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䠩䠝䠠䠡䚷䠥䠪䚷䠦䠝䠬䠝䠪

ືຊ⏝

䠎㻚䠌

㻳㻝㻛㻠

䠍㻚䠌

䠍㻚䠑

䚷䚷㛗

ྲྀ䛽䛨

ᅽຊ 䠄䠩䠬䠽䠅

Ỉ㔞 㻔䉭㻛㼙㼕㼚㻕

䠎㻚䠌
䠍㻚䠑

䠐䠎䠌㼙㼙

䠎㻚䠏

ᵑᵎᵎᶋᶋ

㐺ᛂ⏝㏵
᭱㧗⏝ᅽຊ 䠎㻚䠌䠩䠬䠽

䠍䠎䠏䠓䠕䠌䠌
䝁䞊䝗 㻺㼛㻚

㔜䚷䚷㔞

䠍䠏䠐㻚䠑䡃

ᄇཱྀ䝢䝑䝏

䠏䠌䠌䡉䡉

ᄇ㟝ື⏬

ཎࣉ ノズル内部で空気を混入して泡沫状の小さな泡となっ
て散布されます。泡粒状の為、霧の飛散が少なく隣作
の薬害防止になります。散布状態は扇型です。

ホーマツ２頭口（Ｆ）

දॖ

ᲢᲣ作業後はノズ
ルの残圧処理を行
うこと。
˺ಅኳʕࢸƸȝȳ
ȗǛͣഥƠƯǋŴ
ȎǺȫӏƼțȸǹ
ϋƴƸ̅ဇɶƷᕤ
෩ƕസƬƯƍǇ
Ƣŵ࣏ƣȎǺȫƷ
έᇢǛЭ૾ɦƴӼ
ƚŴʴǍүᨖཋƕ
ƳƍƔᄩᛐƠƨࢸ
ƴȝȳȗƷȐȫȖ
ǛƍƯןщǛ৷
ƍƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ作業後は速や
かにノズルの洗浄
を行うこと。

˺ಅኳʕࢸȎǺȫǛඹƤƣƴᧈ᧓્
ፗƠƯƓƖǇƢƱᕤдƕბƠƯŴႸƮ
ǇǓӏƼ˂ƷሖƷᨦƷҾ׆ƴƳǓǇ
ƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ運搬、保管、取扱上の注意をする
こと。
̅ဇࢸƸȎǺȫϋƷᕤ෩Ǜ৷ƘƨǊțȸ
ǹƔǒٳƠƯƘƩƞƍŵᢃ̬ሥƴᨥƠ
ƯƸɦᆢƴƠƨǓŴ৲ƛƨǓࡽƖƣƬƨ
Ǔ˂ƷႸႎƴƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
݊ϬעȷϤܓሁưƸസ൦ƷǇǇ્ፗƠǇ
ƢƱϵኽᄊǛƓƜƢऀǕƕƋǓǇƢƷ
ưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵƳƓŴȎǺȫ
Ƹ̓܇ƷƷފƔƳƍދϋƴƯ̬ሥƠƯ
ƘƩƞƍŵ
パーツリスト

〇㻌ရ㻌ྡ

䠄ᰴ䠅 Ọ⏣〇సᡤ

ἭὊἰᾁ᪽ӝ ίᾕᵇ

సᴗ⤊ᚋ㑂Ᏺ㡯

Nagata
ྲྀᢅㄝ᫂᭩

ᾀᾁᾂᾆᾈ

ἭὊἰᾁ᪽ӝ ίᾕὸ

䝩䞊䝬䝒䠎㢌ཱྀ䠄㻲䠅

ᆰൢฆ

ᲢᲬᲣコックが完全に閉まっていることを確認のこと。
ȝȳȗǛᢃ᠃ƢǔЭƴƸŴǳȃǯƕܦμƴǇƬƯƍǔཞ७Ɣ
࣏ƣᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵȐȫȖƕƍƨཞ७ƷǇǇưȝȳȗǛ˺
ѣƠǇƢƱŴȎǺȫƕƭƍƨǇǇțȸǹƝƱਰǓׅƞǕ٭ٻүᨖ
ưƢŵ

