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取扱説明書
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。●お読みになったあとは、ご使用になる方がい
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製品についてご不明な点は、当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」までお問い合わせください。
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ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
ここには、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守
りいただくことを説明しています。

安全上のご注意

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

（※1）�重傷とは、失明やケガ、やけど（高温�低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療のために入院や長期通院を�要
するものをさします。

（※2）傷害とは、治療に入院や長期通院を要さないケガ、やけど、感電などをさします。
（※3）損害とは、家屋�家財、および家畜�ペットなどに関わる拡大損害をさします。

危険 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷（※1） 
などの危険がさしせまっているもの

警告 誤った取り扱いをしたときに死亡や重傷（※1）
などに結びつく可能性があるもの

注意 誤った取り扱いをしたときに傷害（※2）、また
は家屋・家財などの損害（※3）に結びつくもの

図
記
号
の
説
明

行為を禁止する
記号です。 例:

行為を強制、指示
する記号です。 例:

使用上の注意

危険

販売店、または専門業者以外の人
は絶対に分解・修理・改造をし
ない。
分解�修理�改造に不備があると異常動
作によりケガ、感電�火災などの原因に
なります。

濡れた手でスイッチ操作などを
しない。
また、電源プラグなどの電気製品には触れ
ないでください。感電の原因になります。

電源コードを破損したり加工し
たりしない。
重いものを乗せたり、加熱したり、引っ
張ったり、挟み込んだりすると電源�
コードが破損し、感電や火災などの原因
になります。

製品に水をかけない。
また、水を使って洗わないでください。
感電や火災の原因になります。

点 検・清 掃 時 は必ず元 電 源を 
切る。
危険な電圧の為、感電や故障の原因にな
ります。

操作パネル・排水口には、水は 
かけない。
水をかけると感電や故障の原因になります。



2安全上のご注意

使用上の注意

注意

使用上の注意

警告

製品の上に乗ったり、物を乗せた
りしない。
転倒�落下によるけが、こぼれた水による
漏電などの原因になることがあります。

可燃性スプレーを近くで使用し
ない。
また、近くに可燃物を置かないようにし
てください。スイッチの火花などで引火
し、火災の原因となる恐れがあります。

長期間使わない時は、電源プラグ
を外す。
感電やケガ、やけどなどの原因になるこ
とがあります。

丈夫で段差のない水平な場所に
確実に設置する。
設置上の不備は、転倒によるケガや故障
の原因になります。

湿気やほこりの多い場所に設置
しない。
火災や感電、故障の原因になります。

定期点検や清掃を行う。
製品の安全および性能を保つため、定期�
点検や清掃作業を行ってください。

物をぶつけたりして、強い衝撃を
与えない。
感電や故障の原因になります。

アースを確実に接続する。
未接続は感電や漏電、故障の原因になり
ます。

電源プラグは刃の根元まで確実
に差し込み、ほこりの溜まらない
ように定期的に清掃する。
火災や異常発熱の原因になります。

電源コードを傷付けたり、過剰な
ストレスを加えたり、加熱したり
しない。
火災や感電の原因になります。

作業中は指詰めに注意する。
手や指がノズルの可動やプレススポンジ�
の開閉に挟まれたり巻き込まれたりする
と、ケガや故障の原因になります。

製品内部の配線は絶対に変更し
ない。
配線変更に不備があると、感電�火災�
などの原因になります。

水のかかりやすい場所に据え付
けしない。
製品に水がかかると感電�火災などの�
原因になります。

可燃性ガスの漏れる恐れのある
場所へは据え付けしない。
万一ガスが漏れて製品の周囲に溜まると
発火の原因になります。



3各部の名称

1プレス吸引部

断熱スポンジ
（灰色）

ヒーター（肌色）

ノズル

断熱プレススポンジ
（オレンジ色）

フィルタースポンジ

プレスフレーム

フィルターパイプ

透明管

フィルター下部

外　観

フィルター上部

パンチング板

フィルター締付ナット

ステンレスシャフト

排水弁（ベロ）

プレス吸引部1

外側排水フィルター2

ヒーターフレーム

2外側排水フィルター



4各部の名称

ブレーカー

電 　源

スタート

リセット

シ ー ル

外観（パネル、スイッチ）
③タッチパネル

④リセットボタン

⑤シールボタン

⑥スタートボタン

①電源スイッチ

②ブレーカースイッチ

No. 名　称 説　明

① 電源スイッチ
（ブレーカー）

｜：電源（ブレーカー）をONにします。
○：電源（ブレーカー）をOFFにします。

② ブレーカースイッチ
定期的にボタンを押して、ブレーカーがOFFになることを●
確認してください。
※●このボタンはテスト用なので、電源OFFにする目的では●
使用しないでください。

