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このたびはエアコンプレッサ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



エアコンプレッサに係る安全事項
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安全にお使いいただくために

警告

・本製品は、空気の圧縮のみにご使用ください。

・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。

・発電機を電源に使用しないでください。起動時には、定格消費電流より多くの

電流が流れます。発電機などを使用した場合、電圧低下で故障の原因となりま

す。
・延長コードをやむを得ず使用する場合は、アース線を備えた3芯コードで、公

称断面積2㎟以上のコードを10ｍ以下で使用してください。 延長コードを点検

し、損傷している場合には使用しないでください。

・本製品で使用するコンセントを他の機器と一緒に使用しないでください。

・アース線はガス管には絶対接続しないでください。

・周囲温度が、40℃以上になる場所では使用しないでください。

・雨や水に濡れる場所では、使用しないでください。

・日光が当たる場所では使用しないでください。

・木くずやごみ、ほこりの多い場所では使用しないでください。

・揮発性可燃物、腐蝕ガスのある場所では使用しないでください。

・操作中は、子供を近づけないでください。操作者以外、装置へ近づけないでく

ださい。けがの恐れがあります。

・エアタンクに空気を充填したまま、長時間、直射日光に当てたり、高温になる

場所に置かないでください。

・エアタンク内の圧縮空気を抜くときは、排出口に物を置いたり、身体を近づけ

たりしないでください。
・圧縮空気を人や動物に向けて吹かないでください。

・エアタンクに圧縮空気を充填したまま、エアホースを外さないでください。

・ 運転中/使用直後は、モータ/シリンダ部及び配管部は非常に高温になって

いますので、手を触れないでください。

・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。



エアコンプレッサに係る安全事項
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安全にお使いいただくために

警告

・本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み、理解したうえ

で正しく取り扱ってください。

・電源は、必ず交流単相100V、定格15Aのコンセントを使用してください。

・使用しないとき、点検、清掃時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてくだ

さい。

・感電防止のため、運転時は必ずアースをとってください。

・作業場は、きれいに保ち、十分明るくしてください。

・水平で安定している所で使用してください。

・運転中は、エアフィルタを必ず取り付けてください。

・使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能

を発揮するか確認してください。

・使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理
を行ってください。

・部品交換は、純正部品を使用してください。

・破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明

書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけで

なく、事故やけがの原因になることがあります。

・可動部分の位置および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動

作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

・使用するエアツールの 高使用圧力を超えないように使用してください。

・ご使用後は、ドレインコックを開き、エアタンク内の圧縮空気、水を排出してく

ださい。

・ 圧縮空気に水分が混入する場合があります、塗装作業を行う場合は、ドレン

フィルタを取り付けてください。

・作業に適した服装を心がけてください。 防護めがね、防塵マスク、防音保護

具を着用してください。

・子供の手の届かない安全で、乾燥した場所に保管して下さい。
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安全ラベル

HG-CP3GLN
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安全ラベル

HG-CP4GLN



この諸元は改良のため予告なく変更することがあります。
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主要諸元

モ デ ル 名 HG-CP3GLN HG-CP4GLN HG-L136

電 源 単相・交流 100V 50/60Hz

モ ー タ 出 力 750W

使 用 高 圧 力 0.8Mpa

制 御 圧 力 0.2～0.8Mpa

吐 出 空 気 量 67L/min 62.2L/min 67.9L/min

定 格 使 用 時 間 30分

サ イ ズ 46×49×18cm 45×49×33cm 39×78cm

質 量 14.5kg 21.3kg 29kg
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各部の名称

吐出口

圧力調整ノブ

点検窓

オイルキャップ

エアフィルタ電源スイッチ

圧力弁

ハンドル

エアタンク

ドレインコック

圧力計(吐出口)

圧力計(タンク内)

HG-CP3GLN
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各部の名称

エアフィルタ

電源スイッチ

ドレインコック

吐出口

圧力調整ノブ

点検窓

オイルキャップ

エアタンク

圧力計(吐出口)

圧力計(タンク内)

圧力弁

HG-CP4GLN
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各部の名称

エアフィルタ

電源スイッチ

吐出口

圧力調整ノブ

点検窓

オイルキャップ

圧力計(吐出口)

圧力計(タンク内)

圧力弁

ドレインコック HG-L136

エアタンク



●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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組立

