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操作を始める前に必ずお読みください。 
 

ご使用の前に本マニュアルをお読みいただき、特に「安全上の注意事項」について十分にご理解いただいた

上で、ご使用頂きますようお願いいたします。  

この取扱説明書は無くさないよう大切に保管するとともに、必要な時にはいつでも読めるようにして下さい。 

株式会社 北
き た

 越
こ し

 
〒352-0024    TEL.048-423-2115  FAX.048-423-2127  

埼玉県新座市道場 1-8-8  Kitakosi＠mars.plala.or.jp 
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一般： 
予告なしに本マニュアルを変更することがあります。 

製造元は、使用者の不注意、不適切な使用による損害について責任を負いません。 

・ 不適切な設置 

・ 誤った電源供給 

・ 本マニュアルの機器の導入方法に従わない 

・ 機器の改造 

・ 純正部品の以外の使用 

・ 本マニュアルの機器の使用方法に従わない 

 

開梱： 
不要になった梱包材は、各地域の規制に従って廃棄してください。 

ミキサーをパレットから外す前に、全ての部品があることを確認してください。 

・ ボウルリフト用ハンドル 

・ 樹脂製セーフティーガード 

・ ボウル、ホイッパー、ビーター、フック 

・ スクレーパー＆ブレード 

 

移動： 
 

移動の際には必ずリフトなどの機器を使用して行って下さい。 

ミキサー上部に重心があることを考慮して余裕を持って作業を行ってください。 

ボウル部やリフトハンドルを持って本体を引っ張らないでください。 

本体は常に立てた状態にして下さい。 
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設置： 
機器の周辺温度は 45℃以下に保ってください。 

ミキサーをテーブルに乗せる場合、ボルトで固定してください。 

その際には、M6の 90mm＋テーブルの厚さのボルトを 4本使用します。 

ベンチスタンドを使用する場合は、床に直接設置することが出来ます。 

その際には、アンカー止めをすることを推奨します。 

床が水平で無い場合には、板などを挟んで調整することが出来ます。 

電源プラグが差し込まれているか、常に見えるように設置して下さい。 

通常の使用およびメンテナンスに必要なスペースを確保してください。 

 

電気接続： 
使用者自身で電源コードを差し込みます。 

 

本体をコンセントに接続する前に、本体後方に印字されている電圧と周波数が、電源供給と一致している

ことを確認してください。 

正しくアース（接地）されていない場合には怪我のリスクがあります。 アース（接地）されていないとEMC

（電磁波ノイズ）フィルターが作動せず、インバーターの故障の原因となります。 

本機器は、単相用 2 ピン＋アース、または 3相用 3 ピンのうち 2本＋アースで使用が可能です。 

本体は圧力差動スイッチにより保護される必要があります。 

インバーターは 5A のヒューズで保護されています。 

 

試運転： 
使用する前に、ボウル、ツール、セーフティーガードを洗浄してください。 

 

ボウルリフトハンドルの取付け： 
ハンドルはミキサーの右側に取り付けます。 

1. ハンドルに楕円のキーをはめ込みます。 

2. キーの位置が合うようにハンドルを差し込みます。 

3. 六角レンチを使用して、ソケットヘッドスクリュウで締めこみます。 

4. プラスチックのカバーを取り付けます。 
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基本仕様： 
 

梱包重量 製品重量 
kW Volts Amps Variable speed, tool 

テーブルモデル フロアモデル テーブルモデル フロアモデル 

60 kg 70 kg 52 kg 60 kg 0.7 kW 200V 4A 110-420 rpm 

 

寸法図： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許容量： 
 

粉に対する許容量 ツール RN10 

AR=absorption ratio（吸収率）%AR 

（乾燥材料に対する液体材料の割合 ％） 

 