③ タッチパネル 操作および、機器の状態を表示します。

④ リセットボタン 動作をリセットすることができます。

⑤ シールボタン シール開始の操作ができます。

⑥ スタートボタン 真空包装開始の操作ができます（AST●OFF時に使用）。

外観寸法図

寸法単位：mm(小数点以下切り上げ)

801

32
1

51
7
48
5

287

14
2

11
0

467

81706



5各部の名称

作業選択（７～１１ページ）
No. 名　称 説　明

① ベーシックパック

基本的なパック作業を行うモードです。
＜自動シール＞ 目標値として設定した真空度に達すると、●

自動でシールを開始します。
＜手動シール＞ 製品の状態を見ながら真空度を調整し、●

シールボタンを押すと、シールを開始します。
② シンプルパック パック登録した内の10種類のみ表示されます。

③ メモリーパック パック登録した内容を設定No.で選択し、表示します。

④ ツインシール 自動的に2回シールを行い、密封度をアップします。

⑤ 多機能 パックの各種設定と、パック数のカウントを行うモードです。

⑥ シール記録 本体内に記録された3,000パック分の履歴が確認できます。

⑦ パック登録 パックの設定・登録作業を行います。

⑧ 機械調整 機械調整画面に進みます（詳細は6ページ）。

制御設定
No. 名　称 説　明
⑨ 緊急リセット 緊急時のリセットボタン機能です（詳細は12ページ）。

⑩ 挟込み検知
袋以外の物の挟込み検知機能の設定ができます（詳細は12
ページ）。

⑪ AST設定 自動包装の各種機能が設定できます（詳細は13ページ）。

⑫ 仕様設定 販売店、専門業者による管理画面です。ご利用頂けません。

⑬ 電圧監視 電圧の異常低下を監視し、報知設定ができます。

⑭ 予熱冷却 シール後のパック終了方法を設定できます（詳細は14ページ）。

タッチパネル

●メニュー画面

●②●⑤●⑩●⑬ ●⑦

●①●④●⑨●⑫

●③●⑥●⑪●⑭ ●⑧
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■操作ボタンの色分け
液晶画面の操作ボタンは、枠色がオレンジ、灰色の二通り
あります。

