取扱説明書
Instruction Manual

P2581 KD RV.1 2019-06-18

本品をご購入いただき、誠にありがとうございます
本取扱説明書は、本品を正しくご使用いただくための必要事項が記載されております。
組立て、使用、
メンテナンスを担当される方は必ずご一読の上、安全に留意してください。
また、本取扱説明書は導入時のみならず、
メンテナンスやトラブル時の対応の際に必要にな
ります。お手元にて保管をお願い致します。
使用になる方は必ず本書をご一読いただき、本品の使用方法と注意事項を遵守ください。
巻き込みによるけが防止のため、動作部分には手や服の端などを近づけないでください
製品保証

製品保証
保証範囲：
・Dedoesは、機械に材質の欠陥、設計または製造に起因する動作不良があった場合、お客様
（エンドユーザー）に対して保証致します。
・機械の保証はモーターのマシンプレートに記載されている製造日から3年有効です。
・モーターの保証期間はプロダクションシールに記載されている製造日から3年間有効です。
・保証は、部品交換及び取替工賃を含みます。
シリアルナンバーシールに記載されているシリ
アルナンバーなどの情報が提供されない場合は、修理代をご負担頂く場合があります。
保証範囲外:
・本保証は、お客様の故意による損傷(商品の破損、改造、誤った使い方、乱暴な取扱いによる
もの)により生じた場合は適用されません。不注意な取扱い、化学品によって生じた腐食、災
害又は、天災や公害による故障も、
この保証の対象外となります。
・修理の際にはデドゥズ・ジャパンの提供する純正品のみ使用してください。他の部品を使用
した場合は、保証は無効となります。
・動作不良などにより生じる付随的な損害（時間的損失など）の責任は負いかねます。
返却に際して：
どのような事情でもデドゥズ・ジャパンにご相談無しに、検査、修理、交換のために製品また
は部品を送り返さないで下さい。
注意:
デドゥズ社の製品に対する保証は、本保証書以外にはございません。

Thank you very much for purchasing this product. For this instruction manual, necessary items for correct
use of this product are stated. Those who are in charge of assembly, use and maintenance, please read
through carefully and be aware of safety. In addition, this instruction manual is necessary not only at the
time of installation but also at the time of maintenance and troubleshooting. Please keep it at hand.
Those who use it should be sure to read this manual and observe how to use this product and precautions. To prevent injuries due to involvement, please do not bring the end of the hands or clothes close to
the moving part.

Product Warranty Policy
WARRANTY COVERAGE:
Dedoes Industries warrants the Dedoes Alliance machines against opera�onal defects due to
defec�ve material, design or manufacturing to the end user.
- The warranty for the machine is valid 3 years from the produc�on date on the motor.
- The warranty for the lids is valid 3 years from the date of produc�on indicated on the lid body.
- The warranty includes the replacement of parts. A charge will be incurred to any repair work
unless the serial number is provided.
OUTSIDE OF WARRANTY COVERAGE:
- This warranty does not cover any item that has been damaged due to mu�la�on, altera�on,
misuse, or abuse. Corrosion due to neglect or chemicals is not covered by this warranty.
- Use only Dedoes Industries replacement parts or warranty is void.
- Dedoes Industries will not be responsible for loss of �me, inconvenience, or other
consequen�al damages.
RETURN POLICY:
Under no circumstances should the unit or any part there-of be returned to the factory for
inspec�on, replacement, and/or repair without the consent of Dedoes Industries.
NOTE:
This is the only warranty on Dedoes Industries products and no other expressed warranty by
anyone other than Dedoes Industries, in wri�ng, will be binding on the manufacturer.
マシンプレートに記載されている製造日及び製造番号を
確認する方法に関しては下記をご参照下さい。
To ﬁnd the produc�on date and serial numbers, please see below:

モーター製造番号
Motor Serial Number

製造日
www.dedoes.com
Date:_________________________
Inspector:_____________________
Phone (248) 624-7710

