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ド レ ン ポ ン プ

空調機 の 選 定、お よ び 設 置 場 所 の 自 由 度 ア ッ プ

ドレン配管工事の簡素化で工期・コストの削減を実現

ド レ ン を 圧 送 す る の で 水 漏 れ の 心 配 な し

レ イ ア ウ ト 変 更 に よ る 空 調 機 の 移 設 も 自 由 自 在

ド レ ン 配 管 工 事 の 新 常 識



空調機の据付工事に携わる皆様へ

空調据付工事で最も重要なのは、エアコンを最適な場所に取付ける事です。

エヌ・エス・シーのドレンポンプ＋断熱付ホースを使用する“４つのメリット”

ドレンの排水経路がない場合、エアコンを不本意な場所に設置せざるを得ないことが多くあるかと思います。
弊社のドレンポンプは、ドレンのポンプアップ（立上げ）が出来ることはもちろんのこと、断熱付ホースと組み
合わせて、立ち上げ＋横引き配管に使うことで、勾配が十分でない場所の横引き配管でも、アップダウンを気
にすることなくドレンを圧送することができます。

かんたん取付け

▪ドレンポンプを取付けて断熱付ホースを這わすだけの非常にかんたんな工事
▪配管経路の設計不要
▪断熱処理不要

日本で初めてドレンポンプの販売を行い、約３０年間で計４０万台以上の販売実績のあるエヌ・エス・シーが
ドレン排水出来ない場所へのエアコンの取付けを可能にします。

1

安い

▪工数の大幅削減（配管経路設計、配管及び断熱施工、改修時の天井の取外しが最小限）
▪コストダウン（塩ビ配管、継手、配管支持材、断熱材等の材料費とそれらにかかる工費と人件費）

2

あんしん

▪ホースの場合、塩ビ配管での継手の接着不良等による水漏れがない
▪全ての機種に逆流防止弁がついているため逆流しない
▪配管詰まりによる空調機からの水漏れを事前に検知し、防止することができる

3

充実のサービス

▪弊社には空調工事及びサービス経験者が多く在籍しており、選定、配線方法やその他相談にも
しっかり対応します。

▪全機種を常時在庫していますので、当日注文当日発送します（※当日出荷締め切り１５時）。
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❶ 天井カセット型エアコン

① 空調機内蔵のポンプでは揚程が足らない

② 天井内が狭く配管の勾配が取れない

③ 将来レイアウトの変更も考えなければならない

メーカー純正ドレンアップポンプ＋ドレンポンプ＋断熱付ホースを使用してドレンを必
要な高さまで立ち上げ、障害物を避けながら横引き配管（勾配レス）で集合配管、既設
配管（改修の場合）や縦管（パイプシャフト等）まで自由設計できます。

関係なく圧送できるのでダクトも障害物も気にせず圧送可能です。

ドレンポンプと断熱付ホースを使用することで、将来のドレン配管レイアウトも自由に

変更できます。

① 部屋をたくさん設けたことでドレン配管が取れない

② 宿泊施設なのでドレンポンプの音が気になる

③ 天井内が狭く配管の勾配が取れない

ドレンポンプ＋断熱付ホースを使用してドレンを必要な高さまで立ち上げ、障害物を
避けながら横引き配管（勾配レス）で集合配管や縦管（パイプシャフト等）まで自由設
計できます。

住宅用・壁掛け用エアコン用ドレンポンプは32db以下の静音設計です。

勾配に関係なく圧送できるのでダクトも障害物も気にせず圧送可能です。

❷ 壁掛エアコン（ルームエアコン）

NP20W2
対応するドレンポンプ

P.17 P.20

JM121S
JM122S

対応するドレンポンプ

P.15 P.16

S121J
S122J P.9 P.10

HA〔JEM-A〕端子専用機種

① ホテルなどで客室のドレン配管が取れない

② 宿泊施設なので、ドレンポンプの運転音が気になる

③ 天井内が狭く配管の勾配が取れない

取付板+ドレンポンプ+断熱付ホースを使用してドレンを必要な高さまで立ち上げ、障
害物を避けながら横引き配管(勾配レス)で集合配管や縦管(パイプシャフト等)まで自
由設計できます。

隠蔽用ドレンポンプは32dB以下の静音設計です。

勾配に関係なく、圧送できるのでタクトも障害物も気にせず圧送可能です。

❸ 隠ぺい形ハウジングエアコン、隠ぺい形ホテルユニット

JH121T
JH122T

対応するドレンポンプ

P.17 P.18

HA121J
HA122J P.5 P.8

HA〔JEM-A〕端子専用機種

ケーススタディ
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NP20W2

対応するドレンポンプ

P.17 P.20

NP60H P.21 P.24

揚程と設置環境に合わせて選定してください。

NP20W2
対応するドレンポンプ

P.17 P.20

NP20W2

対応するドレンポンプ

P.17 P.20

NP60H P.21 P.24

揚程と設置環境に合わせて選定してください。

❹ 業務用床置型エアコン

① ドレン配管が障害になるため、埋設する必要があるがコストが
かかりすぎる

② 将来レイアウトの変更も考えなければならない

ドレンポンプ＋断熱付ホースを使用してドレンを必要な高さまで立ち上げ、障害物を
避けながら横引き配管（勾配レス）で集合配管、既設配管（改修の場合）や縦管（パイ
プシャフト等）まで自由設計できます。

ドレンポンプと断熱付ホースを使用することで、将来のドレン配管レイアウトも自由に
変更できます。

❺ 厨房用天吊エアコン

空調機メーカーの別売用ポンプでは、揚程が足らず詰まりなどの
不安要素がある

ドレンポンプ＋断熱付ホースを使用してドレンを必要な高さまで立ち上げ、障害物を
避けながら横引き配管（勾配レス）で集合配管、既設配管（改修の場合）や縦管（パイ
プシャフト等）まで自由設計できます。また、圧倒的なパワーで排水するため、詰まり
にくい設計となっています。

❻ ユニットクーラー

ドレン配管がリフトの走行やラック等の障害物になるため、本来設置
したい場所にユニットクーラーを設置できない

ドレンポンプ＋断熱付ホースを使用してドレンを必要な高さまで立ち上げ、障害物を
避けながら横引き配管（勾配レス）で集合配管、既設配管（改修の場合）や縦管（パイ
プシャフト等）まで自由設計できます。空調機を庫内の真ん中に設置したり、倉庫内に
冷蔵室を新たに設置する際にレイアウトを自由に行うことができます。
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HA [JEM-A]端子とは、緊急時に空調機を停止させるための信号線を接続することが
できる差し込み口の名称です。
各メーカーの空調機によって、HA[JEM-A]端子の有無は異なります。
ドレンポンプ使用対象の空調機の電気配線図でHA [JEM-A]端子の有無をご確認くださ
い（接続には、別途中継部材が必要な場合もあります）。

 

 

HA121J
HA122J

（単相100V）

（単相200V）

※1 … HA[JEM-A]端子とは
HA [JEM-A]端子非対応機種では、緊急時に空調機を停止させる為に室内機と室外機の間
に結線されている内外通信線（信号線）を切断し、ドレンポンプの故障信号線を割り込ませ
る配線が必要になる仕様の空調機もあります。
空調機の仕様によっては、内外通信線（信号線）を切断することで空調機の保証が受けら
れない場合があります。事前にドレンポンプ使用対象の空調機の仕様をご確認ください。

※2 … HA[JEM-A]端子非対応機種について

ドレンポンプの機種選定

P.5 P.8

4馬力（11.2kW）相当まで

最大揚程：2.5m/3.0m（50/60Hz）

 

 
JH121T
JH122T

（単相100V）

（単相200V）
隠ぺい形ホテルユニット　天井埋込形ハウジングエアコン
壁埋込形ハウジングエアコン

隠ぺい形ホテルユニット　天井埋込形ハウジングエアコン
壁埋込形ハウジングエアコン

P.11 P.14

4馬力（11.2kW）相当まで

最大揚程：2.5m/3.0m（50/60Hz）

 

 

JM121S
JM122S

（単相100V）

（単相200V）
壁掛ルームエアコン

P.15 P.16

4馬力（11.2kW）相当まで

最大揚程：2.5m/3.0m（50/60Hz）

 

 

S121J
S122J

（単相100V）

（単相200V）
壁掛ルームエアコン

P.9 P.10

4馬力（11.2kW）相当まで

最大揚程：2.5m/3.0m（50/60Hz）

 

 

（単相100V-単相200V）

NP20W2
壁掛エアコン

（飲食店・カラオケ店など）

天吊エアコン
床置型店舗用エアコン
天井埋込エアコン
輻射式空調機

ファンコイル
スポットクーラー
ユニットクーラー
ショーケース
加湿器付全熱交換器
加湿・除湿機 など

P.17 P.20

10馬力（28.0kW）相当まで

最大揚程：5.0m（50/60Hz）

 

 NP60H
（単相200V）

床置型設備用エアコン
大型天吊エアコン
ユニットクーラー

P.21 P.24

10馬力（28.0kW）以上

最大揚程：12.0m/16.0m（50/60Hz）

・オールフレッシュ型、AHU※、蒸気式加湿器等での使用をご検討の際は、販売店、または、弊社までお問い合わせください。
・安全回路（インターロック）の配線がつなげない、ブザーやランプで報せる方法が取れない場合は使用できません。
・ドレンポンプ1台に複数台の空調機は接続できません。ドレンポンプの設置は、空調機1台ごとに設置してください。
・その他、選定方法がわからない場合は、販売店、または、弊社までお問い合わせください。 ※ＡＨＵ…エアハンドリングユニットの略

Ｈ
Ａ〔
Ｊ
Ｅ
Ｍ-

Ａ
〕端
子
　
非
対
応
　

Ｈ
Ａ〔
Ｊ
Ｅ
Ｍ-

Ａ
〕端
子
　
対
応

※1

※1

※2

※2
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ＨＡ１２１Ｊ ＨＡ１２２Ｊ

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

１１.２KWまでの隠ぺいタイプや住宅用壁埋め込みタイプの空調機に
静音タイプで運転音が気にならない
別売品の取付板（TP2）で固定設置が可能（吊り設置、壁設置）

ＰＯＭドレン出口管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント（１４－１８）

ＰＶＣ‐Ｐビニールホース

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有
機溶剤などの化学物質が存在する場所で
は、ご使用できません。

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（構成部品）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（構成部品）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） １．６ｋｇ（２．３ｋｇ）

ＶＣＴＦ ０．７５mm2 ×３芯（１ｍ）電源線（アース線付）

故障信号線 ＵＬ１００７ ２０ＡＷＧ×３芯（１ｍ） ※ＪＩＳ対応サイズ ０．５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

