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■■■■　　主主主主なななな仕様仕様仕様仕様　　　　　　　　　　雀豪雀豪雀豪雀豪　　昇龍昇龍昇龍昇龍

ＡＭ－０２１２Ａ

７００×７００×２８１（ｍｍ）　　(縦×横×高さ）

４８Kg　　　（枠、脚は除く）　　　

６５W/６５W

AC１００V　５０Hz/６０Hｚ

■■■■　　使用牌使用牌使用牌使用牌（（（（昇龍専用昇龍専用昇龍専用昇龍専用））））

W２１×L２８．５×t１６．８（ｍｍ）・・・１６g

W２２×L３０×t１６．５(ｍｍ）　　・・・１７g

●●●●　　メメメメ　　モモモモ

牌（中）　標準

牌（大）　

消費電力

電源

外形寸法

型式

重量
昇龍　Ⅱ

メンテマニアルメンテマニアルメンテマニアルメンテマニアル

・テストモード（標準・Joy Navi)  

承認 照査

備   考備   考備   考備   考改版改版改版改版 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 内   容内   容内   容内   容 担 当担 当担 当担 当

配牌数の不足等の対策
(ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ変更V1.30)

1111版版版版 '04.09.06
・特殊設定 （８番）積牌の配列  

高橋
4人配牌時・積牌の配列を
変更出来る様にした。

高橋

初版初版初版初版 '04.07.07 新規として発行 高橋

'04.09.222222版版版版

高橋

高橋

作成

電元電元電元電元オートメーションオートメーションオートメーションオートメーション株式会社株式会社株式会社株式会社
技術部 設計技術部 設計技術部 設計技術部 設計2222課課課課

ｾｯﾄﾀｲﾑ及びｾﾝｻｰ改良
（ｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ変更V2.0)

麻雀店の仕様による
自動積牌上昇時間（長/短）及
び蓋閉スイッチの切り替え追
加　　　　（親SW/スタートSW)

販売会社用として再版

３３３３版版版版 '05.07.18

配牌及び積牌の誤ｶｳﾝﾄを防止

05.11.21４４４４版版版版

※残牌強制取込み装置追加
及び乗り換えｾﾝｻｰ位置変更

   設置要領書   設置要領書   設置要領書   設置要領書・・・・（（（（説明書説明書説明書説明書））））

雀  豪

平成平成平成平成16161616年年年年6666月月月月21212121日日日日

図番 ： 844C48370

５５５５版版版版 '06.04.01
特殊設定（３人）追加及びメン
テマニアル掲載

高橋

他、牌未投入時、待機状
態に戻る（V３．０３）

６６６６版版版版 '07.05.10
４人三人モード仕様及び100牌
仕様増設（特殊設定）

高橋

麻雀店の仕様による７７７７版版版版 '07.07.25

特殊モード（Ｂ）の三人花花＋
２を増設、４人三人モードでの
積牌自動上昇時間を２秒から
１秒に設定が出来る

高橋

 

 

設計2課
'040708
黒木

設2次長
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高橋(収)

技術部長
'040712
森岡
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 ・  ・  ・  ・ トラブルトラブルトラブルトラブルののののＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

EEEE1111－－－－11111111 EEEE1111→ → → → 東場東場東場東場 11111111 ①パイゲート付近の牌通路に異物（点棒）等、
EEEE2222－－－－11111111 EEEE2222→ → → → 南場南場南場南場 ゲートゲートゲートゲート動作不良動作不良動作不良動作不良    入っていませんか。 図図図図１５１５１５１５
EEEE3333－－－－11111111 EEEE3333→ → → → 西場西場西場西場 A ：パイゲート付近の異物等を取り除いて下さい。
EEEE4444－－－－11111111 EEEE4444→ → → → 北場北場北場北場

②コネクター（GSN)が抜けていませんか。
A ：コネクターを挿入して下さい。 図図図図１４１４１４１４

③パイゲートソレノイド位置は合っていますか。
A ：ゲート（閉）位置及びリンクの引っ掛かり等、確認 図図図図１５１５１５１５
     して下さい。

※※※※保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書（（（（２２２２版版版版））））
・・・・パイゲートパイゲートパイゲートパイゲート位置位置位置位置のののの調整調整調整調整…………１７１７１７１７ページページページページ参照参照参照参照

※※※※テストモードテストモードテストモードテストモードにににに入入入入りりりり表示表示表示表示NONONONO．．．．01010101でででで場場場場のののの親表示親表示親表示親表示ボタンボタンボタンボタンをををを押押押押すとすとすとすと、、、、ゲートソレノイドゲートソレノイドゲートソレノイドゲートソレノイドがががが動作動作動作動作しますしますしますします。。。。
   ゲート   ゲート   ゲート   ゲート動作中動作中動作中動作中にににに、、、、牌牌牌牌のののの進行方向進行方向進行方向進行方向とはとはとはとは逆逆逆逆ににににゲートゲートゲートゲートをををを押押押押したしたしたした時時時時、、、、ガタガタガタガタがないがないがないがない事事事事をををを確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
   スムーズ   スムーズ   スムーズ   スムーズにににに動作動作動作動作しているかしているかしているかしているか確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

②②②②コネクターコネクターコネクターコネクター（ＧＳＬ）（ＧＳＬ）（ＧＳＬ）（ＧＳＬ）をををを確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい（（（（赤色赤色赤色赤色ハーネスハーネスハーネスハーネス））））※※※※各場各場各場各場のののの右側右側右側右側がががが動作動作動作動作ユニットユニットユニットユニット

③③③③ ※※※※閉閉閉閉じたじたじたじた状態状態状態状態：：：：ゲートゲートゲートゲートがががが垂直垂直垂直垂直になっているになっているになっているになっている事事事事
パイゲート       パイゲート       パイゲート       パイゲート       垂直 垂直 垂直 垂直 →             →             →             →             ソレノイドリンクソレノイドリンクソレノイドリンクソレノイドリンク

                                 　          牌                                 　          牌                                 　          牌                                 　          牌のののの進行方向進行方向進行方向進行方向
図図図図１４１４１４１４ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図１５１５１５１５

①①①①エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターとととと待機台待機台待機台待機台のののの高高高高さをさをさをさを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。　。　。　。　※※※※保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書６６６６ページページページページ（（（（２２２２））））項参照項参照項参照項参照　　　　
Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター上面上面上面上面よりよりよりより待機台待機台待機台待機台はははは1111ｍｍｍｍｍｍｍｍ高高高高いいいい事事事事。。。。
（注意）・・・高すぎると牌の崩れる原因となります。

②②②②プッシャープッシャープッシャープッシャーＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの側面側面側面側面（（（（戻戻戻戻りりりり時時時時ののののストッパーストッパーストッパーストッパー））））ににににグリスグリスグリスグリスがががが付付付付きききき過過過過ぎるとぎるとぎるとぎると２２２２度押度押度押度押しとなりしとなりしとなりしとなり
　　　　牌牌牌牌のののの崩崩崩崩れるれるれるれる原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。　。　。　。　 Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：グリスグリスグリスグリスをををを拭拭拭拭きききき取取取取ってくださいってくださいってくださいってください。。。。 ２４２４２４２４PPPP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書８８８８ページページページページ（（（（３３３３））））項参照項参照項参照項参照
③③③③牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの押押押押しししし過過過過ぎのぎのぎのぎの確認確認確認確認
・載置台のストッパーに牌押しレバーが干渉して牌押し先端がゆれて積牌をゆする。
Ａ：Ａ：Ａ：Ａ：スライダーアームスライダーアームスライダーアームスライダーアームのののの調整調整調整調整ネジネジネジネジをををを緩緩緩緩めてめてめてめて押出押出押出押出しししし量量量量をををを少少少少なくしてくださいなくしてくださいなくしてくださいなくしてください。。。。

【【【【注意注意注意注意】】】】
※※※※トラブルトラブルトラブルトラブルになったになったになったになった時時時時はははは必必必必ずずずず中中中中にににに入入入入っているっているっているっている牌牌牌牌をををを取出取出取出取出してからしてからしてからしてから修理修理修理修理をしてをしてをしてをして下下下下さいさいさいさい。。。。

１８１８１８１８ＰＰＰＰ
CCCC－－－－２２２２

●●●●積積積積パイパイパイパイ((((築配築配築配築配））））のののの端端端端がががが崩崩崩崩れてれてれてれて上上上上がってくるがってくるがってくるがってくる。。。。

エラーエラーエラーエラー
番号番号番号番号

①①①①Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
場 所場 所場 所場 所

②②②②Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
内    容内    容内    容内    容

確認及確認及確認及確認及びびびび修理内容修理内容修理内容修理内容・・・・対応説明対応説明対応説明対応説明（（（（写真図写真図写真図写真図*/*/*/*/本誌本誌本誌本誌ページページページページＮＯ）ＮＯ）ＮＯ）ＮＯ） →↓→↓→↓→↓
1111 設置要領設置要領設置要領設置要領 …… P…… P…… P…… P４４４４

●設置条件
・外部ハーネス及びアース接続に付いて

●本体を運転する前に …… P…… P…… P…… P５５５５
2222 エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示のののの見方見方見方見方

●エラーが発生した時の対応
・エラー時の自己診断機能
・エラー表示表
①①①①エラーエラーエラーエラー発生時発生時発生時発生時////②②②②エラーエラーエラーエラーのののの過去過去過去過去をををを確認確認確認確認

★★★★ ③③③③エラーエラーエラーエラーののののクリアークリアークリアークリアー////④④④④エラーエラーエラーエラー表示表表示表表示表表示表 …… P…… P…… P…… P６６６６

3333 ①①①①テストモードテストモードテストモードテストモードへのへのへのへの入入入入りりりり方方方方 …… P…… P…… P…… P７７７７
●各場の動作及びセンサーの確認等、メンテナンス時に使用します。
・テストモード表

4444 テストモードテストモードテストモードテストモードのののの終了終了終了終了

5555 ②②②②テストモードテストモードテストモードテストモードへのへのへのへの入入入入りりりり方方方方 …… P…… P…… P…… P８８８８
●各場の動作確認等、メンテナンス時に使用します。
●各場の動作は操作スイッチ部の各スイッチを合わせてから動作させます。
●Ｊｏｙ　Ｎａｖｉ　テストモード操作表

6666 テストモードテストモードテストモードテストモードのののの終了終了終了終了

7777 特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定へのへのへのへの入入入入りりりり方方方方 …… P…… P…… P…… P９９９９
●ユーザーの仕様に対応した特注設定がスイッチ操作により設定出来ます。
●テストモードに入ります。→特殊モード設定に入ります。
●設定クリア・・・設定前のＣＰＵ基板のクリア
特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定のののの終了終了終了終了
・テストモードに戻ります。→電源スイッチを切ります。