例：基本レシピで 1 kg の固形物に対して、0.5 kg の液体 

AR = 0.5 kgx100/1 kg = 50 % 

許容の最大量を計算する場合には、計算された AR を基に生地の

中の固形物と液体の量を決定します。 

10 L のミキサーを使用する場合に、AR=50 %であれば、最大許容

量は 5 kg となります。 

固形物の重量は次の計算になります。 

固形物 = 最大許容量×100/ AR + 100 

固形物 = 5 kgx100/ 50 + 100 = 3.3 kg 

水分量 ＝ 5 kg – 3.3 kg = 1.7 kg 

卵白 ホイッパー 1 L 

ホイップクリーム ホイッパー 2.5 L 

マヨネーズ ホイッパー 8 L 

ハーブバター ビーター 5 kg 

マッシュポテト ビーター 3.5 kg 

パン生地(50%AR) フック 5 kg 

パン生地(60%AR) フック 6 kg 

シアバター生地(70%AR) フック 5.5 kg 

マフィン ビーター 6.5 kg 

レイヤーケーキ ホイッパー 2.5 kg 

ミートボウル ビーター 7 kg 

アイシング ビーター 5.8 kg 

ドーナッツ(50%AR) フック 6 kg 
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コンポーネント： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一体型セーフティーガードは透明なプラスチックで出来ています。 

簡単に取り外すことができ、清掃が可能です。 

60℃以下の食器洗浄機で洗浄可能で、短時間であれば 90℃まで使用でき

ます。 

ガードは特別な耐衝撃素材で出来ており、日々の業務用としての使用にも耐

えることが出来ます。 

セーフティーガードはマグネット式で正しく取り付けが出来るように設計されてい

ます。右図は取り外しに必要な力量です。 

 

標準部品 

 ボウル（10 L） 

 フック 

 ビーター 

 ホイッパー 

 スクレーパー＆ブレード 

 セーフティーガード                      ※スクレーパーにブレードを取り付ける 

 

 

 



6 

 

推奨する使用方法： 
このミキサーはキッチン、ケータリングアウトレット、ベーカリーで使用するように設計されています。 

このマニュアルに記載された内容のみで使用できます。 

製造元による指示が無い限り、機器の改造は禁止されています。 

アタッチメントドライブが付いているタイプでは、純正のアタッチメントのみ使用可能です。 

 

安全の為に： 
 

このミキサーは、有害物質を発生する製品のミキシング用には設計されていません。 

このミキサーは爆発の可能性がある環境（ガス充満など）の環境では使用できません。 

16歳以上であり、本マニュアルを理解した作業者以外は使用しないでください。 

 

ユーザーの安全性は下記の通りです。 

・ ツールは、セーフティーガードが取り付けされ、且つボウルがリフトアップされていないと回転しません 

・ セーフティーガードは樹脂製で、正しく取り付けが出来るよう設計されています 

・ 回転するツールに手を触れることは出来ません 

・ 床にチリや粉などを散乱させないようにして下さい 

・ 緊急停止ボタン – 緊急停止ボタンを押すと、ツールの回転は 4秒以内に停止します 

・ セーフティーガードが外れると、緊急停止します 

・ 騒音レベルは 70 dB以下です 

・ 床面の傾斜が 10度を超えると転倒の恐れがあります 

本機器は過電圧に対してプロテクト機能がついています。 

設置時には通常の使用およびメンテナンスに必要なスペースを確保してください。 

意図する不イオン化放出は発生しません。 

但し、電気装置に起因して技術的に調節されます。（例：電気モーター、電気配線、ソレノイド） 

本機器は、恒久的に磁力を発する、強力な磁石は使用していません。 

電源供給部と植え込み型医療機器（ペースメーカーや除細動器）との安全な 30 cm の距離を維持することにより、

影響を与えることを防止できると考えられます。 

粉末状の材料を使用する場合には、下記の通りに行うことを推奨します。 

・ 粉末状の材料は高い位置から投入しない 

・ 袋に入っている材料を入れるときには、下部から開いて投入する 

・ 最高速度で運転しない 

 

アースがされていないとケガをする恐れがあります。 

機器を設置する国の標準の電源に適合したケーブルで接続されていることを確認してください。 

運転中にボウルに手を触れるとケガをする恐れがあります。 
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ツールの正しい使い方： 
使用する材料に対する推奨ツール： 

