材吸音材をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾏｼﾏｼﾏｼﾏｼﾞ゙゙゙ｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌｯｸﾃｰﾌﾟ゚゚゚でででで固定固定固定固定するするするする。。。。
26262626

注注注注））））左右左右左右左右ののののﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ形状形状形状形状がががが異異異異なるためなるためなるためなるため、、、、刻印刻印刻印刻印（Ｌ（Ｌ（Ｌ（Ｌ////Ｒ）Ｒ）Ｒ）Ｒ）をををを確認確認確認確認しししし取取取取りりりり付付付付けることけることけることけること
25252525

吸音材吸音材吸音材吸音材

ﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾘﾔﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ2222個個個個をををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄ4444本本本本をををを31313131NNNN・・・・ｍｍｍｍでででで締締締締めめめめ付付付付けるけるけるける。　。　。　。　

ﾌﾛﾝﾄﾌﾛﾝﾄﾌﾛﾝﾄﾌﾛﾝﾄ
ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄﾗｹｯﾄ

23232323 ﾀﾀﾀﾀﾞ゙゙゙ｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽｸﾄﾎｰｽをををを取取取取りりりり付付付付けけけけ、、、、ｸﾗﾝﾌｸﾗﾝﾌｸﾗﾝﾌｸﾗﾝﾌﾟ゚゚゚ﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽﾎｰｽでででで固定固定固定固定するするするする。　＊。　＊。　＊。　＊石鹸水石鹸水石鹸水石鹸水のののの塗布塗布塗布塗布をををを推奨推奨推奨推奨しますしますしますします
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