
※回転ベース意外には付属しません。

本機は物理的に回転を

止める事が可能です。

付属の回転止めパーツ

をベース回転盤に差し

込み停止させて下さい。

LEDランプ

良 修 良 修

フレームの破損・汚損

フレームの大きな傷・スレ

フレーム裏面の状態

蓋の破損・汚損

蓋の大きな傷・スレ

取っ手の破損・取付状態

キャスターボディの状態

キャスター車輪の動き

キャスター取付ボルトの緩み

キャスターストッパーの制動性

モーター取付の状態

回転ギア取付の状態

回転ファン取付の状態

回転盤取付の状態

ランプ取付の状態

安定機取付の状態

保護カバー取付の状態

DOCR取付の状態

リレー取付の状態

DOCRカバー取付の状態

スイッチ取付の状態

各配線の状態

フレーム内異物等

電源コードの状態

ベースジッパーの破損・汚損

ベースジッパー取付の状態

備考

点検項目 点検項目

※この点検は商品を安心してお使い頂く為に梱包・出荷前に実施しております。

同
封
品
等

印

回転盤の動作状態

回転盤の動作状態（負荷時）

DOCRの作動テスト

内部の異音・異臭

バルーンの膨らみ

モーターの動作状態

モーターの異音等

ランプスイッチの反応

ランプの動作状態

保証書・説明書

回転停止パーツ

バルーンの縫製の状態

バルーン取付部の状態

ジッパー取付の状態

引綱用ループの状態

補助ランプ用ループの状態

送風スイッチの反応

デザイン・印刷の状態

バルーンの破損・汚損

バルーンの縫製の状態

ジッパーの破損・汚損
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ベース内部の機器名称

出荷時点検票

メタルランプ

DOCR保護カバー

DOCR

ランプ用リレー

送風モーター

回転ギアシステム

回転止め用穴

ランプ用安定器

各部の名称と働き

ベース（本体）　バルーンメディア概略図

バルーンメディア

バルーンメディア

取付ジッパー

ベース本体

移動用キャスター

この表示プレートのある取っ手の奥に

2つの運転スイッチがあります。

●モーター送風スイッチ（メインスイッチ）
送風が始まりバルーンメディアが立ち上がります。同時に回転も

始まります。（タイプによって回転しないベースもあります）

ランプが点灯します。モーター送風スイッチがONの場合にのみ

作動します。

●ランプ点灯スイッチ

メタルランプ仕様

LEDランプ仕様

※タイプにより内部仕様は変わります。

※80タイプには回転システムはありません。



本体の設置方法

本体の撤収方法

バルーンメディアの交換

メタルランプの交換

必ず右の「安全上の注意」をご確認下さい。

高温のランプ・モーターにご注意ください。

①ランプスイッチをOFFにします。

②モーター送風スイッチをOFFにします。

③電源コードを抜きます。

　※バルーンが倒れてきますので支えながらエアーを抜きます。

④バルーンメディアをたたみ、ベース内に収納します。

⑤電源コードをベース内に収納します。

⑥蓋をします。

　※一部のタイプは蓋が付属しません。

①撤収方法を参考にモーター・ランプを完全に停止させて下さい。

②ジッパーでバルーンメディアを付け替えて下さい。

①撤収方法を参考にモーター・ランプを完全に停止させて下さい。

②ランプ保護ネットがある場合は取り外して下さい。

③ランプを取り外し、新しいランプを取り付けて下さい。

　※ランプは止まるまでしっかりと緩みなく取り付けて下さい。

エアータブはその形状から強風時にバルーンの揺れ

やベースのズレが起こる場合があります。

また稀に突風下において転倒する場合もありますの

で強風時にはベースの固定・補助ロープの使用等、

対策を行うか、使用を中止して下さい。

※注意する風速の目安（風速5m～）

本製品を使用する場合はできるだけ平坦な場所を選

んで設置して下さい。傾斜地に設置した場合、本製

品のベースに歪みが生じて回転不良など動作に支障

をきたす場合があります。また傾斜地設置の場合、

本体がズレたり移動したりし、最悪転倒する原因に

なります。

強風下での注意

傾斜地での注意

本製品の裏側には送風機の吸気口があり、強力に空

気を吸っています。水溜まりがある場所では即故障

の原因となりますのでご使用をお控え下さい。また

、大雨等で冠水又は、それが予想される場合には使