シール

MADE IN THE USA
P# 0126B KD Rev 6 (01/10)

Produc�on Date

月/日/年

デドゥズ・ジャパン
（オフィスシェトア）
〒179-0071 東京都練馬区旭町3-9-12

井上マンション101号室

・デドゥズ製品に関する質問、技術的なお問い合わせ、消耗部品のご注文、初期不
良のご連絡等、対応致します。
また、国内ネットワークの電気工事士（電気工事業者
）の派遣対応も致します。お気軽にご相談ください。

Frequently Asked Questions
Mixing Shelf
Why do the green safety guards "ﬂu�er" up and down while the machine is mixing?
The movement of the green safety guard tells you that each can is inserted properly and
mixing. If a green safety guard is not“ﬂu�ering”, it means the can is not engaged into the
machine and the can in the sta�on is not being mixed.

日本防爆型モーター＆タイマーについて
本機器は、公益社団法人 産業安全技術協会の型式検定を受けて日本防爆認定を
取得したものです。
申請書面として防爆証明（型式検定合格証）が必要な方は、デドゥズ・ジャパンより
ご提供致します。

型式検定合格番号 ：第

TC21587 号

TEL: 03-6909-9168 FAX: 03-6909-9178 EMAIL: japanservice@dedoes.com
Dedoes Japan (Office Shetra)
· Questions about Dedoes products, technical inquiries, orders for expendable parts, notification of initial
failure, we will correspond. We will also dispatch an electrical worker (electrical construction contractor) in
the domestic network to dispatch. Please feel free to contact us.
About explosion-proof type motor and timer
This equipment receives Japanese explosion-proof certificate conforming to the type examination of
Technology Institution of Industrial Safety.
Those who need explosion-proof certificate (type certification certificate) as application documents will
be offered from Dedoes Japan.
Model validation Pass number: TC 21587

Assembly
Why is it necessary to install the“expanding bolt” into the top drive gear a�er the machine
is assembled?
The expanding bolt, when installed correctly, will secure the drive sha�s in place. Failure to
do so will cause damage to the drive system. See assembly instruc�ons for more informa�on.
How important is it to a�ach the machine to the wall?
For safety reasons, the assembled machine must be securely anchored to the wall to prevent
�pping. Use the wall brackets enclosed in the motor box.
Can I install the motor on the le� hand side of the machine?
No - the motor can only be installed on the right hand side of the machine.
The mixing shelf belt is loose; How do I adjust it?
The pulley on the far le� side of the machine is adjustable. Loosen the bolt and slide the
pulley to the le� to �ghten the belt.
Note: In most cases the belts will not need to be adjusted. The belts do not need to be �ght
to operate correctly. It is OK and correct if the belt has some slack in it across the back of the
mixing shelf.
What is the maximum number of mixing shelves I can stack?
For safety reasons, machines can only be assembled up to seven shelves high.
Why do I have one or two extra drive sha�s le� over a�er I completely assemble the
Alliance machine?
The Alliance machine allows you the ﬂexibility to mix either gallons or quarts on the bo�om
of your machine. The motor box has one gallon motor sha� and may also contain one quart
sha�. These are special sha�s used for a�achment to the motor. When you choose your
mixing shelf to place on the bo�om, a sha� will be included with that mixing shelf. The sha�
in the mixing shelf will not be used, because you have already used the sha� from the motor
box. Therefore, you will have an extra mixing shelf sha� and may also have an extra motor
sha� if two were included with your motor box.
The ﬁrst sha� I installed is too long and s�cks up above the ﬁrst drive gear, why?
The drive sha�s do not require couplers to connect them. The ﬁrst sha� that you install into
the motor is a special size sha�. This sha� is located in the motor box. Remove the sha� you
installed and replace it with the sha� from the motor box.