8888 特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定表設定表設定表設定表 …… P…… P…… P…… P１０１０１０１０
★特殊モード設定（Ｂ）
★１１Ｂ[ｂ１]

9999 ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板履歴基板履歴基板履歴基板履歴　　　　　　・・・・・・・・・・・・Ｖｅｒ　（ＶＶｅｒ　（ＶＶｅｒ　（ＶＶｅｒ　（Ｖ********バージョンバージョンバージョンバージョン）））） …… P…… P…… P…… P１１１１１１１１
●CPU基板のバージョン確認
●起家機能追加（サイコロボックス新タイプ）

１０１０１０１０サイコロサイコロサイコロサイコロ基板履歴基板履歴基板履歴基板履歴・・・・・・・・・・・・Ｖｅｒ　（ＶＶｅｒ　（ＶＶｅｒ　（ＶＶｅｒ　（Ｖ********バージョンバージョンバージョンバージョン））））
●起家機能増設によりＶｅｒは2.0より実施

１１１１１１１１ ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板部基板部基板部基板部・・・・ディップスイッチディップスイッチディップスイッチディップスイッチのののの設定設定設定設定 …… P…… P…… P…… P１２１２１２１２
①①①①・・・・ＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷ１１１１・・・・・・・・・・・・音声及音声及音声及音声及びびびびＳＷＳＷＳＷＳＷのののの切替切替切替切替ええええ
②②②②・・・・ＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷ２２２２・・・・・・・・・・・・特殊特殊特殊特殊ゲームゲームゲームゲーム（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）スイッチスイッチスイッチスイッチ及及及及びびびび起家機能起家機能起家機能起家機能、、、、音声切替音声切替音声切替音声切替ええええ、、、、

１２１２１２１２特殊特殊特殊特殊モードモードモードモードのののの牌配列牌配列牌配列牌配列
（（（（1111））））特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定ＡＡＡＡ
ＡＡＡＡ----1111　　積牌仕様積牌仕様積牌仕様積牌仕様（（（（100100100100牌牌牌牌））））・・・・・・・・・・・・配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ
ＡＡＡＡ----2222　　配牌仕様配牌仕様配牌仕様配牌仕様（（（（100100100100牌牌牌牌））））・・・・・・・・・・・・配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチＯＮＯＮＯＮＯＮ
ＡＡＡＡ----3333　　特殊特殊特殊特殊４４４４人三人配牌人三人配牌人三人配牌人三人配牌モードモードモードモード　　ゲームモードゲームモードゲームモードゲームモードのののの増設増設増設増設（ｂ（ｂ（ｂ（ｂ----1111））））をををを設定設定設定設定、、、、標準設定標準設定標準設定標準設定はははは（ｂ（ｂ（ｂ（ｂ0000））））設定設定設定設定

（（（（2222））））特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定ＢＢＢＢ …… P…… P…… P…… P１３１３１３１３
ＢＢＢＢ----1111　　積牌仕様積牌仕様積牌仕様積牌仕様
ＢＢＢＢ----2222　　配牌仕様配牌仕様配牌仕様配牌仕様

          目    次          目    次          目    次          目    次

（（（（標準仕様標準仕様標準仕様標準仕様））））

（（（（Joy NAVIJoy NAVIJoy NAVIJoy NAVI　　　　仕様仕様仕様仕様））））

（（（（標準標準標準標準・・・・JJJJ////NNNN・・・・共通共通共通共通））））
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１３１３１３１３積牌位置及積牌位置及積牌位置及積牌位置及びびびび牌数牌数牌数牌数 …… P…… P…… P…… P１４１４１４１４
●配牌モード
・配牌無しの場を変更する場合・・・
・配牌モードにおけるドラの出る位置
●●●●配牌配牌配牌配牌モードモードモードモード（（（（配牌仕様配牌仕様配牌仕様配牌仕様））））
●●●●標準標準標準標準モードモードモードモード（（（（積牌仕様積牌仕様積牌仕様積牌仕様））））

１４１４１４１４汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニットＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの位相位相位相位相 …… P…… P…… P…… P１５１５１５１５
●Ｅ－**・・・Ｅ１　エラー発生時の現象
ＡＡＡＡ----1111：：：：ベルトベルトベルトベルト間間間間のののの位相確認位相確認位相確認位相確認（（（（吸着吸着吸着吸着ブロックブロックブロックブロックととととプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート））））
●吸着ブロックとプッシュプレートのベルト位置

ＡＡＡＡ----2222吸着吸着吸着吸着ユニットユニットユニットユニットＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹとととと牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの位置位置位置位置 …… P…… P…… P…… P１６１６１６１６
●スライダーギヤーとカサ歯車
・マーク（白い線）の合せ方

ＢＢＢＢ----1111載置台載置台載置台載置台((((乗換乗換乗換乗換ブロックブロックブロックブロック部部部部））））干渉材干渉材干渉材干渉材のののの磨耗及磨耗及磨耗及磨耗及びびびび牌規制板牌規制板牌規制板牌規制板のののの破損破損破損破損 …… P…… P…… P…… P１７１７１７１７
・干渉材の磨耗
・牌規制板の破損
・出口で横牌の場合
・汲み上げユニットの位相確認方法

ＣＣＣＣ----1111　　　　吸着吸着吸着吸着ユニットユニットユニットユニットＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹとととと牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの位置位置位置位置 …… P…… P…… P…… P１８１８１８１８
ＣＣＣＣ----2222　　　　牌押牌押牌押牌押ししししセンサーセンサーセンサーセンサーのののの不良不良不良不良

１５１５１５１５蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取取取取りりりり外外外外しししし及及及及びびびび調整調整調整調整 …… P…… P…… P…… P１９１９１９１９
●●●●蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ののののトラブルトラブルトラブルトラブル
ＡＡＡＡ----1111　　　　蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ののののＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取取取取りりりり外外外外しししし方法方法方法方法
●●●●取取取取りりりり外外外外しししし要領要領要領要領（（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ・・・・814814814814ＭＭＭＭ02443024430244302443））））

ＢＢＢＢ----1111ファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ調整及調整及調整及調整及びびびび取付取付取付取付、、、、取取取取りりりり外外外外しししし方法方法方法方法 …… P…… P…… P…… P２０２０２０２０
●●●●取取取取りりりり外外外外しししし
ＣＣＣＣ----1111・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉モーターモーターモーターモーターＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取取取取りりりり外外外外しししし方法方法方法方法
ＤＤＤＤ----1111・・・・ホッパーホッパーホッパーホッパー蓋蓋蓋蓋のののの各場各場各場各場ののののズレズレズレズレ（（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカムのののの位相位相位相位相ズレズレズレズレ））））
●●●●取取取取りりりり外外外外しししし要領要領要領要領（（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉モーターモーターモーターモーターＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ・・・・834834834834ＭＭＭＭ25142251422514225142））））

１６１６１６１６蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取付取付取付取付（（（（調整調整調整調整）））） …… P…… P…… P…… P２１２１２１２１
●●●●取付要領取付要領取付要領取付要領
◎◎◎◎ＡＡＡＡ----1111のののの取取取取りりりり外外外外しのしのしのしの逆逆逆逆のののの手順手順手順手順でででで作業作業作業作業をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください
蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹをををを本体本体本体本体にににに組組組組みみみみ込込込込むむむむ前前前前にににに
ＢＢＢＢ----1111ファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ調整及調整及調整及調整及びびびび取付方法取付方法取付方法取付方法
◎◎◎◎ＢＢＢＢ----1111のののの取取取取りりりり外外外外しのしのしのしの逆逆逆逆のののの手順手順手順手順でででで作業作業作業作業をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください
●●●●取付及取付及取付及取付及びびびび調整調整調整調整・・・・・・・・・・・・コネクターコネクターコネクターコネクターをををを挿入挿入挿入挿入してからしてからしてからしてから

１７１７１７１７センターキャップセンターキャップセンターキャップセンターキャップＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの調整調整調整調整 …… P…… P…… P…… P２２２２２２２２
●●●●ホッパーホッパーホッパーホッパー蓋蓋蓋蓋ににににヒゲヒゲヒゲヒゲがががが飛飛飛飛びびびび出出出出るるるる時時時時
ＡＡＡＡ----1111：：：：センターキャップセンターキャップセンターキャップセンターキャップ単体単体単体単体でのでのでのでのヒゲヒゲヒゲヒゲ位置修正位置修正位置修正位置修正
ＡＡＡＡ----2222：：：：センターキャップセンターキャップセンターキャップセンターキャップ本体本体本体本体ででででヒゲヒゲヒゲヒゲ位置位置位置位置をををを変更変更変更変更

１８１８１８１８牌牌牌牌サイズサイズサイズサイズのののの変更要領変更要領変更要領変更要領

Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．牌幅牌幅牌幅牌幅のののの変更変更変更変更 …… P…… P…… P…… P２３２３２３２３
●●●●汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（東東東東．．．．南南南南．．．．西西西西．．．．北北北北))))・・・・・・・・・・・・814814814814ＭＭＭＭ02445024450244502445
Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．載置台載置台載置台載置台スペーサースペーサースペーサースペーサーのののの取付取付取付取付

Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイドのののの高高高高ささささ調整調整調整調整 …… P…… P…… P…… P２４２４２４２４
●●●●プッシャープッシャープッシャープッシャーASSYASSYASSYASSYのののの調整調整調整調整((((牌中牌中牌中牌中))))標準標準標準標準よりよりよりより広広広広げるげるげるげる方向方向方向方向にににに調整調整調整調整しますしますしますします

１９１９１９１９ トラブルトラブルトラブルトラブルＱ＆Ｑ＆Ｑ＆Ｑ＆AAAA …… …… …… …… ＰＰＰＰ２５２５２５２５
●自己診断機能

エラーエラーエラーエラーＥＥＥＥ-*-*-*-*・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０

エラーエラーエラーエラーＥＥＥＥ-*-*-*-*・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０

エラーエラーエラーエラーＥＥＥＥ-*-*-*-*・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０

 ・ ・  ・ ・ トラブルトラブルトラブルトラブルののののＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

