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このたびは背負式電動噴霧器をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みくださ
い。

安全上のご注意

※お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り
いただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

●表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管

してください。
●すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。
注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますの
でご注意ください。
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はじめに

誤った取扱をしたときに、
死亡や重傷に結びつく
可能性のあるもの。

誤った取扱をしたとき
に、軽傷または家屋・
財産などの損害に結
びつくもの。

取扱においてその行為

を禁止します。

指示に基づく行為を強
制します。

警告 注意
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背負式電動噴霧器に係る安全事項
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・改造、分解は絶対行わないでください。安全性・信頼性が低下したり

故障の原因になります。 また、当社の保証サービスは一切受けられ
なくなります。

・当社が供給するアタッチメント以外は使用しないでください。

・農園芸用薬剤の散布を目的にしています。指定された用途以外には使用しな
いでください。

・正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。
・未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。
・または、操作のしかたをよく分からない成年者でも独自の使用はご遠慮くださ

い。

・ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解

の上ご使用ください。

安全にお使いいただくために

警告

・部品交換は、純正部品を使用してください。

・子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
・運転時は必ずタンクに、薬剤または清水を入れて行って下さい。空運

転はポンプを傷めることがあります。

注意

背負式電動噴霧器に係る安全事項
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背負式電動噴霧器の作業に係る安全事項
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安全にお使いいただくために

警告

・身体の調子が悪いとき、判断力に影響するような酒類、薬物を服用し
て使用しないでください。

・ご使用時は、子ども、動物、ペットを近づけないようご注意下さい。
・夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでくださ
い。

・足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。
・ハンドルをしっかり握り、正しい姿勢で作業をしてください。 走るような操作は

しないでください。

・使用前に接続部のパッキンの脱落がないこと、ネジのゆるみや欠落

した部品などがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各
部に異常がないことを確認して下さい。
・気温が高い時の作業は避けてください。

・薬剤の使用にあたっては、薬剤の説明書に従ってください。
・充填時にこぼれた薬剤をその場できれいに拭き取って下さい。
・薬剤タンクキャップは、薬剤が漏れないように、しっかり締めてください。

・突然の噴霧を防ぐため、電源を入れるときは、レバーを離した状態にして行っ
て下さい。
・散布作業中は常に風向きを考え、風上から風下に散布して薬剤が体に直接

付着しないように十分ご注意ください。
・使用後は薬剤タンク内の残液を抜き、清水を入れポンプを数分間（２～３分）

運転し、ポンプ、ホース、ノズル等の内部に残っている薬剤をきれいに流してく
ださい。
・薬剤は必ず調合してからタンクに入れてください。

背負式電動噴霧器の作業に係る安全事項
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安全にお使いいただくために

・薬剤の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護メガネ、保護マ
スク、ゴム手袋、長袖、長ズボン、ゴム長靴を着用し皮膚が露出せず危

険のない服装で作業を行って下さい。
・屋内の直射日光が当たらず、風通しがよく、凍結しない、子供の手の届かな
い場所に保管してください。

・作業場は十分に明るくしてください。
・お昼気温が高い時の散布作業は避けてください。朝、午後で散布作業お勧め
します。

・自動車等で運搬される場合は、薬剤が漏れないよう、タンクキャップをしっかり
締めて、傾かない状態に固定してください。

注意

背負式電動噴霧器の作業に係る安全事項
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●梱包部品一覧表

念のため、各パーツが不足していないかのご確認をお願いいたします。
不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。
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各部の名称

充電口

電源スイッチ

噴霧管

薬剤タンク

ノズル

薬剤タンクキャップ

噴霧管ホルダー

レバー

充電器

噴霧管

パッキン
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HG-05L

充電器

噴霧管
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●薬剤の入れ方

薬剤タンクに薬剤を入れます。

■薬剤の調合
1.薬剤は、別の容器で調合してください。
特に、水和剤は、よく溶かしてください。 十分溶けていな
いと、噴霧器の寿命や性能に悪影響を及ぼします。

■薬剤の充填
1.調合した薬剤を薬剤タンクに入れます。
充填時にこぼれた薬剤は、その場できれいに拭き取って下さい。
2.薬剤タンクのキャップをしっかり締めます。
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警告

