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パワーブリーザーは、涼しく快適な環境を作り上げる産業機械
です。ハイテクノロジージェットエンジン技術を活用しパワフル
な風を作り出します。フィルター交換などは不要な設計でメンテ
ナンスの手間も必要最小限にとどまっております。清潔な空気で
大型屋外スペースを効率的に冷却できます。当製品の特性や機
能を安全にご使用いただけるためにこのマニュアルは大切に保
管して
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A. 使用上の注意

使用上の注意

•	 製品は取扱説明書に記載のある使用方法を目的とします。使用方法などに関するご質問は
当社までご連絡ください。
•	 漏電回路安全装置(GFCI)によって保護されたコンセントのみでご使用ください。
•	 延長コードのご使用は避けてください
•	 電源プラグが濡れないようにしてください。また、感電の恐れがあるため濡れた手で電源プラ
グをコンセントに挿さないでください。
•	 いかなる場合においてもご自身ではプラグの交換はしないでください
•	 電気コードが損傷した場合、ご自身で修理を試みず、当社までご連絡ください。
•	 貯水タンクに水を入れる際及び水抜きの際は、事前にユニットの電源を切り、プラグを抜い
てください。
•	 ユニットの清掃を行う際は、電源を切り、プラグを抜いた状態で行ってください。
•	 プラグを抜く際はプラグ本体を引き抜いてください。絶対にコードを引っ張るように抜かない
でください
•	 怪我を招く恐れがありますので、ファンヘッド内に絶対に指や物を入れないでください。
•	 貯水槽には最大で378ℓの水を貯めることができるため、常に蓋を閉め、小さなお子様など
を近づけないようにお気をつけください。
•	 使用時は小さなお子様やペットなどの動向に十分な注意を払ってください。
•	 転倒する危険性もあるため小さなお子様はユニットの近くでは遊ばないようにご注意くださ
い。
•	 小さなお子様だけでのユニットの操作や清掃は行わないでください。
•	 動きを伴うパーツには近づかず、飲料水としても使用できるような清潔な水をご使用くださ
い。
•	 取扱説明書に記載していない様な使用やファンヘッドの手動回転はユニットの転倒や故障
を招く原因となりますのでご注意ください(８ページ参照)
•	 ユニットの破損または故障がある場合は、ご自身での修理はご遠慮ください。保証が無効に
なる恐れがありますので、必ず当社までご連絡ください。
•	 当製品は屋外での使用に適しています。
•	 当製品は業務用を目的として製造されています。
•	 当製品の防水規格はIP24にランク付けされています。
•	 このマニュアルは捨てずに大切に保管してください
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I .  主要部品の紹介

主要部品の紹介
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ヘッドファン

ファンヘッド支
え棒

貯水槽

給水バルブ

貯水槽蓋

電源ボタン - on/off

首振りボタン - on/off

ミスト(噴霧器)ボタン- on/off

ファン速度ボタン- up/down

ダストキャップ

5

コントロールパネル

胴体

貯水槽

主要部品の紹介
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6 セットアップ

1a.  作業を始める前に、後輪に付い
ているブレーキを押し上げ、ロッ
クされていることを確認してくだ
さい。

1b.  蓋部分の金具(４ヵ所)を外し、蓋
を取り外してください

1c.  ファンヘッド部分の支え棒から
青いダストキャップを外してくだ
さい。

1

2

• 注意点：
• パワーブリーザーの設置には大
人２人で行うことをお勧めしま
す。
• ファンヘッド部分を持ち上げる際
はファンのガード部分は持たず、
必ず黒い外枠を部分を持ってく
ださい。
• ファンヘッド部分の重さは約
29.5～40㎏と大変重くなってお
りますのでご注意ください。

2a.ファンヘッドをタンクから持ち上げ
る際は、パワーブリーザーの両側
から２人で引き出してください

2b.  ファンヘッドのストラップ部分を２
人で持ってください。

I I . セットアップ

1.ファンヘッド部分の取付方法
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3a.  ファンヘッド部分をタンクからま
っすぐに引き上げた後、支え棒
が付いていない側のタンク上に
注意して仮置きしてください。

3b.  片手をストラップ、もう片方の手
をファンヘッドの底部分となる
ように掴みなおしてください。

3c.  再度、ファンヘッドを持ち上げて
サポートポールと真っ直ぐにな
るようにかみ合うまでファンヘッ
ドを回してください。

3a

3b

3c

Setup

JAPANESE
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1

2.ファンヘッドの接続方法
ファンヘッド電源接続部分をファンヘ
ッドに取付けます。メス型とオス型接
続部が平行になっていることを確認し
てください。
• ひねる前に接続部分が平行になっ
ていることを必ず確認してください。
• 浸水を防ぐため、接続部は完全に閉
めてください。

