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0． 　本体概観 / Over view
DUO(以下「本製品」)は吐出口を2つ有した浄化槽用のブロワーであり、タイマーにより使用する

吐出口を自動的に切り替えることが出来る。
DUO is a pump for aerobic treatment unit which has two ports and switches the ports automatically by timer.

1．   電源の入れ方 / How to turn on the power source

1.電源プラグを挿入する。

Insert the power supply cord in a plug socket.

2.電源スイッチをOFFからONにする。

Turn on the power switch.

システムは起動時に吐出口の位置検出を行った後、浄化プロセスを実行する。

⇒「DUO 欧州 操作マニュアル」　1.浄化プロセス参照
The system carries out a position detection of the ports when starting, then performs an purification process.

⇒refer to "DUO Instruction manual for EU"  1.Purification process

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218

吐出口2 

吐出口1 

電源SW アラームランプ 

電源コード 

プラグを差してからONにする！ 
Turn on it after inserting a power 

supply cord in a plug socket. 
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2．   本体操作 / Unit operation

ユーザーは本製品の基板を操作することで設定の変更や値の確認を行うことが出来る。
User is able to modify setting and confirm values with operating timer PCB.

・基板の場所 / Timer PCB position

1.フィルターカバー上部のねじを外す

Remove the screw of the upper filter cover.

2.フィルターカバーを取り外す

Remove the filter cover.

3.フィルターカバー裏の基板を操作する

Operate the timer PCB on the filter cover backside.

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218
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・制御部の概観 / Over view of timer PCB

・LCDの表示 / LCD display

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218

● ▲ ▼ 

現在のモードを表す。 

操作マニュアルにて後述する。 
It displays current mode.  
The details are described  in  
the  Instruction manual 
Auto    : 2. AUTO mode 
Manu. : 3. Manu. mode 
Set       : 4. Set mode 

現在のブロワー・ポートを表す。 
It displays current pump and port. 

ON/OFF : ブロワーの状態 
                  Pump state 

Port 1 2  :使用中の吐出口 

6桁の7セグ表示。 

時間幅を時:分:秒で表したり、 

文字を表記するのに用いる。 

 ⇒参考:操作マニュアル 6.エラー 
It displays time "hour, minute, second"  
and character in 6 digits, 7 segment. 

 ⇒refer  to "6.Error" in the Instruction manual 
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・コマンド / Commands

またボタンは各ボタンを単独、または複数で押下することによりコマンドを発行する。

具体的な操作は次項より詳述するがここではコマンドのみを以下に示す。
ここで　短  は1秒未満、 長 は1秒以上を意味する。

To command, push a button or several buttons.

Each command is shown below.

The detailed operations are described following pages.

Short press means pressing for less than 1 second, long press means pressing for 1 second and over.

▲ + ▼ 長 Option

▲ + ▼ long press

● + ▼ 5秒 Secret

● long press

● + ▼ 5 seconds press

▲ + ▼ 短 Edit

▲ + ▼ short press

● 長 Enter

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218

Operating Command

● 短 Select

操作 コマンド名

● short press

▲ 短 Increase

▲ short press

▼ 短 Decrease

▼ short press
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3．   初期値 / Initial value
以下にID00～ID10に登録されている初期値を示す。

・Initial value table

phase2

ID T1on T1off T1total T2off T3on T3off

00← 15m 5m 6h55m 0m 5m 0m

01 3h54m 0m 3h54m 0m 6m 0m

02 55m 0m 55m 0m 5m 0m

03 55m 0m 55m 0m 5m 0m

04 55m 0m 55m 0m 5m 0m

05 55m 0m 55m 0m 5m 0m

06 55m 0m 55m 0m 5m 0m

07 55m 0m 55m 0m 5m 0m

08 55m 0m 55m 0m 5m 0m

09 55m 0m 55m 0m 5m 0m

10 55m 0m 55m 0m 5m 0m

←　：　選択ID初期値
←: Selected initial value

4．   チュートリアル / Tutorials

例1) ID03 の値をロードする時

Ex1. Loading value of ID03

1.Select(●短)を二回でSetモードに移行
Press Select button "●" shortly twice to shift Set mode.

2.Edit(▲+▼ 短)でID選択画面へ移行

Press Edit buttons "▲ plus ▼" shortly to shift ID selection display.

phase3phase1

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 
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3.Inc.(▲短) or Dec.(▼短)でID03を選択する

Press Inc. button "▲" or Dec. button "▼" shortly, then select ID03.

4.Enter(●長)実行でID03の値をロードする

Press Enter button "●" for 1 second and over, then load ID03 value.

例2)ID00に任意の値を登録する

Ex2. Registering arbitrary value of ID00

1.先ほどの例と同様の手順でID選択画面でInc.(▲短) or Dec.(▼短)を

実行してID00に合わせる

Press Inc. button "▲" or Dec. button "▼" shortly in the similar procedures as described Ex1,

then select ID00.