エアフィルタ

注意
・説明書をよく読んで正しく取り付けてください。

・作業には工具を使用します。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や

周囲の確認をしながら安全に作業を行って下さい。

コンプレッサオイル

ハンドル HG-CP3GLN



●エアフィルタの取付け

本体にエアフィルタを取り付けます。

■エアフィルタ組立手順
1.工場出荷時、本体のエアフィルタ取付け穴に、キャップで封がしてあります。 この
キャップを取り外します。
2.本体のエアフィルタ取付け穴にエアフィルタを合わせ、エアフィルタのナットを時計
回りに回して取り付けます。

- 12 -

組立

警告

・取付け作業は手袋をつけて行ってください。

・エアフィルタを手で持って回して締め付けることはしないでください。 エアフィ

ルタにある切かけで怪我をすることがあります。

エアフィルタ取付け穴

エアフィルタ

エアフィルタ

HG-CP4GLN HG-CP3GLN



●オイル給油
出荷時には、オイルは注油しておりません。 オイルキャップを外し、付属のコンプレッ
サオイルを補給口より給油してください。 補給後、オイルキャップをしめます。

オイルの量を点検窓から確認してください。 中心の赤印の位置が適量です。
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組立

適量範囲

不足

過剰

点検窓
点検窓

HG-CP4GLN HG-CP3GLN

オイルキャップ
オイルキャップ



●ハンドルの取付け HG-CP3GLN

本体にハンドルを取り付けます。

■組立手順
1.ハンドル、ボルト、ワッシャ、スプリングワッシャを準備します。
2.本体の取付け穴にハンドルの取付け穴を合わせます。
3.ボルトにスプリングワッシャ、ワッシャを通し、取付け穴にねじ込み、しっかりハンド
ルを本体に固定します。

- 14 -

組立

ボルトにスプリングワッシャ、ワッシャを

通し、取付け穴にねじ込み、しっかりハ

ンドルを本体に固定します



●操作方法

■アースについて
感電事故防止のため、必ずアースしてください。

・接地は、アースクリップをアース線に接続して
ください。
・コンセントにアース端子がある場合は、電源コー
ドの端にあるアースクリップをアース端子に取り
付けてください。

■電源スイッチ
スイッチつまみを引張り上げると、電源がONにな
ります。 スイッチつまみを押下すると、電源OFFに
なります。

・タンク内空気圧が低下しますと、モータは自動的
に始動し、充填を開始します
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運転操作のしかた

警告
アースクリップをガス管に接続しないでください。

アースクリップ

プラグ

ON

OFF

・モータの起動、停止をプラグの抜き差しで行わないでください。

・タンクに圧縮空気が充填され、モータが停止している状態でも、プラグの抜き
差しをする際は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

注意



■圧力調整
接続する機材に適合する圧力に、吐出する圧力を調整します。 右(ノブ表示では「+」)
に回すと圧力が高くなり、左(ノブ表示では「-」)に回すと低くなります。
エア圧力は、圧力計に表示されます。

■安全弁
危険防止のため、圧縮空気を逃がす、安全弁があります。 圧力開閉器の故障でタ
ンク内の圧力が異常に高くなった時に、動作します。

圧力スイッチおよび安全弁は規定圧力て作
動するように調整済みですので、設定値を
変更しないでください。みだりに変更すると
圧力が上がり過ぎて、エア漏れしたり、破
裂する恐れがあります。
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運転操作のしかた

+

-

安全弁



■ドレインコック
ドレインコックのつまみをゆっくり反時計方向に回すと、圧縮空気と水が排出されます。
排出後は、ドレインコックのつまみをゆっくり時計方向に回します。 圧縮空気が漏れ
ないことを確認してください。
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・使用後は、エアタンク内の圧縮空気、水を排出してください。 排出を行わな

いと、タンク内にサビが発生し、故障の原因になります。

・エアタンク内の圧縮空気、水を排出する際、水の中にサビが入っている場合

がありますので、排出する場所には注意してください。

注意

警告
ドレインコックを開くと圧縮空気と水が排出されます。 排出口に物を置いたり、

身体を近づけたりしないでください。

運転操作のしかた

ドレインコック
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警告
・吹き出したエアが体や顔に掛からないように、吹き出し穴の方向などに注意し

