
注意事項

1. ご使用になる前に
1）はじめに
ご使用になる前に、必ず下記をお読み頂いて、内容をご理解の上でご使用ください。
a）取扱説明書に書かれている使用方法、制限を順守ください。
b）取扱説明書に書かれていない使用方法、制限を外れた使用方法で使用した場合、
　機能停止や破損等により、人身災害や物的損害が発生する危険があります。
c）設計変更や改良により、ご購入時の内容と異なる場合があります。
d）ご購入製品、または、当該内容について、ご不明な点がございましたら、
　弊社油機事業室営業グループまで、お問い合わせください。

2）ご購入品と注文型式との照合
ご購入後、ポンプ貼付けの銘板と注文された型式が一致していることを、ご確認願います。

3）安全事項
正しく安全に取り扱うために必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

：切迫した危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷に至る事故の可能性がある場合。

：潜在的に危険な状態で、回避しないと死亡もしくは重傷に至る事故の可能性がある場合。

：製品は人力ではなく、必ずモータの吊りボルトを使用してホイスト等で吊って運搬ください。
  また、製品を吊り上げて運搬しているときは、絶対に近づかないでください。

：吊りボルトを使用するときは、吊りボルトがしっかりと締め付けられていることを
  確認してから使用してください。
  また、機械に据え付け後、吊りボルトで機械全体を吊り上げないでください｡
  吊りボルトの破損や落下、転倒によるけが、破損の恐れがあります。

：ポンプ側を片持ち状態で持ち上げたり、衝撃を与えたりしないでください。
  故障の原因となります。

：取り付け、取り外し、据え付けの作業については、専門知識のある人が実施してください。

：取り付け、取り外し、据え付けの前には、必ず装置の電源を切り
  回路の残圧を抜く処置をしてください。
  また、運転後は、製品およびクーラント液が高温になっている場合もありますので、
  適当な温度（40℃以下）であることを確認後、処置をしてください。

：モータの周囲には、可燃物を絶対に置かないでください。火災の恐れがあります。

：モータの周囲には、通風を妨げるような障害物を置かないでください。
  冷却が阻害され、異常発熱による爆発、引火、やけどの恐れがあります。

：潜在的に危険な状態で、軽いもしくは中程度の負傷に至る事故の可能性がある場合。
  または、物的損害の発生が想定される場合。

：ポンプまたはモータの上に乗ったり、叩いたり、外力を加えたりしないでください。
  けが・破損の恐れがあります。

2. 安全についての注意事項
1）製品の取り付け、取り外し、据え付けの注意事項
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1. Before Use
1）Getting Started

Read the following instructions and make sure you understand them before attempting to operate the product.

a）Observe the usage method and restrictions described in the Instruction Manual.
b）Personal injury or property damage may occur as a result of a product breakdown or damage if the product 

is used in methods not specified in the Instruction Manual or beyond the performance limits of the product.
c）Due to product improvements continuously made, the product at the time of purchase may differ in design 

and performance from the corresponding model specified in this catalog.
d）Feel free to contact your Sumitomo representative or the nearest Business Group office of Sumitomo’s 

Industrial Hydraulic Department if you have any inquiries about the purchased product or the content of this 
catalog.

2）Verification of Purchase and Order
After purchasing the pump, check that the model number in the nameplate on the pump with the product ordered.

3）Safety Precautions
The following conventions are used to indicate and classify precautions in this manual.

： Indicates information on imminent danger that, if not heeded, is likely to result in loss of life 
   or serious injury.

： Indicates information on potential danger that, if not heeded, could possibly result in loss of life 
   or serious injury.

： Do not transport the product by human power. Always use the motor hanger bolt and transport 
   the product with a hoist or other appropriate equipment. 
   Never approach the product being lifted and transported.

： Check that the hanger bolt is firmly tightened before using it.
  After the product is mounted to equipment, do not host the entire equipment with the hanger bolt.
   Doing so may cause damage to the hanger bolt and the falling or toppling of the equipment and 
   result in injury or property damage.

： Do not lift the pump side in a cantilever way or shock the pump.
  Doing so may result in pump malfunctioning.

： Only personnel with expert knowledge may mount, dismount, and install the product.

： Be sure to turn off the power of the equipment and remove the residual charge on the circuit 
   before mounting, dismounting, and installing the product. 
   The product and liquid coolant may be at high temperatures after the product is operated.  
   Take action after checking that they are at safe temperatures （i.e., 40°C or below）.

： Never place flammable materials around the motor. Doing so may result in a risk of fire.

： Do not place obstacles that impede ventilation around the motor.
   Doing so may hinder the cooling of the motor and result in an explosion, ignition, or burns.

： Indicates information on potential danger that, if not heeded, could result in relatively serious 
   or minor injury or property damage.

： Do not stand on the pump or motor, hit them, or apply external force.
   Doing so may cause a danger of injury or damage.