この枠色により、ボタンの機能が分けられております。

①●●オレンジ ボタンを押すと、別の作業画面に進みます。

②●● 灰●色 ●ボタンを押すと、作業の機能が変ります。●
（例.自動/手動●等）

■数値の表示枠
③●●水色背景枠 ●水色背景をタッチすると、数値の入力ができます。

④●●白色背景枠 現在の状態を表示します。

各部の名称

点検項目
No. 名　称 説　明
① 入力確認 現在の各設定状態が表示されます。

② メンテナンス 商品情報・異常履歴の表示、初期化ができます。

③ 原点確認 プレスとヒーターの原点位置が確認できます。

④ ポンプ設定 ポンプ電源・手動スイッチが設定できます。

⑤ マニュアル 各部名称、真空吸引の操作方法をご案内する画面に進みます。

⑥ 洗浄 ノズルやホースの洗浄ができます（詳細は15ページ）。

⑦ フレーム清掃 ヒーターフレーム、プレスフレームの清掃のため、フレーム●
閉じができます。

⑧ グラフ表示 電流真空温度、真空度、温度の状況がグラフ表示されます。

⑨ フレーム開閉 ヒーターフレーム、プレスフレームの開閉ができます。

タッチパネル

●機械調整画面

●①●③●⑥

●⑤●⑧

●②●④●⑦●⑨

①

②

④

③



7使用方法

①●電源コンセントに電源プラグを差し込みます。●
電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。

②電源スイッチ（ブレーカー）をONにします。→タッチパネルが表示されます（約10秒後）。

③● シール ボタンを押して、ヒーター温度を予熱温度まで上昇します。●
30分以上操作しなかった場合は、ヒーターが自動でOFFになります。

①●メニュー画面→ ベーシックパック を押してくだ
さい。

②パック、ASTのモードを選択をしてください。

<設定説明>

自動シール ● ●目標値として設定した真空度に達す
ると、自動でシールを開始します。

手動シール ● ●製品の状態を見ながら真空度を調整
し、 シール ボタンを押すと、シール
を開始します。

AST●ON ● ●袋を入れるとセンサーが反応し、自動
スタートします。

AST●OFF ● ●袋を入れた後、 スタート ボタンで●
スタートします。

注  意

●指詰めにご注意ください。
●・袋の持ち方は「吸引法」をご覧ください。タッチパネル画面の・
⑤ マニュアル ボタンを押しください（詳細は6ページ）。

手動 
シール

使い始めに

ベーシックパック（自動/手動）
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■自動パック
AST●ON 設定時の説明です。

①●タッチパネルの真空度（%）、予熱温度、シール●
温度、シール時間を設定します。
※●各項目の水色背景をタッチして、数値入力が●
終わったらENTを押してください。
ENT ● 決定● ESC ● 戻る
BS ● 一文字削除● CLR ● 全て削除

注  意

●・真空度を99%以上に設定しないでください。

②●袋をセットするとセンサーが反応し、自動で●
スタートします。
AST●OFF 時は、スタート ボタンを押してください。

③●袋がプレスされ、吸引を開始します（設定した真
空度まで吸引します）。

④●設定した真空度に達すると、自動的にシール（密
封）します。

注  意

●・自動でシールが開始されない場合は、 シール ボタンを押して
ください。

■手動パック
AST●ON 設定時の説明です。

①●タッチパネルの真空度（%）、予熱温度、シール温度、シール
時間を設定します。
※●各項目の水色背景をタッチして、数値入力が終わったら
ENTを押してください。
ENT ●決定● ESC ● 戻る
BS ●一文字削除● CLR ● 全て削除

②袋をセットするとセンサーが反応し、自動でスタートします。
AST●OFF 時は、スタート ボタンを押してください。

③袋がプレスされ、吸引を開始します。

④●お好みの真空度になったら、シール ボタンを押して、シール（密封）します。

使用方法

ブレーカー

電 　源

スタート

リセット

シ ー ル

シールボタン

スタートボタン

■AST ON■
袋挿入で自動的に包装開始

AST
ON

手動 
シール

■AST ON■
袋挿入で自動的に包装開始

AST
ON

水色
背景



9使用方法

①メニュー→ ツインシール を押してください。

②●各項目の設定方法、真空開始〜パック操作につい●
てはベーシックパック設定をご参照ください●
（詳細は7ページ）。

③一度目のシールが完了後、フレームが開きます。

④●「ツインシール待ち時間」で設定した時間後に●
再シールのためプレス吸引部が閉まります。

①メニュー画面→ パック登録 を押してください。

②●No.名部分を押して名前を設定（カタカナ4文字）
し、ENT を押します。

③●「予熱」「真空」「シール温度」「シール時間」「終了●
温度」をそれぞれ設定入力します。　　

注  意

「予熱」は、シール温度より高く設定できません。

④最後に 保存 を押してください。

注  意

●登録可能上限はNo.0〜9の10件です。
●・パック条件登録時、終了温度は、設定温度により自動的に終了・
方法が判定されます（詳細は14ページ）。

ツインシール

パック登録
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①メニュー→ メモリーパック を押してください。

②●「パック登録」で設定したNo.を入力します。●
No.横の水色背景の「＊」をタッチして0〜9の
No.を入力してください。

※●登録 ボタンを押すと、パック登録内容を確認・
変更できます。

③●真空開始〜パック操作についてはベーシック
パック設定をご参照ください（詳細は7ページ）。

①メニュー→ シンプルパック を押してください。

②●「パック登録」で設定したNo.1〜5がボタンで選
択、もしくはNo.横の水色背景の「＊」をタッチ●
して0〜9のNo.を入力してください。

③●お好みの登録内容を選択してください。

④●真空開始〜パック操作についてはベーシック
パック設定をご参照ください（詳細は7ページ）。

メモリーパック

シンプルパック
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①メニュー→ シール記録 を押してください。