ＥＥＥＥ1111－－－－０６０６０６０６ EEEE1111→ → → → 東場東場東場東場 ０６０６０６０６ ①牌が待機台に挟まっていませんか・・・？
ＥＥＥＥ２２２２－－－－０６０６０６０６ EEEE2222→ → → → 南場南場南場南場 配牌配牌配牌配牌ﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰがががが過負荷過負荷過負荷過負荷 ②牌押しレバーが出すぎていませんか・・・？ 図図図図１０１０１０１０
ＥＥＥＥ３３３３－－－－０６０６０６０６ EEEE3333→ → → → 西場西場西場西場 ③異物（点棒、チップ）等、挟まっていませんか・・・？
ＥＥＥＥ４４４４－－－－０６０６０６０６ EEEE4444→ → → → 北場北場北場北場

配牌台配牌台配牌台配牌台 A１：牌が挟まっている場合は取り除いて待機台が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４４４ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～６６６６ｍｍｍｍｍｍｍｍ 　　　水平である事を確認してください。

図図図図１０１０１０１０ A２：牌押しレバーは載置台側面より４ｍｍ～６ｍｍに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①①①①牌押牌押牌押牌押レバーレバーレバーレバー 　　　調整してください。（配牌台に掛からない事）

Ａ３：点棒、チップ等、取り除いて待機台が水平で
　　　ある事を確認してください。

※保守要領書（２版）
・スライダーASSYの調整…２０ページ参照

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　載置台載置台載置台載置台（（（（黒黒黒黒））））

①待機台の高さが合っていますか。・・・？
A ：載置台出口より待機台が低い事。

EEEE1111－－－－10101010 EEEE1111→ → → → 東場東場東場東場 10101010     （    （    （    （設計値設計値設計値設計値・・・・００００．．．．５５５５ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～１１１１．．．．５５５５ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）にににに調整調整調整調整してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
EEEE2222－－－－10101010 EEEE2222→ → → → 南場南場南場南場 待機台待機台待機台待機台、、、、牌詰牌詰牌詰牌詰まりまりまりまり ②載置台出口部で牌が斜めになっていませんか。
EEEE3333－－－－10101010 EEEE3333→ → → → 西場西場西場西場 載置台載置台載置台載置台（（（（乗換乗換乗換乗換ええええｾﾝｻｰｾﾝｻｰｾﾝｻｰｾﾝｻｰ））））にににに A ：汲み上げユニットの位相を確認して下さい。
EEEE4444－－－－10101010 EEEE4444→ → → → 北場北場北場北場 牌牌牌牌がががが15151515秒以上停滞時秒以上停滞時秒以上停滞時秒以上停滞時 ※※※※本本本本マニアルマニアルマニアルマニアル、Ｐ、Ｐ、Ｐ、Ｐ１５１５１５１５～～～～PPPP１８１８１８１８・・・・・・・・・・・・１４１４１４１４項項項項～Ａ～Ａ～Ａ～Ａ・・・・ＢＢＢＢ・・・・ＣＣＣＣ項項項項

　　　　　　　　参照参照参照参照

・汲み上げユニットASSYの位相・・・
・吸着ASSY・ベルト間/スライダー回転ASSY・マイタギヤ
③牌押センサー（スライダーアーム下）コネクターが

図図図図１１１１１１１１ 待機台高待機台高待機台高待機台高さがさがさがさが出出出出ていないていないていないていない。。。。    抜けていませんか。・・・？
A ：コネクターを”カチッ”音がするまで差し込んでください
⑤牌押しレバーの押し出し量は合っていますか。・・・？
A ：押し出した時、牌押しレバーの先端が載置台側面
    より４ｍｍから６ｍｍになっていますか。
⑥牌押しレバーが戻った位置の時、ブレーキ磁石と干渉
   していませんか。・・・？
A ：牌押しレバーとブレーキ磁石の隙間を１ｍｍ～
   ２．５mm に調整して下さい。

図図図図１２１２１２１２ 位相位相位相位相がずれているがずれているがずれているがずれている。（。（。（。（牌斜牌斜牌斜牌斜めめめめ）））） ⑦牌押レバーの先端が載置台より出ていますか・・・
Ａ：載置台側面より０～２ｍｍに調整してください。

⑥カウントセンサー部に、ゴミ及び異物等は
　　ありませんか・・・？
A ：センサー部の清掃をして下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図１３１３１３１３ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　００００～～～～２２２２ｍｍ（ｍｍ（ｍｍ（ｍｍ（隙間隙間隙間隙間））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牌押牌押牌押牌押レバーレバーレバーレバー（（（（戻戻戻戻りりりり時時時時））））

（（（（注意注意注意注意））））

→↓→↓→↓→↓

図図図図１１１１１１１１

図図図図１０１０１０１０

エラーエラーエラーエラー
番号番号番号番号

①①①①Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
場 所場 所場 所場 所

②②②②Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
内    容内    容内    容内    容

確認及確認及確認及確認及びびびび修理内容修理内容修理内容修理内容・・・・対応説明対応説明対応説明対応説明（（（（写真図写真図写真図写真図*/*/*/*/本誌本誌本誌本誌ページページページページＮＯ）ＮＯ）ＮＯ）ＮＯ）

図図図図１２１２１２１２
ＰＰＰＰ１５１５１５１５・・・・
14141414項項項項

PPPP１８１８１８１８
Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－２２２２
項項項項

ＰＰＰＰ１７１７１７１７
Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－１１１１
図図図図１３１３１３１３

◎◎◎◎上記上記上記上記、、、、をををを試試試試みてもみてもみてもみても直直直直らないらないらないらない時時時時はははは、、、、各各各各コーナーコーナーコーナーコーナーにあにあにあにあ
るるるる場基板場基板場基板場基板をををを他他他他のののの場基板場基板場基板場基板とととと入替入替入替入替えてえてえてえて見見見見てくださいてくださいてくださいてください。。。。

牌牌牌牌がががが残残残残っているとっているとっているとっているとゲートゲートゲートゲートがががが一瞬開一瞬開一瞬開一瞬開いたいたいたいた時時時時にににに
ホッパーホッパーホッパーホッパー内内内内にににに残残残残ったったったった牌牌牌牌がががが入入入入りりりり待機台入待機台入待機台入待機台入りりりり口口口口でででで
牌牌牌牌がががが詰詰詰詰まるまるまるまる事事事事がありますがありますがありますがあります。。。。

ＰＰＰＰ１８１８１８１８
Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－２２２２
項項項項

PPPP１８１８１８１８
Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－１１１１
項項項項

ＰＰＰＰ１７１７１７１７
Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－１１１１
項項項項

イニシャライズイニシャライズイニシャライズイニシャライズ（（（（原点復帰原点復帰原点復帰原点復帰））））時時時時ににににホッパーホッパーホッパーホッパー内内内内にににに
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 ・  ・  ・  ・ トラブルトラブルトラブルトラブルののののＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

ＥＥＥＥ1111－－－－0000３３３３ EEEE1111→ → → → 東場東場東場東場 ０３０３０３０３ ①センサー（下・ＤＮ)、モーター（ＨM)の破損又は、
ＥＥＥＥ２２２２－－－－0000３３３３ EEEE2222→ → → → 南場南場南場南場 配牌配牌配牌配牌ﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰがががが上段位置上段位置上段位置上段位置へへへへ  　 コネクター、各場の右側、場基板等の抜け及び
ＥＥＥＥ３３３３－－－－0000３３３３ EEEE3333→ → → → 西場西場西場西場 動作動作動作動作しないしないしないしない。。。。 　　ハーフロックはありませんか・・・？
ＥＥＥＥ４４４４－－－－0000３３３３ EEEE4444→ → → → 北場北場北場北場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図８８８８ A ：モーターが破損の場合は保守の手順に従い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　待機台待機台待機台待機台センサーセンサーセンサーセンサー     交換してください。

　　又は、コネクターを挿入してください。
　　　　　（ＵＰ）　　　　　（ＵＰ）　　　　　（ＵＰ）　　　　　（ＵＰ）上位置上位置上位置上位置 A ：待機台センサーが破損の場合は保守の手順に

　　　従い交換してください。
　　　　　（ＭＤ　　　　　（ＭＤ　　　　　（ＭＤ　　　　　（ＭＤ))))中間位置中間位置中間位置中間位置 A ：待機台レバー（左/右）破損していないか確認して

　　ください。
　　　　　（ＤＮ　　　　　（ＤＮ　　　　　（ＤＮ　　　　　（ＤＮ))))下位置下位置下位置下位置 ・・・・確認確認確認確認・・・・・・・・・・・・テストモードテストモードテストモードテストモード０５０５０５０５（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ７７７７////３３３３項参照項参照項参照項参照））））積棒表示上積棒表示上積棒表示上積棒表示上にににに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点灯点灯点灯点灯がががが無無無無ければければければければセンサーセンサーセンサーセンサーをををを交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図９９９９ ※ ※ ※ ※ 保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書（（（（２２２２版版版版））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配牌配牌配牌配牌モーターモーターモーターモーター ・・・・配牌配牌配牌配牌モーターモーターモーターモーターASSYASSYASSYASSYのののの交換方法交換方法交換方法交換方法…………１０１０１０１０ページページページページ参照参照参照参照
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（待機台待機台待機台待機台モーターモーターモーターモーター）））） ・・・・待機台待機台待機台待機台センサーセンサーセンサーセンサーASSYASSYASSYASSYのののの交換方法交換方法交換方法交換方法…………１３１３１３１３ページページページページ参照参照参照参照
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コネクターコネクターコネクターコネクター ・・・・待機台待機台待機台待機台ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの調整方法調整方法調整方法調整方法・・・・・・・・・・・・７７７７ページページページページをををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして

　　　　交換調整交換調整交換調整交換調整をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　待機台待機台待機台待機台レバーレバーレバーレバー

ＥＥＥＥ1111－－－－０４０４０４０４ EEEE1111→ → → → 東場東場東場東場 ０４０４０４０４ ①センサー（中間・ＭＤ)、モーター（ＨM)の破損又は、
ＥＥＥＥ２２２２－－－－０４０４０４０４ EEEE2222→ → → → 南場南場南場南場 配牌配牌配牌配牌ﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰがががが中段位置中段位置中段位置中段位置へへへへ  　 コネクター、各場の右側、場基板等の抜け及び
ＥＥＥＥ３３３３－－－－０４０４０４０４ EEEE3333→ → → → 西場西場西場西場 動作動作動作動作しないしないしないしない。。。。 　　ハーフロックはありませんか・・・？
ＥＥＥＥ４４４４－－－－０４０４０４０４ EEEE4444→ → → → 北場北場北場北場

