ミストキャッチフィルター交換手順書
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本装置の精度を保ちながら末永くお使いいただけるよう、使用頻度に応じて、または定期的にお手入れをしてください。
• お手入れの際は、必ずゴーグルと手袋を着用してください。
作業状態により、廃液が目に入る危険性や、インクと接触することにより手肌などが荒れる可能性があります。
• 廃液が皮膚に接触したり目に入った場合は、直ちに水で十分に洗い流してください。
• 廃液で周囲を汚損しないよう、十分ご注意ください。

使用期間
1ヶ月
6ヶ月

フィルターお手入れの目安
お手入れ方法
1ヶ月に 1 度確認し、汚れている場合は洗浄
( 水洗い ) してください。

用意するもの
–

交換用フィルター ( サプライ品 30 枚入り )
A105491/SPC-0810 : ミストキャッチフィルター

6ヶ月毎に交換してください。

フィルター交換手順
1. フィルター Assy. を取り外す

フィルター Assy.

2. フィルタ押え A を外してフィルターを取り外す
( プラポイント M3*8 x1)

プラポイント

フィルタ押え A

• プラポイントの紛失にご注意ください。

フィルター

フィルタ押え B

3. 新しいフィルターをセットし、フィルタ押え A を取り付け
る ( プラポイント M3*8 x1)

上側の溝

• フィルタ押え B の上側の溝に、フィルタ押え A の凸部を差し込みます。
• フィルタ押え B の下側の溝に、フィルタ押え A の凸部を差し込みます。

フィルタ押え A

• 取り付けの際、フィルターがフィルタ押えの穴を全て覆っていることを確認
してください。

OK

N.G.
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フィルタ押え B

下側の溝に
差し込む
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Make sure to wear the goggles
and glove when you work.

Mist catch filter Exchange manual

Maintain the machine regularly or as necessary so that its accuracy will be maintained and it can continue to be used for a
long time.
• On the occasion of maintenance, please wear goggles and gloves by all means.
Depending on a working condition, there is a risk that waste fluid gets into eyes and hand skin may get rough by
contacting ink.
• When waste fluid gets into skin or eyes, please wash it away promptly by water.
• Take care not to pollute the surroundings with waste ink or washing liquid.

Period of use
One month
Six months

Indication of the filter maintenance
How to care
Items to prepare
Check it once a month. If it is dirty, wash (in water).
–
Filter for exchange (supplied item 30 pcs)
Replace it every six months.
A105491/SPC-0810 : Mist catch filter

Filter exchange procedure
1. Remove the filter assy.

Filter assy.

2. Remove the filter holder A and the filter.
(Plastic point M3*8 x1)

Plastic point

• Please be careful about the loss of the plastic point.

Filter holder A

Filter

Filter holder B

Upper ditch

3. Place a new filter and attach the filter holder A.
(Plastic point M3*8 x1)
• Insert a salient of the filter holder A in the upper ditch of the filter holder B.
• Insert a salient of the filter holder A in the lower ditch of the filter holder B.

Filter holder A

• In the case of installation, confirm that the filter covers up all the holes of the
filter holder.

OK

N.G.
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Filter holder B

Insert in the
lower ditch.
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