よくある質問
撹拌機について

日本防爆型モーター＆タイマーの仕様
Specifications of Japan explosion-proof type motor and timer
製品仕様 Product Speciﬁca�on

Ｑ．なぜ撹拌している間、緑の安全ガードが上下に作動するのですか？

名

称

タイプ56

Ａ．緑の安全ガードの動きは、各缶が正しく挿入されていることを表しています。もし、緑の安全ガードがパタパタしていなければ

型

式

1121007475

、それは缶が正しく機械にはめ込まれていない状態で、缶が撹拌されていないことを示します。

防爆構造

組立について

等級 Ex d 〔ｉｂ〕 ⅡB T4 X

設置可能箇所

保護等級

Ａ．エクスパンディング・ボルトは、正しく装着されるとドライブ・シャフトをしっかりと定位置に固定します。このボルトを装着

使用環境

屋内のみ使用可能、周囲温度＝ -20℃～+40℃

電源

AC200V 50 / 60Hz, AC100V 50 / 60Hz
4.0 / 3.6A 、

極数

4極

定格種類

30分定格

耐熱クラス

130 （B）

定
格

コンデンサ電圧

165V

コンデンサ容量

192μF

非本体回路

許容電圧

AC230V 50 / 60Hz

最大電流

108.2mA

最大電圧

20.558V

モ
タ

本安回路
モーター ～ タイマー間
ケーブル長

場合、ベルトの調整は必要ありません。ベルトが締まっていないと正しい作動が出来ないということはありません。ベルトが混合棚
の後ろ側で緩んでいても、それは正しい状態です。

一般的な場所

IP20

375W

Ａ．いいえ、モーターは機械の右側にしか装着できません。

Ａ．機械の左側のプーリーは調整可能です。ボルトを緩めて、プーリーを左側にずらして、ベルトを締めてください。注意：多くの

第一類危険箇所、第二類危険箇所

電流

Ｑ．モーターを機械の左側に設置しても構いませんか？

Ｑ．撹拌機のベルトが緩いのですが、調整方法は？

危険箇所

出力

ー

金具を使用してください。

Ex ibⅡB T4

ー

し忘れますと、ドライブ・システムの障害が起こります。詳しい内容については、組立方法説明書をご覧ください。

Ａ．安全上の理由により、設置された機械は転倒を防止するために必ず壁に固定されなければなりません。同梱されています付属の

2235501

非危険箇所

使用条件

Ｑ．機械の組み付け終了後、エクスパンディング・ボルトをトップドライブギアに装着するのは何故ですか？

Ｑ．機械を壁に取り付けることは重要ですか？

タイマー

耐圧防爆構造および本質安全
防爆構造
本質安全防爆構造

種類

防爆保護構造

防爆型モーター

モーター ～ 電源まで

8.0 / 7.2A

2.0ｍ （中間にてコネクターで接続）
6.0ｍ （ケーブル先端は3本のワイヤーが露出
している状態）

日本防爆型モーター＆タイマーのシステム構成
System composition of Japan explosion-proof type motor & timer

Ｑ．何段くらいまで棚を積み重ねて良いですか？
Ａ．安全上の理由により、棚は７段まで積み重ねて組み付けできるようになっています。

Ｑ．ミキシングマシンを組み付け終わった後に、何故２つのドライブ・シャフトが余るのでしょうか？
Ａ．ミキシングマシンは使用者のご都合に合わせて、ガロンまたはコートサイズのいずれかの単位でも設備下部で混合できるように
工夫されています。モーター・ボックスにはガロン缶用モーター・シャフトとコート缶用モーター・シャフトの２本が含まれていま
す。これらはモーターを取り付けるための特殊なシャフトです。ご希望の種類の混合棚を最下段に取り付ける際、混合棚にもシャフ
トが付いてきます。しかし、モーター・ボックスに付いてきたシャフトを既に使っているので、この混合棚に付いてくるシャフトは
使いません。従って、混合棚のシャフト１本と、モーター・ボックス内の使わなかったシャフト１本の合計２本が余分となります。

