取扱説明書

Product Manual

2017 年 02 月作成

NOVA CORP

製品の特徴
この度は、Nova Corp 社製照明機器 "FX-1.0" をお買い上げ頂き、

FX-1.0

誠にありがとうございます。
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご
使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管
して下さい。
ノバコープ
「FX-1.0」
は連続噴霧が可能なフォグマシンです。ヒー
トアップタイムも約 1 分以内と非常に早く、設置後即ご使用頂
けます。タンク内の液が全てなくなると自動的にポンプとヒー
ターが停止する機能を備えており、機器へのダメージを未然に
防ぐことが出来ます。また内部の仕様に関してもアルミニウム
製のパーツは使用していないためヒーターが溶けたり発火した
りなどの機器による事故がない高い安全性をもっています。
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各部の名称
1. ブラケット
2. フォグリキッドタンク
3. 液量表示
4.LED インジケーター
5. コントローラーソケット
6. 電源コード
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安全上のご注意
ご使用の前に、かならずよくお読みください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に
ふせぐためのものです。かならず遵守してください。
この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることができる場所に保管してください。

警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

電源 / 電源ケーブル
電源は必ず交流 100V を使用する。
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあり
ます。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分に
ご注意ください。
異なる電圧機器を混在しない。
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。

付属の電源ケーブルは、本機専用です。
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因と
なります。
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または
発売元にご相談ください。
電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に
曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せ
ない。
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

設置
この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご
相談ください。

水に注意
この機器の上に、液体のはいったものを置かない。また、浴
室や雨天・霧の屋外などの湿気の多い場所で使用しない。
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。
濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

レーザー
レーザーを使用する場合は
レーザー光を直接見ない。
失明等の原因となる場合があります。

異常に気付いたら
電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出
なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッ
チを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。
この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電
源プラグをコンセントから抜く。
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場
合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

この機器の冷却口をふさがないように設置する
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してくださ
い。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等から
はなして設置してください。

注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載
しています。

長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かなら
ずコンセントから電源プラグを抜く。
感電や火災、故障の原因になることがあります。

この機器を電源コンセントの近くに設置する。
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場
合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微
電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電
源プラグをコンセントから抜いてください。

電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かなら
ず電源プラグを持って引き抜く。
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になることがあ
ります。

直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、
極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、
また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。

電源 / 電源ケーブル

設置
この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをす
べて外した上で行う。
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。
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不安定な場所に置かない。
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があり
ます。