HA121J
HA122J 定価29,000円（税抜）

単相100V

単相200V

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。
• グラフの「横引きホース長○○m」はアップ
ダウンを含むホースの長さで表記していま
す。
• ホースはできるだけストレートに保ち、曲げ
る場合はカーブを大きく作るようにしてく
ださい。
• アップダウンが多い場合は、揚程を下げて
ご使用ください。

HA〔JEM-A〕端子非対応

グラフはドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表したものです。

揚程（m）

12ℓ/h

18ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

15ℓ/h

12ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

揚程（m）

HA121J
（単相100V）

HA122J
（単相200V）

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

排水能力について

ホース施工での横引き可能距離について

仕様について

横引きホース長（ｍ）

2.5

10 20

1.5

0.5

0

揚
程
（m）

3.0

2.0

1.0

0

揚
程
（m）

アップダウン不可

０．５～１ｍまでの
アップダウンで3ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでの
アップダウンで4ヶ所まで可能

横引き時の流量は、
１２ℓ/h以上です

50Hz 60Hz
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HA〔JEM-A〕端子非対応

④ 電源キット100（DK1）

⑤ 電源キット200（DK2）

重　量・・・1.2kg

定　価・・・8,000円（税抜）

付属品・・・ドレン入口継手（直管タイプ）
取付ネジ（Ｍ４×２）

名称

部品

個数 1 1

アダプター

※配線コネクターは故障信号線用です。電源線用には使用できません。

ドレン入口
継手

VP13用
ソケット

2 2

ホース
バンド

1

ジョイント
（14‐18）

配線
コネクター※

ビニール
ホース

1

1.5m

205

140

95

ボルト・ナットは現地手配 ビスは現地手配

サイズについて 付属品一覧

取付板（TP2：別売品）への取付イメージ取付板（TP2：別売品）の設置方法

吊設置の場合 壁設置の場合

本体両側に
ボルト穴×４

TP2付属のビス（2本）でポンプを固定

背面に
ビス穴×４

隠ぺい形ホテルユニット
天井埋め込み形エアコン
壁埋め込み形エアコン

① 取付板（TP2）

② 断熱付ホース（D9-10）

③ 断熱付ホース（D9）

④ 電源キット100（DK1）
もしくは

もしくは

⑤ 電源キット200（DK2）

別売品

① 取付板（TP2）
サイズ（㎜）・・・W324.5×H192×D122.5

定　価・・・1,700円（税抜）
100Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・2,200円（税抜）
200Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・12,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・10m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

② 断熱付ホース（D9-10）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・20m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

③ 断熱付ホース（D9）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

S121J / S122J
化粧ボックスとのセットになった壁掛けエアコン対応タイプもございます。

関連機種について

詳細はP.9へ ➡➡

ＨＡ１２１Ｊ ＨＡ１２２Ｊ

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

１１.２KWまでの隠ぺいタイプや住宅用壁埋め込みタイプの空調機に
静音タイプで運転音が気にならない
別売品の取付板（TP2）で固定設置が可能（吊り設置、壁設置）

ＰＯＭドレン出口管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント（１４－１８）

ＰＶＣ‐Ｐビニールホース

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有
機溶剤などの化学物質が存在する場所で
は、ご使用できません。

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（構成部品）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（構成部品）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） １．６ｋｇ（２．３ｋｇ）

ＶＣＴＦ ０．７５mm2 ×３芯（１ｍ）電源線（アース線付）

故障信号線 ＵＬ１００７ ２０ＡＷＧ×３芯（１ｍ） ※ＪＩＳ対応サイズ ０．５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

HA121J
HA122J 定価29,000円（税抜）

単相100V

単相200V

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。
• グラフの「横引きホース長○○m」はアップ
ダウンを含むホースの長さで表記していま
す。
• ホースはできるだけストレートに保ち、曲げ
る場合はカーブを大きく作るようにしてく
ださい。
• アップダウンが多い場合は、揚程を下げて
ご使用ください。

HA〔JEM-A〕端子非対応

グラフはドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表したものです。

揚程（m）

12ℓ/h

18ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

15ℓ/h

12ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

揚程（m）

HA121J
（単相100V）

HA122J
（単相200V）

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

排水能力について

ホース施工での横引き可能距離について

仕様について

横引きホース長（ｍ）

2.5

10 20

1.5

0.5

0

揚
程
（m）

3.0

2.0

1.0

0

揚
程
（m）

アップダウン不可

０．５～１ｍまでの
アップダウンで3ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでの
アップダウンで4ヶ所まで可能

横引き時の流量は、
１２ℓ/h以上です

50Hz 60Hz
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電気配線について

運転開始
運転停止
（排水完了）

運転水位に到達
水位上昇とともに
フロートが上昇

水位減少とともに
フロートが下降

運転・故障用フロート

タンク

ドレン

空調機から
ドレンが
流れ込む

ドレン
　を排水

水
位
UP

運転・故障用フロートUP接点が開いている

白
黒

NC
COM

NO

通常時

接点が閉じる

白
黒

NC
COM

NO

故障信号スイッチON
（異常時）

接点が閉じている

白
青NC

COM

NO

通常時

接点が開く

白
青NC

COM

NO

故障信号スイッチON
（異常時）

Ａ接点の場合 B接点の場合

右図の各水位はタンク内底から計測した水位となります。
水位には公差があるため、参考値での表記になります。

各フロートの運転水位について

0.34L 停止水位（30ｍｍ以上）

0.11L
0.17L

運転・故障用フロートの水位

故障信号水位（55ｍｍ以下）

運転水位（45ｍｍ以下）

空調機からドレンポンプのタンクにドレンが流れ込み、
タンク内の水位が上がると運転・故障用フロートが上昇します。
一定の水位まで達するとスイッチが入り、
ドレンポンプが運転を開始、ドレンを排水し始めます。
ドレンが排水され運転・故障用フロートが下がり始めます。
水位が一定まで下がるとスイッチが切れ、
ドレンポンプが運転を停止します

ポンプ電源線

タンク内のフロートスイッチにより、接点が入／切します。

Ｂ接点

Ａ接点

ポンプ故障信号線
青
白

白

黒

黒

接点容量：ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ

運転スイッチ（Ａ接点）

ＮＣ ＣＯＭ

ＮＯ

ドレン
ポンプ
モーター

エアコンの安全回路に接続

遠方発停アダプター、アラーム、ブザーに接続

緑／黄
アース アース

ドレンポンプの動作（HA121J/HA122Jの場合）

ドレンが排水されず、タンク内水位が満水近くまで上がると、運転・故障用フロートも上がり続けます。
そして、故障信号用スイッチが入る水位まで達すると、接続されている空調機のインターロックや警報機などが動作します。

※故障信号（異常時）は、無電圧常時A接点、またはB接点の取り出しが可能です。

異常時の動作について（故障信号線の接続は必須）

通常時の動作について
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配管接続施工例

壁埋め込み
エアコン

壁

設置方法は、環境に応じて吊または壁設置を選択します（図は吊設置で表しています）。

壁埋め込みエアコンへの据付例 天井埋め込みエアコンへの据付例天井埋め込みエアコンへの据付例天井埋め込みエアコンへの据付例天井埋め込みエアコンへの据付例

ドレンポンプ

取付板
（TP2：別売品）

ジョイント
（構成部品）

ドレン入口継手（構成部品）

ビニールホース（構成部品）、
または断熱付ホース（D9-10、D9：別売品）

※図のエアコンは、ドレンアップ機能付きを想定しています。

天井埋め込み
エアコン

ビニールホース（構成部品）、または断熱付ホース（D9、D9-10：別売品）をご使用ください。
※結露の恐れがある高温多湿条件下でのご使用時には断熱付ホースをご使用ください。

ドレンポンプを集合配管へ接続をされる場合は、ドレンポンプとドレンポンプの間隔をできるだけ大きくし、1/50、または、1/100の勾配を
とってください。また、集合配管に複数のドレンポンプの合流がある場合は、できるだけ太い配管をご使用ください（ドレンポンプが同時に運転
した場合のドレン排水量をご考慮ください）。
集合配管への接続が原因で発生したドレンポンプの不具合は保証できません。

間隔をできるだけ大きく

できるだけ太い配管

ドレンポンプ１台あたり、１回のドレン排出量の目安は、
約200㏄（約5～30秒）です。

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

集合配管へ接続される場合について

塩ビ配管への接続施工例

ビニールホース（構成部品）、または断熱付ホース（D9-10、D9：別売品）

ドレンポンプ
取付板（TP2：別売品）

保温（断熱）が必要な場合は、
断熱（現地手配）を取り付けてください。

耐圧ビニール
ホース
（現地手配）

塩ビ配管
（VP13：現地手配）

アダプター（構成部品）

垂直立ち上げのみ

集合配管

４５°エルボ

塩ビ配管（VP13）
（現地手配）

集合配管より高い位置から

落とし込んでください。

電気配線について

運転開始
運転停止
（排水完了）

運転水位に到達
水位上昇とともに
フロートが上昇

水位減少とともに
フロートが下降

運転・故障用フロート

タンク

ドレン

空調機から
ドレンが
流れ込む

ドレン
　を排水

水
位
UP

運転・故障用フロートUP接点が開いている

白
黒

NC
COM

NO

通常時

接点が閉じる

白
黒

NC
COM

NO

故障信号スイッチON
（異常時）

接点が閉じている

白
青NC

COM

NO

通常時

接点が開く

白
青NC

COM

NO

故障信号スイッチON
（異常時）

Ａ接点の場合 B接点の場合

右図の各水位はタンク内底から計測した水位となります。
水位には公差があるため、参考値での表記になります。

各フロートの運転水位について

0.34L 停止水位（30ｍｍ以上）

0.11L
0.17L

運転・故障用フロートの水位

故障信号水位（55ｍｍ以下）

運転水位（45ｍｍ以下）

空調機からドレンポンプのタンクにドレンが流れ込み、
タンク内の水位が上がると運転・故障用フロートが上昇します。
一定の水位まで達するとスイッチが入り、
ドレンポンプが運転を開始、ドレンを排水し始めます。
ドレンが排水され運転・故障用フロートが下がり始めます。
水位が一定まで下がるとスイッチが切れ、
ドレンポンプが運転を停止します

ポンプ電源線

タンク内のフロートスイッチにより、接点が入／切します。

Ｂ接点

Ａ接点

ポンプ故障信号線
青
白

白

黒

黒

接点容量：ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ

運転スイッチ（Ａ接点）

ＮＣ ＣＯＭ

ＮＯ

ドレン
ポンプ
モーター

エアコンの安全回路に接続

遠方発停アダプター、アラーム、ブザーに接続

緑／黄
アース アース

ドレンポンプの動作（HA121J/HA122Jの場合）

ドレンが排水されず、タンク内水位が満水近くまで上がると、運転・故障用フロートも上がり続けます。
そして、故障信号用スイッチが入る水位まで達すると、接続されている空調機のインターロックや警報機などが動作します。