用を中止し、屋内等へ収納して下さい。

大雨・冠水時の注意

本製品の裏側には送風機の吸気口があり、強力に空

気を吸ってバルーンに風を常時供給しています。

グラウンドや砂浜、未舗装の地面等では細かな砂や

土を吸引し、機器の故障やバルーン内部の汚れの原

因となりますのでご使用をお控え下さい。

粉塵の多い所での注意

本製品に使用しておりますメタルハライドランプは

通常使用時も高温となっております。使用中・使用

後は触れないよう注意して下さい。また、バルーン

を撤収する場合には、ランプが冷めていることを確

認し収納して下さい。バルーンが高熱のランプに接

触すると発火する恐れがあります。

ランプの発熱注意

本製品は95V～115Vの範囲でご使用下さい。この

範囲より低い電圧ではランプが点灯しない場合があ

ります。また、高い電圧では過電流の発生で本製品

の停止や機器の故障の原因になる場合があります。

過電流停止を繰り返す環境では使用を中止し機器の

点検を行って下さい。

使用電圧の注意

本製品を安全に使用するために、機器の点検・清掃

を定期的に行って下さい。定期点検を怠ると本製品

の機能低下や故障の原因となります。また、最悪の

場合、感電・漏電・火災・人身障害の発生原因とな

ります。本書⑤の「日頃のお手入れ」をご参照くだ

さい。（定期点検の目安1～3ヶ月毎）

定期点検の実施

直接コンセントから

給電して下さい

①平坦な設置場所を選び、ゴミ・埃を取り除いて下さい。

②ベースを設置場所へ運びます。

③全てのキャスター(車輪)をロックします。

　※必要に応じアンカー・他で固定を行って下さい。

④蓋を外し電源コードを取りだします。

⑤バルーンメディアをジッパーで取付ます。

⑥電源コードをAC100Vコンセントに差し込みます。

⑦送風スイッチを入れバルーンにエアーを送ります。

※送風後、自立するまで軽くバルーンを支えて立ち上げて下さい。

⑧数十秒でバルーンが立ち上がりますので

　設営完了です。

　※必要に応じ張り綱などで固定を行って下さい。

⑨ランプスイッチで照明を点灯させます。

スイッチはベースの取っ手奥にあります

左  ：モーター送風スイッチ

右  ：ランプスイッチ

ON：上にあげるとスイッチON

※タイプにより場所・左右が異なります

安全のため張り網の設置を推奨安全のため張り網の設置を推奨

キャスターを
ロック
キャスターを
ロック

支えながら立ち上げる支えながら立ち上げる

全てベースの中へ収納全てベースの中へ収納

※LEDランプ交換は修理扱いとなります。



運転電流値

初期値表示 表示の意味

エラー表示 表示の意味

判断設定値 この設定値以上で過電流を判断（機種により異なります）

起動後、運転時の電流（0.5以下は0.0で表示）

この設定値以後の電流を判断（1.0＝1秒）

過電流を検知する時間（1.0＝1秒）

大負荷過電流検知の入切設定（0.0＝切、1.0＝入）

DOCRの自己診断（本項目は使用いたしません）

　の後に本表示が出る場合がありますが問題ありません

過電流エラー（その値を表示）

250％以上の大負荷過電流エラー

配線に断線が発生した場合のエラー

判断開始値

検知時間値

大負荷検知

自己診断値

引き綱用ループの破損

バルーンメディア取付

ジッパーが破損した

メディア側・ベース側

どちらかをご確認下さい

吸入口に異物がある ごみ・埃など異物で吸入不足 異物を取り除いて下さい

吸入口に異物は無い 機器（モーター・他）�故障・他の可能性 販売店へお問い合わせ下さい

症状 確認事項 原因/可能性 対処のしかた

電源(コンセント)が入っていない 電源(コンセント)を入れてご使用ください

機器（DOCR・他）�故障・他の可能性 販売店へお問い合わせ下さい

送風スイッチが�入っていない モーター送風スイッチをONにして下さい

機器（モーター・他）�故障・他の可能性 販売店へお問い合わせ下さい

電源(コンセント)が入っていない 電源(コンセント)を入れてご使用ください

機器（DOCR・他）�故障・他の可能性 販売店へお問い合わせ下さい

過電流が発生した可能性

一度コンセントを抜き、再度起動してください

再起動しない場合はDOCRのエラー表示をご確認頂き、販売店へ

お問い合わせ下さい（DOCR表示値の確認方法をご参照ください）

機器（モーター・他）�故障・他の可能性 販売店へお問い合わせ下さい