・薬剤は、必ず薬剤の取扱説明書に従ってください。

・前回使用した薬剤が残っていないか確認してください。 薬剤が混ざ
ると、化学変化を起こして有毒ガスが発生する恐れがあります。

・薬剤は規定容量以上いれないでください。

・薬剤の取扱は十分に注意し、体に付着した場合は、よく洗い流してくだ
さい。

注意

運転操作のしかた
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●散布作業

■作業開始
1.レバーが離れていることを確認します。
2.電源スイッチを入れます。
スイッチを 「|」 側に倒し、電源を入れます。
3.ノズルの方向を定め、レバーを押すと散布が始まります。

■噴霧形状の調整
ノズルを回し、噴霧形状を変えることができます。

■散布をやめる
1.レバーを離します。(上げます)
2.電源スイッチを「○」に倒し、切ります。
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運転操作のしかた

警告
・レバーを押していると、電源スイッチを入れたと同時に薬剤が散布され
ます。 レバーが離れている事、ノズルの方向、周囲の状況を確認してか
ら、電源を入れてください。

・散布作業中は常に風向きを考え、風上から風下に散布して薬剤が体や対象物
以外に直接付着しないように十分ご注意ください。
・運転時は必ずタンクに、薬剤または清水を入れて行って下さい。空運転はポン

プを傷めることがあります。
・お昼気温が高い時の散布作業は避けてください。朝、午後で散布作業お勧め
します。

押す

離すと薬剤の散布

は止まります。

押しながらスライドさせ
ると連続運転になります。
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●使用後のお手入れ
1.使用後は残った薬剤を抜いてタンク内をきれいな水で洗います。
2.きれいな水をタンクにいれ、2～3分程度噴射して、ホース、ノズルの洗浄を行ってく
ださい。
3.薬剤タンク内の水を抜き、再度運転をし、ノズルから残液が出なくなったらレバーを
離し、電源スイッチを切ってください。
4.機材の水分、汚れをふき取ります。

●使用後の保管

「使用後のお手入れ」を参考に十分洗浄してください。
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運転操作のしかた

・タンク内に残った薬剤や洗浄水は、薬剤の製造者、販売者の指示に従っ
て処理してください。
・作業終了後は、薬剤タンク、ノズルの洗浄を必ず行ってください。

注意

・タンク内に薬剤を入れたまま、保管しないで下さい。

・屋内の直射日光があたらず、凍結しない、子供の手の届かない場所

に保管してください。
・使用後は必ずスイッチを切ってください。

注意
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●バッテリーを充電する

1.製品に添付されている、この噴霧器専用の充電器を用意してください。
2.電源スイッチが「○」の位置，切ってある事を確認してください。
3.充電器の出力コネクタをバッテリーの充電口に挿入します。
4.充電器の電源コードを家庭用AC100Vのコンセントに差込ます。
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運転操作のしかた

警告

・充電は子供が近づかないようにしてください。
・必要以上に充電をしないでください。故障の原因になります。
・充電中は発生したガスに引火し爆発することがあります。火気を近づ

けず通気の良い場所で充電してください。
・必ず専用充電器で充電してください。自動車等の充電器を使用しないでくださ
い。

・使用前に、バッテリー充電器の線と出力コネクタを検査してください、もし何か
損傷があったらそのまま充電しないでください。
・バッテリー充電器を分解しないでください。

・この充電器はアウトドア使用承認を受けていません。野外での使用は控えてく
ださい。

・本体の充電口に直接家庭用AC100Vをつながないでください。

充電器充電口

●バッテリーを充電する

1.製品に添付されている、この噴霧器専用の充電器を用意してください。
2.電源スイッチが「○」の位置，切ってある事を確認してください。
3.充電器の出力コネクタをバッテリーの充電口に挿入します。
4.充電器の電源コードを家庭用AC100Vのコンセントに差込ます。
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充電器充電口

5.充電器のランプが緑色に変わったら充電完了です。

haige
ハイライト表示



機械が故障と思われるときは、まずご自身で下表を参考に点検・修理を行ってくださ
い。
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運転操作のしかた

症 状 原 因 対 策

バッテリーを充電する

バッテリーを充電する

まっすぐに直す

噴口を清掃する

フィルターを清掃する

液を追加する

バッテリーが消耗している

バッテリーが消耗している

ホースが折れている

噴口が詰まっている

フィルターが詰まっている

タンク内の液量不足

ポンプ内が乾燥している

作動音がしない

作動音はするが噴霧

できない(出が悪い/
弱い)
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2018.10①※ハイガー産業は、顧客満足度100％を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
　また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