※故障信号（異常時）は、無電圧常時A接点、またはB接点の取り出しが可能です。

異常時の動作について（故障信号線の接続は必須）

通常時の動作について

8



Ｓ１２１Ｊ Ｓ１２２Ｊ

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

個数

部品

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（構成部品）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（構成部品）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ２．８ｋｇ／ ３．５ｋｇ

電源線（アース線付） ＶＣＴＦ ０．７５mm2 ×３芯（１ｍ）

故障信号線 ＵＬ１００７ ２０ＡＷＧ×３芯（１ｍ） ※ＪＩＳ対応サイズ ０．５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

ＰＯＭドレン出口管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント（１４－１８）

ＰＶＣ‐Ｐビニールホース

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機
溶剤などの化学物質が存在する場所では
ご使用できません。

※化粧カバーのみ（ドレンポンプのサイズはP.6参照） ※化粧カバーのみ（ドレンポンプの構成部品はP.6参照）

化粧ボックス

1

側面カバー ドレンポンプ
固定ビス化粧ビス

1 22

名称

M4×10

サイズについて 付属品一覧

仕様について

11.2kWまでの壁掛けエアコン専用
エアコンの左右どちらでも設置が可能
静音タイプで運転音が気にならない
全メーカーに対応する汎用モデル
化粧ボックス内部には配管スペース付き

256 144

187

247

180

135

180

S121J
S122J 定価37,000円（税抜）

単相100V

単相200V

HA〔JEM-A〕端子非対応

別売品

ドレンポンプについて

P.5へ「排水能力について」、「ホース施工での横引き可能距離について」は、HA121J・HA122Jをご参照ください。「排水能力について」「ホース施工での横引き可能距離について」 HA121J・HA122J

電源キット100（DK1） 電源キット200（DK2）

定　価・・・1,700円（税抜）
100Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・2,200円（税抜）
200Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・12,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・10m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9-10）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・20m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ
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化粧ボックスの上部の化粧ビス２本を取りはずし、
取付台をビス（現地手配）で空調機の横に取り付ける。

❶

●ルームエアコンで別売品の『電源キット DK1（100V用）、DK2（200V用）』をご使用の場合

エアコン

冷媒配管を取付台に取り回し、インシュロック（現地手
配）で固定する。

❷
10㎜位あける

（カバー取付のため）

取付台★を固定

10㎜位下げる（勾配を取るため）

エアコン

インシュロック

冷媒配管

化粧カバーに側面カバー（構成部品）を取り付ける。
※空調機とは反対側の側面

❹

取付台に化粧カバーを取り付けた後、化粧ビス２本を
化粧カバー上部に取り付け、配管化粧ダクトを冷媒
配管に取り付ける。

❺

エアコン

ドレンポンプをビス（構成部品）で取付台に取り付け、
インシュロックで冷媒配管にドレン配管を固定する。

❸

エアコン

ドレン配管を固定 ドレン配管

※図はエアコンの右側に
　取り付ける場合

※図はエアコンの右側に取り付ける場合

ビス（構成部品）

取付台 タンク

ドレンポンプを固定

配管化粧ダクト

化粧ビス

化粧カバーを固定

側面カバー★

ドレンポンプ電源

ドレンポンプ

白

黄／緑（アース）

黒

エアコン電源

100V用
電源

ドレン
ポンプ
モーター

200V用
電源

ドレンポンプ電源

ドレンポンプ

白

黄／緑（アース）

黒

エアコン電源

ドレン
ポンプ
モーター

室内電源のエアコンで室内機電源端子からドレンポンプへの電源を取り出すと、
エアコン停止時にドレンポンプへの電源が供給されない機種がありますのでご注意ください。

※メーカーによって信号線の仕様が異なりますので、よくご確認のうえ配線してください。

青

ポンプ電源

タンク内満水で
故障信号が導通有り

ドレンポンプの故障信号

空調機室内基板遠方発停アダプター等

白

黒

接点容量：AC250V 5A

運転スイッチ（A接点）

故障信号用スイッチ（A接点）

NC
COM

NO

絶縁処理してください

ドレン
ポンプ
モーター

単相100V（HA121J・S121J）
単相200V（HA122J・S122J）

エアコンの室内外信号線の単芯線とドレンポンプの故障信号
線の接続については、構成部品の配線コネクターを使用し、
確実に結線してください。

室内外信号線（単芯線）

室内機

途中で信号線を切断する

室内外信号線の
被覆を10㎜位剥き、
配線コネクターに
確実に差し込む故障信号線

（より線）

白

青

配線コネクター

より線

片側ケージクランプ 片側差し込み

単芯線

室外機

エアコン室内外機で接続する場合（配線コネクター使用例）空調機メーカー純正の遠方発停アダプターをご使用の場合（入力信号Ａ接点）

※S121J・S122Jは、エアコンの左右どちらにでも設置可能です。
※各イラストの★マークは、構成部品となります。据付手順（エアコン右側に取り付ける場合）据付手順（エアコン右側に取り付ける場合）据付手順（エアコン右側に取り付ける場合）据付手順（エアコン右側に取り付ける場合）

電気配線について電気配線について電気配線について電気配線について

故障信号線の接続について故障信号線の接続について故障信号線の接続について故障信号線の接続について

据付動画を
チェック！！

Ｓ１２１Ｊ Ｓ１２２Ｊ

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

個数

部品

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（構成部品）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（構成部品）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ２．８ｋｇ／ ３．５ｋｇ

電源線（アース線付） ＶＣＴＦ ０．７５mm2 ×３芯（１ｍ）

故障信号線 ＵＬ１００７ ２０ＡＷＧ×３芯（１ｍ） ※ＪＩＳ対応サイズ ０．５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

ＰＯＭドレン出口管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント（１４－１８）

ＰＶＣ‐Ｐビニールホース

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機
溶剤などの化学物質が存在する場所では
ご使用できません。

※化粧カバーのみ（ドレンポンプのサイズはP.6参照） ※化粧カバーのみ（ドレンポンプの構成部品はP.6参照）

化粧ボックス

1

側面カバー ドレンポンプ
固定ビス化粧ビス

1 22

名称

M4×10

サイズについて 付属品一覧

仕様について

11.2kWまでの壁掛けエアコン専用
エアコンの左右どちらでも設置が可能
静音タイプで運転音が気にならない
全メーカーに対応する汎用モデル
化粧ボックス内部には配管スペース付き

256 144

187

247

180

135

180

S121J
S122J 定価37,000円（税抜）

単相100V

単相200V

HA〔JEM-A〕端子非対応

別売品

ドレンポンプについて

P.5へ「排水能力について」、「ホース施工での横引き可能距離について」は、HA121J・HA122Jをご参照ください。「排水能力について」「ホース施工での横引き可能距離について」 HA121J・HA122J

電源キット100（DK1） 電源キット200（DK2）

定　価・・・1,700円（税抜）
100Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・2,200円（税抜）
200Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・12,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・10m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9-10）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・20m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ
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ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグ標準付属）

ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグなし）

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）、ビニールホース（現地手配）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（現地手配）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番 ＪH１２１T ＪH１２２T

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ３．２ｋｇ／ ３．９ｋｇ

電源線（アース線付）

故障信号線 ２０ＡＷＧ×４芯（２ｍ） ※信号線の先端はＨＡ［ＪＥＭ‐Ａ］コネクター

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

ＰＯＭドレン出口管

タンク

運転・故障用フロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機
溶剤などの化学物質が存在する場所では
ご使用できません。

取付板（TP2）との組み合わせで…

静音タイプで運転音が気にならない
LED表示でポンプの動作確認がわかりやすい

•隠ぺい形空調機に対応可能
•吊・壁設置が可能

仕様について

JH121T
JH122T 定価36,000円（税抜）

単相100V

単相200V

揚程（m）

12ℓ/h

18ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

15ℓ/h

12ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

揚程（m）

JH121T
（単相100V）

JH122T
（単相200V）

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

排水能力について

ホース施工での横引き可能距離について

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。
• グラフの「横引きホース長○○m」はアップ
ダウンを含むホースの長さで表記していま
す。
• ホースはできるだけストレートに保ち、曲げ
る場合はカーブを大きく作るようにしてく
ださい。
• アップダウンが多い場合は、揚程を下げて
ご使用ください。

横引きホース長（ｍ）

2.5

10 20

1.5

0.5

0

揚
程
（m）

3.0

2.0

1.0

0

揚
程
（m）

アップダウン不可

０．５～１ｍまでの
アップダウンで3ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでの
アップダウンで4ヶ所まで可能

横引き時の流量は、
１２ℓ/h以上です

50Hz 60Hz

HA〔JEM-A〕端子対応

グラフはドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表したものです。

11



ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグ標準付属）

ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグなし）

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）、ビニールホース（現地手配）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（現地手配）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番 ＪH１２１T ＪH１２２T

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ３．２ｋｇ／ ３．９ｋｇ

電源線（アース線付）

故障信号線 ２０ＡＷＧ×４芯（２ｍ） ※信号線の先端はＨＡ［ＪＥＭ‐Ａ］コネクター

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

ＰＯＭドレン出口管

タンク

運転・故障用フロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機
溶剤などの化学物質が存在する場所では
ご使用できません。

取付板（TP2）との組み合わせで…

静音タイプで運転音が気にならない
LED表示でポンプの動作確認がわかりやすい

•隠ぺい形空調機に対応可能
•吊・壁設置が可能

仕様について

JH121T
JH122T 定価36,000円（税抜）

単相100V

単相200V

揚程（m）

12ℓ/h

18ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

15ℓ/h

12ℓ/h

3.0

2.0

1.0

0
50 100 150 流量（ℓ/h）

揚程（m）

JH121T
（単相100V）

JH122T
（単相200V）

60Hz

50Hz

60Hz

50Hz

排水能力について

ホース施工での横引き可能距離について

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。
• グラフの「横引きホース長○○m」はアップ
ダウンを含むホースの長さで表記していま
す。
• ホースはできるだけストレートに保ち、曲げ
る場合はカーブを大きく作るようにしてく
ださい。
• アップダウンが多い場合は、揚程を下げて
ご使用ください。

横引きホース長（ｍ）

2.5

10 20

1.5

0.5

0

揚
程
（m）

3.0

2.0

1.0

0

揚
程
（m）

アップダウン不可

０．５～１ｍまでの
アップダウンで3ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでの
アップダウンで4ヶ所まで可能