て身体を近いづけないようにしてください。

・運転中は空気の圧縮熱のため、シリンダヘッド、シリンダー、吐出管などは高

温になっていますので注意してください。

・クイックカプラーの接続を解除する時、ホース内圧の反動でホースが飛び跳ね

ることがあります。ホースをしっかりと保持してからクイックカプラーの接続を解

除してください。

・点検、整備の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、エアタンクの圧力を

開放してください。モータが急に廻りだしたり、外した部品が吹き飛ばされたりす

る恐れがあります。

・圧縮空気にはオイルや小さなゴミなどの不純物が混じっていますので、人の呼

吸用やペット水槽の送気用など人体や動物用には使用しないでください。

・作業場所には関係者以外は近づけないで下さい、特に子供は危険な行動をと
ることがあるので近づけないように注意してください。

・塗装や洗浄作業を行う場所に十分な換気が得られるように、窓や入口を開放し

てください。又、引火性の溶剤や洗浄液を使用する場合は、火気の発生源を塗

装や洗浄作業を行う場所から引火の恐れがない場所まで遠ざけてください。

・40℃以上の高温物には、塗料や洗浄液を吹き付けないでください。溶剤や洗

浄液を吹き付けないでください。溶剤や洗浄液が気化して引火の恐れがありま

す。

・塗料や洗浄液によっては人が吸引すると有害な成分を含んでいる場合があり

ますので、塗料や洗浄液のラベルや説明書をよく読んで、その指示に従ってくだ

さい。

・圧縮空気は人の身体やと動物に向かって吹かないでください。 吹き出す空気

の勢いは非常に強いものですので、特に顔や目などは絶対に近づけないでくだ

さい。

・空気を吸い込む力も大変強力です。運転中はエアクリーナーの吸い込み口を

触らないでください。

・エア工具の 高耐圧以上の圧力で使用しないでください。圧力が高すぎると工
具が変形したり部品が飛び出したり破損したりするおそれがあります。

・作業の時には、必ず保護メガネを着けてください。また、作業環境によっては、

保護マスク、保護帽、安全靴、耳栓なども使用してください。

・塗料や溶剤や洗浄液が目に入った時は、清潔な水で洗い、直ちに医者の手当

てを受けてください。

運転操作のしかた
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警告
・このコンプレッサーは、雨や水に濡れる場所には設置しないでください。電気製