λư

Ƣ

ᲢᲣ作業時は防除服・保護用具を必ず着用のこと。
᧸ᨊ˺ಅƸᕤܹ᧸ഥƷƨǊŴ៲˳ƴ݅ბƠƨ᧸ᨊŴ᧸Ȟ
ǹǯŴ᫊᩿̬ᜱǴȸǰȫŴᘥŴܤμ᪇ᲢӍƸǴȠᧈ᪇ᲣƳƲ
Ǜ࣏ƣბဇƠƯƘƩƞƍŵ᧸ᨊ˺ಅɶƸ֩ᩤƞǕƨᕤ෩ƴǑǓ
үᨖƳؾƱƳǓǇƢƷư˄ᡈƴʴƕᲢཎƴ̓܇ᲣᇌƪλǒƳ
ƍǑƏƴƠƯƔǒ˺ಅƠƯƘƩƞƍŵųų

安全に防除作業をしていただくために
䛣䛾ᗘ䛿䝩䞊䝬䝒䠎㢌ཱྀ䠄㻲䠅䜢䛚㈙䛔ୖ䛢䛔䛯䛰䛝ㄔ䛻᭷㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹
Ᏻ䛷ᛌ㐺䛺㜵㝖సᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛟䛯䜑䛻䚸䛤⏝๓䛻䛿䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢䜘䛟䛚ㄞ
䜏䛔䛯䛰䛝ṇ䛧䛟䛚䛔䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛷䛿Ᏻ䛺సᴗ䜢䛩䜛䛯䜑䚸Ᏺ䛳䛶䛔䛯
䛰䛝䛯䛔䝫䜲䞁䝖䛻䚷䚷䛾䝬䞊䜽䜢⾲♧䛧ㄝ᫂䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䜘䛟䛤⌮ゎ䛔䛯䛰䛝䚸ᨾ䛾
䛺䛔Ᏻ䛺㜵㝖సᴗ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛺䛚䚸ᮏ᭩䛿䛔䛴䛷䜒ෆᐜ䛜☜ㄆ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ษ䛻
ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

දॖ

సᴗ๓Ⅼ᳨‽ഛ
ᲢᲣ毎回作業前にはホース取付部及びノズル各部ねじのゆるみまた
は、損傷異常箇所がないか点検のこと。
ܤμǛƢƨǊțȸǹዓᢿƷӕ˄ƚƶơӏƼȎǺȫஜ˳Ӳᢿ
ƶơƷዸǊ˄ƚƴီࠝƕƳƍƔφưໜ౨ƠŴǏǔǜưƍǔئӳ
ƸܦμƴዸǊ˄ƚƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ƋǘƤƯӲᢿƴͻƕƳƍƔŴદ˺ೞᏡƴီࠝƕƳƍƔᄩᛐ
ƠŴǋƠǋီࠝƕƋƬƨئӳƸŴƓ൭ǊƷᝤ٥ࡃưܦμƴ̲ྸ
ƠƯƘƩƞƍŵɧܦμƳཞ७ƷǇǇƝ̅ဇƴƳǓǇƢƱŴʙ
ƷҾ׆ƴƳǓǇƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ

ᜩԓ

సᴗ㛤ጞཬ䜃⏝୰䛾ཝᏲ㡯
ᲢᲣノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には
向けないこと。
    ȝȳȗƷ˺ѣƸȎǺȫέᇢǛƠƬƔǓƱਤƪŴǳȃǯƕǇƬ
ƯƍǔƔᄩᛐƠ˄ᡈƴʴᲢཎƴ̓܇ᲣǍѣཋƕƍƳƍƔŴƼ
ƩƠƷүᨖŴӍƸүᨖཋƕƳƍƔŴᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ

ᲢᲣ指定圧力以上での使用は絶対しないこと。
ȎǺȫƷஇ᭗̅ဇןщˌɥư̅ဇƞǕǇƢƱǷȸȫᢿƕͻ
ӍƸᄊƠʙƷҾ׆ƱƳǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖưƢŵǋƠǋŴ
ƝɧଢƳໜƕŴƋǓǇƠƨǒᝤ٥ࡃǇưƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ

ᲢᲣポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。
ȁȃȗƷႸƮǇǓŴʩ੭ŴዓƷီࠝƦƷ˂Ʒᙀ̲ƸŴ࣏ƣȝ
ȳȗǛͣഥƞƤƨƷƪȎǺȫஜ˳ƷȐȫȖǛƖസןǛ৷ƍƯŴ
țȸǹƔǒٳƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵƳƓŴȝȳȗ˺ѣɶƸ
ȎǺȫǛ્ፗƠǇƢƱ˺ಅᎍˌٳƷʴƕᚑƬƨǓŴӍƸೞཋሁ
ƷᚑƴǑǓȐȫȖƕƖᕤ෩ƕ֩ᩤƢǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖ
ưƢŵ
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䠍㻚䠕