A ：モーターが破損の場合は保守の手順に
     従い交換してください。
　　又は、コネクターを挿入してください。
A ：待機台センサーが破損の場合は保守の手順に
　　　従い交換してください。
A ：待機台レバー（左/右）破損していないか確認して
　　ください。
・・・・確認確認確認確認・・・・・・・・・・・・テストモードテストモードテストモードテストモード０５０５０５０５（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ５５５５////３３３３項参照項参照項参照項参照））））積棒表示上積棒表示上積棒表示上積棒表示上にににに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点灯点灯点灯点灯がががが無無無無ければければければければセンサーセンサーセンサーセンサーをををを交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

※ ※ ※ ※ 保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書（（（（２２２２版版版版））））
・・・・配牌配牌配牌配牌モーターモーターモーターモーターASSYASSYASSYASSYのののの交換方法交換方法交換方法交換方法…………１０１０１０１０ページページページページ参照参照参照参照
・・・・待機台待機台待機台待機台センサーセンサーセンサーセンサーASSYASSYASSYASSYのののの交換方法交換方法交換方法交換方法…………１３１３１３１３ページページページページ参照参照参照参照

ＥＥＥＥ1111－－－－０５０５０５０５ EEEE1111→ → → → 東場東場東場東場 ０５０５０５０５ ①センサー（中間・ＭＤ)、モーター（ＨM)の破損又は、
ＥＥＥＥ２２２２－－－－０５０５０５０５ EEEE2222→ → → → 南場南場南場南場 配牌配牌配牌配牌ﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰがががが下段位置下段位置下段位置下段位置へへへへ  　 コネクター、各場の右側、場基板等の抜け及び
ＥＥＥＥ３３３３－－－－０５０５０５０５ EEEE3333→ → → → 西場西場西場西場 動作動作動作動作しないしないしないしない。。。。 　　ハーフロックはありませんか・・・？
ＥＥＥＥ４４４４－－－－０５０５０５０５ EEEE4444→ → → → 北場北場北場北場

A ：モーターが破損の場合は保守の手順に
     従い交換してください。
　　又は、コネクターを挿入してください。
A ：待機台センサーが破損の場合は保守の手順に
　　　従い交換してください。
A ：待機台レバー（左/右）破損していないか確認して
　　ください。
・・・・確認確認確認確認・・・・・・・・・・・・テストモードテストモードテストモードテストモード０５０５０５０５（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ５５５５////３３３３項参照項参照項参照項参照））））積棒表示上積棒表示上積棒表示上積棒表示上にににに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点灯点灯点灯点灯がががが無無無無ければければければければセンサーセンサーセンサーセンサーをををを交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

※ ※ ※ ※ 保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書（（（（２２２２版版版版））））
・・・・配牌配牌配牌配牌モーターモーターモーターモーターASSYASSYASSYASSYのののの交換方法交換方法交換方法交換方法…………１０１０１０１０ページページページページ参照参照参照参照
・・・・待機台待機台待機台待機台センサーセンサーセンサーセンサーASSYASSYASSYASSYのののの交換方法交換方法交換方法交換方法…………１３１３１３１３ページページページページ参照参照参照参照

図図図図８８８８
図図図図９９９９

図図図図８８８８
図図図図９９９９

エラーエラーエラーエラー
番号番号番号番号

①①①①Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
場 所場 所場 所場 所

②②②②Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
内    容内    容内    容内    容

確認及確認及確認及確認及びびびび修理内容修理内容修理内容修理内容・・・・対応説明対応説明対応説明対応説明（（（（写真図写真図写真図写真図*/*/*/*/本誌本誌本誌本誌ページページページページＮＯ）ＮＯ）ＮＯ）ＮＯ） →↓→↓→↓→↓

図図図図８８８８
図図図図９９９９

1111 設置要領設置要領設置要領設置要領
[[[[設置設置設置設置のののの前前前前にににに必必必必ずおずおずおずお読読読読みくださいみくださいみくださいみください]]]]

●●●● 設置条件設置条件設置条件設置条件

①本体を水平に設置してください。
②本体下（脚部）のアジャスターネジでガタの無い様、調整してください。
③本体に枠を固定する時は外部ハーネス等が本体ユニットに触れない様、確認してください。
④電源コードを本体の脚等で挟まない様、注意してください。
⑤アース線は必ず固定してください。
⑥外部ハーネス（OP)出力部分にアース用固定ネジ（アースラベル貼付）があります。
　　又は、枠固定台と共締めしてください。
⑦天板（東場と南場の角）を固定している固定板（輸送用）は必ず取り除いてください。
　　固定板が卓内に残っていると、トラブルの原因となりますので必ず取り去ってください。
⑧温風器のスイッチを入れてください。（出荷時はOFFとなっています）
　　東場と南場の角部にあります。

　　　　　　　　　　　　天板開閉部天板開閉部天板開閉部天板開閉部（（（（南場南場南場南場））））
・・・・本体外観本体外観本体外観本体外観 　　　（　　　（　　　（　　　（ホッパーホッパーホッパーホッパー蓋凹蓋凹蓋凹蓋凹））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧⑧⑧⑧温風器温風器温風器温風器スイッチスイッチスイッチスイッチ（（（（内部内部内部内部））））
⑦⑦⑦⑦天板固定板天板固定板天板固定板天板固定板（（（（出荷時出荷時出荷時出荷時）））） ⑥⑥⑥⑥外部出力外部出力外部出力外部出力ハーネスハーネスハーネスハーネス
　（　（　（　（MMMM４４４４皿皿皿皿ねじねじねじねじ））））
　　（　　（　　（　　（内部内部内部内部））））

●●●●支柱支柱支柱支柱（（（（4444ヶヶヶヶ所所所所））））

　　　　　　　　　　　　②②②②本体本体本体本体・・・・脚脚脚脚

●●●●ローラーローラーローラーローラー ●●●●牌牌牌牌スライダースライダースライダースライダー　　　　　　　　　　　　※※※※天板天板天板天板ＳＷＳＷＳＷＳＷ
（（（（上上上上・・・・内部内部内部内部））））

（（（（注意注意注意注意））））・・・・本体本体本体本体のののの移動時移動時移動時移動時はははは、、、、板金等板金等板金等板金等のののの角角角角にににに注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
（（（（注意注意注意注意））））・・・・枠枠枠枠のののの外部外部外部外部アースアースアースアースはははは本体本体本体本体のののの支柱支柱支柱支柱（（（（４４４４ヶヶヶヶ所所所所））））にににに固定固定固定固定しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。
　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（固定固定固定固定ネジネジネジネジをををををををを外外外外すとすとすとすと天板天板天板天板のののの調整調整調整調整がずれるがずれるがずれるがずれる事事事事がありますのでがありますのでがありますのでがありますので絶対絶対絶対絶対にしないでくださいにしないでくださいにしないでくださいにしないでください））））

⑨操作パネルへのスイッチカバーの取付（スイッチボックス）

（操作パネル（Ｍ3ネジ・２本）外してからスイッチカバーを貼る）
・・・・ターンテーブルターンテーブルターンテーブルターンテーブル内内内内にににに入入入入っていますっていますっていますっています。。。。 ⑨押付ける

（（（（注意注意注意注意））））・・・・カバーカバーカバーカバー部部部部のののの切切切切りりりり込込込込みみみみ（（（（凹凹凹凹））））をををを電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチ側側側側にににに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　貼貼貼貼ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

　　・・・・スイッチカバースイッチカバースイッチカバースイッチカバー 切り込み

　取付時、折り曲げ部を押して曲げを深くしてから取付てください。
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汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット部部部部
●

外れていないか確認をしてから運転を

牌牌牌牌ｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀﾞ゙゙゙ｰーーー

★ ((((注意注意注意注意））））
牌牌牌牌ｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀﾞ゙゙゙ｰーーーががががﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰののののﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾞ゙゙゙よりよりよりより外外外外れるとれるとれるとれると
牌押牌押牌押牌押しししし動作動作動作動作がががが重重重重くなりくなりくなりくなり牌牌牌牌ををををｽﾑｰｽｽﾑｰｽｽﾑｰｽｽﾑｰｽﾞ゙゙゙にににに
押押押押せなくなりますせなくなりますせなくなりますせなくなります。。。。
・・・・エラーエラーエラーエラー・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０　　　　発生発生発生発生

●

　　　　場基板場基板場基板場基板がありますがありますがありますがあります。。。。 ﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰ（（（（ﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾞ゙゙゙付付付付きききき））））

・設置時、手を触れた場合にはコネクターが抜けることがありますので上記、Ｅー１０が
　発生した場合にはコネクター外れ等を確認して下さい。
ユニットユニットユニットユニット動作動作動作動作のののの構成構成構成構成ははははユニットユニットユニットユニット側側側側よりよりよりより見見見見てててて全全全全てててて右側右側右側右側のののの場基板場基板場基板場基板ででででコントロールコントロールコントロールコントロールしていますしていますしていますしています。。。。

2222 ””””エラーエラーエラーエラー発生時発生時発生時発生時、、、、スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチ（（（（赤赤赤赤ランプランプランプランプ））））がががが点滅点滅点滅点滅””””

点滅して異常をお知らせします。
又、本体下部（スイッチボックス）操作パネル、ゲーム選択表示窓にエラー番号を表示します。
((((注意注意注意注意））））

AAAA：：：：最初最初最初最初のののの表示表示表示表示（（（（場所場所場所場所））））次次次次ににににBBBB::::（（（（内容内容内容内容））））をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

※※※※エラーエラーエラーエラーがががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには
点滅点滅点滅点滅しているしているしているしているスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチをををを押押押押してしてしてして再再再再スタートスタートスタートスタートさせますさせますさせますさせます。。。。
数回数回数回数回、、、、試試試試みてもみてもみてもみても回避回避回避回避できないできないできないできない場合場合場合場合にはにはにはには①①①①のののの表示表示表示表示にににに従従従従いいいい確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

((((注意注意注意注意））））

　表示されます。
・天板を開き（天板SWをOFF）ゲーム選択スイッチを長押し（3秒）すると過去のエラー番号が

・天板を閉じると待機状態になります。

（（（（2222））））・・・・[[[[BBBB]]]]ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチをををを押押押押すとすとすとすとEEEE********（（（（エラーエラーエラーエラー内容内容内容内容））））表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　２２２２回回回回のののの表示表示表示表示ででででトラブルトラブルトラブルトラブルのののの場所場所場所場所とととと内容内容内容内容をををを確認確認確認確認しますしますしますします。。。。

・・・・待機状態待機状態待機状態待機状態（（（（表示表示表示表示））））にににに戻戻戻戻すすすす時時時時はははは電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを切切切切るかるかるかるか又又又又はははは、、、、天板天板天板天板をををを開開開開けてけてけてけて閉閉閉閉じてくださいじてくださいじてくださいじてください。。。。