②●本体内に自動記録した3,000パックの記録を●
確認出来ます。

①メニュー→ 多機能 を押してください。

②シール管理の「目標数」を入力します。　

③●シール管理の St ボタンを押し、計数をスタート
します。

④●各項目の設定方法、真空開始〜パック操作につい●
てはベーシックパック設定をご参照ください●
（詳細は7ページ）。

※●実績数に変更がある場合は、タッチパネルで調整
してください。

<設定説明>

+1 ● シール数増やす

-1 ● シール数減らす

St ● 計数スタート

rst ● 計数停止

シール記録

多機能



12制御設定

①メニュー→ 緊急リセット を押してください。

②●「リセット切替」を押すと、「緊急リセット」が有効
になります。

注  意

●・パネル上の リセット ボタンが故障した際の緊急措置機能です。

●・一度切電すると、緊急リセット 機能は自動的に無効に戻ります。

①メニュー→ 挟込み検知 を押してください。

②各項目の設定を選択してください。

<設定説明>

プレス閉異常検知設定

ON ● ●プレス閉時、異常を検知します。

OFF ● ●プレス閉時、異常を検知しません。

緊急リセット

挟込み検知



13制御設定

①メニュー→ AST設定 を押してください。

②設定を選択してください。

①メニュー→ 電圧監視 を押してください。

②設定を選択してください。

<設定説明>

ON ● ●電圧が低下すると、赤いエラー画面に変わり
動作がストップします。

OFF ● ●電圧が低下しても、作業継続できます。

<設定説明>●AST（オートスタートの略）

AST開始時間 ● ●AST開始時間の設定ができます。

AST機能 ● ●AST機能のON/OFFが設定でます。

ON ●●袋を挿入すると、自動でパッ
ク開始。

OFF ●●袋を挿入して スタート ボタ
ンを押すと、パック開始。

袋検知光 ● ●袋を検知した際の、青いライトの
ON/OFFが設定できます。

袋検知音 ● 音の種類が変更できます。

AST設定

電圧監視



14制御設定

①メニュー→ 予熱冷却 を押してください。

②設定を選択してください。

<設定説明>

冷却終了（60℃以上） ● ●ヒーターが冷却温度まで下が
りパック終了（気泡を減らした
い時）。

予熱終了（0℃） ● ●ヒーターが予熱温度 -1.5℃●
まで下がりパック終了（通常の
使用）。

予熱冷却



15お手入れ方法

①操作画面を 洗浄 モードにします。
※メニュー→ 機械調整 → 洗浄
※もしくは ベーシックパック の 洗浄 ボタン

注  意

●・洗浄の際は、吸水した水が排水されるので、必ず排水量に合わせ
た容器を用意し、排水弁の下にセットしてください。
●お湯を使用される場合は、やけどにご注意ください。

●本製品を末永くお使いいただくため、使用後のたびにお手入れをしてください。

●●使用後にお手入れを怠ると、製品に損傷を与える可能性があります。

② AST をONにし、自動モードにします。

③●幅狭で長めの袋に、ぬるま湯・アルコール製剤
（食品添加物）を入れ、真空パックと同じ要領で洗
浄作業を行います。

④●ぬるま湯・アルコール製剤（食品添加物）の入った●
袋をノズルにセットします。

⑤●プレスが閉じたら、すぐに袋の底を上に持ち上げ、
液体を吸引させ、吸水が終わったら、すぐに袋を
下げます。

注  意

●・一度の吸引の量は80mL以下でお願いします（1サイクル④〜
⑤毎に排水されます）。
●・ブザーが鳴ったら袋を下げてください。上げたままだとプレス
が開き水がこぼれるのでご注意ください。

⑥●本体右側の排水フィルターから、汚れたお湯が●
排水されます（水がきれいになるまで、④〜⑤の●
動作を繰り返し行ってください）。

注  意

●・洗剤等をご使用した場合は、最後に水・ぬるま湯等できれいに
洗い流してください。
●・ノズルは、食材と接する部位となります。パック前には必ずノズ
ルの表裏面をアルコール製剤（食品添加物)で清掃してください。