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 
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2.Edit(▲+▼短)を実行してphase1編集画面へ移行する

Press Edit buttons "▲ plus ▼" shortly to shift phase1 editing display.

3.Inc(▲短)orDec(▼短)を実行してT1-on時間のhourを設定する

Press Inc. button "▲" or Dec. button "▼" shortly, then set hour of T1-on.

4.hourを設定したらSelect(●短)を実行してminの設定画面へ移行する

Next, press Select button "●" shortly to shift min. setting display.

5.同様にmin,secを設定したらEdit(▲+▼短)を実行してT1-off時間の設定画面へ移行する

After setting min. and sec. in the similar procedures, press Edit buttons "▲ plus ▼" shortly

to shift setting hour display of T1-off.

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 
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6.3-5の方法でT1-off,T1-totalのhour,min,secを設定したらEnter(●長)を発行して

phase2設定画面へ移行する

After setting hour, min. and sec. of T1-off and T1-total in the similar procedures 3 to 5,

press Enter button "●" for 1 second and over to shift phase2 setting display.

7.T2-off時間の時分秒を設定したら再びEnter(●長)を実行してphase3設定画面へ移行

After setting hour, min. and sec. of T2-off in the similar procedures, press Enter button "●"

for 1 second and over to shift phase3 setting display.

8.T3-on,T3-off時間の設定が完了したらEnter(●長)を実行して設定完了

After setting hour, min. and sec. of T3-on and T3-off in the similar procedures, press Enter

button "●" for 1 second and over. The setting is completed.

Ver.20151218

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 

● ▲ ▼ 
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5．   状態遷移図 / Screen transitions figure

【DUO 欧州 スタートガイド/DUO Start guide for EU】

Ver.20151218

Auto mode 

Edit(▲ + ▼ 短) 

Select(● 短 / ● short press) 

Manu. mode 

Set mode 

ID選択画面 / ID selection display 

Inc.(▲) or Dec.(▼) 

T1-on T1-off T1-total 

T3-on T3-off 

T2-off 

Select(● 短 /  

● short press) 
 

Log mode 

※3秒ごとに表示切替 / Switch each display every 3 seconds. 
 

Auto mode 

パラメーター表示 
Parameter display 

Option(▲ + ▼ 長) 
パラメーター表示  
Parameter display 

※any key が押されるまで繰り返し表示する 
The cycle is displayed repeatedly until user select any button. 

パラメーター表示  
Parameter display 

Inc.(▲) or Dec.(▼)で操作 
Setting by Inc.(▲) or Dec.(▼) buttons 

any key 

any key 

any key 

T1-on T1-off T1-total 

T2-off 

T3-on T3-off 

START 

パラメーター表示 / Parameter display 

Secret(● + ▼ 5 Sec) 

オプション設定 / Setting Options  

停電エラー  
ON/OFF 

使用ポートの 

設定 
アラートアイテム 

選択 

Secret(●+▼ 5sec)で値をリセット 
Reset the value by Secret (●+▼ 5 sec) button 

※Inc.(▲) or Dec.(▼)で設定変更/ Change set by Inc.(▲) or Dec.(▼) buttons 

Enter(● 長/ ● long press) 

Enter(● 長/ ● long press) 

Select(● 短 / ● short press) 

Select(● 短 / ● short press) 

Phase1 の編集 / Edit phase 1 

Edit(▲ + ▼ 短 / ▲ + ▼  short press) 

Edit(▲ + ▼ 短 / ▲ + ▼  short press) 

Enter(● 長/ ● long press) 

Enter(● 長/ ● long press) 

Enter(● 長/ ● long press) 

2秒経過 
Past 2 seconds 

2秒経過 
Past 2 seconds 

2秒経過 
Past 2 seconds 

Edit(▲ + ▼ 短 / ▲ + ▼  short press) 

Phase2 の編集 / Edit phase 2 

Phase3 の編集 / Edit phase 3 

Enter(● 長/  

● long press) 

Option(▲ + ▼ 長 / ▲ + ▼  long press) 

タイマー設定 / Timer setting 

Se
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 短
 /

 ●
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時 設定画面 / Hour setting display 

分 設定画面 / Minute setting display 

秒 設定画面 / Second setting display 

Inc.(▲短) or  Dec.(▼短)操作で、00～23の値を

選択。長押しで早送り可能。 

Select 00 to 23 with short press ▲ to increase 

value or ▼ to decrease value. To shift to a fast 点滅 
Blinking 

点滅 
Blinking 

Inc.(▲短) or  Dec.(▼短)操作で、00～59 

の値を選択。長押しで早送り可能。 

Select 00 to 59 with short press ▲ to increase 

value or ▼ to decrease value. To shift to a fast 

点滅 
Blinking 

Inc.(▲短) or  Dec.(▼短)操作で、00～59 

の値を選択。長押しで早送り可能。 

Select 00 to 59 with short press ▲ to increase 

value or ▼ to decrease value. To shift to a fast 
forwarding mode, long press the key. 

Select(● 短 / ● short press) 

Select(● 短 / ● short press) 
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