 

ホイッパー ビーター フック 

クリーム 

卵白 

マヨネーズ 

ケーキミックス 

バタークリーム 

ワッフルミックス 

ひき肉 

パン生地 

ライ麦生地 

 

ツールはボウルのフチなど硬いものにぶつけなでください。 

ツールが変形すると、本体の耐久年数が短くなります。 

マッシュポテトを製造する際は、まずビーターを使用して、続いてホイッパーを使用します。 

 

 

機器のクリーニング： 
 

16歳以上であり、本マニュアルを理解した作業者以外は行わないでください。 

 

 

 機器は使用後、毎日クリーニングしてください。 

柔らかいブラシを使用し生地を取り除き、その後、硬く絞った布巾で拭いてください。 

スルホン酸を含む洗剤を使用する場合は、機器の潤滑油を損なわないように注意してください。 

 

ホースを使って水をかけないでください。 

強酸物質、アルカリ、塩水湖食物に使用するとコーティングされていないアルミ部が腐食します。 

アルミ部品は強アルカリの洗剤などで洗わないでください。 

プラスチックセーフティーガードは 60℃以上の高温に長時間さらされるとダメージを受けます。 

 

 

アタッチメントドライブ（オプション）： 
アタッチメントドライブが付いている機種は、ミートミンチャーやベジタブルカッターなどのオプションのアクセサリーをアタッチメン

トドライブに取り付けることが出来ます。 

 アクセサリーの使用についての、詳しい使用方法については、各アクセサリー付属の取扱説明書をご参照ください。 

 

アクセサリーをアタッチメントドライブに取り付ける際には、電源を切ってください。 
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オイル＆グリスメンテナンス： 
 

16歳以上であり、本マニュアルを理解した作業者以外は行わないでください。 

ミキサーの蓋は電源ケーブルを取り外す時以外は外さないでください。 

 

ミキサーヘッドの修理を行う際には、ギアホイールと内部ギアにカシーダグリース EPS2、または、STATOIL 

GREESEWAY ALX 82、同等品を使用してください。 

 

上記グリスのご購入をご希望の際には、機器取扱い販売店にお問い合わせください。 

 

 
※上記 2欄 参照   
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コントロールパネル： 

下記のイメージはコントロールパネルから判断される状況です： 

 

１．緊急停止がかかっている状態 

 

ディスプレイには何も表示されません。 

   の上部左側の赤いダイオードが点滅している場合に

は、ミキサーの安全サーキットが遮断されてる、ボウルアー

ムが低い位置にある、又はセーフティーガードが外れてい

ます。 

 

 

 

3．スピードが選択され、ミキサーが動作中の状態 

 

スピードインジケータの 4 つのダイオードが点灯します。 

    または    のボタンを押すことで、スピードを変える

ことが出来ます。 

を押すことでタイマーをリセットせずに停止することが

出来ます。 再度    を押すことで再スタートします。 

 

 

 

 

2．電源に接続されており、準備が出来ている状態 

 

   の上部右側の緑色のダイオードが点滅しています。 

    を押す前に、   を押して、スピードを設定することが

出来ます。 

    を押すと、低速でスタートします。 

    または    を押すことで、運転時間を表示します。 

リミックスプログラムは    を押してから    ～    のプロ

グラムナンバーを押すことでスタートします。 

 

4．停止ボタンが押されている状態 

 

    の上部左側の黄色いダイオードが点滅します。 

    を押すとスタートします。 

タイマーが再び開始されて、選択されたスピードで運転しま

す。 

    を押すとタイマーはリセットされ、運転準備の状態にな

りますが、ミキサーは運転しません。    の上部右側の緑

色のダイオードが点滅します。 
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ミキサーの使用方法： 
 

 

 