転倒の恐れがありますの
でご注意ください！

Setup

ファンヘッドの設置を終えたら、噴霧
器(金属ディスク)をタンク側に向けてく
ださい。ユニットの電源を入れた際に、
風がタンクを超えて吹く状態です。 絶対に後ろ向きにして取り付けたり、

東部を回したりしないでください。ユニ
ットの安定感がなくなり、危険です。

4
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ファンヘッド支え棒の横に位置する
穴から注水ホースを取り除いてくだ
さい。

2 3

4

注水ホースをバルクヘッド取付け
部に挿入してください(接続部が密
封されていることを確認してくださ
い)。

噴霧器給水ホースをタンク上面前
部分にある穴(2で給水ホースを取り
除いた穴)へ挿入してください。噴霧
器排水ホースは給水ラインより下に
挿し込まないでください。

接続が終わりましたら、噴霧器排水
ホースを緩すぎないように調節して
ください。

5

Setup
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3.適切なコンセントの使用

NOTE: パワーブリーザーのプラグが挿入されている状態であれば、ユニッ
トの電源が入っていなくとも首振りボタン          または噴霧ボタン          を押
すことでコンセントが適切かどうかを確認することができます。適切なコン
セントに接続されている場合はLEDライトが暗く点灯します。

安全を確保するため、漏電回路安全装置(GFCI)付きのコンセントを使用して
ください。上記機能のないコンセントの使用は避けてください。

電流は110Vまたは220Vです。

セットアップ

GFCI 
Equipped  
Outlet
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4.給水時の注意事項

示されている最大給水レベル以上
の給水はしないでください。最大レ
ベルを超えて給水した場合は水が
タンクの外に漏れることがあり危険
です。

1

給水バルブを調整することで気候や
場所に応じてミスト量を調整できま
す。調整するには次ページの手順と
なります。

2

closed

open

水量が適量レベルに達したら、蓋を閉
め、全ての蓋金具をロックしてください
(4ヵ所)。

3

セットアップ

closedclosed

open

JAPANESE



12 操作方法

電源

首振り

噴霧

ファン速度

I I I . 操作方法

1. コントロールパネル –ボタンの説明:

JAPANESE
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2

1
3. ミストレベルの調整方法

1a.  電源ボタン         を1秒押し続けるとLEDライトが点滅し、電源が入ったこ
とを示すためファンの羽がゆっくりと回ります。

1b. ファン速度ボタン          を押して回転速度をあげてください(          または
　　          ボタンでお好みの速さに調節してください)。
1c. 首振りボタン         を押すと、首振り昨日がオンになります。
1d. 噴霧ボタン          を押すと、噴霧機能がオンになります。

2.ユニットの電源をオンにする

操作方法

2a.  送水バルブを僅かに開きミスト距離を確認してく
ださい(ミストが出始めるまで少し時間差がありま
す)。

2b.  1.8ｍ程度の強いミストが出る場合はモイスチャ
ー設定が高すぎるためミスとの調整を行っていく
ださい。送水レバーを下方向に戻すとミストの量
が減少します。

　　※ミスト量はお好みに合わせて調節できます。

1a. 電源が入っていない場合は電源ボタン         を1秒
以上押して電源を入れてください。

1b. ファン速度をお好みの速度に設定してください。
1c. 貯水タンク内の後側にある送水バルブを閉めた
状態(左図のように下方向)にしてください。

1d. 噴霧ボタン          を一度押し、噴霧器をスタートし
ます。

JAPANESE

注：電源をONにする前に噴霧ボタンがOFFにし、給水バルブを完全に閉めた状態にして下さい。

注：噴霧ボタンをONにし、15秒経ってから給水バルブを空けて下さい。



14 操作方法

コントロールパネル上でLEDライトの明るさを調節できます。
• 噴霧ボタン          を1秒以上長押しすると、明るさ調整機能の開始をお知
らせするため、噴霧ボタンのLEDライトが点滅します。

• または          ボタンでお好みの明るさで調整できます。
• NOTE: 最も暗い設定はLEDライトがオフになった状態です。
• 明るさ調整機能を終了するには、噴霧ボタン          をもう一度押してくだ
さい。

NOTE: LEDライトの明るさもメモリー機能により、設定した明るさのままご使
用できます。

6. コントロールパネル –ＬＥＤライトの設定方法:

パワーブリーザーはメモリー機能を搭載しています。
電源を切ると、最後に使用した設定を記憶し、次に電源を入れた際は、前回
に使用していた首振り、噴霧、ファン速度が復元されます。

5. コントロールパネル – メモリー機能

ファンボタン         と           を両方5秒間長押しすると首振り、噴霧、ファン速度ボ
タンがロックされます。
なお、電源ボタンはロックされないまま機能します。
ロック機能を解除するには、再度ファンボタン         と           を両方5秒間長押し
してください。

4. コントロールパネル –ロック機能:

JAPANESE
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IV. 収納方法

1a. 電源プラグを抜いてくださ
い。

1b. 後輪のブレーキを押し上げ
て、ロックされていることを確
認してください。

排水方法:

使用後のタンク排水は排水プラ
グを反時計回りに回して開き、
残った水を完全に排水してくだ
さい。なお、排水する水量によっ
て、必要があれば事前にユニット
を適切な場所へ移動させてくだ
さい。

1

2

収納方法

• パワーブリーザーの収納には
設置時同様、大人2人で行うこ
とをお勧めします。

注意点:
• ファンヘッド部分を持ち上げる
際は必ず黒い外枠部分の上下
を持ってください。
• ファンのガード部分及び金属
ディスクは絶対に持たないでく
ださい。
• ファンヘッド部分の重さは29.5
㎏～40㎏と大変重くなっており
ますのでご注意ください。

JAPANESE
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タンク上の前方にある噴霧排水ホー
スを抜いてください。

ファンヘッド電源接続をバルクヘッ
ド取付部から外してください。

1
1.ホース接続を外します:

2

バルクヘッド取付部を押しながら、
給水ホースを引き出してください。

3

引き出した給水ホースをタンク上の
前方にある穴(噴霧排水ホースを抜
き出した穴)に入れて保管してくだ
さい。

4

収納方法

JAPANESE
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後輪ブレーキがロックされていることを確認し、蓋金具(4ヵ所)のロックを外し
て蓋を取り外してください。

1
2.ファンヘッドを取り外します:

収納方法

2b.  ファンヘッドを支え棒が付いて
いない側のタンクに注意して載
せ、4ヵ所のストラップに持ち替
えてください。

2a.  ファンヘッドを垂直に持ち上
げ、支え棒から取り外してくださ
い。

2b2a

JAPANESE
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2d.  タンクの蓋を閉め、全ての金具
をロックしてください(4ヵ所)。

3

収納方法

2c.  注意しながらファンヘッドをタン
ク内に収納してください。

2c

ユニットを動かす際は、ヘッド部支
え棒ではなく、必ず移動用ハンドル
を持ってください。

4

JAPANESE
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10 Min.

V. ユニット移動時の注意点
パワーブリーザーを移動させる際は、部品の損傷などを防ぐためバンド
等で固定することをお勧めします。また、長期間にわたり、保管する場合
はタンクが完全に乾燥していることを確認してください。完全に乾燥して
いない場合は、ファンを用いて完全に乾かした上で収納してください。
※ファンヘッドをタンク内に収納している状態で電源に接続し、中速の
スピードでファンを回転させると10分程度でタンク内が乾燥します。

ユニットをバンドで固定する際はタンクの溝部分を通るようにしてくだ
さい。

2

1

ユニット移動時の注意点

JAPANESE
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VI. ユニットのメンテナンス方法

パワーブリーザーの性能と寿命を最大限に保つために、約1ヶ月毎または
長期保管の前にメンテナンスを行ってください。

1. ウォーターポンプの清掃:

汚れたポンプは放置すると搭載されている自動停止機能が働かず干上がる
可能性があるためポンプは清潔に保つことが重要です。

　　ウォーターポンプの後カバーを
引っ張って取外し、ブラシと水
でセンサー部分を掃除してくだ
さい(必要であれば洗剤を使用
してください)。※このメンテナ
ンスは毎週行ってください。

1 2

中にあるロック用リングを半時計回
りに回して取外してください。

3

羽車カバーを引っ張って取外してく

4

ウォーターポンプのフロントカバー
を引っ張って取外してください。

メンテナンス方法

JAPANESE



21メンテナンス方法

羽車部品を取外し、洗剤と水で洗浄
してください。

65

各部品を元の状態に組み立て直し
てください。

JAPANESE

ウォーターシステムの性能を保つため、約1ヶ月に1度下記のメンテナンスを
してください。
注意：一旦メンテナンスを始めたら、噴霧に薬液が混じる危険性を防ぐため、
濯ぎを含めた全ての工程を終了してください。
1. カルシウム/石灰除去剤を適切に希釈した薬液をバケツ一杯分程度(ウォ
ーターポンプが完全に沈む量)用意してください(安全ガイドラインに沿っ
た濃度の薬液をご用意ください)。