2. Safety Precautions

1）Precautions for the installation, removal, and installation of the product
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：周囲温度、クーラント液の温度など定められた使用環境条件の範囲で使用してください。
  この使用範囲外で使用すると誤作動・破壊、さらに火災になる恐れがあります。

：停電したときは、必ず電源スイッチを切ってください。
  不意の停電復旧時にけがの恐れがあります。

：異常が発生した場合は、直ちに運転を停止してください。 感電・けが・火災の恐れがあります。

：モータの開口部に、指や物を入れないでください。 感電・けが・火災の恐れがあります。

：運転中かなりの高温になりますので、素手で触らないでください。

：回転部（モータファン）に指・物を入れないでください。けが・破損の恐れがあります。

：モータファンカバー部に埃等が堆積すると通風の妨げとなって冷却が阻害され、
  異常発熱による故障の恐れがあるので、定期的に清掃してください。

2）運転中の注意事項
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3）保守上の注意事項
：弊社の承諾なく分解や組み直し、改造をしないでください。
  弊社の承諾なく分解や組み直し、改造をされた場合、
  弊社の保証範囲外となりますので、一切の責任を負いません。

：モータ銘板の周波数・電圧が、供給する周波数・電圧と一致していることを確認してください。
  焼損や火災の恐れがあります。

：電源ケーブルとの結線は、端子箱蓋裏又は本書の接続図によって結線してください。
  誤った結線の場合、感電や火災の恐れがあります。

：電源ケーブルやモータリード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、
  はさみ込んだりしないでください。 感電の恐れがあります。

：配線は、電気設備技術基準、配線規程、電力会社の規程に従って、
  専門知識がある人が行ってください。 
  焼損や火災の恐れがあります。

：絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電の恐れがあります。

：保護装置はモータに付属していません。過負荷保護装置は、電気設備技術基準により
  取り付けが義務づけられていますので必ず設置してください。
  過負荷保護装置以外の保護装置（漏電遮断器など）も設置することを推奨します。

：接地用端子を確実に接地してください。感電の恐れがあります。

：電線間の短絡がないように接続願います。
  スターデルタ始動器に接続時は、短絡板をはずしてください。

4）配線
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： Use the product within the specified ranges of operating environment conditions, 
   including the ambient temperature and liquid coolant temperature ranges. 
   Using the product outside the specified ranges of operating environment conditions 
   may cause product malfunctioning, destruction, or even a fire.

： Be sure to turn off the power switch if a power failure occurs.
  Injury may occur if the power is restored unexpectedly.

： Stop operating the product immediately if an abnormality occurs. Otherwise, 
  an electric shock, injury, or fire may result.

： Do not insert fingers or things into the opening of the motor. 
   Doing so may result in an electric shock, injury, or fire.

： The product will operate at very high temperatures. 
   Do not touch the product in operation with bare hands.

： Do not insert fingers or things into the rotating part （i.e., the motor fan）. 
  Doing so may result in injury or product damage.

： Dust, if accumulated on the motor fan cover, will hinder ventilation to cool the motor, 
   which will cause a risk of abnormal heat generation resulting in motor malfunctioning. 
   Clean the motor fan cover periodically.

2）Precautions while in Operation
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3）Maintenance precautions
： Do not disassemble, reassemble, or modify the product without Sumitomo’s consent.
 The product, if disassembled, reassembled, or modified without Sumitomo’s consent, 
   will be beyond the scope of the product warranty, and Sumitomo will not assume 
   any responsibility for the product.

： Check that the frequency and voltage specified on the nameplate on 
  the motor nameplate coincide with the frequency and voltage supplied.
  Motor burnout or fire may result if they are different.

： Connect the motor to the power supply cable according to the connection diagram on the back 
   of the lid of the terminal box or the corresponding connection diagram in this catalog. 
   Incorrect wiring may result in an electric shock, or fire.

： Do not bend, pull, or pinch the power cable or motor lead wire forcibly. 
   Doing so may result in an electric shock.

： Only personnel with expert knowledge may wire the product in accordance with applicable 
   electrical equipment technical standards, wiring rules, and power company regulations.
   Improper wiring may result in burnout damage or fire.

： Do not touch any terminals at the time of insulation resistance measurement. 
   Doing so may result in an electric shock.

： The motor is not provided with protective devices. Be sure to install the overload protection device 
   as it is mandatory in accordance with electrical equipment technical standards.
   Sumitomo recommends the installation of protective devices other than 
   the overload protection device （e.g., an earth leakage breaker） as well.

： Make sure that the grounding terminal is securely grounded. 
   The improper grounding of the terminal may result in an electric shock.

： Wire the product so that there will be no short-circuiting between wires.
   Remove the short circuit plate if a star delta starter is connected.