ミキサーを使用する前に： 

1. ボウルに必要なツールを入れる 

2. ボウルアームにボウルを取付ける 

3. ツールをソケットの下部から差し込み、回転させてソケットに固定する 

4. セーフティーガードを取り付ける 

5. ボウルリフトのハンドルを使い、ボウルを運転位置に上昇（リフトアップ）させる 

上記でミキサーの使用準備は完了です。 

 

ミキサーをスタートする： 

    を押してミキサーをスタートさせる 

    を押してスピードを上げる 

     を押してスピードを下げる 

または、              のいずれかのボタンを押し、固定のミキシングスピードを選択する。 

その際、スピード表示部はツールのミキシングスピードを表示します。 

 

固定速度での運転： 

               のボタンを押すことで、簡単にミキシングスピードを選択することが出来ます。 

      およそ 110 RPM（最低速度） 

      およそ 212 RPM 

      およそ 318 RPM 

      およそ 420 RPM（最高速度） 

固定速度の    と    は設定されている運転速度を変更することが出来ます。（本マニュアル P12参照） 
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運転時間の表示： 

 ミキサーをスタートさせる前に、   または    を押すことで、運転時間を変更できます。 

 運転時間は    と     の上部のスピード表示部に、分と秒で表示されます。 

 最長の連続運転時間は 60分です。 

 タイマーをセットしていない時は、積算表示をします。 

 タイマーをセットしている時は、減算表示をします。 

 

運転中の材料の確認： 

 運転時間を変更せず、スピードを下げずに一時停止したい場合は、   を押します。 

 ミキサーは速度を下げながら停止し、運転時間も一時停止します。 

 材料の状況確認の為にボウルを下げることも可能です。 

 尚、ミキサー停止中にボウルを下げると、運転時間はリセットされます。 

再びボウルをリフトし、   を押すと、ミキサーが再スタートし、停止前のスピードまで速度が上がります。 

 ミキサーを再スタートする為には    を押します。 

 

ミキサーの停止： 

 ミキサーをストップさせる場合： 

・     を押します。 運転時間はリセットされます。 

・     を押します。 運転時間はリセットされません。 

・ 緊急停止ボタンを押します。 運転時間はリセットされます。 

・ セーフティーガードを外します。 運転時間はリセットされます。 

・ ボウルを下に下げます。 運転時間はリセットされます。 

全てのケースで    を押すことで再スタートします。 その際には最低速度になります。 
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リミックスプログラム機能： 
リミックスプログラム機能はレシピ通りのミキシング工程をワンタッチで開始するショートカットです。 

・ 4 つの各プログラムナンバーにそれぞれレシピの登録が可能です。 

・ プログラムは上書きを行うことが出来ますが、消去することは出来ません。 

・ 電源を落としてもプログラムは消去されません。 

 

レシピ（ミキシング工程）の保存方法： 

・     を押します。 

・ 一時停止や速度変更を含むすべてのミキシング工程を実行します。 

・ 再び    を押します。 

・ プログラムナンバー1 に保存するときは、先に    を押して、押したまま    も一緒に押し続けます。 そのまますべ

てのミキシング工程が表示されている間中、継続して押し続けます。 

時間表示部に、“P1”の表示が 3回点滅し、保存が完了します。 

 

リミックスプログラムの使用方法： 

・     を押してから、プログラムナンバー   を押します。 

・ 時間表示部に“P1”と表示されて、すぐにプログラムされたミキシング工程が開始されます。 

・ 運転中に速度や時間を変更するか、又は    を押すと、プログラムは停止し、マニュアル操作に切り替わります。 

・ プログラム運転中にセーフティーガードを外してもプログラムに戻ることが出来ます。 

セーフティーガードを再び取り付けて、   を押すと、再び運転を開始します。 

・ プログラム中に休止時間が含まれる場合、一時停止と同時に通知音が鳴ります。 

再び運転を開始させたい場合には、   を押します。 

  