横引き時の流量は、
１２ℓ/h以上です

50Hz 60Hz

HA〔JEM-A〕端子対応

グラフはドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表したものです。

HA〔JEM-A〕端子対応

取付板（TP2：別売品）への取付イメージ

TP2付属のビス（2本）でポンプを固定

ボルト・ナットは現地手配 ビスは現地手配

取付板（TP2：別売品）の設置方法

吊設置の場合 壁設置の場合

本体両側に
ボルト穴×４

背面に
ビス穴×４

JM121S / JM122S
化粧ボックスとのセットになった壁掛けエアコン専用タイプもございます。

関連機種について

詳細はP.15へ ➡➡

④ 電源キット100（DK1）

⑤ 電源キット200（DK2）

重　量・・・1.2kg

定　価・・・8,000円（税抜）

付属品・・・ドレン入口継手（直管タイプ）
取付ネジ（Ｍ４×２）

隠ぺい形ホテルユニット
天井埋め込み形エアコン
壁埋め込み形エアコン

① 取付板（TP2）

② 断熱付ホース（D9-10）

③ 断熱付ホース（D9）

④ 電源キット100（DK1）
もしくは

もしくは

⑤ 電源キット200（DK2）

① 取付板（TP2）
サイズ（㎜）・・・W324.5×H192×D122.5

定　価・・・1,700円（税抜）
100Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・2,200円（税抜）
200Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・12,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・10m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

② 断熱付ホース（D9-10）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・20m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

③ 断熱付ホース（D9）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

別売品

Φ4×7 Φ4×15

1 4
95

64

33.5

名
称

部
品

個
数 1 1 1

ドレン入口継手 アダプター ジョイント
（１４‐１８）

ＶＰ１３用
ソケット

2 2

ビス ホースバンド インシュロック

205

140

100

サイズについて 付属品一覧
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電気配線について

ドレンポンプ電源
アース

単相200V電源線
（コンセントプラグなし）

単相100V電源線
（コンセントプラグつき）

エアコンの室内機基板内の
HA〔JEM-A〕端子へ接続

故障信号線
（HA〔JEM-A〕コネクター）

HA〔JEM-A〕
アダプター

ドレンポンプ

運転スイッチ（A接点）

ドレン
ポンプ
モーター

アース

NC

N0

COM

LED表示灯

故障信号スイッチOFF
（正常時：LED緑点灯）

LED表示灯

故障信号スイッチON
（異常時：LED赤点灯）● HA〔JEM-A〕アダプターのLED表示について

ドレンが排水されず、タンク内が満水近くまで上がると故障用ス
イッチが入り、HA〔JEM-A〕端子が接続されている空調機のイ
ンターロック回路が作動し、空調機が停止します。
HA〔JEM-A〕アダプターのLED表示が緑点灯から赤点灯にか
わります。

通常時の動作について

空調機からドレンポンプのタンクにドレンが流れ込み、
タンク内の水位が上がると運転・故障用フロートが上昇します。
一定の水位まで達するとスイッチが入り、
ドレンポンプが運転を開始、ドレンを排水し始めます。
ドレンが排水され運転・故障用フロートが下がり始めます。
水位が一定まで下がるとスイッチが切れ、
ドレンポンプが運転を停止します

運転開始
運転停止

（排水完了）

運転水位に到達
水位上昇とともに
フロートが上昇

水位減少とともに
フロートが下降

運転・故障用フロート

タンク

ドレン

空調機から
ドレンが
流れ込む

ドレン
　を排水

ドレンポンプの動作（JH121T/JH122Tの場合）

常時電源が供給されるところから電源を取ってください。
空調機からの残留ドレンを排水するため、常時電源がドレ
ンポンプに供給できるよう単独電源にしてください。

電源線と故障信号線の接続について アース線 単相200V用電源線
（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕コネクター

※隠ぺい設置時はプラグを
　切断して使用してください

エアコン室内機基板内
HA〔JEM-A〕端子へ

単相100V用電源線
（コンセントプラグつき）

水漏れ事故を防止するために、必ず故障信号線
（HA〔JEM-A〕コネクター）を空調機の室内機
のHA〔JEM-A〕端子に接続してください。

右図の各水位はタンク内底から計測した水位となります。
水位には公差があるため、参考値での表記になります。

各フロートの運転水位について

0.34L 停止水位（30ｍｍ以上）

0.11L
0.17L

運転・故障用フロートの水位

故障信号水位（55ｍｍ以下）

運転水位（45ｍｍ以下）
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配管接続施工例

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

ドレンポンプを集合配管へ接続をされる場合は、ドレンポンプとドレンポンプの間隔をできるだけ大きくし、1/50、または、1/100の勾配をとって
ください。また、集合配管に複数のドレンポンプの合流がある場合は、できるだけ太い配管をご使用ください（ドレンポンプが同時に運転した場合
のドレン排水量をご考慮ください）。
集合配管への接続が原因で発生したドレンポンプの不具合は保証できません。

間隔をできるだけ大きく

できるだけ太い配管

ドレンポンプ１台あたり、１回のドレン排出量
の目安は、約200㏄（約5～30秒）です。

集合配管へ接続される場合について

塩ビ配管への接続施工例

設置方法は、環境に応じて吊または壁設置を選択します
（図は吊設置で表しています）。

壁埋め込み形空調機への据付例

ホテル室内ユニットへの据付例

天井埋め込み形空調機への据付例

※図のエアコンは、ドレンアップ機能付きを想定しています。

断熱付ホース（D9、D9-10：別売品）、または耐圧ビニ
ールホース（現地手配）をご使用ください。
※結露の恐れがある高温多湿条件下でのご使用時には
断熱付ホースをご使用ください。

耐圧ビニールホース
（現地手配）

保温（断熱）が必要な場合は、
断熱（現地手配）を取り付けてください。

塩ビ配管
（VP13：現地手配）

アダプター（構成部品）
垂直立ち上げのみ

集合配管

４５°エルボ

塩ビ配管（VP13）
（現地手配）

集合配管より高い位置から
落とし込んでください。

ホテル用室内ユニット

壁

壁埋め込み形
空調機

天井埋め込み形
空調機

断熱付ホース（D9-10、D9：別売品）、または耐圧ビニールホース（現地手配）

断熱付ホース（D9-10、D9：別売品）、
または耐圧ビニールホース（現地手配）

ドレンポンプ
取付板
（TP2：別売品）

ドレンポンプ

取付板（TP2：別売品）

ジョイント（構成部品） ドレン入口継手（構成部品）

ジョイント
（構成部品）

ドレン入口継手（構成部品） ドレンポンプ
取付板（TP2：別売品）

ジョイント（構成部品）

ドレン入口継手（構成部品）

断熱付ホース（D9-10、D9：別売品）、または耐圧ビニールホース（現地手配）

電気配線について

ドレンポンプ電源
アース

単相200V電源線
（コンセントプラグなし）

単相100V電源線
（コンセントプラグつき）

エアコンの室内機基板内の
HA〔JEM-A〕端子へ接続

故障信号線
（HA〔JEM-A〕コネクター）

HA〔JEM-A〕
アダプター

ドレンポンプ

運転スイッチ（A接点）

ドレン
ポンプ
モーター

アース

NC

N0

COM

LED表示灯

故障信号スイッチOFF
（正常時：LED緑点灯）

LED表示灯

故障信号スイッチON
（異常時：LED赤点灯）● HA〔JEM-A〕アダプターのLED表示について

ドレンが排水されず、タンク内が満水近くまで上がると故障用ス
イッチが入り、HA〔JEM-A〕端子が接続されている空調機のイ
ンターロック回路が作動し、空調機が停止します。
HA〔JEM-A〕アダプターのLED表示が緑点灯から赤点灯にか
わります。

通常時の動作について

空調機からドレンポンプのタンクにドレンが流れ込み、
タンク内の水位が上がると運転・故障用フロートが上昇します。
一定の水位まで達するとスイッチが入り、
ドレンポンプが運転を開始、ドレンを排水し始めます。
ドレンが排水され運転・故障用フロートが下がり始めます。
水位が一定まで下がるとスイッチが切れ、
ドレンポンプが運転を停止します

運転開始
運転停止

（排水完了）

運転水位に到達
水位上昇とともに
フロートが上昇

水位減少とともに
フロートが下降

運転・故障用フロート

タンク

ドレン

空調機から
ドレンが
流れ込む

ドレン
　を排水

ドレンポンプの動作（JH121T/JH122Tの場合）

常時電源が供給されるところから電源を取ってください。
空調機からの残留ドレンを排水するため、常時電源がドレ
ンポンプに供給できるよう単独電源にしてください。

電源線と故障信号線の接続について アース線 単相200V用電源線
（コンセントプラグなし）

HA〔JEM-A〕コネクター

※隠ぺい設置時はプラグを
　切断して使用してください

エアコン室内機基板内
HA〔JEM-A〕端子へ

単相100V用電源線
（コンセントプラグつき）

水漏れ事故を防止するために、必ず故障信号線
（HA〔JEM-A〕コネクター）を空調機の室内機
のHA〔JEM-A〕端子に接続してください。

右図の各水位はタンク内底から計測した水位となります。
水位には公差があるため、参考値での表記になります。

各フロートの運転水位について

0.34L 停止水位（30ｍｍ以上）

0.11L
0.17L

運転・故障用フロートの水位

故障信号水位（55ｍｍ以下）

運転水位（45ｍｍ以下）
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ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグ標準付属）

ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグなし）

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

ＪＭ１２１Ｓ ＪＭ１２２Ｓ

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（構成部品）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（構成部品）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ３．２ｋｇ／ ３．９ｋｇ

電源線（アース線付）

故障信号線 ２０ＡＷＧ×４芯（２ｍ） ※信号線の先端はＨＡ［ＪＥＭ‐Ａ］コネクター

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

ＰＯＭドレン出口管

タンク

運転・故障用フロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント

ＰＶＣ‐Ｐビニールホース

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機
溶剤などの化学物質が存在する場所では
ご使用できません。

HA〔JEM-A〕端子対応の壁掛けエアコン専用
エアコンの左右どちらでも設置が可能
静音タイプで運転音が気にならない
化粧ボックス内部には配管スペース付き
LEDでドレンポンプの動作が目視確認できる

仕様について

サイズについて 付属品一覧

JM121S
JM122S 定価50,000円（税抜）

単相100V

単相200V

1.5ｍ Φ4×7 Φ4×15

1 4

180 276

161

152.5

274.5

262

名
称

部
品

個
数 1 1 1

ドレン入口
継手

1

化粧カバー、取付台 アダプター ジョイント
（１４‐１８）

ＶＰ１３用
ソケット

ビニール
ホース

1 2 1

ビス ホース
バンド

インシュ
ロック

HA〔JEM-A〕端子対応

別売品

電源キット100（DK1） 電源キット200（DK2）

定　価・・・1,700円（税抜）
100Vコンセント増設用・・・1口→2口

付属のコンセントプラグは不要になります。

定　価・・・2,200円（税抜）
200Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・12,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・10m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9-10）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・20m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