AST
ON

ノズルの洗浄
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■洗浄　
①●付属のレンチで外側排水フィルターの上のフィ
ルター締付ナットを外す。

②●透明管、フィルタースポンジ（2枚）、フィルター●
下部を取り外す。

③●取り外した部品（透明管、フィルタースポンジ（2枚）、
フィルター下部）を中性洗剤で洗浄する。

注  意

フィルター下部と排水弁（ベロ）まわりの掃除も忘れずに行ってく
ださい。

④洗浄した部品の水気を取り、十分に乾燥させる。

注  意

スポンジフィルターは十分に乾燥せず組み立てを行うと、カビが
発生することがあります。

フィルター締付ナット

フィルター締付ナット

フィルター 
スポンジ 

（2枚）

透明管

フィルター 
下部

排水弁 
（ベロ）

取り外し方向

■組み立て
①●フィルタースポンジ2個の穴を合わせた状態で
重ね、大穴の方にフィルターパイプを通す。

②透明管をフィルター下部の円盤溝にセットする。

③●ステンレスシャフトをフィルタースポンジの中央
穴に通す。

④●フィルター下部を下から上へ押し上げながら、
フィルター締付ナットを、付属のレンチで十分に
締める。

注  意

●・締付けナットを締め込み過ぎると、フィルター下部の破損の原
因になります。
●・透明管や排水弁の汚れによるズレ、フィルタースポンジのかみ
込み、締付ナットの緩みがあると、真空度が上がらない原因に・
なります。

スポンジを
穴に合わせて
通す

ステンレスシャフトを 
通しながら組み立てる

フィルター 
パイプ

外側排水フィルターの洗浄
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定期点検

半年〜1年に1度の点検

●電源プラグが電源コンセントに確実に差し込まれていますか?
　⇒差し込みが緩い場合は、確実に差し込み直してください。

●電源プラグにほこりが堆積していませんか?
　⇒ほこりが溜まっている場合は、清掃してください。

●電源プラグやその他の電気系統において、異常な発熱などはありませんか?
　⇒●使用せず、お買い求めの販売店、または当社「お問い合わせ窓口（裏表紙

に記載）」にご連絡ください。

■●湿らせた不織布等で清掃してください。
　本体、タッチパネル、耐熱プレススポンジなど、汚れをきれいに拭いてください。

■アルコール製剤（食品添加物）で清掃してください。
　ノズルは食材と接する部位となりますので、特に清潔を保ってください。
　※パック前にもノズルの表裏面を清掃してください。

性能を保つため、定期的に次の点検を行ってください。
ご不審な点がありましたら、すぐにお買い求めの販売店、または当社「お問い合わせ窓口（裏表紙
に記載）」にご連絡ください。

本体の清掃



18エラー画面について
異常が検知されると、エラー画面が表示さ
れます。

① リセット ボタンを押してエラー解除する。

ブレーカー

電 　源

スタート

リセット

シ ー ル

②●右下の 点検表示 ボタンを押して、内容を確認し
てください。

③ 戻る ボタンでメニュー画面へ戻ります。

注  意

「点検表示」の内容に沿って問題が解決しない際は、電源スイッチ
をOFFにし電源プラグを抜いた上で、お買い求めの販売店、また
は当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」にご連絡ください。



19故障かな?と思ったら
お買い求めの販売店、または当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」にご相談いただく前に、●
次の点検を行ってください。