固定速度を変更する： 
固定速度の    と    は設定速度を変えることが出来ます。 

固定速度での運転中に、    または    のボタンを押してスピードを調節します。 

変更したスピードを保存したい場合には、    や    のボタンをスピード表示部のダイオードが点滅するまで押し続けま

す。 2回の電子音が鳴り、変更されたスピードが保存されます。 

工場出荷状態に戻す時は、電子音が鳴るまで、   と    のボタンを押し、同時に    と    のボタンを押し続けま

す。 

 

運転時間をリセットする： 
    と     を同時に押すと設定された運転時間はリセットされます。 

ミキサーの運転中に運転時間がリセットされると、運転を停止します。 
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過負荷： 
 

ミキサーは過負荷の状態で使用しないでください。 

下記は過負荷になる状況です： 

・ 極端に固い、重たい生地を使用する 

・ 各ミキサーツールの適切な速度を超えて使用する 

・ 生地に適さないミキサーツールを使用する 

・ 変形したツールを使用する 

大きな固形油の塊や凍った材料を使用する場合には、ボウルに投入する前に量を減らしてください。 

 

 過負荷の状態が続くとインバーターが機械を止める原因となります。 

タイマー表示部に ,  または  が表示され、ミキサースピードは減速されずに急停止

し、表示が  に変わります。 

下記のオーバーロード時の対応を参照してください。 

 

オーバーロード停止時の対応： 
 

過負荷の原因を取り除きます。 

・ 緊急停止ボタンを押す 

・ ボウル内の材料の量を減らすなど、過負荷の原因を取り除く 

・ 緊急停止ボタンを解除する 

・     を押してミキサーをスタートさせる 

 

推奨される最大速度： 
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コントロール エラーコードと解決策： 

エラーコードと解決策： 

 VL-2 コントロールはディスプレイに検出したエラーを表示します。 

 インバーターの温度が高すぎる。 

解決策：ミキサーのスイッチを切り、インバーターが十分に冷めるまで使用しないで下さい。 

 供給されている電圧が間違っている。 

解決策：機器のラベルに表示されている電圧と供給されている電圧を比較して下さい。 

 モーターに長期間の過負荷がかかっている。 最大負荷の 100～150％のロードになっている。 

 解決策：スイッチを切り、ボウル内の材料の量を減らして下さい。 

 定期的に電圧低下が検出されている。 

 解決策：技術者によって機器の電源供給を確認して下さい。 

 モーターが高温になりすぎている。 

 解決策：モーターのスイッチを切り、温度を下げる。 ボウル内の材料の量を減らしてください。 

 コントロールパネルとインバーターの配線の不良が検知されている。 

解決策：ケーブルが正しくつながっているか確認し、不良の場合は交換してください。 

,  または  重たい生地などによる過負荷の状態になっている。 

解決策：ボウル内の材料の量を減らしてくだい。 
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ディスプレイのエラーコードに表示されないエラー： 