䚷䚷㛗

ྲྀ䛽䛨

ᅽຊ 䠄䠩䠬䠽䠅

Ỉ㔞 㻔䉭㻛㼙㼕㼚㻕

䠎㻚䠌
䠍㻚䠑

䠓䠎䠌㼙㼙

䠎㻚䠓

ᵑᵎᵎᶋᶋ

㐺ᛂ⏝㏵
᭱㧗⏝ᅽຊ 䠎㻚䠌䠩䠬䠽

䠍䠎䠏䠔䠍䠌䠌
䝁䞊䝗 㻺㼛㻚

㔜䚷䚷㔞

䠎䠌䠓㻚䠑䡃

ᄇཱྀ䝢䝑䝏

䠏䠌䠌䡉䡉

ᄇ㟝ື⏬

ཎࣉ ノズル内部で空気を混入して泡沫状の小さな泡となっ
て散布されます。泡粒状の為、霧の飛散が少なく隣作
の薬害防止になります。散布状態は扇型です。
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දॖ

ᲢᲣ作業後はノズ
ルの残圧処理を行
うこと。
˺ಅኳʕࢸƸȝȳ
ȗǛͣഥƠƯǋŴ
ȎǺȫӏƼțȸǹ
ϋƴƸ̅ဇɶƷᕤ
෩ƕസƬƯƍǇ
Ƣŵ࣏ƣȎǺȫƷ
έᇢǛЭ૾ɦƴӼ
ƚŴʴǍүᨖཋƕ
ƳƍƔᄩᛐƠƨࢸ
ƴȝȳȗƷȐȫȖ
ǛƍƯןщǛ৷
ƍƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ作業後は速や
かにノズルの洗浄
を行うこと。

˺ಅኳʕࢸȎǺȫǛඹƤƣƴᧈ᧓્
ፗƠƯƓƖǇƢƱᕤдƕბƠƯŴႸƮ
ǇǓӏƼ˂ƷሖƷᨦƷҾ׆ƴƳǓǇ
ƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ運搬、保管、取扱上の注意をする
こと。
̅ဇࢸƸȎǺȫϋƷᕤ෩Ǜ৷ƘƨǊțȸ
ǹƔǒٳƠƯƘƩƞƍŵᢃ̬ሥƴᨥƠ
ƯƸɦᆢƴƠƨǓŴ৲ƛƨǓࡽƖƣƬƨ
Ǔ˂ƷႸႎƴƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
݊ϬעȷϤܓሁưƸസ൦ƷǇǇ્ፗƠǇ
ƢƱϵኽᄊǛƓƜƢऀǕƕƋǓǇƢƷ
ưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵƳƓŴȎǺȫ
Ƹ̓܇ƷƷފƔƳƍދϋƴƯ̬ሥƠƯ
ƘƩƞƍŵ
パーツリスト

〇㻌ရ㻌ྡ

䠄ᰴ䠅 Ọ⏣〇సᡤ

ἭὊἰᾂ᪽ӝ ίᾕᵇ

సᴗ⤊ᚋ㑂Ᏺ㡯

Nagata
ྲྀᢅㄝ᫂᭩

ᾀᾁᾂᾇᾀ

ἭὊἰᾂ᪽ӝ ίᾕὸ

䝩䞊䝬䝒䠏㢌ཱྀ䠄㻲䠅

ᆰൢฆ

ᲢᲬᲣコックが完全に閉まっていることを確認のこと。
ȝȳȗǛᢃ᠃ƢǔЭƴƸŴǳȃǯƕܦμƴǇƬƯƍǔཞ७Ɣ
࣏ƣᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵȐȫȖƕƍƨཞ७ƷǇǇưȝȳȗǛ˺
ѣƠǇƢƱŴȎǺȫƕƭƍƨǇǇțȸǹƝƱਰǓׅƞǕ٭ٻүᨖ
ưƢŵ

λư

Ƣ

ᲢᲣ作業時は防除服・保護用具を必ず着用のこと。
᧸ᨊ˺ಅƸᕤܹ᧸ഥƷƨǊŴ៲˳ƴ݅ბƠƨ᧸ᨊŴ᧸Ȟ
ǹǯŴ᫊᩿̬ᜱǴȸǰȫŴᘥŴܤμ᪇ᲢӍƸǴȠᧈ᪇ᲣƳƲ
Ǜ࣏ƣბဇƠƯƘƩƞƍŵ᧸ᨊ˺ಅɶƸ֩ᩤƞǕƨᕤ෩ƴǑǓ
үᨖƳؾƱƳǓǇƢƷư˄ᡈƴʴƕᲢཎƴ̓܇ᲣᇌƪλǒƳ
ƍǑƏƴƠƯƔǒ˺ಅƠƯƘƩƞƍŵųų