販売・修理店

お客様ご相談窓口

まず、ご購入された店舗にご連絡をして
ください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品
は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料は全てお客様
のご負担となります。

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

故障部品をお客様
で交換される場合

ネット購入や弊社で電話・FAXにてご購
入の場合は、弊社にご連絡をしてくださ
い。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品
は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工
賃は全てお客様のご負担となります。

故障部品をメーカー
で修理する場合

①故障の状況
をメールまた
はお電話でご
連絡ください。
また、故障箇所
の写真等を、メ
ールに添付し
てください。

②受付
③故障内容の確認

④送料お客様ご
負担で、代替部
品を発送致しま
す。

お客様

ハイガー産業または
販売・修理店

修理、部品に関するご相談

●お問い合わせ先

修理、使い方などのご連絡窓口

まず、ご購入された販売・修理店にご連
絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品
は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工
賃は全てお客様のご負担となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、
別途料金が発生致します。

故障部品を販売・修理店
で修理する場合

①故障の状況
をメールまた
はお電話でご
連絡ください。
また、故障箇所
の写真等を、メ
ールに添付し
てください。
②送料お客様
ご負担で故障
装置を発送し
てください。

③受付
④故障内容の確認
⑥お見積り了承
⑦故障装置の修理

⑧送料お客様
ご負担で、故障
装置を発送い
たします。

⑤お見積り提
示。

ハイガー産業

お客様
①故障の状況
をお電話でご
連絡ください。
その際、持ち込
み 修 理＊1 か、
引取り修理＊2

か、出張修理＊3

かを相談させ
て頂きます。

②受付　③故障内容の確認　④故障装置の修理

⑤持ち込み修
理の場合、修
理完了後ご来
店ください。
引取り修理の
場合は、修理
完了後お届け
致します。
※ご希望に応
じて相談させ
て頂きます。

販売・修理店

お客様

*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むこ
　 とをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取
　 りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、 その場
　 で修理を行うことをいいます。

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見て
いただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。

TEL:0276-55-2275   FAX:0276-55-2276
ホームページお問い合わせフォーム:http://www.haigeshop.net/contact
ハイガー産業お問い合わせ 検 索

HA GE
より良い品質　　より良いサービス ◎営業時間：10：00～17：00（第1・3・5土曜日は12：00まで）　◎定休日：日曜、祝日、第2・4土曜日

※平日12:00～13:00はお電話は繋がりません。
※スタッフ一同、迅速・丁寧な対応を心がけておりますが、季節商品等お問い合わせが集中する時期は、電話が繋がりにくくなったり、折り返対応や折り返しのご連絡が遅く
　なる場合がございます。誠に恐れ入りますが、順次対応いたしますのでお待ちいただけますようお願い申し上げます。
　お急ぎのご用件でなければ、ホームページお問い合わせフォームよりご連絡をいただけますと幸いです。
　FAXは24時間受付けておりますが、営業時間外や弊社休業日にいただいたお問い合わせに関しましては、翌営業日以降に順次対応させていただきます。ご了承ください。

〒370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3

TEL. 0276-55-2275 FAX. 0276-55-2276
ホームページお問い合わせフォーム:http://www.haigeshop.net/contact

http://www.haigeshop.net/ハイガー 検 索

ハイガー産業お問い合わせ 検 索

ハイガー産業 株式会社
本取扱説明書を熟読しても、弊社のサイトや動画等を見ても、問題が解決しない場合は、お手数ですが下記までお問い
合わせください。その際、迅速なご対応ができるよう「お問い合わせ件名」を必ずお伝えください。　
件名：「初期不良」「1年保証内故障」「1年保証外故障」「使用方法」「その他」

お問い合わせ

ハイガー修理 検 索

販売・修理店は随時増えています。販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。
オフィシャルサイト▶http://www.haige.jp/agency.html
本店サイト▶http://www.haigeshop.net/new/2015-07-02-113023.html
楽天サイト▶http://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/after.html
ヤフーサイト▶https://shopping.geocities.jp/haige/after.html

①ご注文番号
②商品名
③商品の型番

④故障の状況
⑤購入サイト、年月日
⑥お名前

⑦ご住所
⑧電話番号