症　状 原　因 対●処●方●法 ページ

正常に運転しない●
とき

『電源スイッチ（ブレーカー）』が
OFFになっている 『電源スイッチ（ブレーカー）』をONにする。 4

電源プラグが確実にコンセントに
差し込まれていない 電源プラグを確実に差し込む。 ―

設備側のブレーカーが●
OFFになっている ブレーカーをONにする。 ―

停電している 停電が解消されるのを待つ。 ―

上記以外 お買い求めの販売店、または当社「お問い●
合わせ窓口」にご連絡ください。 ―

タッチパネルが●
正しく反応しない タッチパネルが汚れている タッチパネルを湿らせた不織布で清掃する。 17

シール部分の●
接着不良

ヒーター線・耐熱プレススポンジの
汚れ付着

清掃してください。清掃しても汚れが取れ
ない場合は交換が必要となります。 17

包装袋の接着のシールが弱い、●
剥がれてしまう、または溶ける

包装袋の材質・厚さを適正なものに交換●
してください。 ―

シール時間が短い、もしくは●
シール温度が低い

シール時間を今より長くするか、シール温
度を高く設定する。 ―

ヒーターフレームの閉まりが●
悪い

お買い求めの販売店、または当社「お問い●
合わせ窓口」にご連絡ください。 ―

ヒーター線が切れている お買い求めの販売店、または当社「お問い●
合わせ窓口」にご連絡ください。 ―

シール部分の●
焼きつき

シール時間が長い、もしくは●
シール温度が高い

シール時間を今より短くするか、シール温
度を低く設定する。 ―

ヒーターフレームの開きが遅い お買い求めの販売店、または当社「お問い●
合わせ窓口」にご連絡ください。 ―

真空度が●
上がらない

ノズルの詰まり ノズルの洗浄を行う。 15

外側排水フィルターの●
取り付け不良

透明管や排水弁の汚れによるズレ、フィル
タースポンジのかみ込み、フィルター締付
ナットの緩みを確認してください。

16

上記の点検を行っても直らないときは、ご自分で修理なさらず、下記の機能停止操作を行ってください。
そのあと、お買い求めの販売店、または当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」にご連絡ください。

機能停止操作 ●●電源スイッチを『OFF』にし、電源プラグを抜く。

次の症状のときは、ただちに運転を停
止して、お買い求めの販売店、または
当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記
載）」にご連絡ください。

（1）ブレーカーがたびたび落ちるとき。
（2）電源プラグやコードが異常に熱いとき。
（3）スイッチなどの動作が不確実なとき。
（4）本体内部に誤って異物や水が入ってしまったとき。



20仕 様

項　目 内　容
名称 シュットマン
型式 AST-7-400

外形寸法（W×D×H）mm W801×D321×H517（mm）
製品質量 68kg
電源電圧 単相AC100V�50/60Hz
消費電力 最大1.1kW
材質（外装） SUS304
真空方式 ノズル式
真空ポンプ ダイアフラムドラム真空ポンプ
シール方式 熱線加熱方式

対応可能な袋口の最大幅 400mm
有効シール長さ 100〜400mm

備考 —

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

シュットマン AST-7-400 仕様書 屋内用



21保証とアフターサービス

保証について

●本製品に保証書が付いています。
保証書の内容をご確認いただき必要事項をご記入のうえ、大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げの日から1年間です。
なお、保証期間中でも無料保証できないことがありますので、保証書をよくお読みください。

● 保証期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、または当社「お問い
合わせ窓口（裏表紙に記載）」にお問い合わせください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

●保守部品の最低保有期間は、製造日から5年です。
保守部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
最低保有期間が経過した場合、修理が不可能になるか、可能であっても、修理費用や修理期間が
保有期間内とは異なることがあります。
保有期間内であっても、部品供給メーカー等の都合で、修理が不可能になる場合があります。

アフターサービスについて

●アフターサービスでお困りの場合は
アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合はお買い求めの販売店、または
当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」にお問い合わせください。
※故障の場合は、“ご購入日”“本製品の型式”“できるだけ詳しい故障状態”をお知らせください。

●転居されるときは
ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって
お買い求めの販売店、または当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」にご連絡ください。
ご転居先での販売店、または最寄りの当社サービス拠点を紹介させていただきます。



22メンテナンスマニュアル
販売店、または専門業者以外の人は絶対に分解・修理・改造をしないでください。

不当な修理や改造による故障・損傷による間接的な損害に対して、当社は一切責任を負いません。

警告

●・安全の為、手袋などで手を保護し、ケガなどに十分に注意し作業を行ってくだ●
さい。

●・部品の交換や調整を行う際には、必ずメインスイッチの電源を切り、電源プラグ
を抜いてから作業を行ってください。事故、けがの原因となります。十分に注意●
して作業を行ってください。また、やけどの原因となりますので、ヒーターまわ
りの作業時には、必ずヒーター部の温度が下がっていることを確認してから行っ
てください。取扱説明書を熟読の上、作業を行ってください。