 タイマーは正常に動作されるが、   を押してもミキサーが運転しない。 ディスプレイにはエラーコードが表示されない。 

解決策：インバーターが故障しており、交換が必要です。 

P17サービスインストラクションに従い交換してください。 

    を押してもミキサーが運転しない。 ディスプレイにはエラーコードが表示されない。 

解決策：緊急停止ボタンを解除してください。 

2種類の異なったエラーコードがディスプレイに表示されます。 

1 つ目は先頭に□が、バージョンコードと共に表示されます。 

これはコントロールパネルのソフトウェアバージョンです。 

2 つ目はバージョンコードに続いて小さな□が表示されます。 

これはインバーターのバージョンコードです。 

何のコードも表示されない、又は一つ目のコードのみ表示される場合は、コントロールパネルとインバーター、

又はインバーターの故障の両方の可能性があります。 

P17サービスインストラクションに従い交換してください。 

 コントロールパネルには何も表示されずに、ミキサーは完全に動かない。 

解決策：電源コードを確認してください。 正しく接続さ

れている場合は、コントロールパネルとインバーター、又は

インバーターの故障、またはインバーターのヒューズが壊れ

ている可能性があります。 

P17 サービスインストラクションに従い交換して

く だ さ い。 
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テストプログラム： 

下記に従いテストモードを入力する： 

1. ボウルを上げ、セーフティーガードを取付け、緊急停止ボタンを押します。 

2.     と    を押しながら、同時に緊急停止ボタンを解除します。 

3. 下記の 4 つのテストプログラムを実行します。 

テストプログラム１：フィールドのテスト 

     を押し、テストプログラム 1 を実行する。 

 注意 フィールドは下記の手順で実行してください。 

  次の通り、素早く押す。  

    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

下記の３つのテストプログラムが自動的にスタートします。 

テストプログラム 2：ダイオードライトのテスト 

     を押し、テストプログラム 2 を実行する。 

  最初の 20秒間、ディスプレイに暗号 2が点滅します。 

  リミックスメモリーは消去されます。 

他のコントロ―ルパネルのライトがオンになっている間、スピードインジケータ―のライトがひとつずつ点灯します。 

テストプログラム 3：インバーター内部の電流測定回路のテスト 

     を押し、テストプログラム 3 を実行する。 

  モーターがスタートし、およそ 20秒間運転します。 

20秒後にディスプレイに文字が表示されます。このテストは機能面のテストのみです。 

テストプログラム 4：安全回路のマイクロスイッチのテスト 

     を押し、テストプログラム 3 を実行する。 

 注意 順番を守ることが大切です。 

セーフティーガードが外されている間、暗号 1がディスプレイに表示されます。 

・ セーフティーガードを取り外し、再度取り付けます。 

ディスプレイの表示が 2 に変わります。 

ディスプレイの表示が 2 に変わらない場合は、セーフティーガードのマイクロスイッチが故障しています。 

・ ボウルを上下させます。 

ディスプレイの表示が 3 に変わります。 

ディスプレイの表示が 3 に変わらない場合は、ボウルリフトのマイクロスイッチが故障しています。 

緊急停止ボタンを押し、解除することによってテストを終了します。 

 の通り、ディスプレイにはインバーターのバージョンコードが表示されます。 

 

上記のテストプログラム 1～3は順番に関係なく、個別に実行することが出来ます。 
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サービスインストラクション： 
修理や調整を行う際には、電源を落とし、電源ケーブルを抜いてください。 

アタッチメントドライブは仕様オプションです。 
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① 2本のソケットヘッドスクリュウを六角レンチで外して、後部リアパネル（1）を取り外してください。（1A） 

