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Installation  
� Connect the gas inlet to a gas bottle 
equipped with a regulator. The gas inlet is an 
Oxygen Adaptor (9/16-18 R.H).  

� Connect the data wiring (Male XLR-5 
connector for DMX/RDM) if you are using a 
DMX or RDM controller. 

� Connect the power cord 100-250 VAC, 
50/60 Hz, 1415W.  

� Open the gas bottle (CO2 or N2 industrial 
grade, over 99% of purity), and set the 
regulator pressure between 50 and 60 
psi (3.5 and 4.1 bar, or 350 and 410 kPa).  

� Fill the reservoir with MDG Neutral Fog 
Fluid. 

Power ON the MDG Me2. 

Working with the keyboard (LOCAL Mode)  
� Verify the communication mode in the «INTERFACE  
COMM.  » . When the «AUTO» mode is activated, the 
MDG Me2 is then controlled by DMX, only if there is a signal. 
If the DMX wire is unplugged, the control remains local. 

� When the generator is manually switched to «UNIT ON»  mode («CONTROLUNITON»), the program starts the heating 
cycle for approximately 8 minutes («STATUSSTATE = % HEAT»). 
When the temperature reaches operating level, the Automatic Purging SystemTM (APS™) will be initiated 
(«STATUSSTATE = PURGE »). 
After the first purging cycle is completed (1 min), the generator is ready to produce fog («STATUSSTATE = READY »).  

� To produce Fog, switch the generator to «FOG ON»  mode («CONTROLFOGON»).  
The MDG Me2 will start to produce fog right away. 
Fog emission can be controlled by adjusting the working pressure of the internal reservoir («CONTROLPRESSURE»). 
 

The MDG Me2 will produce fog as long as the control parameters are within specifications, the fog fluid reservoir filled and 
the gas bottle pressurized.  

 

If a critical problem occurs, the fog generator automatically shuts down, and displays an error message in the Status  Menu . 

The most common errors are (check the manual for more details): 

� ERROR = P. LOW  Gas bottle is probably closed, empty or not connected. Check also the regulator pressure. 
� ERROR = P.  HIGH  The input gas pressure is too high (Pressure between 50-60 psi / 3.5-4.1 bar / 350-410 kPa). 
� ERROR = HEATER  Check the AC voltage. 
� ERROR = PCB HIGH  Move the generator to a colder location. 
  

操作方法
バルブをレギュレーターの搭載されたガスボトルに

接続してください。対応バルブは、酸素アダプター

(9/16-18R.H)モデルです。

DMX、RDMで制御する場合は、本体に搭載された

XLR-5pinコネクターにDMXケーブルを接続し、制御

卓と接続してください。

電源供給ケーブルを接続してください。(100v～

250VACに対応)50/60Hz, 1415w

接続したガスボトルのバルブを開いてください。

(99%以上の純度を持った工業用CO2,もしくはN2 )

レギュレーターの圧力を50～60psiの間に調整してく
ださい。(3.6～4.1bar、もしくは350～410kPa)
燃料タンクにMDG ニュートラルフォグ液が入っている
ことをお確かめください。

ERROR=P.LOW　ガスボトルの栓が閉じたままの状態か、空である可能性があります。レギュレーターの圧力を確認してください。

ERROR=P.HIGH　ガスの入力圧力が高すぎます。圧力を50～60psiの間に調整してください。(3.6～4.1bar、もしくは350～410kPa)

ERROR=HEATER　使用されている電源の電圧を確認してください。

ERROR=PCB HIGH　本体を環境温度の低い場所へ移動させてください。

キーボードでの操作（ローカル・モード/手元操作）について

MDG Me2本体の電源を入れてください。

操作モードの確認を行ってください。（INTERFACE → COMM. ）

“AUTO”になっている場合、DMX信号を受信している時のみDMXでの制

御へ自動で切り替わります。

“UNIT ON”モードにした場合、(CONTROL → UNITI → ON) 
本体はそこから約８分間のヒートアップが始まります。

ヒートアップ時間を確認する場合 (STATUS → STATE → % HEAT )

ヒートアップが完了した場合、自動で”浄化システム“（Automatic Purging System /APS™）へと移行します。(STATUS → STATE = PURGE )

１分間の浄化サイクルが終了すると、本体は煙の生成準備が整ったことを表示します。(STATUS → STATE = READY )

煙の生成する場合は、”FOG ON“モードにします。(CONTROL → FOG → ON) 
その後、すぐに煙が出力されます。

煙の排出量は、内蔵の貯蔵区画の使用圧力にて制御されます。(CONTROL → PRESSURE)

MDG Me2は、本体内の燃料とガスボトルからの圧力が満たされている限り、指定されたパラメーターで煙を生成し続けます。

もし何らかの問題が発生した場合、本製品は自動でシャットダウンされ、内蔵のディスプレイにて”Status Menu”の中でその症状を表示いたします。
以下代表的なエラーメッセージです。（詳細は説明書にてご確認ください）



 
 

Générateur de brouillard       Fog generators  
10301 av. Pelletier, Montreal, Quebec, H1H 3R2, Canada 
T  (514) 272-6040  ・  1-800-663-3020  ・  F  (514) 722-3229 

info@mdgfog.com       www.mdgfog.com 

Working with  DMX/RDM Control  (DMX Mode)  
� Connect a DMX line to DMX In connector ( Male XLR-5 connector). 
� Select the communication mode in the «INTERFACE  COMM.  » . When the «AUTO» mode is activated, the MDG Me2 
is then controlled by DMX, only if there is a DMX signal.  

