
ご使用上の注意

●本サービスは、弊社製品をご利用いただいているお客様のサポートを目的としています。修理などで部品を調べる際の参
考資料としてご利用ください。

●部品購入をご希望の場合は、代理店を通じてのご購入をお願い致します。必要に応じて代理店をご紹介いたしますので、
お問い合わせください。

●できる限り部品の供給を継続していますが、製品展開図（パーツリスト）に記載されている部品でも、一部お応えできな
い場合がございます。予めご了承ください。

●掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

電極式蒸気加湿器 WM-SEC03 ～ WM-SEC15タイプ 製品展開図



電極式蒸気加湿器 WM-SEC タイプ 製品展開図 ウエットマスター
対象型番 WM-SEC03、WM-SEC05、WM-SEC08、WM-SEC10、WM-SEC15

I

L3

L2
L1

L1

L2

esc

39 樹脂ドレンパン

38 トッププレート

17 シリンダ固定ノブ用ナット

36 シリンダ固定板

C

E

A

B

C

A

B
A

C
A

C

C

E

DETAIL A

E

L3
L2

L1

A

I

SEC03

SEC05～15

S
E
C
03

S
E
C
05
〜
15

16 電極コード固定ノブ

蒸気シリンダ

2 給水電磁弁

3 排水ポンプ

10 電源リレー

13 電流検知トランス

または

32 給水フレキシブル
チューブ

34 給水継手

33 給水フレキシブル
チューブ用パッキン

33 給水フレキシブル
チューブ用パッキン

5 内部給水
ホースセット

18 満水センサコード

15 電極コードセット

51 蒸気ホース延長管

46 蒸気ホース用
ホースバンド

49 エルボ
50 隔壁継手

52 蒸気ホース
配管接続継手

44 蒸気噴霧管セット

54 ドレン用軟銅管
45 蒸気ホース

53 蒸気ホース用サドル

11 コントローラ

12 コントローラ
ケーブル

19 操作パネル

20 電源スイッチ

30 ヒューズホルダ
（F1・F2用）

31 ヒューズホルダ
（F3用）

43 端子台

27 ヒューズ 2A
（F1・F2用）

48 排水ホース用
ホースバンド

47 排水ホース

41 取付金具

28 ヒューズ 1A
（F3用）

1

15 電極コードセット

14 制御回路トランス

29 ヒューズ 4A
（F4用）

9 集水カップ
（導電率センサ内蔵）

※イラストは SEC03 で表しています。他型番の場合、イラストと部品数が異なる場合があります。ご注意ください。
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電極式蒸気加湿器 WM-SEC タイプ 販売部品リスト ウエットマスター
対象型番 WM-SEC03、WM-SEC05、WM-SEC08、WM-SEC10、WM-SEC15

図番 部品名称 コード番号 仕様

1
【SEC03 用】蒸気シリンダ 222500-001 販売単位：1 個　O リング、ナット付

【SEC05・08 用】蒸気シリンダ 222500-002 販売単位：1 個　O リング、ナット付

【SEC10・15 用】蒸気シリンダ 222500-003 販売単位：1 個　O リング、ナット付

2
【SEC03 ～ 08 用】給水電磁弁 222500-025 販売単位：1 個　ホースバンド付

【SEC10・15 用】給水電磁弁 222500-026 販売単位：1 個　ホースバンド付

3 【SEC03 ～ 15 用】排水ポンプ 222500-029 販売単位：1 個　ホースバンド 2 個付

5 【SEC03 ～ 15 用】内部給水ホースセット 222500-032
販売単位：1 セット
内部給水ホース 1、内部給水ホース 2
オーバフローホース、ホースバンド（3 個）