ノズルが正しく開閉しない場合は、シャフトの清掃を行ってください。

準備するもの
●プラスドライバー

●アルコール（シャフト清掃用）

●不織布（キッチンペーパー等）

●食品機械用潤滑油

③奥の駆動部分を支えるシャフトを清掃する。

①電源を切り、電源プラグを抜く。

②背面カバーのネジを外し、背面カバーを外す。

シャフト

シャフト清掃
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（1）●アルコールを浸み込ませた不織布（キッチン●
ペーパー等）で2本のシャフト全体を拭き、●
付着物を除去する（詳細は22ページ）。

（2）●アルコールを十分に乾燥させた後、食品機械
用潤滑油を清掃したシャフト全体に注油する。

（3）●本体正面から手動でノズルを左右に動かし、
シャフト全体に食品機械用潤滑油をなじま●
せる。

④背面カバーを取り付けます。

準備するもの
●プラスドライバー

①電源を切り、電源プラグを抜く。

②前面カバーのネジを外し、前面カバーを外す。

耐熱プレススポンジ交換
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③耐熱プレススポンジの交換をする。

④●耐熱プレススポンジの装着後、前面カバーを取り付けます。

レールより耐熱プレススポンジを取り外し、新しい耐熱●
プレススポンジを浮きがないよう、しっかり押し込むよう
に取り付ける。

耐熱プレススポンジ（オレンジ色）
上下2本ずつ、合計4本

注  意

耐熱プレススポンジのはみ出し部分は
両端1cm以内になるように調整する。

準備するもの
●プラスドライバー

①電源を切り、電源プラグを抜く。

②●前面・背面カバーのネジを外し、前面・背面●
カバーを外す。

1cm

ヒーター線交換
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③●背面右下の端子台からヒーター線と温度センサー線を外し、線を前面に引き出しておく。

④●前面の下のプレスフレームを外す。

（1）プレスフレームの両端のネジを外す。

（2）プレスフレームを外す。

⑤●ヒーターターミナルナット・ワッシャー（左右2ヵ所）を外す。

温度センサー線（白い線2本）

ヒーター線（黄色い線2本）端子台

ネジ

ヒーターターミナルナット

ワッシャー

プレスフレーム

ネジ
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⑥ヒーターを外す。

⑦ヒーターを取り付ける。
ヒーターの取り付けは、取り外し方法の逆の手順で行います。

⑧プレスフレームの4ヵ所をネジで取り付ける。

⑨前面・背面カバーを取り付ける。

⑩●最後に電源を入れます。●
最後に電源を入れることで、下がっていた耐熱スポンジ部が自動的に元の位置に戻ります。

（1）●ヒーターの両端の黄色のヒーター線を左右の穴に
20cm程度入れる。

（2）●白色の温度センサー線を中央の穴に折れ曲がらないよ
うに、下に20cm程度入れながら、左右交互に少しずつ
下に引っ張りながら最後まで入れる。

（3）左右ヒーターターミナルのネジをしっかり締める。

（4）●ヒーター線、温度センサー線を端子台にネジで締め取
り付ける。
ヒーター線は下2段、温度センサー線は上2段に取り付
けますが、極性がないので、それぞれの線は上下どちら
に付けてもかまいません。

注  意

ヒーター線を取り外す際に、ワッシャーを取り外す。

注  意
●ヒーターを交換した際は、再度シール温度を確認してください。
●異常発生によるヒーター交換後は、液晶パネルの「異常クリヤ」ボタンで異常表示を消去してください。
※異常発生表示のクリヤ方法はエラー画面についてをご参照ください（詳細は18ページ）。

ワッシャー

左右のヒーター線をネジ穴から少しずつ引き出しヒーターを
引き上げながら真ん中の温度センサー線を一緒に引き抜く。

温度センサー線

ヒーター線

（1） （2）

ヒーター線のネジを締める

端子台にヒーター線、温度センサー線
を取り付ける。

温度センサー線

ヒーター線

注  意

端子台のネジは緩むと発熱するので、
しっかりと締めてください。



仕 様

●お問い合わせ窓口では、製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ、最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。

お問い合わせ窓口

サラヤ株式会社
電話受付：平日（土日および祝祭日、弊社休日を除く） 9：00～18：00

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525　URL.https://www.saraya.com/

20190404-00WEB/MS