②②②②エラーエラーエラーエラーのののの過去過去過去過去をををを確認確認確認確認するするするする。。。。

　本機の動作中に異常（トラブル）を検出するとサイコロボックス表面部、スタートスイッチランプ（赤色）が

ゲームゲームゲームゲーム選択表示部選択表示部選択表示部選択表示部ににににエラーエラーエラーエラー番号番号番号番号をををを表示表示表示表示しますしますしますします。（。（。（。（エラーエラーエラーエラー履歴履歴履歴履歴はははは最大最大最大最大５０５０５０５０項目項目項目項目までまでまでまで記憶記憶記憶記憶しますしますしますします））））

①①①①エラーエラーエラーエラー発生時発生時発生時発生時

（（（（1111））））・・・・[[[[AAAA]]]]最初最初最初最初のののの表示 表示 表示 表示 EEEE********（（（（場所場所場所場所））））をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

・・・・本体本体本体本体のののの各各各各コーナーコーナーコーナーコーナーのののの支柱支柱支柱支柱（（（（４４４４ヶヶヶヶ所所所所））））にはにはにはには内側内側内側内側にににに

エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示のののの見方見方見方見方
●●●●エラーエラーエラーエラーがががが発生発生発生発生したしたしたした時時時時のののの対応対応対応対応…………（（（（天板裏面天板裏面天板裏面天板裏面ののののエラーエラーエラーエラー表示表示表示表示シールシールシールシールをををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい））））

・・・・本機本機本機本機はははは異常異常異常異常のののの状態状態状態状態をおをおをおをお知知知知らせするらせするらせするらせする自己診断機能自己診断機能自己診断機能自己診断機能をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。

本体本体本体本体をををを運転運転運転運転するするするする前前前前にににに・・・・・・・・・・・・４４４４ヶヶヶヶ所所所所　　（　　（　　（　　（設置後設置後設置後設置後））））
牌スライダーが下部のローラー（ツバ）より

して下さい。

場基板部場基板部場基板部場基板部コネクターコネクターコネクターコネクターののののハーフロックハーフロックハーフロックハーフロック

 ・  ・  ・  ・ トラブルトラブルトラブルトラブルののののＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

※牌が不足の場合・・・
０５０５０５０５ ①牌数が設定モードと合っていますか・・・？
セットタイムオーバーセットタイムオーバーセットタイムオーバーセットタイムオーバー 　A ：ゲーム選択表示窓を確認してください。

EEEE００００----０５０５０５０５ EEEE００００・・・・メインメインメインメイン 　A ：設定モードの牌数に合わせて下さい。

※牌がターンテーブル上に残っている場合・・・
図図図図３３３３ ②牌がターンテーブルとホッパー（内壁）の間、又は異物

　（点棒、チップ）等が引っ掛かっていませんか・・・？

　　　　　　　　　　①①①① ③牌が湿っていませんか・・・？
　　　　　　　　　　　　ゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓 A ：②～③の場合

A ：牌、異物を取り除き、下記の処置をして下さい。
   ・ターンテーブル表面と牌の清掃をして下さい。
   ・温風器（１０分以上）を入れて乾燥させて下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牌横牌横牌横牌横→→→→ ※吸着部で牌が横向きで挟まっている場合・・・
　　　　　　　　　　図図図図４４４４ ④吸着部の下側牌をどかしても牌が残っている時・・・？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲートゲートゲートゲート Ａ：ゲート規制ネジ（樹脂）を左方向に回してネジ先端を

　　約１～１．５ｍｍ引っ込めてください。
　調整後、ナットを締めて固定してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※※※牌規制牌規制牌規制牌規制ネジネジネジネジ ・・・・ゲートゲートゲートゲート規制規制規制規制ネジネジネジネジはははは縦牌進入縦牌進入縦牌進入縦牌進入をををを制御制御制御制御するするするする為為為為ですですですです。。。。
　　　　　　　　　　④④④④牌横牌横牌横牌横でででで挟挟挟挟まるまるまるまる 　（　（　（　（牌高牌高牌高牌高ささささ２１２１２１２１～～～～２２２２２２２２ｍｍｍｍｍｍｍｍ方向方向方向方向のののの侵入阻止用侵入阻止用侵入阻止用侵入阻止用ネジネジネジネジ））））

ＥＥＥＥ１１１１－－－－０１０１０１０１ EEEE1111→ → → → 東場東場東場東場 ①センサー（PS)、モーター（PM)の破損又は、
ＥＥＥＥ２２２２－－－－０１０１０１０１ EEEE2222→ → → → 南場南場南場南場  　 コネクター、各場の右側、場基板等の抜け及び
ＥＥＥＥ３３３３－－－－０１０１０１０１ EEEE3333→ → → → 西場西場西場西場 　　ハーフロックはありませんか・・・？
ＥＥＥＥ４４４４－－－－０１０１０１０１ EEEE4444→ → → → 北場北場北場北場 A ：モーターが破損の場合は保守の手順に従い交換して
　図５      下さい。又は、コネクターを挿入して下さい。

　　　 ＰＭ　　 ＰＭ　　　 ＰＭ　　 ＰＭ・・・・モーターモーターモーターモーター ・・・・確認確認確認確認・・・・・・・・・・・・テストモードテストモードテストモードテストモード０４０４０４０４（Ｐ（Ｐ（Ｐ（Ｐ７７７７////３３３３項参照項参照項参照項参照））））積棒表示上積棒表示上積棒表示上積棒表示上にににに
　　　ＰＳ　　ＰＳ　　　ＰＳ　　ＰＳ・・・・センサーセンサーセンサーセンサー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点灯点灯点灯点灯がががが無無無無ければければければければセンサーセンサーセンサーセンサーをををを交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
   　　　コネクター  　　　コネクター   　　　コネクター  　　　コネクター

※ ※ ※ ※ 保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書（（（（２２２２版版版版））））
・・・・プッシャーモータープッシャーモータープッシャーモータープッシャーモーターASSYASSYASSYASSY交換方法交換方法交換方法交換方法…………１０１０１０１０ページページページページ参照参照参照参照
・・・・プッシャーセンサープッシャーセンサープッシャーセンサープッシャーセンサーASSYASSYASSYASSY交換方法交換方法交換方法交換方法…………１１１１１１１１ページページページページ参照参照参照参照

ＥＥＥＥ１１１１－－－－０２０２０２０２ EEEE１１１１→ → → → 東場東場東場東場 ①待機台上及びエレベーターに牌、異物が挟まって
ＥＥＥＥ２２２２－－－－０２０２０２０２ EEEE２２２２→ → → → 南場南場南場南場    いませんか・・・？
ＥＥＥＥ３３３３－－－－０２０２０２０２ EEEE３３３３→ → → → 西場西場西場西場
ＥＥＥＥ４４４４－－－－０２０２０２０２ EEEE４４４４→ → → → 北場北場北場北場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図６６６６ ②プッシャーモーター機構部に異物（点棒、チップ）等が
　挟まっていませんか・・・？

Ａ：取り除いてください。

③エレｰベータｰ（ＥＬ）が水平ですか・・・？

　　　　　　　　　　　　　　・・・・ＥＬＥＬＥＬＥＬ高高高高ささささ調整調整調整調整 Ａ：エレベーター(ＥＬ）が水平に動作する様に調整して
　　　　　ＥＬ　　　　ＥＬ　　　　　ＥＬ　　　　ＥＬ調整調整調整調整ネジネジネジネジ 　　してください。（対辺7ｍｍボックス等で調整）・左/右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　図図図図７７７７ ④待機台ガイド（内側）とプッシャー板がオーバーラップ
   していませんか・・・？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　待機台待機台待機台待機台ガイドガイドガイドガイド A ：②待機台ガイドとプッシャー板の隙間を
　　　調整してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隙間隙間隙間隙間 ※プッシャー待機時、待機台ガイド内側面より
 プッシャー板が 前方に出ない事。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッシャープッシャープッシャープッシャー板板板板

図図図図７７７７

図図図図４４４４

０２０２０２０２
プッシャーモータープッシャーモータープッシャーモータープッシャーモーターがががが
過負荷過負荷過負荷過負荷 A：取り除いてください。

エラーエラーエラーエラー
番号番号番号番号

①①①①Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
場 所場 所場 所場 所

②②②②Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
内    容内    容内    容内    容

確認及確認及確認及確認及びびびび修理内容修理内容修理内容修理内容・・・・対応説明対応説明対応説明対応説明（（（（写真図写真図写真図写真図*/*/*/*/本誌本誌本誌本誌ページページページページＮＯ）ＮＯ）ＮＯ）ＮＯ） →↓→↓→↓→↓

図図図図1111

図図図図３３３３

０１０１０１０１
プッシャーモータープッシャーモータープッシャーモータープッシャーモーターがががが
動作動作動作動作しないしないしないしない。。。。

図図図図５５５５

図図図図６６６６
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１９  １９  １９  １９  トラブルトラブルトラブルトラブルののののＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ

　　　　●●●●自己診断機能自己診断機能自己診断機能自己診断機能
  　　　本機は異常の状態をお知らせする自己診断機能を持っています。
　　　本機の動作中に異常を検出すると本体下部の（スイッチボックス）ゲーム選択表示窓に表示します。

　　　　　　　　エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示のののの見方見方見方見方

　　　　　　　　①①①①・・・・トラブルトラブルトラブルトラブルがががが発生発生発生発生（（（（サイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックス部部部部、、、、スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチがががが点滅点滅点滅点滅））））するとするとするとするとゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓にににに
　　　　　　　　　　　　　　　　[[[[場所場所場所場所]]]]をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。
　　　　　　　　②②②②・・・・続続続続いていていていてゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチをををを押押押押すとすとすとすと[[[[トラブルトラブルトラブルトラブル内容内容内容内容]]]]をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

※※※※ エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示のののの見方見方見方見方（（（（2222項項項項・・・・PPPP６６６６及及及及びびびび天板裏側天板裏側天板裏側天板裏側エラーエラーエラーエラー表表表表をををを参照参照参照参照））））

◎◎◎◎ 調整及調整及調整及調整及びびびび修理修理修理修理にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、保守要領書保守要領書保守要領書保守要領書（（（（２２２２版版版版））））とととと併併併併せてせてせてせて、、、、御利用下御利用下御利用下御利用下さいさいさいさい。。。。

ＥＥＥＥ００００－－－－０１０１０１０１ ＥＥＥＥ００００・・・・メインメインメインメイン 蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉がががが閉閉閉閉まらないまらないまらないまらない