② リアパネルを取り外した後、ミキサーの蓋（2）は取り外しができます。 

蓋を少し後方に押しながら持ち上げます。 

③ アタッチメントドライブがある場合、つまみネジ（4A）を外し、ゴムパッキン（3A）を外し、操作パネルを外します。 

ナット（3B）を外し、2 ヵ所のソケットヘッドスクリュウ（3C）を六角レンチで緩めます。 このスクリュウによって 2 つのプレート

状のクランプ部品（3D）は保持されています。 スクリュウはクランプ部品に付けた状態で取り外します。 

④ つまみネジ（4A）を外し、アタッチメントドライブを外し、ゴムパッキン（3A）とオプションパネル（3）を取り外します。 

最後にセットポイントスクリュウ（4B）を六角レンチで緩めます。 

⑤ 左右のソケットヘッドスクリュウ（5A）を緩めて、ディスプレイとプラスチックボックス（5B）を外します。 

その後、4本のボルト（5C）を緩めます。 

⑥ ポリブイベルトを交換する手順は下記の通りです。 

a) 上記①～②の手順で、リアパネル（1）を外し、ミキサーの蓋（2）を取り外す。 

b) モーターベース（6B）を支えている 4本のソケットヘッドスクリュウ（6A）を緩めます。 

ベースを前方に押し込むと、ポリブイベルトが緩み、モータープーリー（6C）とプラネタリーヘッドプーリー（6D）からポリブ

イベルトを取り外すことが出来ます。 

c) 新しいポリブイベルトを 2 つのプーリーに嵌め込みます。 

d) モーターベースをミキサー後方に引っ張り、ポリブイベルトを張ります。 ベースが固定されるまで 4 本のソケットヘッドスクリュ

ウをしっかりと締めこみます。 

（6C）ロッキングリングを取り外すと、プーリー抜きを使用して、モータープーリー（6E）取り外すことが出来ます。 

（6D）プラネタリーヘッドプーリーは下記の手順で外します。 

a) リアパネル（1）を外し、ミキサーの蓋（2）とポリブイベルト（6）を取り

外します。 

b) プーリーからセットポイントスクリュウ（6F）を六角レンチで外す。 

クランプリングを持ち上げて、プーリーを抜き取ることが出来ます。 

c) クランピングリングを軸から緩めるために、1 本のセットポイントスクリュウ

（6G）を一回転させます。 

クランピングリングを外すことが出来ます。 

⑦ モーターを下記の手順で外します。 

a) ミキサーの電源を切り、電源コードを抜きます。 

b) リアパネル（1）を外し、ミキサーの蓋（2）とポリブイベルト（6）を取り外します。 

c) モーターケーブルを取り外します。（ケーブルの途中にコネクタがあります。） 

d) 4本のソケットヘッドスクリュウ（6A）を外すと、モーターベース（6B）とモーター（7）を持ち上げることが出来ます。 

⑧ インバーターは下記の手順で外します。 

a) 4本のマイナスネジ（8B）を緩め、カバープレート（8A）を外します。 

b) ミキサー底面のボルト（8C）を外します。 

c) フィッティングと共にインバーター（8D）と変圧器（8E）を持ち上げ、後方

に取り出すことが出来ます。 

d) ソケットヘッドスクリュウ（8F）を緩めると、変圧器をインバーターから取り外す

ことが出来ます。 

⑨ ネジ（8G）を緩めて、カバーボックスを取り外すことが出来ます。 

インバーター（8）を取り出して、ヒューズを交換することが出来ます。 

  

プーリーを取付ける際、スクリュウ（6F）は 

トルク 30NM(3.0kgf/m)で締めこみます。 
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⑩ プラネタリーヘッドは下記の手順で外します。 

a) ミキサーの蓋（2）を外し、操作パネル（3）、アタッチメントドライブ（4）、ポリブイベルト（6）、プラネタリーヘッドプー

リー（6D）を外します。 

b) ロッキングリング（10Ａ）を取り外し、プラスチックハンマーでシャフト（10B）を叩くと、プラネタリーヘッドが緩みます。 

※プラネタリーヘッドを落とさないように注意してください。 

c) プラネタリーヘッドを取付ける際には、正しい位置に引き上げ、逆手順で、取り付けてください。 

d) フィッティングを含むインバーター（8D）と変圧器（8E）を持ち上げ、後方に取り出すことが出来ます。 
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⑪ ボウルリフトのマイクロスイッチは下記の手順で外します。 

a) ミキサー後部のカバープレート（8A）を外します。 

b) インバーター（8）とフィッティング（8D）を外します。 

c) 2 本のボルト（12B）と 2本の配線を外すことで、ボウルリフトのマイクロス

イッチ（12）とフィッティング（12A）を取り出します。 

d) 下記の逆の手順に従い、新しいマイクロスイッチを取付けます。 

※位置の調整は不要です。 

 

 

 

 

 

⑫ セーフティーガードのマイクロスイッチは下記の手順で外します。 

a) 後部（1）を外し、ミキサーの蓋（2）、操作パネル（3）を外します。 

b) プラネタリーヘッドプーリー（6）を取り外します。 

c) 4本の六角ボルト（13B）を外して、その後、2本のネジ（13C）を外

し、プレート（13A）を外します。 

d) 上下両方のネジ（13D）を緩めます。 セーフティーガードを水平に回

転せると、セーフティーガード及びフィッティング（13E）とマイクロスイッチ

を持ち上げることが出来ます。 

e) フィッティングに新しいマイクロスイッチをスクリュウで取り付けます。 その後、

逆の手順に従います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

配線図： 
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電気図： 
 

 