ドレンポンプについて

P.5へ「排水能力について」、「ホース施工での横引き可能距離について」は、HA121J・HA122Jをご参照ください。「排水能力について」「ホース施工での横引き可能距離について」 HA121J・HA122J
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据付動画を
チェック！！

エアコン

※JM121S・JM122Sは、エアコンの左右どちらにでも設置可能です。
※各イラストの★マークは、構成部品となります。

設置用台紙（構成部品）で取り付け位置を決める。

❶

設置用台紙に記載された冷媒配管ルートに沿って、配
管を施工し、エアコン付属のドレンホースを台紙のカ
ット位置に合わせてカットし、ジョイント（構成部品）を
接続する。

❷

❶ドレン入口継手・❷ジョイント・❸ドレンホースを
テープで固定して接続する。
この工程が完了したら、設置用台紙は取りはずす。

❸

取付台を固定してＰＥＴ製ドレンパンを設置する。
そして、その上にドレンポンプを設置する。
HA〔JEM-A〕アダプターを取付台に固定する
（取付台の左右どちらでも取り付け可能）。
ドレン入口継手をドレンポンプのドレン入口に差し込
み、インシュロックで抜けないように固定する。

室内機の近くにドレンポンプ用の電源コンセントを設置して
電源を取ってください（常時ドレンポンプへ電源が供給される
ように単独電源にしてください）。
JM122S（単相200V）のコンセントは標準付属されていま
せんので、現地手配してください。
※黄／緑色線はアース線です。空調機等のアースに接続してください。

水漏れ事故を防止するために、必ず故障信号線（HA〔JEM-A〕コネクター）を
空調機の室内機のHA〔JEM-A〕端子に接続してください。

❹

ドレンポンプの電源、および故障信号を接続する。
そのあと、化粧カバーをセットしてから空調機側にカ
バーをスライドさせ、エアコンとドレンポンプの隙間を
無くす。

❺

化粧カバーをビス（構成部品）で固定し、配管ダクト（
現地手配）で配管を隠す。

❻

エアコン設置用台紙★ エアコン

ビニールホース★

または、
断熱付ホース

（D9：別売品）

HA〔JEM-A〕変換
アダプター★固定

ドレンポンプ
固定

ドレン入口
継手★

ＰＥＴ製ドレンパン★

エアコン

化粧カバー★

エアコン

配管ダクト（現地手配）

化粧カバーを固定

化粧カバー★

エアコン

アース
100V

HA〔JEM-A〕アダプター

HA〔JEM-A〕
コネクター

200V

エアコンの室内機基板内→HA〔JEM-A〕端子へ

ドレンポンプ電源

HA〔JEM-A〕コネクター

単相100V電源線
（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線

（コンセントプラグなし）

エアコンの室内機基板内の
HA〔JEM-A〕端子へ接続

HA〔JEM-A〕
アダプター

ドレンポンプ
アース

運転スイッチ（A接点）

ドレン
ポンプ
モーター

アース

NC

N0

COM

LED表示灯

故障信号スイッチOFF
（正常時：LED緑点灯）

LED表示灯

故障信号スイッチON
（異常時：LED赤点灯）● HA〔JEM-A〕アダプターのLED表示について

ドレンが排水されず、タンク内が満水近くまで上がると故障用
スイッチが入り、HA〔JEM-A〕端子が接続されている空調機の
インターロック回路が作動し、空調機が停止します。
HA〔JEM-A〕アダプターのLED表示が緑点灯から赤点灯にか
わります。

空調機側へ
スライドさせる

電気配線について

冷媒配管ルート

ジョイント★を
接続

❷

❶ ❸ドレンホースをカット

インシュロック★ 取付台★

据付手順（エアコン左側に取り付ける場合）

電源線と故障信号線の接続について

ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグ標準付属）

ＶＣＴＦＫ ０．７５mm2 ×３芯
（２ｍ：コンセントプラグなし）

１８ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１２ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時 １２ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、１５ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）※最大揚程時

ＪＭ１２１Ｓ ＪＭ１２２Ｓ

単相１００Ｖ 単相２００Ｖ

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（構成部品）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能
　  ビニールホース（構成部品）は、設置環境に応じて、結露しないように保温（断熱）してください

ドレン側面入口

定格電圧

品番

最大揚程 ２．５ｍ（５０Ｈｚ）、３．０ｍ（６０Ｈｚ）

運転音 ３２ｄＢ

ドレン排出流量

定格消費電力

使用水温度範囲 ５℃ ～４０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

２１Ｗ（５０／６０Ｈｚ）

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ３．２ｋｇ／ ３．９ｋｇ

電源線（アース線付）

故障信号線 ２０ＡＷＧ×４芯（２ｍ） ※信号線の先端はＨＡ［ＪＥＭ‐Ａ］コネクター

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

ドレン入口継手（構成部品）で接続（内径１８mm）

ドレン出口管

ＰＯＭドレン出口管

タンク

運転・故障用フロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

逆止弁 シリコン

ジョイント

ＰＶＣ‐Ｐビニールホース

ドレン入口継手 シリコン

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機
溶剤などの化学物質が存在する場所では
ご使用できません。

HA〔JEM-A〕端子対応の壁掛けエアコン専用
エアコンの左右どちらでも設置が可能
静音タイプで運転音が気にならない
化粧ボックス内部には配管スペース付き
LEDでドレンポンプの動作が目視確認できる

仕様について

サイズについて 付属品一覧

JM121S
JM122S 定価50,000円（税抜）

単相100V

単相200V

1.5ｍ Φ4×7 Φ4×15

1 4

180 276

161

152.5

274.5

262

名
称

部
品

個
数 1 1 1

ドレン入口
継手

1

化粧カバー、取付台 アダプター ジョイント
（１４‐１８）

ＶＰ１３用
ソケット

ビニール
ホース

1 2 1

ビス ホース
バンド

インシュ
ロック

HA〔JEM-A〕端子対応

別売品

電源キット100（DK1） 電源キット200（DK2）

定　価・・・1,700円（税抜）
100Vコンセント増設用・・・1口→2口

付属のコンセントプラグは不要になります。

定　価・・・2,200円（税抜）
200Vコンセント増設用・・・1口→2口

定　価・・・12,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・10m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9-10）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・20m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

断熱付ホース（D9）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

ドレンポンプについて

P.5へ「排水能力について」、「ホース施工での横引き可能距離について」は、HA121J・HA122Jをご参照ください。「排水能力について」「ホース施工での横引き可能距離について」 HA121J・HA122J
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排水能力について

ホース施工での横引き可能距離について

NP20W2 定価45,000円（税抜）単相100V‐単相200V

業界初のマルチ電源DCモーターを採用
ドレンポンプの正常・異常を確認できるLED表示灯付き
透明タンクの採用でタンク内が目視可能
メインフロートに加え、サブフロートを搭載（フェールセーフ機能）
塩ビ配管施工を可能にする、塩ビ配管キットを標準付属
ドレン入口側の配管施工をより簡単にできる、ドレン入口断熱ホースを標準付属
弊社販売完了機種との互換性あり

100 200 300 400 500

5

4

3

2

1

0

50/60Hz共通

60ℓ/h

流量（ℓ/h）

揚程（ｍ）

NP20W2が使用できる空調機は、28kw（10馬力）までの一般空調機です。
28kwのオールフレッシュエアコン、大型エアハン等はドレンポンプの排水能力を
超える量のドレンが発生するため、長時間運転となりご使用できません※。

※年間冷房など、年中ドレンが発生する空調機にドレンポンプをご使用の場合は、冷房シーズンのみ稼働する
一般空調に使用しているドレンポンプより、運転期間が長くなり耐用年数が短くなる可能性があります。

横引きホース長（ｍ）

5.0

30 40 50 60 70

4.0

3.0

2.0

1.0

0

アップダウン不可
揚程（ｍ）

０．５～１ｍまでのアップダウンで３ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで４ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
５ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
６ヶ所まで可能

横引き時の流量は、60ℓ/h以上です。

左表はドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表しています。
28kwまでの一般空調機でのご使用時にご参照ください。

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。

• グラフの「横引きホース長○○m」はアップダウンを
含むホースの長さで表記しています。

• ホースはできるだけストレートに保ち、アップダウン
が多い場合は、揚程を下げてご使用ください。

仕様について 薬品や有機溶剤などの化学物質が存在する場所（切削、鉱物油などによる）、オイルミストが周囲で発生する場所では使用できません（ドレ
ンポンプ本体の割れなど破損につながる可能性があります）。

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（現地手配）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能

定格電圧 単相１００Ｖ ― 単相２００Ｖ

定格周波数 ５０／６０Ｈｚ

最大揚程 ５ｍ

運転音 ４５ｄＢ

ドレン排出流量 ６０ℓ／ｈ　※最大揚程時

定格消費電力 ３５Ｗ

使用水温度範囲 ５℃ ～４８℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ２．３ｋｇ ※ドレンポンプ取付板を含む（４．２ｋｇ）

電源線 ＶＣＴＦ ０．７５mm2 ×２芯（１．５m）

故障信号線 ＵＬ１００７ １８ＡＷＧ×３芯（１．５m） ※ＪＩＳ対応サイズ ０．７５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

上部

側面

　３０.５×２カ所 上部用ドレン入口継手とドレン入口断熱ホースを使用し、ＶＰ２０を接続可能
またはドレン入口継手とＶＰ２０、もしくはドレン入口継手とＶＰ２５を接続可能ドレン入口

　２８ （側面用ドレン入口継手とドレン入口断熱ホースを使用し、ＶＰ２０を接続可能）

ドレン出口管

使用材質一覧（接液部分）

ＰＯＭドレン出口管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

サブフロート ＰＰ

逆止弁 シリコン

ＥＰＤＭ

上部用ドレンキャップ

側面用ドレンキャップ

ドレン入口断熱ホース

ＰＶＣ‐Ｐドレン出口用ホース

上部用ドレン入口継手
ＥＰＤＭ

側面用ドレン入口継手

ＰＥ

発泡 ＰＥ
軟質ＰＶＣ

ＰＶＣ

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や
有機溶剤などの化学物質が存在する場所で
は使用できません。
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サイズについて

付属品一覧

別売品

各別売部材併用の据付例

1 1

名称

部品

個数 1 1 1
（100㎜）

ドレンポンプ取付板

加湿器付全熱交換器
をご使用の場合は、
必ずご使用ください。

アダプター ドレン出口用ホース

ＶＰ１３用ソケット

ドレン入口断熱ホース

1 2 2
（M4×12㎜）

ドレン入口継手 ホースバンド ビス

側面用上部用

加湿器付
全熱交換器

大型壁掛け
天吊、床置

ファンコイル
加湿器

ユニットクーラー

④補助ドレンパン
（HD3）

停電などによる
漏水対策が必要な場合に
ご使用ください。

④補助ドレンパン
（HD3）③化粧ボックス

（NPB2）

①断熱付ホース（D9-10）もしくは、②断熱付ホース（D9）

天埋ダクト
天井カセット

156

298 305150

140

153

86

ドレンポンプ（NP20W2）は、吊設置・壁設置・床設置することが可能です。
構成部品の取付板や、化粧ボックス（NPB2）、補助ドレンパン（HD3）※も対応しており、用途に応じて併用することができます。
※補助ドレンパン（HD3）は吊設置のみの対応となります。