安全に防除作業をしていただくために
䛣䛾ᗘ䛿䝩䞊䝬䝒䠏㢌ཱྀ䠄㻲䠅䜢䛚㈙䛔ୖ䛢䛔䛯䛰䛝ㄔ䛻᭷㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹
Ᏻ䛷ᛌ㐺䛺㜵㝖సᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛟䛯䜑䛻䚸䛤⏝๓䛻䛿䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢䜘䛟䛚ㄞ
䜏䛔䛯䛰䛝ṇ䛧䛟䛚䛔䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛷䛿Ᏻ䛺సᴗ䜢䛩䜛䛯䜑䚸Ᏺ䛳䛶䛔䛯
䛰䛝䛯䛔䝫䜲䞁䝖䛻䚷䚷䛾䝬䞊䜽䜢⾲♧䛧ㄝ᫂䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䜘䛟䛤⌮ゎ䛔䛯䛰䛝䚸ᨾ䛾
䛺䛔Ᏻ䛺㜵㝖సᴗ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛺䛚䚸ᮏ᭩䛿䛔䛴䛷䜒ෆᐜ䛜☜ㄆ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ษ䛻
ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

දॖ

సᴗ๓Ⅼ᳨‽ഛ
ᲢᲣ毎回作業前にはホース取付部及びノズル各部ねじのゆるみまた
は、損傷異常箇所がないか点検のこと。
ܤμǛƢƨǊțȸǹዓᢿƷӕ˄ƚƶơӏƼȎǺȫஜ˳Ӳᢿ
ƶơƷዸǊ˄ƚƴီࠝƕƳƍƔφưໜ౨ƠŴǏǔǜưƍǔئӳ
ƸܦμƴዸǊ˄ƚƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ƋǘƤƯӲᢿƴͻƕƳƍƔŴદ˺ೞᏡƴီࠝƕƳƍƔᄩᛐ
ƠŴǋƠǋီࠝƕƋƬƨئӳƸŴƓ൭ǊƷᝤ٥ࡃưܦμƴ̲ྸ
ƠƯƘƩƞƍŵɧܦμƳཞ७ƷǇǇƝ̅ဇƴƳǓǇƢƱŴʙ
ƷҾ׆ƴƳǓǇƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ

ᜩԓ

సᴗ㛤ጞཬ䜃⏝୰䛾ཝᏲ㡯
ᲢᲣノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には
向けないこと。
    ȝȳȗƷ˺ѣƸȎǺȫέᇢǛƠƬƔǓƱਤƪŴǳȃǯƕǇƬ
ƯƍǔƔᄩᛐƠ˄ᡈƴʴᲢཎƴ̓܇ᲣǍѣཋƕƍƳƍƔŴƼ
ƩƠƷүᨖŴӍƸүᨖཋƕƳƍƔŴᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ

ᲢᲣ指定圧力以上での使用は絶対しないこと。
ȎǺȫƷஇ᭗̅ဇןщˌɥư̅ဇƞǕǇƢƱǷȸȫᢿƕͻ
ӍƸᄊƠʙƷҾ׆ƱƳǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖưƢŵǋƠǋŴ
ƝɧଢƳໜƕŴƋǓǇƠƨǒᝤ٥ࡃǇưƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ

ᲢᲣポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。
ȁȃȗƷႸƮǇǓŴʩ੭ŴዓƷီࠝƦƷ˂Ʒᙀ̲ƸŴ࣏ƣȝ
ȳȗǛͣഥƞƤƨƷƪȎǺȫஜ˳ƷȐȫȖǛƖസןǛ৷ƍƯŴ
țȸǹƔǒٳƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵƳƓŴȝȳȗ˺ѣɶƸ
ȎǺȫǛ્ፗƠǇƢƱ˺ಅᎍˌٳƷʴƕᚑƬƨǓŴӍƸೞཋሁ
ƷᚑƴǑǓȐȫȖƕƖᕤ෩ƕ֩ᩤƢǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖ
ưƢŵ

TEL 06-6473-0835（代）FAX 06-6472-6280( 代）
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ᅽຊ 䠄䠩䠬䠽䠅