2. バケツをタンク内に置き、ウォーターポンプをバケツに入った薬液に入れ
てください。排水チューブを適切な場所に配置し、バケツ内にも排水される
ようにしてください。

3. 噴霧水バルブが完全に開き、チューブと一致していることを確認してくださ
い。

4. ユニットの電源を入れてください。
5. 噴霧ボタン          と首振りボタン         を同時に5秒長押しすると、すぐに掃
除モードが立ち上がり、ファン、噴霧器、首振りはオフの状態のまま水が循
環し始めます。掃除モード中は、噴霧器と首振りのＬＥＤライトが点滅しま
す。

6. 掃除モードが終了するまで15分ほど掛かりますのでご了承ください。
7.ユニットの電源を切ってください。

2.ウォーターシステムの清掃:
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•	パワーブリーザーユニットは、簡単
に清掃ができる設計になっていま
す。
•	週に1回、タンク内の水を排水し一
晩乾燥させてください。
•	タンク内にヌメリが発生した場合は、
排水し、ユニットに洗剤水を少量入
れてタンク内をブラシ等で清掃して
ください。ホースでタンク内を濯い
だ後は底部分から排水し、蓋を開
けた状態のまま自然乾燥させてくだ
さい。
•	カビが発生した場合は少量の　　
漂白剤を入れてパワーブリーザーを
稼動させ、ウォーターシステムから洗い流してください。その後、きれいな水
でタンク内を洗い流し、自然乾燥させてください。

2. 貯水タンクのメンテナンス方法

メンテナンス方法

JAPANESE

8. 指定の方法に従い薬液を廃棄してください。その後は清潔な水を使用して
2～6の手順を繰返し、ウォーターシステム内の濯ぎを行ってください。

注意: 濯ぎが適切に行われない場合、ユニットを使用した際に薬液が混じっ
た水が噴霧される可能性があり危険です。
9. 重要：濯ぎが終了してユニットの電源をオフにした際、プラグを外して10
秒間お持ちください。この方法以外では清掃モードは終了できません。

注意：万が一清掃モードになっている場合は、ユニットを使用する前にきれ
いな水を使用して濯ぎ(手順7)からやり直してください。
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ファンヘッド部分にホコリやゴミ等
が付着した場合はホースで清掃し
てください。ファンヘッドの前部分よ
りスプレーし、その後清潔な布で拭
いてください。
通気孔には直接水をスプレーしな
いでください。

3. ファンヘッドとモーターのメンテナンス方法

パワーブリーザーは頑丈で耐久性に優れていますが、間違った使用方法を行
うと故障の原因となる可能性があります。製品の乱用やきちんとした管理が
なされていない場合は保証対象外となることもありますのでご了承ください。
•	ユニットを移動する際は、ユニットが上向きであることやバンド等で固定さ
れていることを確認してください。
•	長距離移動する場合、ユニットへの影響を考慮してユニットを解体し、ヘッ
ド部分をタンク内に収納してください。
•	回転部品に損傷を与える恐れがあるためヘッド部分を絶対に無理やり回さ
ないでください。ヘッド部分の角度を変える際は必ず手順通りの操作を行
ってください。
•	首振り機能をオンにした状態から適切に電源を切るには、はじめに首振り
機能をオフにし、その後ユニットの電源をオフにしてください。
•	使用後は必ず毎回排水してください。

4. その他取扱いに関するヒント等

メンテナンス方法

通気孔

JAPANESE
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VII.  お困りのときは...

はじめに、全ての設定手順が記述通りされていることを確認してください。(6ペ
ージ参照)
噴霧器の排水がうまく行われない：
•	排水ホースからタンクに向けてスロープを描くように調整してください。排水
ホースを急な角度にしたり、垂れ下げ過ぎないように接続してください。ま
た、排水ホースがタンク内の給水ラインに沈んでいないことを確認してくだ
さい。

