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定期的な点検・お手入れをお勧めします定期的な点検・お手入れをお勧めします
安全に良好な状態でお使いいただくために安全に良好な状態でお使いいただくために

エレメントの汚れ（目詰まり）
ゴミ、粉塵が付着して空気の通りが
悪い状態。新品交換が必要。

定期メンテナンスのおすすめ
KCP･KCE・KCMシリーズ専用
オイルフリー真空ポンプ・ブロワー（ベーンレスポンプ）

ポンプ能力低下
（吸引、吹きが弱くなる）

ペーパーエレメントは真空ポンプに吸い込まれる空気をろ過するフィルターの働きをします。
空気に含まれるゴミや粉塵を捕集するため、定期的な清掃や交換が必要です。汚れた状態で使い続けると、
真空ポンプの性能が低下し、ポンプの故障につながります。

調圧器を締めすぎる（KCP）
真空度・排気圧力の設定値を
より高く設定してしまう（KCE）

安全に良好な状態で
ポンプ使用（能力低下せず）
省エネにもつながります

1週間に 1回または
汚れ具合に応じて

エアーブローで汚れが
除去できない場合
5000時間または 1年が
経過した場合

清 掃 新品
交換

新品ペーパーエレメント新品ペーパーエレメント 清掃しないペーパーエレメント清掃しないペーパーエレメント

エレメントにゴミ、粉塵が蓄積して
目詰まりし差圧により破損発生
（エレメント内側部）

エレメントにゴミ、粉塵が蓄積して
目詰まりし差圧により破損発生
（エレメント内側部）

【事例】【事例】

（フィルター点検・清掃・ギヤオイル交換・オーバーホール）

1 ペーパーエレメントの清掃、交換をお願いします
1週間毎点検推奨時間

ポンプ全体の汚れ・ホコリを取り除いて下さい 1週間毎ポンプ全体の点検推奨時間

5,000時間または 1年交換推奨時間

ポンプの寿命が短くなる
（故障につながる）目

詰
ま
り

発
生
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清掃前のポンプユニット

①オイル点検窓よりオイルの色・量を
　確認してください。
②下限を下回っている場合は純正オイルを
　追加してください。

①前面パネルを外してください。
②フィルターエレメントが汚れて
   いないか確認してください。
③汚れている場合はフィルター
   エレメントを外し、掃除機、エアー
   ブロー等で塵埃を除去してください。

①ブラシ、掃除機、エアーブロー等で
   塵埃を除去してください。

①吸込フィルタを外して
　ください。
②掃除機、ブラシ、水洗い、エアー
　ブロー等で塵埃を除去して
　ください。

※写真は KCE190E-Vポンプユニット

※※
清掃後のポンプユニット

ギヤオイル（KCE型）

吸込フィルタ（KCE型）

点検時期 KCP100D,150D KCP250E KCE310F,620F
KCE620F（水冷）, KCE1240F（水冷） KCM310,620 1 シリンダ仕様