Ỉ㔞 㻔䉭㻛㼙㼕㼚㻕

䠎㻚䠌
䠍㻚䠑

䠍䠌䠎䠌㼙㼙

䠏㻚䠍

ᵑᵎᵎᶋᶋ

㐺ᛂ⏝㏵
᭱㧗⏝ᅽຊ 䠎㻚䠌䠩䠬䠽

䠍䠎䠏䠔䠏䠌䠌
䝁䞊䝗 㻺㼛㻚

㔜䚷䚷㔞

䠎䠔䠌䡃

ᄇཱྀ䝢䝑䝏

䠏䠌䠌䡉䡉

ᄇ㟝ື⏬

ཎࣉ ノズル内部で空気を混入して泡沫状の小さな泡となっ
て散布されます。泡粒状の為、霧の飛散が少なく隣作
の薬害防止になります。散布状態は扇型です。
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දॖ

ᲢᲣ作業後はノズ
ルの残圧処理を行
うこと。
˺ಅኳʕࢸƸȝȳ
ȗǛͣഥƠƯǋŴ
ȎǺȫӏƼțȸǹ
ϋƴƸ̅ဇɶƷᕤ
෩ƕസƬƯƍǇ
Ƣŵ࣏ƣȎǺȫƷ
έᇢǛЭ૾ɦƴӼ
ƚŴʴǍүᨖཋƕ
ƳƍƔᄩᛐƠƨࢸ
ƴȝȳȗƷȐȫȖ
ǛƍƯןщǛ৷
ƍƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ作業後は速や
かにノズルの洗浄
を行うこと。

˺ಅኳʕࢸȎǺȫǛඹƤƣƴᧈ᧓્
ፗƠƯƓƖǇƢƱᕤдƕბƠƯŴႸƮ
ǇǓӏƼ˂ƷሖƷᨦƷҾ׆ƴƳǓǇ
ƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ運搬、保管、取扱上の注意をする
こと。
̅ဇࢸƸȎǺȫϋƷᕤ෩Ǜ৷ƘƨǊțȸ
ǹƔǒٳƠƯƘƩƞƍŵᢃ̬ሥƴᨥƠ
ƯƸɦᆢƴƠƨǓŴ৲ƛƨǓࡽƖƣƬƨ
Ǔ˂ƷႸႎƴƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
݊ϬעȷϤܓሁưƸസ൦ƷǇǇ્ፗƠǇ
ƢƱϵኽᄊǛƓƜƢऀǕƕƋǓǇƢƷ
ưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵƳƓŴȎǺȫ
Ƹ̓܇ƷƷފƔƳƍދϋƴƯ̬ሥƠƯ
ƘƩƞƍŵ
パーツリスト

〇㻌ရ㻌ྡ

䠄ᰴ䠅 Ọ⏣〇సᡤ

ἭὊἰᾃ᪽ӝ ίᾕᵇ

సᴗ⤊ᚋ㑂Ᏺ㡯

Nagata
ྲྀᢅㄝ᫂᭩

ᾀᾁᾂᾇᾂ

ἭὊἰᾃ᪽ӝ ίᾕὸ

䝩䞊䝬䝒䠐㢌ཱྀ䠄㻲䠅

ᆰൢฆ

ᲢᲬᲣコックが完全に閉まっていることを確認のこと。
ȝȳȗǛᢃ᠃ƢǔЭƴƸŴǳȃǯƕܦμƴǇƬƯƍǔཞ७Ɣ
࣏ƣᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵȐȫȖƕƍƨཞ७ƷǇǇưȝȳȗǛ˺
ѣƠǇƢƱŴȎǺȫƕƭƍƨǇǇțȸǹƝƱਰǓׅƞǕ٭ٻүᨖ
ưƢŵ

λư

Ƣ

ᲢᲣ作業時は防除服・保護用具を必ず着用のこと。
᧸ᨊ˺ಅƸᕤܹ᧸ഥƷƨǊŴ៲˳ƴ݅ბƠƨ᧸ᨊŴ᧸Ȟ
ǹǯŴ᫊᩿̬ᜱǴȸǰȫŴᘥŴܤμ᪇ᲢӍƸǴȠᧈ᪇ᲣƳƲ
Ǜ࣏ƣბဇƠƯƘƩƞƍŵ᧸ᨊ˺ಅɶƸ֩ᩤƞǕƨᕤ෩ƴǑǓ
үᨖƳؾƱƳǓǇƢƷư˄ᡈƴʴƕᲢཎƴ̓܇ᲣᇌƪλǒƳ
ƍǑƏƴƠƯƔǒ˺ಅƠƯƘƩƞƍŵųų