スモークマシンなど湿気の多い場所での頻繁な使用は避ける。
反射ミラーの劣化など、故障の原因になります。

Nova Corp / FX-1.0

使用方法
本製品は電源を入れてから始めに 30~45 秒間のヒートアッ

セットアップ

プ時間を要します。コントローラーの ON ボタンを押すと、

パッケージから取り出し、水平で安定した場所に設置してくだ

30~45 秒間フォグを噴出します。

さい。リキッドタンクの奥にフィーダーチューブを置いてくだ
さい。専用の水性リキッドを注いでフタをしてください。

液体がなくなるまで連続的に行われます。

付属の有線リモコンをケーブルソケットに接続してください。

高い安全性を有しています。内部のアルミニウムブロックはあ

電源ケーブルをコンセントに接続し、電源を入れてください。

りませんので、ヒーターやヒーターが溶けてしまう危険はあり

ヒーティングエレメントの温度が上昇するまで数分かかりま

ません。

す。コントローラーからフォグマシンをコントロールして、噴

フォグリキッドがなくなると、ポンプとヒーターは自動的に動

出させてください。ON を押すと 30~45 秒間ヒートアップし

作を停止します。

てフォグが出力されます。OFF を押すと停止します。コントロー

明確な LED 指示システムを装備しています。赤色の点灯は電

ラーのスイッチが OFF になた場合、FX1.0 は 5 分間スタンバイ

源 ON を示しています。ゆっくりとした点滅はリキッドが空に

モードになります。5 分後に機器は冷却され

なったことをしめし、速い点滅をしている際は機器に何らかの

使用しているとリキッドが減りますので、必要に応じてリキッ

異常が起きています。

ドを供給してください。

リアパネルにフォグリキッドの残量がひと目でわかります。
薄くて軽く、非常にコンパクトです。有線コントローラによっ
て操作できます。

スタンバイ

重要

コントローラのボタンをオン / オフするたびに、マシンはス

機械が液体を空にしてから 35 秒後、ポンプとヒーターが作動

テータスで 5 分間待機 ( スタンバイ状態 ) します。

を停止し、赤色の LED がゆっくりと点滅して液体追加をお知

5 分のスタンバイ状態では、スイッチを入れるとただちにフォ

らせします。 液体を加えた後、液体がない状態から自動的に

グを出力し、30 〜 40 秒の待機時間はありません。 不要な電

引き抜くことはできません。 コントローラーをオフにして液

力消費を抑えることができます。

体がない状態から抜けて、通常の状態にしてください。

ノート
・接続されたコントローラーでマシンを操作してください。
・コールド状態でコントローラのフォグボタンをオンにしてか
ら 30 〜 45 秒後、自動的にフォグを開始します。
・コントローラのフォグボタンをオン / オフすると、マシンは
霧が出るまで自動的にヒートアップし、5 分間ステータスを維
持します。 スイッチを入れると 35 秒から 5 分の間にいつでも
フォグを出力することができますが、主電源はオンでなければ
なりません。
・電源プラグのみで、コントローラのボタンを「オン」に切り
替えることができない場合、マシンは加熱されません。
・セルフクリーニング機能。 フォグ出力後、残りの液体の配管
をきれいにするために、2 分後以降に電源を落とすことを推奨
します。 これにより次回より良いフォグ効果を持続させます。
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トラブルシューティング
トラブルシューティング

LED が速く点滅すると、
ポンプとヒーターは動作を停止します。

電源接続されているのにフォグが出力されない場合

これは、2 つの可能な状況を意味する。

1. 電源を確認します。 適切な電圧で接地された電力供給ソケッ

A. ヒーティングパイプの温度が高すぎます。 マシンは自動

トにユニットを接続します。

調整を実行しており、30 秒以内に修復を行います。

2. コントローラが正しく接続されていることを確認します。

B. マシンに何か問題があり、修復できません。 機器を停止

3. フォグ・マシンを電源から切り離す。 ヒューズを同じタイ

させ電源をシャットダウンし熱を冷ましてから、購入した販

プのものに交換してください。

売代理店に修理を依頼してください。

その他の異常
本機背面の LED インジケーターには以下の 3 つの機能があり
ます。
1. マシンが正常な状態にあるとき、LED は点灯し続けます。
2. マシンが正常な状態にあるとき、LED は点灯し続けます。
3. マシンが異常状態または過度に高温になると、LED が速く点
滅します。

メンテナンス
保守を行う前に、電源が OFF になっていること、電源コー

PC ボードは油で汚れていないようにしてください。この場

ドが抜かれていること、マシン自体が冷えることを確認し

合は、注意深く PCB を分解し、両面を希薄アルコールで清

てください。 技術者がメンテナンスを行う必要があります。

掃してください。 それ自体を乾燥させてから戻してくださ
い。 すべてのワイヤが正しく接続されていることを確認し

霧の液体は汚れてはならない。 常にフォグリキッドタンク

てください。乾いた布で金属カバーをきれいにしてくださ

のキャップを清掃または交換し、フォグリキッド充填直後

い。

にタンクのカバーを締めてください。
オイルチューブ、ポンプ、ヒーターの接続を定期的にチェッ
クし、オイルが漏れていないかどうかを確認してください。
適切な工具を使用して接続を注意深く締めます。

スペック
・

電源：AC100V 50/60Hz

コントローラー LC1K

・

消費電力：460w

・ケーブル長さ：3m

・

ヒーター：450w

コネクター：1/4" ステレオジャック

・

消費量：8ml / min

・ファンクション：on/off

・

ヒートタイム：60 秒

・寸法：90x50x24 mm

・

タンク容量：1L

・重量：280 g

・

DMX：非対応

・

寸法：L268 x W225 x H174 mm / ハンドル含む

・

重量：2.1kg

この取扱説明書は、IDE コーポーレーション有限会社が制作しています。
発売元：IDE コーポレーション有限会社 〒 530-0015

4

Product Manual

大阪市北区中崎西 1-1-24