定　価・・・12,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・10m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

① 断熱付ホース（D9-10）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

断熱材厚・・・4mm

長　さ・・・20m

付属品・・・ホースジョイント×１
ホースバンド×2

② 断熱付ホース（D9）
ホース径・・・内径9mm / 外径15ｍｍ

定　価・・・18,000円（税抜）

仕上色・・・ニュートラルホワイト
重　量・・・2.6kg

④ 補助ドレンパン（HD3）
サイズ（㎜）・・・W375×H275×D200

定　価・・・17,000円（税抜）

材　質・・・SUS製
重　量・・・3.0kg

③ 化粧ボックス（NPB2）
サイズ（㎜）・・・W345×H180×D170

+ 取付板（構成部品）

吊・壁・床設置対応 吊・壁・床設置対応吊設置のみ対応 吊設置のみ対応

+ 補助ドレンパン（HD3） + 化粧ボックス（NPB2）
※取付板（構成部品）との併用不可

+ 補助ドレンパン（HD3）
+ 化粧ボックス（NPB2）

※吊設置時の据付例

排水能力について

ホース施工での横引き可能距離について

NP20W2 定価45,000円（税抜）単相100V‐単相200V

業界初のマルチ電源DCモーターを採用
ドレンポンプの正常・異常を確認できるLED表示灯付き
透明タンクの採用でタンク内が目視可能
メインフロートに加え、サブフロートを搭載（フェールセーフ機能）
塩ビ配管施工を可能にする、塩ビ配管キットを標準付属
ドレン入口側の配管施工をより簡単にできる、ドレン入口断熱ホースを標準付属
弊社販売完了機種との互換性あり

100 200 300 400 500

5

4

3

2

1

0

50/60Hz共通

60ℓ/h

流量（ℓ/h）

揚程（ｍ）

NP20W2が使用できる空調機は、28kw（10馬力）までの一般空調機です。
28kwのオールフレッシュエアコン、大型エアハン等はドレンポンプの排水能力を
超える量のドレンが発生するため、長時間運転となりご使用できません※。

※年間冷房など、年中ドレンが発生する空調機にドレンポンプをご使用の場合は、冷房シーズンのみ稼働する
一般空調に使用しているドレンポンプより、運転期間が長くなり耐用年数が短くなる可能性があります。

横引きホース長（ｍ）

5.0

30 40 50 60 70

4.0

3.0

2.0

1.0

0

アップダウン不可
揚程（ｍ）

０．５～１ｍまでのアップダウンで３ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで４ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
５ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
６ヶ所まで可能

横引き時の流量は、60ℓ/h以上です。

左表はドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表しています。
28kwまでの一般空調機でのご使用時にご参照ください。

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。

• グラフの「横引きホース長○○m」はアップダウンを
含むホースの長さで表記しています。

• ホースはできるだけストレートに保ち、アップダウン
が多い場合は、揚程を下げてご使用ください。

仕様について 薬品や有機溶剤などの化学物質が存在する場所（切削、鉱物油などによる）、オイルミストが周囲で発生する場所では使用できません（ドレ
ンポンプ本体の割れなど破損につながる可能性があります）。

ホース接続（内径　９の網入り耐圧ビニールホース）
※ビニールホース（現地手配）、断熱付きホース（別売品：Ｄ９-10 / D9）
※構成部品のアダプター（ＶＰ１３用ソケット）を使用すれば、塩ビ管（ＶＰ１３）が接続可能

定格電圧 単相１００Ｖ ― 単相２００Ｖ

定格周波数 ５０／６０Ｈｚ

最大揚程 ５ｍ

運転音 ４５ｄＢ

ドレン排出流量 ６０ℓ／ｈ　※最大揚程時

定格消費電力 ３５Ｗ

使用水温度範囲 ５℃ ～４８℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ２．３ｋｇ ※ドレンポンプ取付板を含む（４．２ｋｇ）

電源線 ＶＣＴＦ ０．７５mm2 ×２芯（１．５m）

故障信号線 ＵＬ１００７ １８ＡＷＧ×３芯（１．５m） ※ＪＩＳ対応サイズ ０．７５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

上部

側面

　３０.５×２カ所 上部用ドレン入口継手とドレン入口断熱ホースを使用し、ＶＰ２０を接続可能
またはドレン入口継手とＶＰ２０、もしくはドレン入口継手とＶＰ２５を接続可能ドレン入口

　２８ （側面用ドレン入口継手とドレン入口断熱ホースを使用し、ＶＰ２０を接続可能）

ドレン出口管

使用材質一覧（接液部分）

ＰＯＭドレン出口管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

ＡＢＳ渦巻室

ＰＶＣアダプター（ＶＰ１３用ソケット）

サブフロート ＰＰ

逆止弁 シリコン

ＥＰＤＭ

上部用ドレンキャップ

側面用ドレンキャップ

ドレン入口断熱ホース

ＰＶＣ‐Ｐドレン出口用ホース

上部用ドレン入口継手
ＥＰＤＭ

側面用ドレン入口継手

ＰＥ

発泡 ＰＥ
軟質ＰＶＣ

ＰＶＣ

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や
有機溶剤などの化学物質が存在する場所で
は使用できません。
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梁
ダクト

ドレンポンプを集合配管へ接続をされる場合は、ドレンポンプとドレンポンプの間隔をできるだけ大きくし、1/50、または、1/100の勾配を
とってください。また、集合配管に複数のドレンポンプの合流がある場合は、できるだけ太い配管をご使用ください（ドレンポンプが同時に運転
した場合のドレン排水量をご考慮ください）。
集合配管への接続が原因で発生したドレンポンプの不具合は保証できません。

　　　　
空調機

集合配管

４５°エルボ

塩ビ配管（VP13）
（現地手配）

集合配管より高い位置から

落とし込んでください。
塩ビ配管（VP13：現地手配）

アダプター（構成部品）

ドレン出口用ホース（構成部品）

保温（断熱）が必要な場合は、
断熱材（現地手配）を取り付けてください。

間隔をできるだけ大きく

できるだけ太い配管

ドレンポンプ１台あたり、１回のドレン排出量の目安は、
約500㏄（約5～10秒）です。

VP20（現地手配）

VP20ソケット（現地手配）

ドレン入口断熱ホース（構成部品）

上部用ドレン入口継手（構成部品）

断熱材（現地手配）

インシュロック
（現地手配）

断熱付ホース
（D9-10/D9：別売品）

ドレン入口側 ポンプ吐出側 排水管接続部分

ホースバンド（構成部品）

アダプター（構成部品）

異径ソケット（現地手配）

エルボ（現地手配）

断熱付ホース
（D9－10/D9：別売品）

VP20以上の塩ビ配管
（現地手配）

ホース差込み方向

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

配管接続施工例

ホース配管への接続施工例

塩ビ配管への接続施工例

集合配管へ接続される場合について

空調機

据付動画を
チェック！！

ドレンポンプの動作（NP20W2の場合）

メインフロート サブフロート

タンク

ドレン

運転開始 運転停止（排水完了）

空調機から
ドレンが
流れ込む

ドレン
　を排水

運転水位に到達水位上昇とともに
メインフロートが上昇

水位減少とともに
メインフロートが下降

空調機からドレンポンプのタンクにドレンが流れ込み、
タンク内の水位が上がるとメインフロートが上昇します。
一定の水位まで達するとスイッチが入り、
ドレンポンプが運転を開始、ドレンを排水し始めます。
ドレンが排水されメインフロートが下がり始めます。
水位が一定まで下がるとスイッチが切れ、
ドレンポンプが運転を停止します。
この時、本体のLED表示は、緑に点灯します。

通常時の動作について

メインフロートの動作
ドレンが排水されないと、メインフロートが上昇し続けます。
タンク内水位が満水近くまで上がると故障信号用スイッチが入ります。
故障信号用スイッチが入ると、接続されている空調機のインターロックや警報機などが作動します。
この時、本体のLED表示は、赤に点灯します。

サブフロートの動作
メインフロートと並行してサブフロートも上昇しています。
メインフロートが正常に動作しなかった場合、サブフロート側の
故障信号用スイッチが入り、接続されている空調機のインターロ
ックや警報機などが作動し、強制的に排水運転を開始します。
この時、本体のLED表示は、赤に点滅します。

（15分間連続運転を行っても満水状態が改善されない場合、
モーターは赤点滅保持のままで強制停止します。）

異常時の動作について（故障信号線の接続は必須）

水位上昇とともにサブフロートも上昇し、
故障信号用スイッチが入る

メインフロートに異常があり、
故障信号用スイッチが入らないと・・・

下図の各水位はタンク内底から計測した水位となります。
水位には公差があるため、参考値での表記になります。

0.27L
0.24L

0.48L
0.84L

故障信号水位（61ｍｍ以下）
サブフロートの水位

メインフロートの水位

故障信号水位（52ｍｍ以下）

運転水位（44ｍｍ以下）

停止水位（28ｍｍ以上）

各フロートの運転水位について

NP20W2には、ドレンポンプの状態をひと目で確認できる
LED表示灯が搭載されています。

ドレンポンプのタンク内の
水位、動作は正常です。

ドレンポンプ上部のLED表示例

ポンプ電源線

タンク内のフロートスイッチにより、
接点が入／切します。

Ｂ接点

Ａ接点

ポンプ故障信号線
青
白

白

黒

黒

接点容量：ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ

運転スイッチ（Ａ接点）

ＮＣ ＣＯＭ

ＮＯ

ドレン
ポンプ

モーター

エアコンの安全回路に接続

遠方発停アダプター、アラーム、
ブザーに接続

電源が入っていない場合、故障信号接点が
切り替わり、エアコンが異常停止する設定
になっています。

白線―青線： Ｂ接点ＮＣ→Ａ接点ＮＯ

白線―黒線： Ａ接点ＮＯ→Ｂ接点ＮＣ

電気配線について

ＬＥＤ表示灯

緑：正常
赤：異常

ＬＥＤ表示灯

緑：正常
赤：異常

LED緑（点灯）

ＬＥＤ表示灯

緑：正常
赤：異常

ドレンポンプのタンク内が
満水の状態（異常）です。

LED赤（点灯）

ＬＥＤ表示灯

緑：正常
赤：異常
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梁
ダクト

ドレンポンプを集合配管へ接続をされる場合は、ドレンポンプとドレンポンプの間隔をできるだけ大きくし、1/50、または、1/100の勾配を
とってください。また、集合配管に複数のドレンポンプの合流がある場合は、できるだけ太い配管をご使用ください（ドレンポンプが同時に運転
した場合のドレン排水量をご考慮ください）。
集合配管への接続が原因で発生したドレンポンプの不具合は保証できません。