4）Wiring
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火災、人身災害の原因になります。高温・多湿等、特殊な雰囲気の中で使用しないでください。

：爆発性雰囲気中では使用しないでください。

3. 分解・組立および修理

6）ポンプの始動
：オンロード起動は避けてください。ポンプ内部が損傷する恐れがあります。

：ポンプ内部に液が入っていない状態での運転（空運転）を避けてください。
  ポンプ内部の焼付が生じ、運転できなくなる恐れがあります。

：点検は、装置の電源を切り、回路の残圧を抜いたことを確認した上で、実施してください。

：ポンプ・モータは弊社の承諾なく分解や組み直し、改造をしないでください。
  弊社の承諾なく分解や組み直し、改造をされた場合、弊社の保証範囲外となりますので、
  一切の責任を負いません。

：ポンプ・モータの取り外しは、装置の電源を切り、回路の残圧を抜いたことを確認した上で、
  実施してください。

5）使用環境

All World Machinery Supply Inc.

Machine and Components Industries

Motion Industries Inc.

Tokyo Sangyo Machinery, S.A de C.V

HANSE KOREA Co., Ltd.

NAMYANG ENTERPRISE Co., Ltd.

HY SOUTH TECH（SHENZHEN）CO., LTD

MAXMA FLUID POWER INC.

SHENZHEN SANHUI TECHNOLOGY CO., LTD

HUA QIN HYDRAULIC EQUIPMENT Co., Ltd

6164 Allworld Way Roscoe, IL 61073

2711 Grassland Dr. Louisville KY 40299

1605 Alton Rd. Birmingham AL 35210

 Av. Las Americas #608-203, Fracc. La Fuente Aguascalientes, Ags., C.P 20239

#503,DAERUNG TECHNOTOWN 7CHA,489-11 GASAN-DONG,GEUMCI-KU,SEOUL,KOREA

RM,1501 Leaders Tower,60-15 Gasan-dong,Geumcheon-gu,Seoul

22/F, Unit B, King Force Tower Bldg, Shennan East Rd, Shenzhen, China

No. 55 Jiangnan W. Road, Beilun, Ningbo, Zhejiang, China

No.28 Bu Yong Industrial Road, Shajing, Baoan, Shenzhen, Guangdong Province, China

Xiao Bian Automobile Repair Center 107 Chang An Town,Dongguan,Guangdong

+1-815-943-9111

+1-502-499-5999

+1-205-956-1122

+1-449-915-5091

+82-2-2108-4511

+82-2-2026-6873

+86-755-8209-0678

+86-574-8777-5587

+86-755-2647-8575

+86-769-8532-5789

米国

韓国

中国

メキシコ

IKEHARA CO., LTD.

Professional Hydraulic Industrial Co., Ltd.

KSMC Vietnam Joint Stock Company
(Ho Chi Minh Branch)

KSMC Vietnam Joint Stock Company

PT. Kendali Paramita

World Pumps (Thailand) Co., Ltd.

JS Drive Engineering (M) SDN BHD

Motherson Machinery and
Automations Limited

SAUER BIBUS 

N0.116, Zhongyang E. St., Fengyuan Dist., Taichung City 420, Taiwan

7F-5, No. 12, Lane 609, Sec.5, Chung Hsin Rd., San-Chung Dist, Taipei, Taiwan

C11, Cu xa Lam Son, Nguyen Oanh, 17 Ward, Go Vap District, HCM City, Vietnam

Room 1706, 17th floor, DMC building, No. 535 Kim Ma street, 
Ngoc Khanh ward,Ba Dinh district, Hanoi city, Vietｎam

JL. Griya agung N3-38/42, RT. 002 RW20 Sunter Agung. Tanjung Priuk, Jakarta Ultra

599/99 GP.6 Soi Annext Saimai Phaholyothin Rd., Saimai Bangkok, Thailand

No.160A, Jalan Raja Uda, Pusat Perniagaan Raja Uda, Penang Malaysia

A-2, Sector - 84, Noida ,Distt.-  Gautam Budh Nagar,(U.P.) 201301

Lise-Meitner-Ring 13 89231 NEU-ULM GERMANY 

886-4-2524-2907

886-2-2999-7998

84-8-54461459

84-4-3877 1700

62-21-6500-691

66-2993-5858

+60-4-313-4245

+91-120-6110252

+49-731-1896-0

インドネシア
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海外代理店

注意事項

Doing so may result in fire or personal injury. 
Do not use the product under special atmospheric conditions, 
such as operating conditions with high temperature and humidity.

：Do not use the product in an explosive atmosphere.

3. Disassembly, assembly, and repairs

6）Starting the pump
： Do not start the pump with a load on it. 
   Doing so may result in internal damage to the pump.

： Do not operate the pump with no fluid inside. 
   Doing so may cause the seizing of the pump resulting in an operation failure.

： Turn off the equipment and check that there is no residual charge on the circuit 
   when inspecting the pump.

： Do not disassemble, reassemble, or modify the pump or motor without Sumitomo’s consent.
   The pump or motor, if disassembled, reassembled, or modified without Sumitomo’s consent, 
   will be beyond the scope of the product warranty, and Sumitomo will not assume any responsibility 
   for the pump or motor.

： Be sure to turn off the power of the equipment and remove the residual charge on the circuit 
   before mounting or dismounting the pump or motor.

5）Operating environment
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