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6 樹脂筒を交換する 

一定量の純水を採水するとイオン交換樹脂は飽和し、純水水質が低下します。 

新しい樹脂筒に交換してください。 

樹脂筒の水抜きと取り外し 

最初に、樹脂筒の水抜きを行います。 

水抜きの方法は「サイフォンで水抜きする方法」と「樹脂筒を傾けて水抜きする方法」がありますが、比較的楽に水抜き

できる「サイフォンで水抜きする方法」をおすすめします。 

 搬送中の水漏れを防ぐため、水抜きは必ず行ってください。 

 サイフォンで水抜きする方法 

1 給水を止める 

蛇口を閉めて給水を止め、ピュアメーターの電源スイッチ

を「OFF」にしてください。 

 
 

2 ピュアメーターの電源コードを抜く 
 

 

3 ピュアメーターを取り外す 

電極発信器のプラグをピュアメーターのCELLジャックか

ら抜いてください。 

六角ボルト、ワッシャを外し、ピュアメーターをベースご

とヘッドから取り外してください。 

 取り外したピュアメーター、ベースは新しい樹脂筒に付け

替えて使用します。 
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4 純水側ホースを取り外す 

純水側ホースを純水使用機器から取り外し、排水口に入れ

てください。 

 取り外したコネクタが樹脂筒底面以下になるようにして

ください。 

 15 ページ『ホースの長さ調節』を参照してください。 

 
 

5 通水する 

蛇口を開いて純水側ホースから水が出るまで通水させて

ください。 

 純水側ホースが動いて水が飛散しないように純水側ホー

スを仮止めするか、2 人で作業してください。 

 

 

6 給水側ホースを取り外す 

蛇口を閉めて通水を止め、すぐに給水側ホースを給水入口

から取り外してください。 

 給水側ホースを取り外した時にホース内の水が漏れるこ

とがあります。 

周囲にこぼれないようにバケツなどで受けながら、給水側

ホースを取り外してください。 

 

 

7 水抜きする 

サイフォンの原理によって、純水側ホースから水が抜けま

す。 

 水抜きの所要時間は 3～5 分程度です。 

 
 



6 樹脂筒を交換する 

27 

8 純水側ホースを取り外す 

水抜きが終ったら、純水側ホースを純水出口から取り外し

てください。 

 
 

9 電極発信器、ミニチュアバルブを取り外す 

 スパナ（27mm）かモンキーレンチを使用して電極発信器

を傷めないように取り外してください。 

ペンチやプライヤーは使用しないでください。 

 ミニチュアバルブはチューブごと取り外してください。 

 小型のモンキーレンチ等を使用してミニチュアバルブを

傷めないように取り外してください。 

 取り外した電極発信器、ミニチュアバルブは新しい樹脂筒

に付け替えて使用します。 

 

 

10 電極発信器プラグ、ミニチュアバルブプラグ、
透明キャップを取り付ける 

 
 

11 樹脂筒を取り外す 

 樹脂筒は重いので注意して作業してください。 

 DX-05 は転倒防止器を付けた状態で返送してください。 

DX-05/07/10/15 

樹脂筒を上に引き抜いて、転倒防止器から取り外してくだ

さい。 
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DX-25/50 

パチン錠を外して転倒防止器を開き、樹脂筒を横にずらし

て取り外してください。 

 
 

 樹脂筒を傾けて水抜きする方法 

 樹脂筒は重いので注意して作業してください。 

1 給水を止める 

蛇口を閉めて給水を止め、ピュアメーターの電源スイッチ

を「OFF」にしてください。 

 
 

2 ピュアメーターの電源コードを抜く 

 

 

 

3 ピュアメーターを取り外す 

電極発信器のプラグをピュアメーターのCELLジャックか

ら抜いてください。 

六角ボルト、ワッシャを外し、ピュアメーターをベースご

とヘッドから取り外してください。 

 取り外したピュアメーター、ベースは新しい樹脂筒に付け

替えて使用します。 
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4 給水側ホース、純水側ホースを取り外す 

 ホースを取り外した際に、ホース内の水が漏れることがあ

りますので注意してください。 

 
 

5 電極発信器、ミニチュアバルブを取り外す 

 スパナ（27mm）かモンキーレンチを使用して電極発信器

を傷めないように取り外してください。 

ペンチやプライヤーは使用しないでください。 

 ミニチュアバルブはチューブごと取り外してください。 

 小型のモンキーレンチ等を使用してミニチュアバルブを

傷めないように取り外してください。 

 取り外した電極発信器、ミニチュアバルブは新しい樹脂筒

に付け替えて使用します。 

 
 

6 樹脂筒を取り外す 

 樹脂筒は重いので注意して作業してください。 

 DX-05 は転倒防止器を付けた状態で返送してください。 

DX-05/07/10/15 

樹脂筒を上に引き抜いて、転倒防止器から取り外してくだ

さい。 

 
 