　　　　
空調機

集合配管

４５°エルボ

塩ビ配管（VP13）
（現地手配）

集合配管より高い位置から

落とし込んでください。
塩ビ配管（VP13：現地手配）

アダプター（構成部品）

ドレン出口用ホース（構成部品）

保温（断熱）が必要な場合は、
断熱材（現地手配）を取り付けてください。

間隔をできるだけ大きく

できるだけ太い配管

ドレンポンプ１台あたり、１回のドレン排出量の目安は、
約500㏄（約5～10秒）です。

VP20（現地手配）

VP20ソケット（現地手配）

ドレン入口断熱ホース（構成部品）

上部用ドレン入口継手（構成部品）

断熱材（現地手配）

インシュロック
（現地手配）

断熱付ホース
（D9-10/D9：別売品）

ドレン入口側 ポンプ吐出側 排水管接続部分

ホースバンド（構成部品）

アダプター（構成部品）

異径ソケット（現地手配）

エルボ（現地手配）

断熱付ホース
（D9－10/D9：別売品）

VP20以上の塩ビ配管
（現地手配）

ホース差込み方向

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

配管接続施工例

ホース配管への接続施工例

塩ビ配管への接続施工例

集合配管へ接続される場合について

空調機

据付動画を
チェック！！
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・構成部品の銅管を使用してのホース接続（　１２mmの網入り耐圧ビニールホース）
・構成部品の銅管を使用しての塩ビ管接続（別売品のＶＺ３を銅管に接続してのＶＰ１３が接続可能）
・　１２．７mm（現地手配）の銅管での施工 ※現場の状況に応じて結露しないように配管に保温をしてください

※ビニールホース（現地手配）、断熱付きホース（別売品：Ｄ１２・耐熱温度は６０℃まで）

定格電圧 単相２００Ｖ

最大揚程 １２．０ｍ（５０Ｈｚ）、１６．０ｍ（６０Ｈz）

運転音 ６０ｄＢ

ドレン排出流量 ２４０ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、４２０ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）　※最大揚程時

定格消費電力 ２７５Ｗ（５０Ｈｚ）、３９５Ｗ（６０Ｈｚ）

使用水温度範囲 ５℃ ～９０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ８．６kg ※据付ボックス：１．８kgを含む（１２．６kg）

電源線 ＨＶＣＴＦ １．２５mm2×３芯（１．５ｍ）※１芯はアース線

故障信号線 ＵＬ１０１５ ２０ＡＷＧ×３芯（１．５ｍ）※ＪＩＳ対応サイズ０．５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

上部

側面

　３３×２カ所
ドレン入口

　２６.５（側面用ドレン入口継手を使用し、ＶＰ２０を接続可能）

ドレン出口管

上部用ドレン入口継手とドレン入口断熱ホースを使用し、ＶＰ２０を接続可能。
またはドレン入口継手とＶＰ２０、もしくはドレン入口継手とＶＰ２５を接続可能。

銅ドレン出口管・銅管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

渦巻室

サブフロート

ＰＰ

逆止弁 ＮＢＲ

ＮＢＲ

上部用ドレンキャップ

側面用ドレンキャップ

ドレン入口断熱ホース

上部用ドレン入口継手
ＮＢＲ

側面用ドレン入口継手

ＰＰ

発泡 ＰＥ
軟質ＰＶＣ

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機溶剤など
の化学物質が存在する場所ではご使用できません。

揚程（m） 420ℓ/h
16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0 500 1000 1500

流量（ℓ/h）240ℓ/h

50Hz

60Hz

NP60H 定価84,000円（税抜）
（ドレンポンプ＋据付ボックス）

単相200V

最大揚程12m（50Hz）、16m（60Hz）の高揚程ドレンポンプ
ドレン側面入口で低い位置からでも流入が可能
高温水（90℃）仕様（蒸気は処理できません）
試運転レバーによる運転確認が可能
故障信号線の接点取り出しが容易
（3芯の配線の2芯を使用してA接点、またはB接点取出し）

ヒューズを標準装備
従来機種HA302J（A）、HA602J（A）との互換性あり

排水能力について

年間冷房、オールフレッシュエアコン、エアハンドリングユニットなどで
ご使用の場合は、耐用年数が低下する可能性があります。

ドレンポンプは間欠運転専用です。連続運転では使用できません。
左表はドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表しています。

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。
• グラフの「横引きホース長○○m」はアッ
プダウンを含むホースの長さで表記して
います。
• ホースはできるだけストレートに保ち、曲
げる場合はカーブを大きく作るようにして
ください。
• アップダウンが多い場合は、揚程を下げて
ご使用ください。

ホース施工での横引き可能距離について

仕様について

横引きホース長（ｍ）

12

30 40 50 60

10

8

6

0

16

14

12

10

0

アップダウン不可
揚程（ｍ） 揚程（ｍ）

０．５～１ｍまでのアップダウンで３ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
４ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
５ヶ所まで可能

横引き時の流量
220ℓ/h以上：50Hz
400ℓ/h以上：60Hz

50Hz 60Hz
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吊ボルトをナットとワッシャーで固定
（下側はダブルナット）アンカーで床に固定（4箇所）

●吊設置の場合●床設置の場合

ナット

ナット

ワッシャー

ワッシャー

据付ボックス

床　置
大型天吊
エアハン

加湿器（蒸気加湿）

①断熱付ホース（D12※）
または

②塩ビ配管キット（VZ3※）

1 1

名称

部品

個数 1

据付ボックス ドレン入口
断熱ホース

1 1

ドレン入口継手 銅管

側面用上部用267

160

60

310

387

サイズについて 付属品一覧

別売品

167

102

据付時の運転確認は、試運転用レバーを使用せず、
必ず空調機のドレンパンに注水してポンプの運転をご確認ください。

② 塩ビ配管キット（VZ3※）

定価・・・2,800円（税抜）

アダプター×１、ホースバンド×２
ドレン出口用ホース×１

セット内容・・・

① 断熱付ホース（D12※）10m巻
ホース径・・・内径12ｍｍ / 外径18ｍｍ
断熱材厚・・・4ｍｍ
付属品・・・ホースジョイント×１、ホースバンド×２
定価・・・17,000円（税抜）

据付ボックスの据付例

試運転用レバー使用方法

※D12、VZ3は共に耐熱温度は60℃までです。ご注意ください。

NP60Hには、サービスや不具合時にポンプの運転確認ができる
試運転用レバーを搭載しています。

❶ 試運転用レバーを引き下げ、ポンプが運転する事を確認する。

❷ 試運転レバーを戻して、ポンプが停止する事を確認する。

試運転レバーを
引き下げると
ポンプが運転します

試運転レバー

・構成部品の銅管を使用してのホース接続（　１２mmの網入り耐圧ビニールホース）
・構成部品の銅管を使用しての塩ビ管接続（別売品のＶＺ３を銅管に接続してのＶＰ１３が接続可能）
・　１２．７mm（現地手配）の銅管での施工 ※現場の状況に応じて結露しないように配管に保温をしてください

※ビニールホース（現地手配）、断熱付きホース（別売品：Ｄ１２・耐熱温度は６０℃まで）

定格電圧 単相２００Ｖ

最大揚程 １２．０ｍ（５０Ｈｚ）、１６．０ｍ（６０Ｈz）

運転音 ６０ｄＢ

ドレン排出流量 ２４０ℓ／ｈ（５０Ｈｚ）、４２０ℓ ／ｈ（６０Ｈｚ）　※最大揚程時

定格消費電力 ２７５Ｗ（５０Ｈｚ）、３９５Ｗ（６０Ｈｚ）

使用水温度範囲 ５℃ ～９０℃
※水が凍結する環境ではご使用になれません

使用周囲環境温度範囲 ５℃ ～４０℃

使用周囲環境湿度範囲 ９５％ＲＨ以下

総重量（満水時） ８．６kg ※据付ボックス：１．８kgを含む（１２．６kg）

電源線 ＨＶＣＴＦ １．２５mm2×３芯（１．５ｍ）※１芯はアース線

故障信号線 ＵＬ１０１５ ２０ＡＷＧ×３芯（１．５ｍ）※ＪＩＳ対応サイズ０．５mm2相当

逆止弁 ドレンポンプ出口に内蔵

上部

側面

　３３×２カ所
ドレン入口

　２６.５（側面用ドレン入口継手を使用し、ＶＰ２０を接続可能）

ドレン出口管

上部用ドレン入口継手とドレン入口断熱ホースを使用し、ＶＰ２０を接続可能。
またはドレン入口継手とＶＰ２０、もしくはドレン入口継手とＶＰ２５を接続可能。

銅ドレン出口管・銅管

タンク

メインフロート

部品名 材質名

渦巻室

サブフロート

ＰＰ

逆止弁 ＮＢＲ

ＮＢＲ

上部用ドレンキャップ

側面用ドレンキャップ

ドレン入口断熱ホース

上部用ドレン入口継手
ＮＢＲ

側面用ドレン入口継手

ＰＰ

発泡 ＰＥ
軟質ＰＶＣ

ＰＶＣ

使用材質一覧（接液部分）

※上表の部品材質に影響を及ぼす薬品や有機溶剤など
の化学物質が存在する場所ではご使用できません。

揚程（m） 420ℓ/h
16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0 500 1000 1500

流量（ℓ/h）240ℓ/h

50Hz

60Hz

NP60H 定価84,000円（税抜）
（ドレンポンプ＋据付ボックス）

単相200V

最大揚程12m（50Hz）、16m（60Hz）の高揚程ドレンポンプ
ドレン側面入口で低い位置からでも流入が可能
高温水（90℃）仕様（蒸気は処理できません）
試運転レバーによる運転確認が可能
故障信号線の接点取り出しが容易
（3芯の配線の2芯を使用してA接点、またはB接点取出し）

ヒューズを標準装備
従来機種HA302J（A）、HA602J（A）との互換性あり

排水能力について

年間冷房、オールフレッシュエアコン、エアハンドリングユニットなどで
ご使用の場合は、耐用年数が低下する可能性があります。

ドレンポンプは間欠運転専用です。連続運転では使用できません。
左表はドレンポンプの連続運転時の最大排水量を表しています。

• 塩ビ配管でのアップダウンはできません。
• グラフの「横引きホース長○○m」はアッ
プダウンを含むホースの長さで表記して
います。
• ホースはできるだけストレートに保ち、曲
げる場合はカーブを大きく作るようにして
ください。
• アップダウンが多い場合は、揚程を下げて
ご使用ください。