噴霧ディスクは回転しているが水がでない：
•	給水ポンプが清潔に保たれ、機能していることを確認してください(20ページ
参照)
•	水が出ていない場合はファンヘッドのバルクヘッド取付け部分から注水ホー
スを取外し、接続が適切かどうか確認してください。水がこのホースから流れ
出ていることを確認してください。それでも水が出てこない場合はチューブ
内の詰まりなどが考えられます。(16ページ　図3参照)
•	水がでているにも関わらず水がポンプから排出されない場合は機械に問題
があることが考えられます。下記事項を確認してください。　　　　　　　		
・給水バルブが開いているかどうか。(11ページ　図2参照)　　　　　　　		
・チューブがポンプに接続されているかどうか。　　　　　　　　　　　　
・ポンプが清潔でありきちんと機能しているかどうか。(20ページ参照)　　		
・上記事項に問題のある場合は、ポンプを取り替える必要があるため、弊社						
までご連絡ください。

ユニットの電源が切れる：
•	電源が切れた場合はプラグを抜き20秒間お持ちください。その後プラグを戻
し、ユニットを再起動してください。

ユニットが回らない:
•	後輪ブレーキが外れていることを確認してください。

ユニットの電源が入っているがLEDライトが点灯しない:
•	噴霧ボタンを1秒間押し、LEDライトの明るさの調整を確認してください。最
も暗い設定となっている場合はライトがオフになります。

困りのときは...

JAPANESE
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VII I .  保証

初回購入者への出荷日から換算した2年間、ファン、ファンの羽根、ファンモーター、
エアーストレーナー、パワーブリーザーのポリエチレンエクステリアユニットの部品及
び品質を保証するものとする。工場承認者の検査により、部品及び品質欠陥と判断さ
れた場合は無償で修理、または新品もしくは製造者や承認された代理店の指示で再
製造された部品と交換する。部品及び品質の欠陥に対して用いられた全てのパワーブ
リーザー部品は、出荷日から1年間保証されるものとする。保証期間内の交換及び修
理に用いられる部品の輸送代については購入者が負担。どの場合においても修理/
交換はすべて製造者、パワーブリーザー公認の代理店または代理人によって行わな
ければならない。保証請求は、欠陥が発見された際可能な限り迅速に、少なくとも特
定のパーツの保証期間が失効する前に行わなければならない。保証による修理や交
換が必要となる場合、通常業務時間内に製造者または公認の代理店所在地まで持
込みされなければならない。修理及び交換作業の間、それに要する妥当な時間が許
容されなければならない。

これらの保証は、製造者によるパワーブリーザーの明示的保証であり、これらの保証
期間は書面上の保証に制限される。これらの保証は明示あるいは黙示を問わず、ほか
の全ての義務、債務、または保証に代わるものである。
これらの保証は下記に含まない：

(1)  製品の表面的な外観、色褪せ、通常の経年劣化
(2)  非公認に行われた不適切な処置による損傷及び機能不全、またはパワーブリーザ
ーの改造

(3) 民間用/業務用モデルの軍事的利用または軍事用施設での利用
(4)  乱用、配慮の欠如、事故や火事による損傷または機能不全
(5) 補償のない非公認部品によってもたらされた損傷
(6)  製造者の清掃及びメンテナンスガイドラインに従っていない場合

製造者、公認の代理店及び販売者は、パワーブリーザーの使用により発生した損害、
代替設備、物品への損害、商業上の損失、時間損失または不便さ、その他いかなる偶
発的及び必然的な損失において、一切責任を負わない。

パワーブリーザー保証内容

保証

JAPANESE
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IX. CONTAC T INFORMATION

Email: customerservice@breezercooling.com

Phone: 844-233-5673

sales@breezercooling.com

Phone: 844-233-5673

www.youtube.com/powerbreezer

www.powerbreezer.com

General Information or Product/Installation Support

For Sales Information

User Videos

www.facebook.com/PowerBreezer

www.twitter.com/PowerBreezer

Follow Us

Contact Information

JAPANESE
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X. オプション品

パワーブリーザー　導管キット: 
このキットにはレデューサーと長さ約
3ｍ、幅約50cmの導管を含みます。
標準約50cm幅の導管にこのキットを
取付け、長さを延長することができま
す。

PB-600-005-01

ヘッドファン＆タンクカバー: 
防水カバーとなっております。保管
の際にお役立てください。
ヘッドカバーとタンクカバーはセッ
トまたは個別でのご購入いただけ
ます。

Head Cover w/Storage Bag: 
PB600-001-01

Tank Cover w/Storage Bag: 
PB600-002-01

Head and Tank Cover Set 
w/Storage Bag: 
PB600-003-01

パワーブリーザー　導管キット
このキットにはレデューサーと長さ約
3ｍ、幅約50cmの導管を含みます。
標準約50cm
取付け、長さを延長することができま
す。

PB-600-005-01

オプション品

JAPANESE
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