
迅速再潤滑キット
ロールスロイス製エンジンのフ
ァンブレードおよびディスク用

  

-     機上で確認・修理保守を行う環境のた 
めの新テクニック

-     PL470により、ファンブレードの根元とダブテー 
 ルに優れたドライフィルム潤滑剤が実現します。

-     各キットは、特定のエンジンタイプ専用で、各種のク
リーニング用およびアプリケーター用パッド、ファンデ
ィスク・キースロットのマスキングクリップ、その他の
アイテムがセットになっています。

-     このキットに含まれるアイテムで行う迅速な14ス
テップの作業では、ファンブレードの根元にPL470
潤滑剤を塗布する前に、徹底したクリーニングを
行い、汚れや破片を取り除きます。

-     エンジンを取り外す必要がなくなるため、このプ
ロセスは運航と運航の間に、「機上で」行うこと
ができ、その結果極めて迅速なターンアラウンド
が実現します。これこそが、運航コストを大幅に
削減する一番のポイントです。
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Rapid Re-Lube Kit
for Rolls Royce Engine Fan Blades and Discs  

-      New technique for on-wing check and 
       repair maintenance environments.

-     A special Molybdenum Disulphide based material, 
      PL470 achieves an improved dry film lubricant on 
      the fan blade root and dovetail.

-     Each kit is designed to be used with a specific
      engine type and contains various cleaning and 
      applicator pads, fan disc key slot masking clips
      and other items

-      This rapid 14 stage operation, facilitated by the
       contents of the kit, entails thorough cleaning to 
       remove contamination and debris before the 
       application of PL470 lubricant to the fan blade 
       roots.

-      Because the engine removal is no longer required,
       this process can take place ‘on-wing’ between 
       flights resulting in a very rapid turnaround - a key
       function that siginificantly reduces operating costs.
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迅速再潤滑システム
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1.      せん断キーとストラップを取り外します。

2.      ファンブレードを清掃します。

3.      ファンブレード用クリーニングパッドを使って、ファンブレードのダブテー
ルの根元を清掃します。剥がれかけのドライフィルム潤滑剤（DFL）があれ
ば全て取り除きます。  

4.      糸くずの出ない布にクリーニング溶剤を含ませて、ファンブレード
の根元を清掃します。

5.      アプリケーターパッドとハンドル を組み立てます(A)。パッドをご使
用になる前に、ほつれた繊維を必ず取り除いてください。

6.      DFL容器をよく振ってから開けます。凝固したDFLがあれば取り除きます。

7.      DFLをペイントトレイに注いで出します（B）。注ぐ前に、乾燥してい
る潤滑剤があればペイントトレイから取り除いてください。 

8.      アプリケーター・ペイントパッドにDFLを含ませます(C)。ペイントトレイ
の端を使って、余分なDFLをペイントパッドから除いてください。
注意：ペイントパッドに液をつけすぎないでください。つけすぎると、
DFLをファンブレードの根元に塗布した時に液だれを起こしてしまいます。

9.      ペイントパッドをファンブレードの根元に図のように置き (D)、ゆっくりと
下に押し付けます。（D）のガイドラインに従い、ファンブレードの根元に
沿って均一な往復運動でDFLを塗布します。例えば、ファンブレードの左か
ら右へ動かした後には、右から左へ動かします。注意：ペイントパッドは使
っているうちに繊維がべたつき、パッドが劣化してくるため、ファンブレー
ド8枚分の塗布に使った後、新品に交換する必要があります（A）。

         強溶剤でアプリケーションパッドとクリーニングパッドを洗浄しない
でください。これらのアイテムは使い捨て用に設計されています。

10.    せん断キースロットに垂れ込んだDFLは、糸くずの出ない布にクリーニ
ング溶剤を含ませて拭き取ります。

11.    各ファンブレードの塗布が終わるごとにDFLを目視検査し、べディング表
面に均一な被膜があることを確認してください。

12.    DFLを10分間室温で乾燥させたあと、ファンブレードの反対側にもDFL
を塗布します。

13.    DFLを室温で30分間乾燥させた後、ファンブレードを組み立ててください。

14.      使用済みのアイテムは責任をもって正しく廃棄してください。

ファンブレードへの塗布

塗布方法説明DVD
も提供可能です 

Rapid Re-Lube System
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1.      Disassemble the shear keys and straps.