品ですから感電する恐れがあります。

・このコンプレッサーは、火気が禁じられた場所には設置しないでください。電気

接点から火花が出ますから引火する恐れがあります。

・このコンプレッサーは、水平で平らな硬い床面で、換気がよくほこりの少ない
ところに設置してください。また、横置きはしないでください。オイルバス式潤滑

方式ですから焼き付きやオイル漏れの恐れがあります。

・このコンプレッサーは、壁などから30㎝以上離してください。また、コンプレッ

サーの放熱を妨げるような覆いやダンボールを被せて運転しないでください。

空気冷却方式ですから、風通しが悪いと過熱する恐れがあります。

・このコンプレッサの電源は100V単相です。起動時には定格消費電流の約3倍

の電流が必要ですので、コンセントの電気容量が不足すると、コンプレッサー

が正常に回転しないことがあります。15A以上のコンセントを使用してください。

20Aコンセントの使用をお勧めします。

・正常な回転をしない時は下記の事項を点検してください。

※タンク圧力が上がらないようにドレインコックを開けたままで、約10分間暖機

運転を行ってください。コンプレッサーの温度が上がって消費電流が減少しま

す。

※コンセントがいくつかある場合は、電力メーターや分電盤に出来るだけ近い

コンセントを使用してください。

※コンセントから延長コードを使用する場合は、20㎟以上のコードを10ｍ以下
または35㎟以上のコードを20ｍ以下で使用してください。コードを長くするとコン

プレッサーまでの間で電圧が下がってしまうので、正常に回転しないことがあり

ます。

※その他の電動工具をコンプレッサーと一緒に使用すると電気容量が不足して

コンプレッサーが正常に回転しないことがあります。その時は一旦、コンプレッ

サーを止めて電気工具だけで使用してください。

注意

運転操作のしかた
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注意

・エアインパクトレンチ、エアラチェットレンチ、エア釘打機、エアタッカー、エアド

リル、エアグラインダーなどのエア作業工具を使用される場合は潤滑オイルの

注油を忘れずに行ってください。注油を怠ると、エア作業工具が焼付くことがあ

ります。詳しくは、エア作業工具の取扱説明書をよく読んでその指示に従ってく

ださい。

・エアダスター使用の際に、吹き付け対象物にオイル、水分、ゴミなどが付着し

てはいけない場合は、エア配管の途中に空気清浄機を設置して、吹き付け空

気をきれいにしてください。

・スプレーガン塗装作業の際は必ずスプレーガンを塗料指定のうすめ液で洗浄

してください。洗浄を怠ると、スプレーガン内部の通路に残った塗料が固まって

スプレーガンが使用できなくなります。詳しくは、スプレーガンの取扱説明書を

良く読んでその指示に従ってください。

・エアタンク内に溜まった凝縮水はその日のうちに抜いてください。水抜きを怠
りますと、タンク内に蓄積されてタンクの容量が減少します。

・運転スイッチ以外でコンプレッサーを停止させないでください。分電盤のスイッ

チや電源プラグの引き抜きなどで停止させると、次回運転時にスターティングア

ンローダーが作動せず正常に回転しないことがあります。

運転操作のしかた



■始動手順
1.使用するエアツール類を吐出口に取り付けます。
2.電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
3.アースを接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
4.電源スイッチをONにします。
5.モータが始動し、エアタンク内に圧縮空気が充填されます。
6.タンク圧力調節スイッチが作動し、モータが自動的に停止します。
7.吐出圧力調整ノブで、吐出圧力を調整してください。
8.圧縮空気を使用してください。.
9.タンク内空気圧が低下しますと、モータは自動的に始動し、充填を開始します。

■停止手順
1.電源スイッチを押下して「OFF」にしてください。
2.電源プラグをコンセントから抜いてください。 アースを外してください。
3.吐出圧力調整ノブを、吐出圧力「ゼロ」にします。
4.接続していたエアツール類を吐出口から外してください。
5.タンク下部にあるドレインコックをゆっくり反時計回りに回し、タンク内の圧縮空気を
放出すると同時に、水抜きを行ってください。
6.水抜き終了後は、ドレインコックをしめてください。
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運転操作のしかた

・連続で使用した場合は、同程度の時間休ませてください。

・本機にはモータ過負荷保護システムが内蔵されています。 低電圧または過

負荷などで、保護システムが作動して本機が停止したときは、電源スイッチをO

FFにし、モータが冷えるまでしばらく待ってください。 モータが冷えた後、電源

スイッチをONにして再始動することができます。

注意

本機使用後は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜

いて、アースを外してください。

注意



お買い求めいただきました製品を安全にご使用いただくために、定期的に点検を実
施してください。

●エアクリーナのエレメント清掃

エアクリーナが目詰まりを起こしていないか、点検し、定期的に清掃してください。

■手順
1.エアクリーナの外側カバー
を、切り欠きに注意して、時計
回りに回して外します。
2.エレメントを取り出します。
3.エレメントの内側から圧縮
空気を吹きつけて汚れを落と
します。
4.取り外したときと反対の手
順で組立ててください。

エレメントの汚れがひどい場合は、新しいエレメントと交換してください。

●各部の取付けネジの点検

ネジの緩み、腐蝕、破損がないか、確認してください。 緩みがある場合は締めなお
してください。

●修理について

運転中に異常がありましたら、運転を中止し、お買い上げの販売店またはハイガー
産業までお問合せください。
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点検整備のしかた

エレメント

警告

・エアフィルタ外側カバーを手で持って回す際、エアフィルタにある切かけで怪我

をしないよう、必ず手袋を付けて行ってください。

切かけに

注意



長期間使用しない場合は、次の手順に従って保管してください。

●保管手順

1.ドレインコックを開き、エアタンク内の圧縮空気と水を抜きます。
2.ドレインコックを閉じます。
3.全体のよごれをふき取り、ねじや部品の破損、腐食、緩みがないことを確認してく
ださい。
4.メンテナンス終了後は汚れが付着しないようカバーなどをかぶせて、湿気の少ない
場所で保管してください。
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長期間使用しないとき

警告

・安全を確保し作業を行って下さい。
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お客様ご相談窓口

●故障部品をお客様で交換される場合

保証期間内は消耗品を除き壊れた部
品は当社で保証します。
送料は全てお客様のご負担となりま
す。

修理、部品に関するご相談

●故障品をメーカーで修理する場合

保証期間内の本体修理も無料で承り
ます。
その際に生じる往復の送料はお客様
のご負担となります。

修理 使い方などのご連絡窓口

受付

故障内

容確認

代替部

品発送

故障の状況

故障箇所の写真等

お客様

お客様

送料お客様ご負担で

故障装置発送

送料お客様ご負担で
故障修理装置返送

受付

故障内

容確認

代 替 部

品発送

送料お客様負担

で代替部品発送

修理、部品を依頼される時は

下記の事項をご連絡ください。

① 故障の状況

② 型式

③ ご購入サイト、年月日

④ お名前、ご住所、電話番号

お問い合わせ窓口

TEL 0276-55-2275

FAX 0276-55-2276

メール support@haige.jp

住所 〒370-0503 群馬県邑楽郡

千代田町赤岩3072-3
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MEMO
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MEMO



ハイガー産業株式会社