０２０２０２０２ ①蓋開閉カムに牌が挟まっていませんか又は
ＥＥＥＥ００００－－－－０２０２０２０２ ＥＥＥＥ００００・・・・メインメインメインメイン 蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉がががが開開開開かないかないかないかない 　ホッパー蓋の周囲に異物がありませんか。

A ：取り除いてスタートスイッチを押して下さい。

※※※※蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカム下部下部下部下部のののの異物  異物  異物  異物  モーターモーターモーターモーター及及及及びびびびコネクターコネクターコネクターコネクター
（（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカム周辺周辺周辺周辺））））                         （                        （                        （                        （蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉モーターモーターモーターモーターASSYASSYASSYASSY・・・・南場南場南場南場））））

　　　　図図図図１１１１ 　　　　　　　　　　　　図図図図２２２２

０３０３０３０３ ①サイコロボックスの周囲（ホッパー蓋）に点棒、ヒゲ、
ＥＥＥＥ0000－－－－０３０３０３０３ ＥＥＥＥ００００・・・・メインメインメインメイン 蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰﾓｰﾀｰがががが過負荷過負荷過負荷過負荷   牌等、 引っ掛かっていませんか。

A ：取り除いてスタートスイッチを押して下さい。

　　　　図図図図２２２２　　

　　　　図図図図１１１１

０１０１０１０１

①・モーターコネクターが抜けていませんか。
A ：コネクターを挿入してください。

②モーターが破損していませんか。
A ：保守の手順に従いモーターを交換してください。
※保守要領書（２版）蓋開閉ＡＳＳＹ交換方法
・４ページ参照

（（（（形式形式形式形式．．．．AMAMAMAM----0212021202120212AAAA型型型型））））

エラーエラーエラーエラー
番号番号番号番号

①①①①Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
場 所場 所場 所場 所

②②②②Ｅ－Ｅ－Ｅ－Ｅ－********
内    容内    容内    容内    容

・・・・EEEE----0000【【【【場所場所場所場所】】】】…………ﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝﾒｲﾝ→→→→本体部本体部本体部本体部（（（（ﾀｰﾝﾃｰﾌﾀｰﾝﾃｰﾌﾀｰﾝﾃｰﾌﾀｰﾝﾃｰﾌﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ・・・・ｻｲｺﾛﾎｻｲｺﾛﾎｻｲｺﾛﾎｻｲｺﾛﾎﾞ゙゙゙ｯｸｽｯｸｽｯｸｽｯｸｽASSYASSYASSYASSY・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ASSYASSYASSYASSY））））等等等等

・・・・EEEE-*-*-*-*【【【【内容内容内容内容】】】】…………各場各場各場各場ののののﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄﾕﾆｯﾄASSYASSYASSYASSY等等等等（（（（EEEE----1111東場東場東場東場・・・・EEEE----2222南場南場南場南場・・・・EEEE----3333西場西場西場西場・・・・EEEE----4444北場北場北場北場））））

確認及確認及確認及確認及びびびび修理内容修理内容修理内容修理内容・・・・対応説明対応説明対応説明対応説明（（（（写真図写真図写真図写真図*/*/*/*/本誌本誌本誌本誌ページページページページＮＯ）　ＮＯ）　ＮＯ）　ＮＯ）　 →↓→↓→↓→↓

②・モーターが破損していませんか。
A ：保守の手順に従いモーターを交換してください。
※保守要領書（２版）蓋開閉ＡＳＳＹ交換方法
・４ページ参照

図図図図２２２２

③・ヒゲがホッパー蓋に挟まっていませんか。
（センターキャップＡＳＳＹの調整）
A ：ヒゲを押し込むか又は天板を開けて下さい。

ＰＰＰＰ２２２２２２２２----
１７１７１７１７項項項項

　　　　図図図図２２２２

図図図図１１１１

   
（（（（注意注意注意注意））））
・・・・天板天板天板天板スイッチスイッチスイッチスイッチはははは上上上上（（（（穴部穴部穴部穴部））））よりよりよりよりドライバードライバードライバードライバー等等等等をををを絶対絶対絶対絶対にににに入入入入れないでくださいれないでくださいれないでくださいれないでください。。。。
　（（　（（破損等破損等破損等破損等のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります））））
　　　　天板支柱天板支柱天板支柱天板支柱のののの横横横横からからからから手手手手をををを入入入入れてれてれてれて操作操作操作操作してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

（（（（注意注意注意注意））））
・スイッチレバーを上に切替えると天板が閉じた状態となり、通常運転できます。

・・・・（（（（標準標準標準標準） ） ） ） 

・・・・（（（（JoJoJoJoｙ ｙ ｙ ｙ NaviNaviNaviNavi） ） ） ） 

標準 標準 標準 標準 ・・・・積棒積棒積棒積棒スイッチスイッチスイッチスイッチ ・・・・Ｊｏｙ　ＮＡＶＩＪｏｙ　ＮＡＶＩＪｏｙ　ＮＡＶＩＪｏｙ　ＮＡＶＩ

ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチ

④④④④エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示　　
・・・・天板天板天板天板のののの裏側裏側裏側裏側にににに「「「「エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示シールシールシールシール」」」」がががが貼貼貼貼ってありますのでってありますのでってありますのでってありますので参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

コードコードコードコードNONONONO．．．． Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ 本書本書本書本書のののの解説解説解説解説

０１ ２５ページ ２２Ｐ－１７項

メインメインメインメイン ０２ 　〃

（（（（E E E E ００００）））） ０３ 　〃
０５ ２６ページ

０１ 　〃

各場各場各場各場 ０２ 　〃

０３ ２７ページ

東場   東場   東場   東場   （（（（EEEE----１１１１）））） ０４ 　〃

南場   南場   南場   南場   （（（（EEEE----２２２２）））） ０５ 　〃

西場   西場   西場   西場   （（（（EEEE----３３３３）））） ０６ ２８ページ

北場   北場   北場   北場   （（（（EEEE----４４４４）））） １０ ２８ページ １５Ｐ－１４項

〃 ２５ページ １９Ｐ－１５項

〃 ２８ページ １８Ｐ－Ｃ-1
１１ ２９ページ

牌押しレバーの動作不良
ゲート動作不良

配牌モーターが下段位置へ動作しない

配牌モーターが過負荷
待機台牌詰まり（乗換部に牌１５秒停滞）

ターンテーブル部牌ブリッジ

配牌モーターが中段位置へ動作しない

蓋開閉が閉まらない
蓋開閉が開かない
蓋開閉モーターが過負荷
セットタイムオーバー
プッシャーモーターが動作しない
プッシャーモーターが過負荷
配牌モーターが上段位置へ動作しない

A→A→A→A→場所表示場所表示場所表示場所表示
（（（（ 初初初初のののの表示表示表示表示））））

エラーエラーエラーエラー内容内容内容内容
本書本書本書本書のののの項目項目項目項目・・・・****ＰＰＰＰ‐‐‐‐＊＊＊＊項項項項

B→B→B→B→・ ・ ・ ・ エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・
（（（（ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチをををを押押押押したしたしたした後後後後のののの表示表示表示表示））））

トラブルトラブルトラブルトラブルのののの
Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ・・・・ページページページページ

 ・ ・ ・ ・ゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓

③③③③エラーエラーエラーエラーののののクリアー クリアー クリアー クリアー （（（（標準標準標準標準））））////（（（（Joy NaviJoy NaviJoy NaviJoy Navi))))

・ 天板を開き（天板SWをOFF）サイコロボックスの積棒スイッチとゲーム選択スイッチを同時に
  長押し（３秒）するとゲーム選択表示部に”CL”（クリアー）と表示されます。

・ 天板を開き（天板SWをOFF）サイコロボックスのスタートスイッチとゲーム選択スイッチを
　同時に長押し（3秒間）すると、ゲーム選択表示部に”CL”（クリアー）と表示されます。
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●●●●各場各場各場各場のののの動作及動作及動作及動作及びびびびセンサーセンサーセンサーセンサーのののの確認等確認等確認等確認等、、、、メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス時時時時にににに使用使用使用使用しますしますしますします。。。。

①スタートスイッチを押しながら、電源スイッチを入れて約３秒間押し続けます。

　テストモードに入ると「ピッ」と鳴り、東場の起家ランプが点灯します。
・ゲーム選択表示窓に"００”と表示します。

②ゲーム選択スイッチで動作させたい番号を表示させます。

③各動作は「●」部を押して動作させます。
※動作をさせながら同時にセンサーの確認も出来ます。

   サイコロボックス   サイコロボックス   サイコロボックス   サイコロボックス     　 スイッチボックス    　 スイッチボックス    　 スイッチボックス    　 スイッチボックス ((((本体下側本体下側本体下側本体下側））））
・・・・ゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓

・・・・起家起家起家起家ランプランプランプランプ（（（（東場東場東場東場）））） ●●●●スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチ （（（（表示表示表示表示NONONONO））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・コーナーコーナーコーナーコーナー表示表示表示表示ランプランプランプランプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●●親親親親ボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチ ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチ

●●●●積棒積棒積棒積棒スイッチ   　　スイッチ   　　スイッチ   　　スイッチ   　　
・・・・センサーセンサーセンサーセンサー表示表示表示表示（（（（積棒表示積棒表示積棒表示積棒表示）））） ●●●●電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチ

表示０３・０４センサー確認は場(親釦スイッチを一度押す）を決定させます。 　　〇〇〇〇〇

ランプ

　　　（エレベーター表面、右より牌７個目の下にセンサーがあります・牌を置きます

※※※※天板 裏側天板 裏側天板 裏側天板 裏側ににににテストモードテストモードテストモードテストモード表表表表がががが貼貼貼貼ってありますってありますってありますってあります。。。。

東 南 西 北 1 2 3 4 5（黄） 5（赤）

テストモードテストモードテストモードテストモードのののの終了終了終了終了
・電源スイッチを「切る」と、テストモードが解除されます。
  再度、電源スイッチを「入」にすると待機状態になります。

過負荷

● 過負荷
配牌
上

配牌
中

配牌
下

● ●

● ● ●
プッ

シャー
EL牌

●

０４ プッシャーモーター ●

牌押０３ 振り分けソレノイド ● ● ● ● カウント

● ● ● ●

０２ ターンテーブルモーター ●

過負荷

０１ ゲートソレノイド ● ● ● ●

積棒ＳＷ

・０３：カウント用センサー確認＝遮光するとランプ１番点灯

蓋 開蓋 閉

・０３：牌押用センサー確認　　＝遮光するとランプ３消灯

①①①①テストモードテストモードテストモードテストモードへのへのへのへの入入入入りりりり方方方方・・・・・・・・・・・・標準仕様標準仕様標準仕様標準仕様

積棒 表示ランプ（センサー表示）表示
NO.