ホース施工での横引き可能距離について

仕様について

横引きホース長（ｍ）

12

30 40 50 60

10

8

6

0

16

14

12

10

0

アップダウン不可
揚程（ｍ） 揚程（ｍ）

０．５～１ｍまでのアップダウンで３ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
４ヶ所まで可能

０．５～１ｍまでのアップダウンで
５ヶ所まで可能

横引き時の流量
220ℓ/h以上：50Hz
400ℓ/h以上：60Hz

50Hz 60Hz
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故障用フロートの動作

ポンプ電源線
単相200V

タンク内のフロートスイッチにより、接点が入／切します。

Ｂ接点（ＮＣ）

Ａ接点（ＮＯ）

ポンプ故障信号線

右図の各水位はタンク内底から計測した水位となります。
水位には公差があるため、参考値での表記になります。

青
白

白

黒

黒

黒

黒

運転スイッチ（Ａ接点）

接点容量：ＡＣ２５０Ｖ ５Ａ

運転コンデンサ

ヒューズ：２５０Ｖ ５Ａ

ＮＣ ＣＯＭ

ＮＯ

ドレン
ポンプ
モーター

エアコンの安全回路に接続

遠方発停アダプター、アラーム、ブザーに接続

黄／緑

ドレンポンプの動作（NP60Hの場合）

電気配線について

運転開始 運転停止（排水完了）
運転用フロート

故障用フロート

タンク

ドレン

水位上昇とともに
運転用フロートは上昇

運転水位に到達 水位減少とともに
運転用フロートは下降

空調機からドレンポンプのタンクにドレンが流れ込み、タンク内の水位が上がると運転用フロートが上昇します。
一定の水位まで達するとスイッチが入り、ドレンポンプが運転を開始、ドレンを排水し始めます。
ドレンが排水され運転用フロートが下がり始めます。
水位が一定まで下がるとスイッチが切れ、
ドレンポンプが運転を停止します。

ドレンが排水されず、タンク内水位が満水近くまで上がると故障信号用
スイッチが入り、接続されている空調機のインターロックや警報器など
が動作します。

故障信号（異常時）は、無電圧常時A接点、またはB接点の取り出しが可能です。

水位上昇とともに
故障用フロートも上昇し、
故障信号用スイッチが入る

運転用フロートに異常があり、
正常にドレンが排水されない

故障用フロートの水位

0.9L
1.7L

1.3L

運転用フロートの水位

故障信号水位（90ｍｍ以下）

運転水位（70ｍｍ以下）

停止水位（30ｍｍ以上）

通常時の動作について

空調機から
ドレンが
流れ込む

ドレン
　を排水

異常時の動作について（故障信号線の接続は必須）

各フロートの運転水位について
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空調機

ダクトなど

集合配管

４５°エルボ

塩ビ配管
（VP13/VP20：現地手配）

集合配管より高い位置から

落とし込んでください。

（

塩ビ配管
（現地手配）

アダプター
（VZ3：別売品）

ドレン出口用ホース
（VZ3：別売品）

保温（断熱）が必要な場合は、
断熱材（現地手配）を取り付けてください。

配管接続施工例

ホース配管への接続施工例

できるだけ太い配管

間隔をできるだけ大きく

ドレンポンプを集合配管へ接続をされる場合は、ドレンポンプとドレンポンプの間隔をできるだけ大きくし、1/50、または、1/100の勾配を
とってください。また、集合配管に複数のドレンポンプの合流がある場合は、できるだけ太い配管をご使用ください（ドレンポンプが同時に運転
した場合のドレン排水量をご考慮ください）。
集合配管への接続が原因で発生したドレンポンプの不具合は保証できません。

VP20ソケット（現地手配）
VP20（現地手配）

上部ドレン入口を使用した場合

ドレン入口断熱ホース（構成部品）
上部用ドレン入口継手

（構成部品）

VP20（現地手配）

ドレン入口断熱ホース（構成部品）
側面用ドレン入口継手（構成部品）

側面ドレン入口を使用した場合

   VP20ソケット（現地手配）

ドレン入口側

ホースバンド（現地手配）
銅管（構成部品）

断熱付ホース（D12：別売品）

耐圧ビニールホース（現地手配）

または
（内径12㎜×外径18㎜）

ポンプ吐出側

塩ビ配管への接続施工例

集合配管へ接続される場合について

ドレンポンプ１台あたり、１回のドレン排出量の目安は、
約1.7ℓ（約5～10秒）です。

その他の詳細は、
据付／取扱説明書を
ご確認ください。

右のQRコードから
ご参照いただけます。

排 水 管 接 続 部 分

ホース差込み方向
断熱付ホース（D12：別売品）
ホースバンド（VZ3：別売品）
アダプター（VZ3：別売品）
異径ソケット（現地手配）
エルボ（現地手配）
VP25以上の塩ビ配管（現地手配）

据付動画を
チェック！！

空 調 機
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１. 運転・故障用フロート、メインフロート、サブフロートがスムーズに動くことを確認する。
２．ドレンポンプのタンク内に溜まった汚れをきれいに洗い流す（下記参照）。
３．ドレンホースの緩み、キズ、詰まりがないかを確認する。
４．最後に電源を入れ、試運転要領に添った動作確認を必ず行う。

ドレンポンプの洗浄は、水で行ってください。
薬品・洗剤などは本体破損につながる可能性がありますので使用しないでください。
ドレンポンプ本体は防水性がありません。
ドレンポンプのモーターおよび電気部品に水がかからないようにご注意ください。
また、空調機のメンテナンスにおける洗浄の際は、ドレンポンプに薬品・洗剤などが流れ込まないように対策を取ってください。

HA121J/HA122J
（S121J/S122J,JH121T/JM122T,JM121S/JM122S） NP20W2 NP60H

● ドレンポンプ本体の点検および清掃

※点検時は必ずドレンポンプの電源をお切りください。

● 逆止弁の点検および清掃
逆止弁が目詰まりしてドレンの排水ができない場合、またはドレンポンプが発停を繰り返す場合は、
逆止弁を清掃するか、新しい物と交換してください（洗剤、薬品、有機溶剤は使用せずに水洗いで行ってください）。

１. 逆止弁がある各ドレンポンプのパーツを分解する。
２．逆止弁を取り出し、傷が付かないように水で清掃する。
３．分解した各ドレンポンプのパーツに逆止弁を装着し、各パーツを元通りに組み立てる。
４．最後に電源を入れ、試運転要領に添った動作確認を必ず行う。

環境によってメンテナンス時期は様々ですが、代表的な例として下記があげられます。

・冷房のシーズン前とシーズン後
・空調機のフィルター掃除などのタイミング

タンクと本体を固定しているビス4本をはずし、
本体を持ち上げて本体とタンクを分離させる。

ドレンポンプのメンテナンス

各ドレンポンプのタンクの取りはずし方

メンテナンス時期について

メンテナンスについてのご注意

メンテナンスの手順についてメンテナンスの手順についてメンテナンスの手順についてメンテナンスの手順について

タンクと本体を固定しているビス２本をはずし、
本体を持ち上げて本体とタンクを分離させる。

ビス

本体

タンク

ドライバー差込口

マイナスドライバー

タンク

マイナスドライバーを矢印の箇所に差し込み、
本体を持ち上げて本体とタンクを分離させる。

25



26

HA121J/HA122J
（S121J/S122J,JH121T/JM122T,JM121S/JM122S）

NP20W2 NP60H

③

逆止弁の取りはずし方

ドレン出口管

ワッシャー

逆止弁

①
①②

②
③ ③

ドレン出口管

逆止弁

①ホルダーに取り付けられているビスを
取りはずす。

②ホルダーを取りはずす。
③本体からドレン出口管を抜き取り、中の

逆止弁を取り出す。

① ドレン出口管固定具を矢印方向に
引き出す。

② ドレン出口管を引き上げて取りはずす。
③ ドレン出口管の中の逆止弁を取り出す。

ドレン出口管固定具

ワッシャー

①出口管固定具の固定用ネジをはずし、
OPENの表示方向にレバーを回す。

②出口管固定具とドレン出口管を引き上げ
て取りはずす。

③ドレン出口管の下蓋をスパナ等で緩め、
逆止弁を取り出す（逆止弁のボールは
バスケットから取りはずさない事）。

O
PE
N

CL
O
SEOP

EN
CL
OS
E

①

②

ドレン出口管

ドレン出口管下蓋

保証について
保証期間
ドレンポンプの保証期間は、ご使用開始日より１年間とさせていただきます。

保証責務の除外
保証期間を問わず、当社の責に帰すことができない事由から生じた障害・事故補償、当社製品の故障に起因するお客さまでの機会損失・逸失
利益・二次損害・当社製品以外への損傷、およびお客さまによる交換作業・現地機械設備の再調整・試運転業務に対する補償については、保証
責務外とさせていただきます。

保証範囲
１． 上記保証期間中に当社側の責任による故障が発生した場合は、製品の故障部分の交換または修理を無償で実施いたします（持込修理と

なります）。
ただし、ご使用される国・地域によっては修理対応ができない場合や時間を要す場合がございます。

２． 保証期間内でも、以下の場合は有償修理（保証対象外）とさせていただきます。

その他
１． 当社製品を重要な設備に適用する際は、本製品が故障しても重大な事故や損失に至らないように、バックアップやフェールセーフ機能を

設備側に設けてください。

２． 当社製品は、一般工業向けの汎用品として設計・製造されています。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、お客さま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
検討いたしますので、弊社までご相談ください。

（１）仕様書・取扱説明書等に記載されている以外の不適切な使用条件・環境・取扱い・使用方法・用途、およびお客さまの不注意や過失等に起
因する故障

（２）当社製品以外（お客さまの装置等）の原因による故障
（３）当社以外の業者さまによる修理や改造に起因する故障
（４）当社製品がお客さまの装置に組み込まれて使用された場合、お客さまの機器が受けている法的規制による安全装置、

または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造等を備えていれば回避できたと認められる故障
（５）取扱説明書等に記載された定期点検や消耗部品の保守・交換が正常に実施されていれば回避できたと認められる故障
（６）消耗部品（逆止弁、スイッチ等）の交換
（７）火災等の不可抗力による外部要因、および地震・雷・風水害等の天変地異による故障
（８）腐食性ガス・有機溶剤・化学薬品溶液等の雰囲気、およびこれらが付着する可能性のある環境下での使用による製品破損・腐食等に起因

する故障
（９）ご購入後の輸送、振動、落下などによる故障、損傷

• 切削粉・腐食性ガス・化学薬品溶液等のドレンポンプが影響を受ける環境での使用
• インターロックが取れない空調機への使用
• 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
• 人命や財産に多大な影響が予想される用途

逆止弁
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