Ｑ．最初に装着したシャフトが長すぎて、１つめのドライブ・ギアの上に突き出てしまいます。何故ですか？
Ａ．ドライブ・シャフトはカプラーを用いて接続する必要はありません。もし、ドライブ・ギアからシャフトが突き出ているとした
ら、それは誤って特殊サイズのシャフトを使用していると考えられます。正しいサイズのシャフトはモーター・ボックスの中に同梱
されております。突き出ているシャフトを取り除き、モーター・ボックスの中にある、もう１種類のシャフトに交換してください。
従って、ドライブ・ギアの上にシャフトが突き出ている状態は正常な状態ではありません。

耐電圧試験に対する適合
本質安全回路と非本質安全回路間の絶縁と、非本質安全回路と電源基盤のフレーム間の絶
縁は、要求事項に適合していることを確認しています。
トランスの本質安全回路と非本質安全回路間の巻線間は、電圧2500Vで耐電圧試験を行い
、要求事項に適合していることを確認しています。
組立てになる方は必ず本書をご一読いただき、本品の正しい組立てと注意事項を遵守くだ
さい。

組立て手順

アライアンスミキシングシェルフブレークダウン＆パーツリスト

(Assembly procedure)

Alliance Mixing Shelf Break Down & Parts List

日本防爆型モーターボックス 梱包内容

12

Explosion-proof type motor box Packing contents

13
9

11
10

タイマー
Timer

モーター
Motor

左足

Left Foot

右足

Right Foot

8
7

モータードライブシャフト コート棚用
1.0 Liter / Quart Motor Drive Shaft
(12.3 cm)

膨張ボルト

ちょうネジ

Expanding Bolt

Thumb Screws

6

モーターシャフトガード コート棚用
1.0 Liter / Quart Motor Shaft Guard

モータードライブシャフト ガロン棚用
3.5 Liter / Gallon Motor Drive Shaft
(20.2 cm)
モーターシャフトガード ガロン棚用
3.5 Liter / Gallon Motor Shaft Guard

5
制振ねじ

ちょうナット

Anti-Vibration
Mounts

Thumb Nut

対照 / Ref#

壁掛け用ブラケット
Wall Mount Brackets

ケーブル結束バンド
Cable Ties

1
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
13

品番 / Part# 内説容明 / Descrip�on
5930
5279
5993W
5994W
5752B
5281
5282
5995PLT
5996PLT
5278E-M
P0025
5804S
P1767
5364
5931
P1730
P1729

必要に応じて交換
Replace as Necessary

アイドラープーリー / Idler Pulley
チューブインサート/ Tube Insert
チューブ:コート缶用 / 1.0 Liter Tube
チューブ:ガロン缶用 / 3.5 Liter Tube
インターフェースアッセンブリー / Green Interface
シャフトガード:コート缶用 / 1.0 Liter Sha� Guard
シャフトガード:ガロン缶用 / 3.5 Liter Sha� Guard
スクエアシャフト:コート缶用 / 1.0 Liter Drive Sha�
スクエアシャフト:ガロン缶用 / 3.5 Liter Drive Sha�
ブッシング / Bushing with Housing
ロックナット/ Lock Nut
座金 / Washer
ブッシングネジ / Bushing Screw
段つきボルト / Shoulder Bolt
ドライヴギア/ Drive Gear
ベルト: 2.4M / 2.4M Belt
ベルト: 1.7M / 1.7M Belt

エ コ セ ル ビ ン グ ヘ ッ ダ ー ＆ベ ー ス 棚別部品一覧表
Alliance Header & Base Shelf Break Down & Parts List

1

2

対照. Ref#

内容説明 Descrip�on
ヘッダー : 2.4M
Header: 2.4M
ヘッダー : 1.7M
Header: 1.7M

品番 Part#

1

2072W
2077W

2

C00171X
C00172X

下側棚
下側棚

: 2.4M
: 1.7M

Bo�om Shelf: 2.4M
Bo�om Shelf: 1.7M

紛失防止用の押さえゴムは必要ありませんので取り外してください。

エコセルビングモーター ボックス 構成部品

Remove rubber bands.