動作機構
積棒
SW

親ボタンSW

3333

・０４：ＥＬ牌(エレベーターセンサー）＝牌を乗せるとランプ４番点灯

　　5　←3　←1

4444

０１ 蓋開閉モーター ●

０２ ドラソレノイド

０５ 配牌モーター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Ｃ．Ｃ．Ｃ．Ｃ．牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイドのののの高高高高ささささ調整調整調整調整

●●●●載置台載置台載置台載置台のののの長長長長さがさがさがさが変変変変わるとわるとわるとわると牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイドがががが上上上上（（（（載置台部載置台部載置台部載置台部））））ストッパーストッパーストッパーストッパーよりよりよりより外外外外れてれてれてれて戻戻戻戻らなくなりますのでらなくなりますのでらなくなりますのでらなくなりますので
　　必必必必ずずずず牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイドのののの高高高高ささささ調整調整調整調整をししてくださいをししてくださいをししてくださいをししてください。。。。

①テストモードに入れゲームモードＳＷを押して”０３”に設定します。（６Ｐ・テストモードの入り方を参
②調整する牌ガイド（場）親ボタンＳＷを押してソレノイドを動作させます。
③牌ガイドソレノイドの固定ネジ（Ｍ３×６Ｌ)２ヶ所を緩めます（手前側の待機台を上方向に持ち上げ
ドライバーがはいります）

④親ボタンＳＷを押して牌ガイドの先端が載置台の下側に付いた所で牌ガイドの固定ネジを
締め付けてください。

牌牌牌牌ガイドソレノイドガイドソレノイドガイドソレノイドガイドソレノイド
固定固定固定固定ネジネジネジネジ（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ３３３３××××６６６６Ｌ）Ｌ）Ｌ）Ｌ） 載置台載置台載置台載置台((((下面下面下面下面））））

待機台待機台待機台待機台 牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイド・・・・ストッパーストッパーストッパーストッパー

●●●●プッシャープッシャープッシャープッシャーASSYASSYASSYASSYのののの調整調整調整調整（（（（牌中牌中牌中牌中・・・・標準標準標準標準））））よりよりよりより広広広広げるげるげるげる方向方向方向方向にににに調整調整調整調整しますしますしますします。。。。

①本体のテストモードに入り牌の隙間調整をします。（５ﾍﾟｰｼﾞ・３項　テストモードへの入り方参照）

②テストモード”０５”にして親SW（調整の場所）を押して待機台を上段側にします。

③テストモード”０４”にして親SW（調整の場所）を押して変更する牌（大）を待機台上に１段から２段
（１７列）積んで親スイッチを押します。

④プッシャー板がＰﾚﾊﾞｰにより前方に移動して牌を定規板と挟む所まで親SWを押します。

⑤牌と定規板の隙間は０．５ｍｍになる様、固定ネジ（M４×８Ｌ）を緩め調整板を動かして調整します

・・・・プッシャープッシャープッシャープッシャーASSYASSYASSYASSY（（（（824824824824MMMM07585075850758507585----3333)))) プッシャープッシャープッシャープッシャー板板板板（（（（720720720720PPPP07467074670746707467----6666））））
　　　　　　　　　　　　　　　　①①①①調整板調整板調整板調整板（（（（740740740740PPPP47290472904729047290----2222））））

（（（（４４４４箇所箇所箇所箇所）））） 　　　　　　　　　　PPPPﾚﾊﾚﾊﾚﾊﾚﾊﾞ゙゙゙ｰーーー（（（（740740740740PPPP46959469594695946959----2222））））
定規板組定規板組定規板組定規板組（（（（720720720720PPPP07909079090790907909----2222））））

PPPPスライダースライダースライダースライダー（（（（720720720720RRRR07558075580755807558----5555））））

隙間隙間隙間隙間（（（（００００．．．．５５５５ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）ｍｍ）牌牌牌牌とととと定規板定規板定規板定規板
　　（　　（　　（　　（グリスグリスグリスグリスのののの付着付着付着付着））））
　　････拭拭拭拭いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。
　　・・・・左側左側左側左側ののののシャフトシャフトシャフトシャフトのみのみのみのみ
　　　　　　ｽﾑｰｽｽﾑｰｽｽﾑｰｽｽﾑｰｽﾞ゙゙゙にににに動動動動くことくことくことくこと

⑥電源を切って再度入れると待機状態になります。
（（（（注意注意注意注意1111））））牌牌牌牌ののののサイズサイズサイズサイズはははは中中中中よりよりよりより大大大大にににに変更変更変更変更するするするする為為為為、、、、調整板固定調整板固定調整板固定調整板固定ネジネジネジネジはははは緩緩緩緩めてからめてからめてからめてから調整調整調整調整をしてをしてをしてをして下下下下さいさいさいさい。。。。
（（（（注意注意注意注意2222））））隙間調整隙間調整隙間調整隙間調整がががが広過広過広過広過ぎるとぎるとぎるとぎると積積積積みみみみ牌牌牌牌のののの２２２２段目段目段目段目がががが前方前方前方前方へずれますへずれますへずれますへずれます。。。。

　　　　調整調整調整調整ネジネジネジネジ・・・・WWWWｾﾑｽｾﾑｽｾﾑｽｾﾑｽMMMM4444××××8888LLLL（（（（1111個個個個））））



23 8

AAAA．．．．牌幅牌幅牌幅牌幅のののの変更変更変更変更

●●●●汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（東東東東．．．．南南南南．．．．西西西西．．．．北北北北））））・・・・・・・・・・・・（（（（814814814814ＭＭＭＭ02445024450244502445----Ａ）Ａ）Ａ）Ａ）４４４４箇所箇所箇所箇所

①吸着ASSY部の②牌スライダーに取付けてある③牌スペーサーを取り外します。

((((注意注意注意注意））））
牌牌牌牌スライダースライダースライダースライダー側側側側にににに融着及融着及融着及融着及びびびび両面両面両面両面テープテープテープテープでででで固定固定固定固定してありますのでしてありますのでしてありますのでしてありますので外外外外したしたしたした後後後後はははは、、、、糊等糊等糊等糊等がががが残残残残らないらないらないらない様様様様、、、、
清掃清掃清掃清掃してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

③③③③牌牌牌牌スペーサースペーサースペーサースペーサー((((740740740740RRRR47416474164741647416----2222））））

②②②②牌牌牌牌スライダースライダースライダースライダー（（（（730730730730RRRR24867248672486724867----AAAA））））
①①①①吸着吸着吸着吸着ＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（ＡＳＳＹ（824824824824MMMM07588075880758807588----7777)))) 　　　　　　　　→→→→削除削除削除削除しますしますしますします。。。。

Ｂ．Ｂ．Ｂ．Ｂ．載置台載置台載置台載置台スペーサースペーサースペーサースペーサーのののの取付取付取付取付

①載置台と汲み上げユニットの間にスペーサー（ｔ＝0.8）を挿入して取付けます。
　固定ネジはＭ３×１０ＬよりＭ３×12Ｌに変更します。

②載置台をユニットの下部へ水平になる様固定してください。

（（（（注意注意注意注意））））
牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイドがががが動作動作動作動作（（（（上下上下上下上下））））しますのでしますのでしますのでしますのでスットパースットパースットパースットパーがががが載置台載置台載置台載置台にににに干渉干渉干渉干渉しないしないしないしない様様様様
確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。（。（。（。（載置台載置台載置台載置台のののの積牌出口積牌出口積牌出口積牌出口よりよりよりより上上上上になるになるになるになる事事事事））））

②②②②牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイド

・・・・牌牌牌牌ガイドストッパーガイドストッパーガイドストッパーガイドストッパー

（（（（変更変更変更変更））））
取付取付取付取付ネジネジネジネジＭＭＭＭ３３３３××××１２１２１２１２Ｌ（Ｌ（Ｌ（Ｌ（２２２２本本本本））））
（（（（従来従来従来従来ははははＭＭＭＭ３３３３××××10101010Ｌ）Ｌ）Ｌ）Ｌ）

　（　（　（　（追加追加追加追加））））
①①①①載置台載置台載置台載置台スペーサースペーサースペーサースペーサー（（（（７４０７４０７４０７４０ＰＰＰＰ４７９２７４７９２７４７９２７４７９２７））））

③牌ガイドの動作を確認してください。
・テストモード（０３番）に入り牌ガイドのストッパーが上（配牌側）の面に付く様に牌ガイド用ＳＯＬを
　調整します。（上がりすぎると戻らなくなるので確認してください）

④牌スライダーと牌スペーサーの隙間にマイナスドライバー(小）等を入れ横方向にスライドさせて外します。

  

●●●●

　　　　　　　　　　スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチをををを放放放放してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

　　スイッチスイッチスイッチスイッチ((((配牌配牌配牌配牌SWSWSWSW,,,,ドラドラドラドラSWSWSWSW））））によりによりによりにより場場場場をををを決決決決めてめてめてめて動作動作動作動作させますさせますさせますさせます。。。。

②ゲーム選択スイッチで動作させたい番号を表示させます。

④各動作は配牌スイッチとドラスイッチを切替えて東場・南場・西場・北場を動作させます。

・・・・スイッチボックススイッチボックススイッチボックススイッチボックス ・・・・ゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓
（（（（表示表示表示表示NONONONO））））

OFFOFFOFFOFF 　　　　　　ONONONON
親親親親ボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチ

　　　　　　　　　　電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチ
　　　　　　ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチ

スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチ 配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチ ドラスイッチドラスイッチドラスイッチドラスイッチ

●●●●

・・・・メインメインメインメイン部部部部のののの動作動作動作動作・・・・・・・・・・・・親親親親ボタンボタンボタンボタンＳＷＳＷＳＷＳＷをををを押押押押してからすたしてからすたしてからすたしてからすたーーーーととととＳＷＳＷＳＷＳＷをををを押押押押してしてしてして動作動作動作動作させますさせますさせますさせます。。。。

1111 ターンテーブルモーターターンテーブルモーターターンテーブルモーターターンテーブルモーター
2222 蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉モーターモーターモーターモーター
7777 エージングエージングエージングエージング動作動作動作動作

東場東場東場東場
南場南場南場南場
西場西場西場西場
北場北場北場北場

2222 ドラソレノイドドラソレノイドドラソレノイドドラソレノイド ↑
3333 振振振振りりりり分分分分けけけけソレノイドソレノイドソレノイドソレノイド ↑
4444 プッシャーモータープッシャーモータープッシャーモータープッシャーモーター ↑
5555 配牌配牌配牌配牌モーターモーターモーターモーター ↑