ランプが緩んでいる ランプを締め直して下さい

ランプ球切れの可能性 ランプを交換して下さい

電圧が足りない可能性
延長コードなどを使用している場合はコンセントから直にご使用下さい
別の場所のコンセントでお確かめ下さい

送風・ランプスイッチが�入っていない 送風・ランプスイッチをONにして下さい

機器（リレー・他）�故障・他の可能性

機器（安定器・他）�故障・他の可能性

販売店へお問い合わせ下さい

販売店へお問い合わせ下さい

一度起動したあと
�停止した

ランプが点灯しない

販売店へお問い合わせ下さい�（破損状態によっては修理不能の場合もございます）

バルーンメディアが
�破損した

大きな破損

販売店へお問い合わせ下さい

販売店へお問い合わせ下さい

使用に支障がなければそのままお使い下さい

※応急補修：裏側からガムテープなどで破損個所を補修して下さい

バルーンの膨らみが
�弱くなった

軽微な破れ

DOCRの表示が�ついていない

DOCRの表示は�ついている

リレーランプは�点灯している

リレーランプが�点灯していない

※本機にはDOCR（過電流電源遮断機）が付いています。
　機器トラブルの際にはDOCRの値をご確認下さい。

起動しない

DOCRの表示が�ついていない

DOCRの表示は�ついている

本機にはDOCR(デジタル過電流継電器)が取付られています。
意図しない過電流が発生した場合、設定に応じ本機を停止させます。

過電流が発生し機器停止後再起動しない場合など、販売店へお問い合わせ頂く時

にはDOCRの現在設定値をご確認頂きます。DOCRカバーを外しMODEボタン

を押してご確認下さい。（1回押すたびに下記設定値を確認することができます）

過電流で機器が停止したら

DOCRの設定確認

トラブルシューティング 本機にトラブルが発生した場合は下記事項をご確認下さい。

過電流で機器が停止した時の対処方法

①DOCRにエラー値（F）が表示されます。

　その値をご確認下さい。

②機器のスイッチをOFFにして下さい。

③コンセントを一度抜いて下さい。

④再度コンセントを刺し、スイッチを入れ

　て起動させて下さい。

※過電流停止を繰り返す場合は使用を中止

　して販売店へお問い合わせください。

DOCR
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ドライバーで
DOCRの透明
保護カバーを
外して操作し
て下さい

日ごろのお手入れ

本機は送風モーターが常時作動しています。使用環境によってはゴミ・埃な

ど異物がベースの内外に付着する場合があり、機器の能力低下や電源系統な

どに付着した場合、ショートし機器の故障・火災の原因になりますので下記

項目の定期的な点検・清掃を実施し安全にお使い下さい。

①モーター吸入口の点検・清掃

  ベース裏側の送風モーター吸入口にゴミ・埃など異物が詰まっていないか　

　定期点検して下さい。異物が有る場合は取り除いて下さい。

②ベース内部の清掃

   ベース内部を定期的に点検し、ゴミ・埃・

   その他の異物を掃除機などで清掃し、取り

　除いて下さい。

③各機器のガタつき点検

   ベース内各機器の取付に緩みがないか点検

   して下さい。緩みが発見された場合は、締

   め付けを行って下さい。

④設置場所の清掃

   設置場所周辺のゴミ・埃など異物を定期的に清掃を行って下さい。

お手入れを怠ると故障・火災・人身障害の危険があります

送風モーター吸入口送風モーター吸入口機器裏側機器裏側機器裏側

※お手入れは本体のコンセントを抜き安全を確かめて行って下さい

モーター吸気口モーター吸気口

機器内部の清掃機器内部の清掃



ベースのタイプ

製品仕様

保証とアフターサービス 保証規定

バルーン

材   質：合成ゴム

材   質：ポリエステル

ベース
　　　：LEDランプ 　1灯25W / 2灯50W 

光   源：メタルランプ 150W / 250W

電   源：AC100V　50/60Hz

染   色：昇華転写捺染（200℃圧着）

防水性：防水処理有り（IPX6級程度）

機器配線図

送風機

リレー

スイッチ

LEDランプ 使用しません

※タイプ及び仕様変更で配線が変わる場合があります。

安定器

送風機

リレー

スイッチ

メタルランプ
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