DX-25/50 

パチン錠を外して転倒防止器を開き、樹脂筒を横にずらし

て取り外してください。 
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7 水抜きする 

排水を流して構わない場所でヘッドの給水入口側が下向

きになるように樹脂筒を傾けて水を抜いてください。 

 樹脂筒は重いので落として足や手を挟まないよう注意し

てください。 

また、樹脂筒を損傷させないよう床に落とさないでくださ

い。 

 
 

8 電極発信器プラグ、ミニチュアバルブプラグ、

透明キャップを取り付ける 

 
 

新しい樹脂筒の取り付け 

 注意 

  
新しい樹脂筒が入っていた段ボール箱は捨てずに保管しておいてください。 

使用済み樹脂筒の返送に再利用します。 

 

1 転倒防止器に樹脂筒を入れる 

 樹脂筒は重いので、腰などを痛めないよう、また落下させないよう注意してください。 

DX-05/07/10/15 

樹脂筒を持ち上げ、転倒防止器に入れてください。 
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DX-25/50 

パチン錠を外して転倒防止器を開き、樹脂筒を入れてくだ

さい。 

転倒防止器を閉じてパチン錠をロックしてください。 

 
 

2 電極発信器プラグ、ミニチュアバルブプラグを

取り外す 

 電極発信器プラグ、ミニチュアバルブプラグは樹脂筒の返

送時に使用しますので保管しておいてください。 

 

 

3 ミニチュアバルブを取り付ける 

ミニチュアバルブに Oリングが付いているのを確かめて、

ヘッドに取り付けてください。 

 無理に締め付けないよう注意してください。 

 
 

4 電極発信器を取り付ける 

電極発信器に O リングが付いているのを確かめて、ヘッ

ドに取り付けてください。 

 無理に締め付けないよう注意してください。 
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5 給水側ホースを給水入口に接続する 

給水入口から透明キャップを取り外し、給水側ホースを給

水入口に接続してください。 

 取り外した透明キャップは樹脂筒の返送時に必要ですの

で保管しておいてください。 

 
 

6 純水側ホースを純水出口に接続する 

純水出口から透明キャップを取り外し、純水側ホースを純

水出口に接続してください。 

 取り外した透明キャップは樹脂筒の返送時に必要ですの

で保管しておいてください。 

 
 

 

 注意 

  

ホースの接続口を間違えないように注意してください。 

ヘッドの「IN」と「OUT」にホースを逆に接続すると、ピュアメーターの電極発信器が原水

を測定してしまい正しい純水水質を表示できません。 

また、樹脂筒内に混合されている 2 種類のイオン交換樹脂が分離してしまい、ホースを正し

く接続し直しても水質が上昇しなくなることがあります。 

 

7 ピュアメーターを取り付ける 

 取り付け手順の詳細は、18 ページ『ピュアメーターの取り付け』を参照してください。 

8 純水を採水する 

 純水の採水手順の詳細は、19 ページ『純水を採水する』を参照してください。 
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使用済み樹脂筒の再生ご依頼について 

お買い求めの弊社代理店などへ、樹脂筒の再生をご依頼ください。 

弊社下記事業所では、ご依頼を頂いてから樹脂筒の再生を実施します。 

使用済み樹脂筒は下記までお送りください。 

なお、返送時の送料はご負担いただきますようお願い致します。 

西日本（富山県、岐阜県、石川県、三重県以西） 

〒759-6301 

山口県下関市豊浦町川棚四の浜 3911-2 

栗田工業株式会社 豊浦事業所 豊浦製造管理課 

TEL 083-774-1991 

東日本（新潟県、長野県、愛知県以東） 

〒421-0302 

静岡県榛原郡吉田町川尻 1060 

栗田工業株式会社 静岡事業所 静岡製造管理課 

TEL 0548-33-1203 

 樹脂筒の梱包方法 

使用済み樹脂筒は新しい樹脂筒が入っていた段ボール箱に詰めて当社までご返送ください。 

梱包箱の封止は、梱包箱に取り付けてある PP バンドとストッパーをご利用ください。 

 粘着テープでの固定は不要です。 

 水漏れを防ぐため、電極発信器プラグ、ミニチュアバルブプラグ、透明キャップは必ず取り付けてください。 

1 樹脂筒を梱包箱に詰める 

 純水出口を下向きにして収納してください。 

 梱包箱に詰める際、樹脂筒を落とさないように注意してく

ださい。 
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2 ストッパーを取り付ける 

梱包箱のふたの穴から出ている方の PP バンドの端を輪に

してストッパーに通し、ストッパーの足を折り曲げて PP

バンドの輪に入れてください。 

 

PP バンドの端を引っ張って輪を締めてください。 

 
 

3 PPバンドを締めて封止する 

PP バンドを引っ張りながら梱包箱に引き回し、同様にス

トッパーを取り付けてください。 

PP バンドの端を引っ張って締めてください。 

 

梱包箱の上下 2 箇所を PP バンドで封止してください。 
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