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アメリカ製

Pure-Take Pump:

• Purityポンプ︓
protector stops fluid from reentering the bottle
Pure-Take
・独特な吐出⼝構造により、外に出た液体がボトルに戻ることはありません。
• Locking Pump will not leak when engaged - suitable for travel
・ロック機能付きで漏れないので、旅⾏に最適です。
• One-handed operation frees operator’s hands for use
・⽚⼿で操作できるポンプです。
・精巧なバルブ弁なので、スムーズに操作できます。
• Precision machined valves for a smooth consistent operation
・カムロック式蝶番によりフタの開閉を保持でき、臭い漏れを軽減します。
• Cam-lock hinge keeps lid open and closed, reduces odors
・シリコンやラテックスを含んでいないので、特にクリーンな環境に最適です。
・38-400型の容器⼝に対応できます。
• No silicone or latex - perfect for ultra clean environments
・ワンプッシュで約0.2ccの液体を吐出します。
11/16”
(17 mm)

1-1/8”
(29 mm)

•

Compatible with any 38-400 threaded neck container

•

Dispenses approximately 0.2cc of liquid with each pump

ポンプの材質
ステンレススチール
持ち運び⽤ロック
あり
Pump Material
Stainless-Steel
ネックサイズ/ネジ⼭ 38-400
Locks for Travel カムロック蝶番
Yes
蓋タイプ
ガスケットの材質
F217
Tri-Seal Form
Neck Size / Thread
38-400

Lid-Type

Cam-lock hinge lid

ポンプのお⼿⼊れ︓
Gasket Material
F217 Tri-Seal Foam
液体の種類によってはディスペンサー内にカスが残る場合があります。時間の経過に
よって、この残留物がポンプの機能を低下させてしまう可能性があります。
Pump Care:

6RPHW\SHVRIÀXLGVPD\OHDYHDUHVLGXHLQWKHPHFKDQLVPRIWKH

本来の性能を保つためには、定期的に洗浄することをお勧めいたします。
dispenser. Over time, this can reduce the performance of the pump.
1-11/16”
(43 mm)

Occasional cleaning is recommended to maintain your unit to original
温⽔で泡⽴てた⽯鹸で全体を洗い、⽔で流してください。洗剤が残らないように、再
HႈFLHQF\
度きれいな⽔で洗い流します。ディスペンサーを煮沸したりスチームにあてることは
しないでください。⻑期間使⽤しない場合は、⽔洗いし、逆さにして乾燥した場所に
&OHDQE\ÀXVKLQJWKHPHFKDQLVPWKRURXJKO\ZLWKZDUPVRDS\ZDWHU)OXVK
保管してください。
the mechanism again with clean water to remove any soap residue. Do not
boil or steam the dispenser. For long periods of inactivity, pumps should be
ÀXVKHGIUHHRIOLTXLGDQGVWRUHGLQYHUWHGLQDGU\SODFH

Limited
Warranty, Warranty Exclusions, Limit of Liability and RMA
限定保証/保証対象外/損害保証⾦/返品について︓
限定保証/保証対象外/損害補償⾦/返品について︓
Request Instructions:
お客様は、ご使⽤前に製品が使⽤⽬的に適しているかどうかを判断し
Before using, users shall determine the suitability of the product for
、それに関連するいかなるリスクと責任も想定するものとします。
their intended use, and users assume all risk and liability whatsoever
弊社の取引条件に関する詳細はこちら
in connection therewith. See the Menda Terms and Conditions Mendapump.com/Terms-And-Conditions.aspx

仕様と⼿順は予告なく変更することがあります。特に記載のない限り、公差は±10％です。
6SHFL¿FDWLRQVDQGSURFHGXUHVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH Unless otherwise noted, tolerance is ±10%.

ディスペンサー、PURE-TAKE、ポンプ部のみ、ロック機能付き
PURE
TAKE, LOCKING, PUMP ONLY
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