安全に防除作業をしていただくために
䛣䛾ᗘ䛿䝩䞊䝬䝒䠐㢌ཱྀ䠄㻲䠅䜢䛚㈙䛔ୖ䛢䛔䛯䛰䛝ㄔ䛻᭷㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹
Ᏻ䛷ᛌ㐺䛺㜵㝖సᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛟䛯䜑䛻䚸䛤⏝๓䛻䛿䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢䜘䛟䛚ㄞ
䜏䛔䛯䛰䛝ṇ䛧䛟䛚䛔䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛷䛿Ᏻ䛺సᴗ䜢䛩䜛䛯䜑䚸Ᏺ䛳䛶䛔䛯
䛰䛝䛯䛔䝫䜲䞁䝖䛻䚷䚷䛾䝬䞊䜽䜢⾲♧䛧ㄝ᫂䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䜘䛟䛤⌮ゎ䛔䛯䛰䛝䚸ᨾ䛾
䛺䛔Ᏻ䛺㜵㝖సᴗ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛺䛚䚸ᮏ᭩䛿䛔䛴䛷䜒ෆᐜ䛜☜ㄆ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ษ䛻
ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

දॖ

సᴗ๓Ⅼ᳨‽ഛ
ᲢᲣ毎回作業前にはホース取付部及びノズル各部ねじのゆるみまた
は、損傷異常箇所がないか点検のこと。
ܤμǛƢƨǊțȸǹዓᢿƷӕ˄ƚƶơӏƼȎǺȫஜ˳Ӳᢿ
ƶơƷዸǊ˄ƚƴီࠝƕƳƍƔφưໜ౨ƠŴǏǔǜưƍǔئӳ
ƸܦμƴዸǊ˄ƚƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ƋǘƤƯӲᢿƴͻƕƳƍƔŴદ˺ೞᏡƴီࠝƕƳƍƔᄩᛐ
ƠŴǋƠǋီࠝƕƋƬƨئӳƸŴƓ൭ǊƷᝤ٥ࡃưܦμƴ̲ྸ
ƠƯƘƩƞƍŵɧܦμƳཞ७ƷǇǇƝ̅ဇƴƳǓǇƢƱŴʙ
ƷҾ׆ƴƳǓǇƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ

ᜩԓ

సᴗ㛤ጞཬ䜃⏝୰䛾ཝᏲ㡯
ᲢᲣノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には
向けないこと。
    ȝȳȗƷ˺ѣƸȎǺȫέᇢǛƠƬƔǓƱਤƪŴǳȃǯƕǇƬ
ƯƍǔƔᄩᛐƠ˄ᡈƴʴᲢཎƴ̓܇ᲣǍѣཋƕƍƳƍƔŴƼ
ƩƠƷүᨖŴӍƸүᨖཋƕƳƍƔŴᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ

ᲢᲣ指定圧力以上での使用は絶対しないこと。
ȎǺȫƷஇ᭗̅ဇןщˌɥư̅ဇƞǕǇƢƱǷȸȫᢿƕͻ
ӍƸᄊƠʙƷҾ׆ƱƳǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖưƢŵǋƠǋŴ
ƝɧଢƳໜƕŴƋǓǇƠƨǒᝤ٥ࡃǇưƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ

ᲢᲣポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。
ȁȃȗƷႸƮǇǓŴʩ੭ŴዓƷီࠝƦƷ˂Ʒᙀ̲ƸŴ࣏ƣȝ
ȳȗǛͣഥƞƤƨƷƪȎǺȫஜ˳ƷȐȫȖǛƖസןǛ৷ƍƯŴ
țȸǹƔǒٳƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵƳƓŴȝȳȗ˺ѣɶƸ
ȎǺȫǛ્ፗƠǇƢƱ˺ಅᎍˌٳƷʴƕᚑƬƨǓŴӍƸೞཋሁ
ƷᚑƴǑǓȐȫȖƕƖᕤ෩ƕ֩ᩤƢǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖ
ưƢŵ