【共通】

ゴム足点検 / ウェルナット点検
コントローラ（別売品）掃除

運転時間
5,000 時間
使用開始 1 年

運転時間
10,000 時間
使用開始 2 年

運転時間
20,000 時間
使用開始 4 年

運転時間
30,000 時間
使用開始 6 年

クッションゴム点検

【共通】カップリングエレメント点検

クッション
ゴム点検

ゴム足点検 /ウェルナット点検
コントローラ掃除

2シリンダ仕様
コンビネーションポンプKCE120F,190F,380F

その他の点検・交換部品内容 ※各機種毎の詳細は取扱説明書をご参照ください。

冷却二次吸気フィルター
（KCE 型：内側）

換気扇ネット上（KCE 型：外側）

※換気扇出口に物を置かないで
   ください。

※KCE310F-VH, 620F-VHのみ

タイミングベルトの点検 カップリングエレメント（スパイダ）点検

換気扇保全 / ボールチェックバルブ点検 換気扇保全 / ボール
チェックバルブ点検

【共通】モータ保全
オーバーホール（交換）
ポンプユニット
サイレンサ吸音材
マフラーガスケット

【共通】モータ保全 【共通】モータ保全

インバータ保全 インバータ保全 インバータ保全 インバータ保全

配管の締付　オイルキャップ・オイルゲージ点検　ネジのゆるみ点検
ギヤオイル交換　シロッコファン点検・掃除

オーバーホール（交換）
ポンプユニット
サイレンサ吸音材

オーバーホール（交換）
ポンプユニット
サイレンサ吸音材

【共通】モータ保全
オーバーホール（交換）
ポンプユニット
サイレンサ吸音材
マフラーガスケット

【共通】モータ保全
オーバーホール（交換）
ポンプユニット
サイレンサ吸音材
マフラーガスケット

安全に関するご注意
●製品の据え付け工事・電気工事は専門業者またはお買い上げの販売店にご相談ください。
●用途に合った製品をお選びください。 本来の用途以外には使用しないでください。不適切な用途で使われますと、事故や
　故障の原因になることがあります。
●本製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。従いまして、下記のような用途は保証適用外とさせて
　いただきます。ただし、お客様の責任において製品仕様をご確認のうえ、 必要な安全対策を講じていただく場合には
　適用可否について検討致しますので、当社までご相談ください。
　①原子力、航空、宇宙、鉄道、船舶、車両、医療機器、交通機器等の人命や財産に多大な影響が予想される用途
　②電気、ガス、水道の供給システム等、高い信頼性や安全性が要求される用途



ギヤボックス内オイルは潤滑などを行い、ギヤをスムーズに回転させるものです。
真空ポンプを調子よくお使いいただくためにはオイル交換は大変重要です。
オイルを交換しないで長く使うと、添加剤の消耗、熱による酸化、スラッジなどによる汚れが
起きます。そして粘度が変化することで、最悪の場合はポンプロックといったトラブルに至ることも
あります。

5,000Hr稼動オイル
（劣化の兆候あり）

15,000Hr稼動オイル
（黒く変色劣化あり）

※オーバーホール作業は再生（リビルド）済み品ポンプユニットと周辺部品の交換となります。

タイミングベルト･カップリングエレメント（スパイダ）の偏摩耗･変形･亀裂･破損は
ポンプ本体の重故障に繋がる可能性があります。偏摩耗･変形･亀裂･破損が確認され
たら､即交換をお願いいたします。

※KCMシリーズについてはカップ
リングエレメント（スパイダ）を
　使用しておりません。
　タイミングベルトを点検してくだ
　さい。

予防保全として定期的なオーバーホールをおすすめいたします

ハブの爪が
破損

タイミングベルト

ハブの爪が破損

エレメント
（スパイダ）の
腕が破損

2 ギヤオイルの交換をお願いします
5,000時間または 1年オイル交換推奨時間 4 オーバーホールを実施ください

20,000時間または 4年 / 30,000時間または 6年オーバーホール推奨時間

3 タイミングベルト･カップリングエレメント（スパイダ）の
点検をお願いいたします 10,000時間または使用開始 2年点検推奨時間

オーバーホールに必要なパーツを 20,000時間・30,000時間メンテナンスセットとして用意しました。
生産ラインの安定や恒久的な省エネにご活用ください。

組立 3 組立 2

組立 1仕分け部品仕上げ分解・洗浄受 入

メンテナンスセットを購入いただくお客様のメリット メンテナンスセットをご購入いただく際のご注意点

入 庫 検 査

・ユーザーサイドでオーバーホール作業が終わりますのでライン停止時間
  が短くできます。
  （ユーザーサイドでポンプユニットの分解作業はしません）

・使用済みポンプユニットをオリオンが引き取り再利用させていただく
  ことにより価格を抑えています。

・ポンプユニットは再生品ですが製品（新品）と同じ保証がつきます。

・使用済みのポンプユニットは再生しますので損傷が激しい場合はお受け
  できない場合がございます。詳しくは販売店までお問い合わせください。

・使用済みポンプユニットと再生（リビルド）済みポンプユニットは別物（交換）
  となります。実機返却をご希望の方は販売店までお問い合わせください。

・メンテナンスセットを組み込み後、使用済みのポンプユニットはオーバーホール
  専用工場へ返却いただきますので廃棄しないようお願いいたします。

・交換作業は販売窓口へご用命ください。

サイドクリアランス調整 ロータ間クリアランス調整

シリンダにロータを
組み付ける

オリオン オイルフリー真空ポンプ ユニットの再生作業工程

オリオン機械
倉庫

メンテナンスセット

使用済み
ポンプユニット

ユーザー様

オーバーホール
専用工場

回収されたポンプユニットは、作業環境・設備などが完備された専用工場にてオーバーホールしておりますので
高い品質を維持しています。

再生利用部品と
新品交換部品の仕分け

塗
装