Alliance Motor Box Components
1

15

3

2

14
10
11

4
13

6

8

5
対照 / Ref#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7
16

9

12
17

2

1

2

~ 2.4m / 240cm
~ 1.7m / 170cm

品番 / Part# 内説容明 / Descrip�on
SA0312
P2413
5964
C00126X
5097
P0362
P0324
P0363
5285
5279
5828
5900
2095
5836R
5836L
P0322
P0365

タイマー / Timer
モーター / Alliance Motor
ギアレデューサー / Gear Reducer
搭載モーター / Motor Mount
ちょうネジ / Thumb Screws
コート缶用:ベースシャフト/ 1.0 Liter Base Sha�
ガロン缶用:ベースシャフト/ 3.5 Liter Base Sha�
コート缶用:ベースシャフトガード / 1.0 Liter Base Sha� Guard
ガロン缶用:ベースシャフトガード/ 3.5 Liter Base Sha� Guard
チューブインサート/ Tube Insert
座金 / Washer
膨張ボルト / Expanding Bolt
壁用ブラケット / Wall Bracket
右足 / Right Foot
左足 / Le� Foot
制震ネジ / Vibra�on Screws
ちょうナット / Thumb Nut

必要に応じて交換
Replace as Necessary

~ 5cm

・チューブトップ（黒色の差し込み）の長い方を前面に、短い方を後面に設置ください。
・長い方に１つ、短い方に２つワッシャーが付いています。必ず確認してください。
· Install the longer side of the tube top (black insertion) on the front side and the shorter side on the rear side.
· One washer on the long side and two washers on the short side. Please be sure to check.

ベース棚＆ヘッダーボックス 梱包内容

Alliance Machine Care and Maintenance Guidelines

Base shelf & header box packing contents

To maintain the best performance from your Alliance paint mixing machine please follow
ヘッダー
QT/1 L

these helpful guidelines:

Header

2.5 - 4.0L/ GAL

- Cleanliness:

BTM SHELF/HEADER

All mixing units should be kept clean and free of dust and dirt. A vacuum works well for this
purpose.
-Lubrica�on:
Periodic lubrica�on to the three pulley shoulder bolts under each mixing shelf will help to
ベース棚
Base Shelf

maintain quiet opera�on of the machine. A small drop of lubricant under the head of the
shoulder bolt should be all that is required.
Make sure the shoulder bolt is free of dirt before lubrica�ng.

We suggest using the lubricant

制振ねじ取付用の穴

Hole for mounting vibration damping screw

which is packaged with the motor.

Lubricate

~ 5cm

NOTE: In extremely dirty environments it may be necessary to remove the shoulder bolt from
the pulley assembly and clean oﬀ the dirt before lubrica�ng.
- Belts:
制振ねじ取付用の穴が、正面から向かって右側になるようにベース棚を設置してください。
・ベース棚は、水平器を使用して水平な場所に必ず設置してください。
・水平が保たれていない事により、異音の発生、駆動系の故障、塗料缶の破損等トラブルの
原因となる場合があります。
Please install the base shelf so that the hole for mounting the vibration damping screw is on the right side
facing from the front.
· Be sure to install the base shelf on a level surface using a leveling device.

The belts are made of steel reinforced polyurethane. In most cases the belts will not need to be
adjusted. The belts do not need to be �ght to operate correctly. It is OK and correct if the belt
has slack along the back side of the mixing unit.
NOTE: Excessive belt tension will cause noise or problems with the opera�on of the machine. If
the belt has no slack along the backside or appears to be too �ght, please contact Dedoes
Japan for instruc�ons on how to properly adjust the belt.

保守・点検
清掃

エコセルビングは、埃や汚れがついていないクリーンな状態であることが重要です。
掃除機などを利用して清掃することが効果的です。
潤滑
各棚の内部についている三つのプーリーの段付きボルトに定期的に潤滑剤を塗布する
だけで構いません。潤滑剤の塗布の前に、段付きボルトに埃が付いていないか確認し
てから、塗布するようにしてください。

制振ねじ取付用の穴に、制振ねじを取り付けてください。
Attach the vibration damping screw to the hole for mounting the vibration damping screw.