TEL 06-6473-0835（代）FAX 06-6472-6280( 代）

555-0013 大阪府大阪市西淀川区千舟１丁目５−４１

䠩䠝䠠䠡䚷䠥䠪䚷䠦䠝䠬䠝䠪

ືຊ⏝

䠏㻚䠍

㻳㻝㻛㻠

䠍㻚䠌

䠎㻚䠒

䚷䚷㛗

ྲྀ䛽䛨

ᅽຊ 䠄䠩䠬䠽䠅

Ỉ㔞 㻔䉭㻛㼙㼕㼚㻕

䠎㻚䠌
䠍㻚䠑

䠍䠏䠎䠌㼙㼙

䠏㻚䠓

ᵑᵎᵎᶋᶋ

㐺ᛂ⏝㏵
᭱㧗⏝ᅽຊ 䠎㻚䠌䠩䠬䠽

䠍䠎䠏䠔䠑䠌䠌
䝁䞊䝗 㻺㼛㻚

㔜䚷䚷㔞

䠏䠑䠑䡃

ᄇཱྀ䝢䝑䝏

䠏䠌䠌䡉䡉

ᄇ㟝ື⏬

ཎࣉ ノズル内部で空気を混入して泡沫状の小さな泡となっ
て散布されます。泡粒状の為、霧の飛散が少なく隣作
の薬害防止になります。散布状態は扇型です。
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දॖ

ᲢᲣ作業後はノズ
ルの残圧処理を行
うこと。
˺ಅኳʕࢸƸȝȳ
ȗǛͣഥƠƯǋŴ
ȎǺȫӏƼțȸǹ
ϋƴƸ̅ဇɶƷᕤ
෩ƕസƬƯƍǇ
Ƣŵ࣏ƣȎǺȫƷ
έᇢǛЭ૾ɦƴӼ
ƚŴʴǍүᨖཋƕ
ƳƍƔᄩᛐƠƨࢸ
ƴȝȳȗƷȐȫȖ
ǛƍƯןщǛ৷
ƍƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ作業後は速や
かにノズルの洗浄
を行うこと。

˺ಅኳʕࢸȎǺȫǛඹƤƣƴᧈ᧓્
ፗƠƯƓƖǇƢƱᕤдƕბƠƯŴႸƮ
ǇǓӏƼ˂ƷሖƷᨦƷҾ׆ƴƳǓǇ
ƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ
ᲢᲣ運搬、保管、取扱上の注意をする
こと。
̅ဇࢸƸȎǺȫϋƷᕤ෩Ǜ৷ƘƨǊțȸ
ǹƔǒٳƠƯƘƩƞƍŵᢃ̬ሥƴᨥƠ
ƯƸɦᆢƴƠƨǓŴ৲ƛƨǓࡽƖƣƬƨ
Ǔ˂ƷႸႎƴƸ̅ဇƠƳƍưƘƩƞƍŵ
݊ϬעȷϤܓሁưƸസ൦ƷǇǇ્ፗƠǇ
ƢƱϵኽᄊǛƓƜƢऀǕƕƋǓǇƢƷ
ưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵƳƓŴȎǺȫ
Ƹ̓܇ƷƷފƔƳƍދϋƴƯ̬ሥƠƯ
ƘƩƞƍŵ
パーツリスト

〇㻌ရ㻌ྡ

䠄ᰴ䠅 Ọ⏣〇సᡤ

ἭὊἰᾄ᪽ӝ ίᾕᵇ

సᴗ⤊ᚋ㑂Ᏺ㡯

Nagata
ྲྀᢅㄝ᫂᭩

ᾀᾁᾂᾇᾄ

ἭὊἰᾄ᪽ӝ ίᾕὸ

䝩䞊䝬䝒䠑㢌ཱྀ䠄㻲䠅

ᆰൢฆ

ᲢᲬᲣコックが完全に閉まっていることを確認のこと。
ȝȳȗǛᢃ᠃ƢǔЭƴƸŴǳȃǯƕܦμƴǇƬƯƍǔཞ७Ɣ
࣏ƣᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵȐȫȖƕƍƨཞ७ƷǇǇưȝȳȗǛ˺
ѣƠǇƢƱŴȎǺȫƕƭƍƨǇǇțȸǹƝƱਰǓׅƞǕ٭ٻүᨖ
ưƢŵ

λư

Ƣ

ᲢᲣ作業時は防除服・保護用具を必ず着用のこと。
᧸ᨊ˺ಅƸᕤܹ᧸ഥƷƨǊŴ៲˳ƴ݅ბƠƨ᧸ᨊŴ᧸Ȟ
ǹǯŴ᫊᩿̬ᜱǴȸǰȫŴᘥŴܤμ᪇ᲢӍƸǴȠᧈ᪇ᲣƳƲ
Ǜ࣏ƣბဇƠƯƘƩƞƍŵ᧸ᨊ˺ಅɶƸ֩ᩤƞǕƨᕤ෩ƴǑǓ
үᨖƳؾƱƳǓǇƢƷư˄ᡈƴʴƕᲢཎƴ̓܇ᲣᇌƪλǒƳ
ƍǑƏƴƠƯƔǒ˺ಅƠƯƘƩƞƍŵųų