9 【SEC03 ～ 15 用】集水カップ 222500-038 販売単位：1 個　一体型（導電率センサ内蔵）　

10
【SEC03・05 用】電源リレー 222500-122 販売単位：1 個　

【SEC08・10 用】電源リレー 222500-123 販売単位：1 個　

【SEC15 用】電源リレー 222500-124 販売単位：1 個　

11

【SEC03 用】コントローラ 222500-044 販売単位：1 個　

【SEC05 用】コントローラ 222500-045 販売単位：1 個　

【SEC08 用】コントローラ 222500-046 販売単位：1 個　

【SEC10 用】コントローラ 222500-047 販売単位：1 個　

【SEC15 用】コントローラ 222500-048 販売単位：1 個　

12 コントローラケーブル 222500-053 販売単位：1 本

13 電流検知トランス 222500-054 販売単位：1 個　

14 【SEC03 ～ 45 用】制御回路トランス 222500-055 販売単位：1 個　

15
【SEC03 用】電極コードセット 222500-057 販売単位：1 セット

【SEC05・08 用】電極コードセット 222500-058 販売単位：1 セット

【SEC10・15 用】電極コードセット 222500-059 販売単位：1 セット

16
【SEC03 用】電極コード固定ノブ 222500-063 販売単位：1 個　

【SEC05 ～ 65 用】電極コード固定ノブ 222500-064 販売単位：1 個　

17
【SEC03 用】シリンダ固定ノブ用ナット 222500-065 販売単位：1 個　

【SEC05 ～ 65 用】シリンダ固定ノブ用ナット 222500-066 販売単位：1 個　

18
【SEC03 ～ 08 用】満水センサコード 222500-069 販売単位：2 本

【SEC10・15 用】満水センサコード 222500-070 販売単位：2 本

19 【SEC03 ～ 15 用】操作パネル 222500-072 販売単位：1 個　

20 電源スイッチ 222500-074 販売単位：1 個　

27 【SEC03 ～ 65 用】F1・F2 ヒューズ 222500-081 販売単位：1 個　2A

28 【SEC03 ～ 15 用】F3 ヒューズ 222500-082 販売単位：1 個　1A

29 【SEC03 ～ 65 用】F4 ヒューズ 222500-084 販売単位：1 個　4A

30 【SEC03 ～ 15 用】F1・F2 ヒューズホルダ 222500-085 販売単位：1 個　2P

31 【SEC03 ～ 15 用】F3 ヒューズホルダ 222500-087 販売単位：1 個　1P

32 給水フレキシブルチューブ 222500-088
販売単位：1 本　3/4 × 600mm、下記 33 部品付

33 給水フレキシブルチューブ用パッキン（2 個）

33 給水フレキシブルチューブ用パッキン 222500-089 販売単位：1 個　3/4

34 給水継手 222500-090 販売単位：1 個　

図番 部品名称 コード番号 仕様

36
【SEC03 用】シリンダ固定板 222500-092 販売単位：1 個　

【SEC05 ～ 15 用】シリンダ固定板 222500-093 販売単位：1 個　

38 【SEC03 ～ 15 用】トッププレート 222500-098 販売単位：1 枚

39 【SEC03 ～ 15 用】樹脂ドレンパン 222500-099 販売単位：1 個　

41 【SEC03 ～ 15 用】取付金具 222500-102 販売単位：1 個　

43
【SEC03 用】端子台 222500-104 販売単位：1 個　

【SEC05 ～ 15 用】端子台 222500-105 販売単位：1 個　

44

【SEC03 用】蒸気噴霧管セット（H22-150mm） 129101-000

販売単位：1 セット

φ22、下記 54 部品付

54 ドレン用軟銅管

【SEC03 用】蒸気噴霧管セット（H22-300mm） 129102-000

【SEC03 用】蒸気噴霧管セット（H22-450mm） 129103-000

【SEC03 用】蒸気噴霧管セット（H22-650mm） 129104-000

【SEC03 用】蒸気噴霧管セット（H22-850mm） 129105-000

【SEC05 ～ 15 用】蒸気噴霧管セット（H30-150mm） 129111-000

販売単位：1 セット

φ30、下記 54 部品付

54 ドレン用軟銅管

【SEC05 ～ 15 用】蒸気噴霧管セット（H30-300mm） 129112-000

【SEC05 ～ 15 用】蒸気噴霧管セット（H30-450mm） 129113-000

【SEC05 ～ 15 用】蒸気噴霧管セット（H30-600mm） 129114-000

【SEC05 ～ 15 用】蒸気噴霧管セット（H30-900mm） 129115-000

【SEC05 ～ 15 用】蒸気噴霧管セット（H30-1200mm） 129116-000

【SEC05 ～ 15 用】蒸気噴霧管セット（H30-1500mm） 129117-000

45

【SEC03 用】蒸気ホース 1.5 ｍ 129201-015 販売単位：1 本　φ22 × 1.5 ｍ

【SEC03 用】蒸気ホース 2.5 ｍ 129201-025 販売単位：1 本　φ22 × 2.5 ｍ

【SEC05 ～ 15 用】蒸気ホース 1.5 ｍ 129202-015 販売単位：1 本　φ30 × 1.5 ｍ

【SEC05 ～ 15 用】蒸気ホース 2.5 ｍ 129202-025 販売単位：1 本　φ30 × 2.5 ｍ

46
【SEC03 用】蒸気ホース用ホースバンド 129230-022 販売単位：1 個　φ22

【SEC05 ～ 15 用】蒸気ホース用ホースバンド 129230-030 販売単位：1 個　φ30

47

排水ホース  0.5 ｍ 129244-005

販売単位：1 本

φ50 ×φ40 × 0.5m、下記 48 部品付

48 排水ホース用ホースバンド

排水ホース  1.5 ｍ 129244-015

販売単位：1 本

φ50 ×φ40 × 1.5m、下記 48 部品付

48 排水ホース用ホースバンド

48 排水ホース用ホースバンド 129240-040 販売単位：1 個　φ50

49
【SEC03 用】エルボ 129221-022 販売単位：1 個　φ22 用

【SEC05 ～ 15 用】エルボ 129221-030 販売単位：1 個　φ30 用

50
【SEC03 用】隔壁継手 129220-022 販売単位：1 個　φ22 用

【SEC05 ～ 15 用】隔壁継手 129220-030 販売単位：1 個　φ30 用

51
【SEC03 用】蒸気ホース延長管 129222-022 販売単位：1 個　φ22 用

【SEC05 ～ 15 用】蒸気ホース延長管 129222-030 販売単位：1 個　φ30 用

52
【SEC03 用】蒸気ホース配管接続継手 129223-022 販売単位：1 個　φ22

【SEC05 ～ 15 用】蒸気ホース配管接続継手 129223-030 販売単位：1 個　φ30

53
【SEC03 用】蒸気ホース用サドル 129231-022 販売単位：1 個　φ22 用

【SEC05 ～ 15 用】蒸気ホース用サドル 129231-030 販売単位：1 個　φ30 用

54 ドレン用軟銅管 220000-022 販売単位：1 個　φ10 × 1m、リングジョイント付
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