潤滑剤

この時、付属の潤滑剤を使用してください。

注意：特に汚れがひどい環境下では、段付きボルトをプーリーから外して汚れを取り
除いてから、潤滑剤を塗布することが必要な場合もあります。

制振ねじの上にモーター（プレート付）を設置します。
Install a motor (with plate) on the vibration damping screw

ベルト調整
ベルトはスチール強化されたポリウレタン製です。ベルトを調整することはほとんどの
場合、必要ありません。正しい作動を目的としてベルトをきつく締める必要はありません。
注意：もし、攪拌機の後ろ側でベルトが緩んでおらず、ベルトのテンションが強すぎ
ると、ノイズや機械作動上の問題を起こすことがあります。
ベルトの正しい調節方法に関しては、ディドウズ・ジャパンまでご連絡ください。

ちょうナット
（4個）
で、モーターを確実に固定します。
With a wing nut (4 pieces), secure the motor securely.

モーターの電圧切替スイッチについて
このモーターには電圧切替の為のスイッチがモーターの背面にあります。
(図1を参照) 工場からの出荷時には電圧は｢HIGH｣＝200V（推奨）にセットさ
れています。電圧を100Vに切り替えたい場合には、電圧切替スイッチに取
り付けられているネジを緩め、
スイッチを｢LOW｣=100Vの位置に切り替えて
から、ネジでスイッチを固定してください。

重要：転倒防止のために、付属の金具等を利用して壁に固定してください。

About the motor voltage switch
A switch for changing the voltage is on the back of this motor. (See Figure 1)
Upon shipment from the factory, the voltage is set to "HIGH" = 200 V (recommended).
To switch the voltage to 100 V, loosen the screw attached to the voltage changeover switch,
Switch the switch to "LOW" = 100 V position, then secure the switch with screw.

2) ご希望の高さにタイマーを取り付け、コードをタイラップでしっか
り固定してください。

IMPORTANT: The machine must be anchored to the wall to prevent �pping.
Use the brackets from the motor box.

1) フット・サポートの上から、４本の固定ネジを締めてください。
Tighten the four stabilizing screws onto the foot supports.

Install the �mer on the desired level and secure the cord with the cables.

各ステーションの緑の安全ガードは、缶が正しく挿入され、正常に作動し
ているとパタパタと上下に動きます。
The green safety guard at each sta�on will ﬂu�er up and down when each can is inserted correctly,
this assures the user all �nts are being agitated.

2.

1.
モーターとタイマーの分解はできません。
Motor and timer disassembly is not possible.

モーターとタイマー間の配線は、備え付けのコードのみを使用
してください。
For wiring between the motor and the timer, use only the provided cord.

1.

次にご希望のサイズが入ったミキシング・シェルフ・ボックスを
開け、 最 後 の 棚 が 設 置 さ れ る ま で 前 と 同 じ 方 法 に 従 っ て
ください。
Open next mixing shelf box of desired size, follow the previous steps un�l the last shelf is in place.

何らかの原因でモーターへの負荷が重くなったり、電圧の異常等
でモーターが過熱されると
自動的に動力が遮断される “ 過熱保護装置 ” が内蔵されていま
す。しばらくしてモーター
が冷えると自動的に再始動しますが、原因が改善されるまでこの
状態が続きますので、
重大な事故になる前に、原因の特定と対策を実施してください。
電気接続工事について
・法令に適合した資格を持つ電気工事士が、必ず電気接続工事を
行ってください。
電気工事士によって正しい配線が行われない場合は、「人命に係
わること」「本品の故障/破損」 「本品の保証」等、いかなる責
任も負いかねます。

最後の攪拌棚カバーの設置前に、ドライブ・ギアの先端にエクス
パンディング・ボルトを取り付けてください。
Prior to installing the last mixing shelf cover, place the expanding bolt into the top drive gear.