� Set the DMX Start Address in the Interface Menu («INTERFACECOMM.DMX ADDR»), and choose any value between 
1 and 510 (512, last DMX channel).  
The DMX Start Address can be reassigned via a RDM control. 

The generator uses three (3) DMX channels: 

� Channel 1  0 (0%)  �  UNIT OFF   �  128 (50%)   � UNIT ON   �  255 (100%)  
� Channel 2 0 (0%) ‒ 255 (100%) , FOG OUTPUT (from minimum to maximum) 
� Channel 3 0 (0%)  �  FOG OFF �  128 (50%)   � FOG ON   �  255 (100%)  
 

Technical Specifications  
Maximum fog output (per minute): 200 m3 (7,063 ft 3) 
Fog colour: Pure white 
Particle size: 0.5 to 0.7 microns 
Fluid consumption: 2 L (59.5 oz / 0.53 US gal) per hour at 2.76 bar / 40 psi 
Fluid type: MDG Neutral TM Fog Fluid  ONLY 
 M.S.D.S. available on request 
Fluid reservoir: 2.5 l (0.66 US gal) bottle  
Gas type: Industrial Grade CO2 or N2  
Gas pressure input: 4.15 bar / 60 psi max 
Gas consumption: 2.68 kg   (5.9 lb) per hour at 2.76 bar / 40 psi 
Operating voltage: 100-250 VAC, 50/60Hz, 1 phase, 1415 W 
 Ground / Earth connection REQUIRED  
Operating temperature: 0 ºC to 50 ºC (32 ºF to 122 ºF) 
Operating humidity:  90 % relative humidity @ 50 ºC (122 ºF), non-condensing  
Storage temperature: -40 ºC (-40 ºF) to 60 ºC (140 ºF)  
Storage humidity: 80% relative humidity @ 60º C (140 ºF)  
Approval CE, CSA and UL pending 
Dimensions 30 cm (12”) H x 18 cm (7”) W x 61  cm (24”) L  
Weight: 17 kg (37 lb) 
 

 
… For further details, please read the  Operating Guide.  

DMX/RDMでの操作 (DMXモード)

本製品は3つのチャンネルを使用します。

機能詳細

DMX ケーブルにて本体の DMX 入力へ接続してください。(XLR-5PIN)

操作モードの確認を行ってください。(INTERFACE → COMM. )

“AUTO” になっている場合、DMX 信号を受信している時のみ DMX での制御へ自動で切り替わります。

DMXアドレスの設定を行ってください。(INTERFACE → COMM. →DMX ADDR)

1～510 ( 最終チャンネル 512) の中で、使用されるアドレスを設定してください。

使用される DMX のスタートアドレスは、RDM 制御機器にて変更することもできます。

0(0%)  UNIT OFF  / 128(50%) 以上 UNIT ON ～255 (100%)
0(0%)～255(100%)  煙の出力ボリューム
0(0%) 煙の出力 OFF / 128(50%)  以上 煙の出力 ON ～255 (100%)

チャンネル 1：
チャンネル 2：
チャンネル 3：

煙の最大出力 ( 毎分 )：

煙の色：

粒子：

燃料消費量：

燃料タイプ：

燃料タンク：

ガスタイプ：

入力ガス圧力：

ガス消費量：

使用電力：

使用環境温度：

使用環境湿度：

保存環境温度：

保存環境湿度：

承認：

本体サイズ：

本体重量：

MDG Neutral™ Fog Fluidのみ
ご要望に応じM.S.D.S 対応

100～250VAC, 50/60Hz, 単相、1415w 
（グランド、アース接続が必要です。）

200 ㎥

ピュアホワイト

0.5～0.7ミクロン

毎時 2L (2.76bar / 40psi 時 )

2.5L

工業用 CO2 もしくは N2

最大 4.15bar / 60psi

毎時 2.68kg (2.76bar / 40psi 時 )

０°C～50°C　

最大 90％ （50°C 時）, 水滴の発生無し

-40°C～60°C

最大 80％ （60°C 時）, 水滴の発生無し

CE, CSA, UL pending

高さ 30cm x 幅 18cm x 奥行 61cm

17kg