安全に防除作業をしていただくために
䛣䛾ᗘ䛿䝩䞊䝬䝒䠑㢌ཱྀ䠄㻲䠅䜢䛚㈙䛔ୖ䛢䛔䛯䛰䛝ㄔ䛻᭷㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛩䚹
Ᏻ䛷ᛌ㐺䛺㜵㝖సᴗ䜢⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛟䛯䜑䛻䚸䛤⏝๓䛻䛿䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䜢䜘䛟䛚ㄞ
䜏䛔䛯䛰䛝ṇ䛧䛟䛚䛔䛟䛰䛥䛔䚹䛣䛾ྲྀᢅㄝ᫂᭩䛷䛿Ᏻ䛺సᴗ䜢䛩䜛䛯䜑䚸Ᏺ䛳䛶䛔䛯
䛰䛝䛯䛔䝫䜲䞁䝖䛻䚷䚷䛾䝬䞊䜽䜢⾲♧䛧ㄝ᫂䛧䛶䛚䜚䜎䛩䛾䛷䜘䛟䛤⌮ゎ䛔䛯䛰䛝䚸ᨾ䛾
䛺䛔Ᏻ䛺㜵㝖సᴗ䜢䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䛺䛚䚸ᮏ᭩䛿䛔䛴䛷䜒ෆᐜ䛜☜ㄆ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ษ䛻
ಖ⟶䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

දॖ

సᴗ๓Ⅼ᳨‽ഛ
ᲢᲣ毎回作業前にはホース取付部及びノズル各部ねじのゆるみまた
は、損傷異常箇所がないか点検のこと。
ܤμǛƢƨǊțȸǹዓᢿƷӕ˄ƚƶơӏƼȎǺȫஜ˳Ӳᢿ
ƶơƷዸǊ˄ƚƴီࠝƕƳƍƔφưໜ౨ƠŴǏǔǜưƍǔئӳ
ƸܦμƴዸǊ˄ƚƯƔǒƝ̅ဇƘƩƞƍŵ
ƋǘƤƯӲᢿƴͻƕƳƍƔŴદ˺ೞᏡƴီࠝƕƳƍƔᄩᛐ
ƠŴǋƠǋီࠝƕƋƬƨئӳƸŴƓ൭ǊƷᝤ٥ࡃưܦμƴ̲ྸ
ƠƯƘƩƞƍŵɧܦμƳཞ७ƷǇǇƝ̅ဇƴƳǓǇƢƱŴʙ
ƷҾ׆ƴƳǓǇƢƷưҗЎදॖƠƯƘƩƞƍŵ

ᜩԓ

సᴗ㛤ጞཬ䜃⏝୰䛾ཝᏲ㡯
ᲢᲣノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には
向けないこと。
    ȝȳȗƷ˺ѣƸȎǺȫέᇢǛƠƬƔǓƱਤƪŴǳȃǯƕǇƬ
ƯƍǔƔᄩᛐƠ˄ᡈƴʴᲢཎƴ̓܇ᲣǍѣཋƕƍƳƍƔŴƼ
ƩƠƷүᨖŴӍƸүᨖཋƕƳƍƔŴᄩᛐƠƯƘƩƞƍŵ

ᲢᲣ指定圧力以上での使用は絶対しないこと。
ȎǺȫƷஇ᭗̅ဇןщˌɥư̅ဇƞǕǇƢƱǷȸȫᢿƕͻ
ӍƸᄊƠʙƷҾ׆ƱƳǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖưƢŵǋƠǋŴ
ƝɧଢƳໜƕŴƋǓǇƠƨǒᝤ٥ࡃǇưƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ

ᲢᲣポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。
ȁȃȗƷႸƮǇǓŴʩ੭ŴዓƷီࠝƦƷ˂Ʒᙀ̲ƸŴ࣏ƣȝ
ȳȗǛͣഥƞƤƨƷƪȎǺȫஜ˳ƷȐȫȖǛƖസןǛ৷ƍƯŴ
țȸǹƔǒٳƠƯƔǒᘍƬƯƘƩƞƍŵƳƓŴȝȳȗ˺ѣɶƸ
ȎǺȫǛ્ፗƠǇƢƱ˺ಅᎍˌٳƷʴƕᚑƬƨǓŴӍƸೞཋሁ
ƷᚑƴǑǓȐȫȖƕƖᕤ෩ƕ֩ᩤƢǔऀǕƕƋǓ٭ٻүᨖ
ưƢŵ