1) エクスパンディング・ボルトをきつく締め、シャフトを固定し
てください。
Tighten the expanding bolt. This will secure the sha�s into place.

注意：これを怠るとドライブ・システムに障害が起こります。

防爆エリアでは、防爆指針に定められた工事方法にて電気工事士
が実施してください。
・電源は本書P2 ｢日本防爆型モーター＆タイマーの仕様｣ にて定
格に示される電源を必ず
使用してください。それ以外の電源では防爆性能を維持できませ
ん。
電源スイッチを用いる場合には、上記電源の定格に適合するもの
を使用してください。

2) 攪拌棚カバーを取り付けてください。

電気配線は法令並びに防爆電気工事に基づく配線を行い、アース
は必ず本質安全防爆構造保持用の接地端子を使用し、防爆機器に
必要な良質な接地を行ってください。

3) 最上部にヘッダーを載せてください。

電源ケーブルは断線防止のため、ケーブルグランドの近傍で固定
してください。

IMPORTANT: Failure to do so will cause damage to the drive system.

Place the mixing shelf cover.

Place the header on top of machine.

3.

1.
2.

本品を接続する配線は、電磁誘導又は静電誘導により、本質安全
回路の本質安全性能を
損なうような電流および電圧が、当該本安回路に誘起されないよ
うに配置してください。
配線工事並びに保守ついては、「ユーザーのための工場防爆設備
ガイド−2012−」を参考に
関係法令に従い実施してください。（2018年2月現在）
「ユーザーのための工場防爆設備ガイド−2012−」
（ https://www.jniosh.go.jp/index.html ）

コート缶用又はガロン缶用 混合棚ボックス

2) ギアの付いている方を右側に設置してください。
その時に緑の安全ガード側が前面にきます。

Tubes

2.4m 棚黒カバー
（バックストックスペース付）
Mixing Shelf Cover

Sha� guard

チューブ

シャフトガード

2.5 - 4.0L/ GAL

Drive sha�

2.5 - 4.0L/ GAL

QT/1 L

ドライブシャフト

Place mixing shelf on tubes with gear drive on the right side and green safety guards facing front.
QT/1 L

2.4m 棚銀
（攪拌機能部品有）
Mixing Shelf

3) 重要：モーター・ボックスの入っている箱から金属製のドライ
ブ・シャフを取り出し、機械右側のギア部分に上から挿入して
ください。
IMPORTANT: For the bo�om unit, select the correct square metal sha� from the motor box.

注意：ドライブ・シャフトは二種類あります。最下段にガロン
缶用の棚を設置する場合は、
For a 1 liter shelf in the lowest posi�on, use the small square drive sha� (12cm).

コート缶用の棚、又はガロン缶用の棚が一番下にあることを確
かめてください。適切な種類の棚を設置してください。

Determine if a 1 liter or 3.5 liter shelf will be the lowest posi�on and open appropriate 1 liter or 3.5 liter box.

大型の角型金属ドライブ・シャフト (20 CM) を使用してくだ
さい。
For a 3.5 Liter shelf in the lowest posi�on, use the larger square drive sha� (20cm).

注意：使用しない予備のドライブ・シャフトとガードが入って
います。
NOTE: There will be two extra drive sha�s and two extra guards which will not be used.

1) ４本のチューブを黒チューブ差し込みに、しっかりと締まる
まで、時計方向に回して挿入してください。
Insert four tubes onto black tube inserts, twist clockwise un�l �ght.

注意：正しく取り付ければ、前方のチューブは後方のチューブよ
り背が高くなります。
NOTE: The front tubes will be taller than the back tubes when installed correctly.

4) モーター・ボックスの黒のプラスチックガードをドライブ・シ
ャフトの周辺に取り付けてください。
Snap the black plas�c guard from the motor box around the drive sha�.

5) 黒い棚カバーを設置済みの棚に載せてください。
Place the mixing shelf cover onto the mixing shelf.

長いチューブを前に設置
Taller tubes in front.