2.      Clean the fan blade.

3.      Clean the fan blade dovetail root using the fan blade cleaning pad.  
         Remove all loose Dry Film Lubricant (DFL).

4.      Clean the fan blade root using a lint-free cloth and solvent cleaning 
         solution.

5.      Assemble the applicator pad and handle (A).  Loose fibres must be
         removed from the pads before use.

6.      Shake the DFL container before opening.  Remove any congealed DFL.

7.      Pour DFL into the paint tray (B).  Remove any dried lubricant from the 
         paint tray before pouring.

8.      Apply DFL to the applicator paint pad (C).  Remove excess DFL from the
         paint pad using the edge of the paint tray.  NOTE: Do not overload the 
         paint pad as this will result in drips when the DFL is applied to the fan 
         blade root.

9.      Place the paint pad on the fan blade root as show (D) and press gently
         down.  Apply DFL in even strokes along the fan blade root and return,
         following the guideline as shown (D).  For example, from left-to-right of
         the fan blade and then from right-to-left.  NOTE: The paint pad must be 
         replaced after eight fan blade applications (A) as the fibres become
         sticky and the paint pad deteriorates.

         Do not clean Application and Cleaning Pads in strong solvent - they
         are designed for single use only.

10.     Remove any DFL drips on the shear key-slot using a lint-free cloth and
          solvent cleaning solution.

11.      Visually inspect the DFL after each fan blade application to ensure the
           bedding surfaces have been coated evenly (E).

12.      Allow DFL to dry for ten minutes at room temperature before application 
           of DFL to the reverse side of the fan blade.

13.      Allow the DFL to dry for 30 minutes at room temperature before fan 
           blade assembly.

14.      Dispose of all used item responsibly.

Fan Blade Application

Application DVD 
 available upon 
       request
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ファンブレード用クリーニングパッド

Marca do motor 

OMAT 4/70 (PL470) 
は別途購入のこと 
10 x 100ml –MOQ

ファンブレード用アプリケーターハ
ンドル

ファンブレード用アプリケーター
・ペイントパッド

ペイントトレイ

ファンディスク用クリーニン
グハンドル

ファンディスク用クリーニン
グローラー

ファンディスク用アプリケー
ターハンドル

ファンディスク用アプリケー
ターパッド

ファンディスク用キースロット

1       キースロットのマスキングクリップ
    （エンジンによって色を決める）

2       ファンディスク用アプリケーターハンドル

3       ファンディスク用クリーニングハンドル

4       ファンディスク用アプリケーターパッド

5       ペイントトレイ

6       ファンブレード用アプリケーターハンドル

7       ファンブレード用アプリケーターパッド

8       ファンブレード用クリーニングパッド

9       ファンディスク用クリーニングローラー

10     OMAT 4/70 (PL470) は別途購入のこと 10 x 100ml-MOQ

レッド (F) 
オレンジ (R) 

不要 不要グリーン イエロー ブルー ホワイト 4MK1はマゼンタ 

4MK2はブラック

詰め替えキット

クリーニングパッドや潤滑剤アプリケー
ターパッドが入った追加の詰め替えキッ
トもあります。この詰め替えキットには
エンジン整備に必要な全ての消耗品が含
まれています。ただし、オリジナルキッ
トから以下の部品は廃棄せず使い続けて
いただきます:

1   キースロットのマスキングクリップ
2   ファンディスク用アプリケーターハンドル
3   ファンディスク用クリーニングハンドル

OMATキット - フルキット - ブルーケース

* 詰め替え用の段ボール箱には含まれず

* 詰め替え用の段ボール箱には含まれず

* 詰め替え用の段ボール箱には含まれず

ファンディスク用アプリケーターパッド

ペイントトレイ

ファンブレード用アプリケーターハンドル

ファンブレード用アプリケーターパッド

ファンブレード用クリーニングパッド

ファンディスク用クリーニングローラー

* 詰め替え用の段ボール箱には含まれず OMAT 4/70 
(PL470) は別途購入のこと 10 x 100ml – MOQ

OMAT キット - 詰め替えキット- 段ボール箱
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1.      クリーニングハンドルとローラーを使って、ファンディスクのダ
ブテールスロットを清掃します（A）。剥がれかけのドライフィル
ム潤滑剤（DFL）があれば全て取り除きます。

2.      糸くずの出ない布にクリーニング溶剤を含ませて、ファンディス
クのダブテールスロットを清掃します（B）。

3.       
Trentのエンジンマークのみ。   キースロットのマスキングクリップ
を、切り欠き面を手前にしてファンディスクに挿入します。DFL
を塗布する前に、スロットの両側にクリップが挿入されているこ
とを確認してください（C）。

4.      ファンディスク用アプリケーターパッドとハンドルを組み立てま
す。アプリケーターパッドを使用する前に、ほつれた繊維を取り
除く必要があります。指でやさしくパッドをこすってから、糸く
ずのない布でふき取ると、抜けてしまった繊維を取り除くことが
できます。この段階でいくらか繊維が抜けるのは普通です。塗布
したDFLに少量の繊維が混じってしまうのも、DFLの性能に影響
することはないため、許容範囲内です。塗布したDFLに過度の繊
維が混じったり、繊維のかたまりが混じるのは許容できません。
そうなった場合は、アセトン (OMat 150）でDFLをふき取った後
に、再度DFLを塗布してください。

6.      DFLをペイントトレイに注いで出します。注ぐ前に、乾燥している
潤滑剤があればペイントトレイから取り除いてください。

7.      アプリケーターにDFLを含ませます（D）。注意：ペイントパッドに
DFLをつけすぎないでください。つけすぎると、DFLをディスクのダ
ブテールスロットに塗布した時に液だれを起こしてしまいます。

8.      アプリケーターパッドを図のようにファンディスクのダブテ
ールスロットに置きます（E）。ダブテールスロットの左側
に置き、左から表面まで押し上げます。ダブテールの端から
端まで、ディスクの前から後ろまで、そのあと後ろから前ま
で、均一なストロークでスロットの左側にDFLを１回塗りま
す（F）。そのあと、アプリケーターパッドをダブテールス
ロットの右側に置き、右から表面まで押し上げます。ダブテ
ールの端から端まで、ディスクの前から後ろまで、そのあと
後ろから前まで、均一なストロークでスロットの右側に１回
塗ります。全てのダブテールスロットにこの作業を繰り返し
てください。

注意点：塗布する前にマーキングクリップを挿入してください。
アプリケーターパッドは使っているうちに繊維がべたつき、パッ
ドが劣化してくるため、ファンディスク6枚分の塗布に使った後、
新品に交換する必要があります。          

強溶剤でアプリケーションパッドとクリーニングパッドを洗浄
しないでください。これらのアイテムは使い捨て用に設計され
ています。

9.       各ダブテールスロットの塗布が終わるごとに目視検査し（G）、
ベディング表面に均一なDFL被膜があることを確認してください。

10.    DFLを30分間乾燥させてから、ファンブレードを組み立ててください。

11.     使用済みのアイテムは責任をもって正しく廃棄してください。

ファンディスクへの塗布

16-25 Pentos Drive, Sparkhill, Birmingham, B11 3TA, UK　英国バーミンガム市
電話: +44 (0)121 702 2485
FAX: +44 (0)121 778 4338

電子メール: sales@indestructible.co.uk
ウェブサイト: www.indestructible.co.uk

5.      DFL容器をよく振ってから開けます。凝固したDFLがあれば取り除
きます。