テストモードテストモードテストモードテストモードのののの終了終了終了終了
・電源スイッチを切ると、テストモードが解除されます。
 再度、電源スイッチを入れると待機状態になります。

5555  ②  ②  ②  ② テストモードテストモードテストモードテストモードへのへのへのへの入入入入りりりり方方方方・・・・・・・・・・・・Joy NaviJoy NaviJoy NaviJoy Navi仕様仕様仕様仕様

①スタートスイッチを押しながら、電源スイッチをONにして３秒間押し続けます。

・・・・標準標準標準標準タイプタイプタイプタイプとはとはとはとは違違違違いいいい各各各各ユニットユニットユニットユニットのののの動作動作動作動作（（（（メインメインメインメイン部部部部をををを除除除除くくくく））））ははははスイッチボックススイッチボックススイッチボックススイッチボックスのののの、、、、

((((注注注注））））・・・・スピーカースピーカースピーカースピーカーはははは鳴鳴鳴鳴らないらないらないらない為為為為、、、、ゲームゲームゲームゲーム選択表示部選択表示部選択表示部選択表示部がががが””””００００００００””””とととと表示表示表示表示されたらされたらされたらされたら

③各動作は「親ボタンスイッチ」を押してからスタートスイッチで動作させます。

・・・・ジョイナビセンサーサイコロジョイナビセンサーサイコロジョイナビセンサーサイコロジョイナビセンサーサイコロASSYASSYASSYASSY

各場各場各場各場のののの動作動作動作動作はははは動作動作動作動作スイッチスイッチスイッチスイッチ部部部部のののの各各各各スイッチスイッチスイッチスイッチをををを合合合合わせてからわせてからわせてからわせてから動作動作動作動作させますさせますさせますさせます。。。。

Joy Navi Joy Navi Joy Navi Joy Navi テストモードテストモードテストモードテストモード操作表操作表操作表操作表

操作場操作場操作場操作場表示表示表示表示NONONONO 動作機構動作機構動作機構動作機構
配牌配牌配牌配牌SWSWSWSW ドラドラドラドラSWSWSWSW
操作操作操作操作SWSWSWSWのののの位置位置位置位置

②②②②スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチ
サイコロサイコロサイコロサイコロ表面表面表面表面スイッチスイッチスイッチスイッチ

①①①①親親親親ボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチ

OFF OFF ON ON ON ON ＋＋＋＋ 動作動作動作動作

OFF OFF

②②②②スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチ①①①①親親親親ボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチボタンスイッチ

OFF OFF

ゲートソレノイドゲートソレノイドゲートソレノイドゲートソレノイド1111

OFF OFF

ONONONON

動作動作動作動作
ONONONON
OFF

OFF
OFF
ONONONON
ONONONON

OFF
OFF
OFF

・・・・各場各場各場各場のののの動作動作動作動作・・・・・・・・・・・・配牌配牌配牌配牌ＳＷＳＷＳＷＳＷととととドラドラドラドラＳＷＳＷＳＷＳＷをををを操作操作操作操作してしてしてして場場場場ををををッッッッ決定決定決定決定しますしますしますします。。。。

表示表示表示表示NONONONO 動作機構動作機構動作機構動作機構 操作場操作場操作場操作場
操作操作操作操作SWSWSWSWのののの位置位置位置位置 サイコロサイコロサイコロサイコロ表面表面表面表面スイッチスイッチスイッチスイッチ
配牌配牌配牌配牌SWSWSWSW ドラドラドラドラSWSWSWSW

6666
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特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定へのへのへのへの入入入入りりりり方方方方・・・・・・・・・・・・標準標準標準標準////Joy NaviJoy NaviJoy NaviJoy Navi共通共通共通共通

●●●● ・・・・ユーザーユーザーユーザーユーザーのののの仕様仕様仕様仕様にににに対応対応対応対応したしたしたした特注設定特注設定特注設定特注設定がががが、、、、スイッチスイッチスイッチスイッチ操作操作操作操作によりによりによりにより設定設定設定設定できますできますできますできます。。。。

・・・・特殊設定特殊設定特殊設定特殊設定のののの操作方法操作方法操作方法操作方法（（（（CPUCPUCPUCPUﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｰｼｰｼｰｼｰｼﾞ゙゙゙ｮﾝｮﾝｮﾝｮﾝVVVV1111....21212121以降以降以降以降よりよりよりより設定設定設定設定がががが出来出来出来出来ますますますます））））

●●●●

①①①①スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチをををを押押押押しながらしながらしながらしながら、、、、電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチををををONONONONにしてにしてにしてにして約約約約３３３３秒間押秒間押秒間押秒間押しししし続続続続けますけますけますけます。。。。
　　　　　　　　テストモードテストモードテストモードテストモードにににに入入入入るとるとるとると「「「「ピッピッピッピッ」」」」とととと音音音音がしてがしてがしてがして、、、、東場東場東場東場のののの起家起家起家起家ランプランプランプランプがががが点灯点灯点灯点灯しますしますしますします。。。。

（（（（注意注意注意注意））））・・・・・・・・・・・・JoyJoyJoyJoy　　　　NAVINAVINAVINAVIはははは音音音音がしませんがしませんがしませんがしません。。。。・・・・・・・・・・・・表示窓表示窓表示窓表示窓にににに””””００００００００””””とととと表示表示表示表示されたらされたらされたらされたらスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチよりよりよりより

・・・・スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチ 電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチ ゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓

ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチ

②②②②ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチをををを押押押押してしてしてしてゲームゲームゲームゲーム表示表示表示表示をををを…”…”…”…”０６０６０６０６”…”…”…”…にしますにしますにしますにします。。。。

③③③③スタートスタートスタートスタートＳＷＳＷＳＷＳＷを を を を ３３３３秒間長押秒間長押秒間長押秒間長押しすると しすると しすると しすると 「「「「ピッピッピッピッ」 」 」 」 とととと音音音音がしますがしますがしますがします。。。。（Ｊｏｙ　Ｎａｖｉ（Ｊｏｙ　Ｎａｖｉ（Ｊｏｙ　Ｎａｖｉ（Ｊｏｙ　Ｎａｖｉはははは音音音音がしませんがしませんがしませんがしません））））
　　　　このこのこのこの時時時時、、、、ゲームゲームゲームゲーム表示窓表示窓表示窓表示窓にににに１０１０１０１０かかかか１１１１１１１１と と と と 表示表示表示表示しますしますしますします。。。。

●●●● 音音音音がしたらがしたらがしたらがしたら・・・・・・・・・・・・””””特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定””””　　　　にににに入入入入りましたりましたりましたりました。。。。
④④④④設定設定設定設定のののの前前前前、、、、又又又又ははははバージョンアップバージョンアップバージョンアップバージョンアップ時時時時はははは必必必必ずずずず次次次次のののの設定設定設定設定クリアークリアークリアークリアーをををを実行実行実行実行してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

●●●●

・ゲームモード選択スイッチと親ボタンスイッチを３秒間長押ししてください。
・全ての設定が「０」となり、無効となります。
・新しいＣＰＵ基板は、使用前に必ず設定クリアーを実施してください。

⑤⑤⑤⑤変更変更変更変更したいしたいしたいしたい項目項目項目項目のののの番号番号番号番号ををををゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチでででで表示表示表示表示させますさせますさせますさせます。。。。

⑥⑥⑥⑥スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチをををを押押押押すすすす毎毎毎毎にににに「＊．「＊．「＊．「＊．００００」」」」・・・・「＊．「＊．「＊．「＊．１１１１」」」」とととと、、、、切替切替切替切替わりわりわりわり、、、、設定設定設定設定がががが出来出来出来出来ますますますます。。。。

⑦⑦⑦⑦ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチをををを押押押押しししし（（（（設定設定設定設定NONONONO....１１１１～）～）～）～）以降以降以降以降、、、、スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチをををを押押押押してしてしてして設定設定設定設定しますしますしますします。。。。

特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定のののの終了終了終了終了

⑧⑧⑧⑧ゲームゲームゲームゲーム選択選択選択選択スイッチスイッチスイッチスイッチをををを３３３３秒間長押秒間長押秒間長押秒間長押しをしますしをしますしをしますしをします。。。。
　　　　・・・・「「「「ピッピッピッピッ」」」」とととと音音音音がしてがしてがしてがしてテストモードテストモードテストモードテストモードにににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

　（　（　（　（注意注意注意注意））））・・・・・・・・・・・・JoyJoyJoyJoy　　　　NAVINAVINAVINAVIはははは音音音音がしませんがしませんがしませんがしません。（。（。（。（ゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓にににに””””０７０７０７０７””””とととと表示表示表示表示しますしますしますします））））

　（　（　（　（注意注意注意注意））））⑧⑧⑧⑧はははは必必必必ずずずず実行実行実行実行してくださいしてくださいしてくださいしてください。（。（。（。（実行実行実行実行しないとしないとしないとしないと変更変更変更変更したしたしたした設定設定設定設定がががが解除解除解除解除されますされますされますされます））））

⑨⑨⑨⑨テストモードテストモードテストモードテストモードをををを解除解除解除解除しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを切切切切りりりり再度再度再度再度、、、、電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを投入投入投入投入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
　　　　・・・・イニシャライズイニシャライズイニシャライズイニシャライズ後後後後、、、、待機状態待機状態待機状態待機状態になりますになりますになりますになります、、、、

　（　（　（　（注意注意注意注意））））ゲームモードゲームモードゲームモードゲームモード番号番号番号番号をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください））））

●●●●

7777

設定設定設定設定クリアークリアークリアークリアー（（（（デフォルトデフォルトデフォルトデフォルト設定設定設定設定））））

テストモードテストモードテストモードテストモードにににに入入入入りますりますりますります。。。。

サイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手手手手をををを放放放放してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

スイッチボックススイッチボックススイッチボックススイッチボックス

Joy NAVIJoy NAVIJoy NAVIJoy NAVI　　　　　　　　　　　　　　　　標準標準標準標準サイコロサイコロサイコロサイコロ

　　　　ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌｾﾝﾀｰｷｬｯﾌｾﾝﾀｰｷｬｯﾌｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ゚゚゚ASSYASSYASSYASSYのののの調整調整調整調整

●●●●ホッパーホッパーホッパーホッパー蓋蓋蓋蓋ににににヒゲヒゲヒゲヒゲがががが飛出飛出飛出飛出るるるる時時時時
ＡＡＡＡ----1111：：：：ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌｾﾝﾀｰｷｬｯﾌｾﾝﾀｰｷｬｯﾌｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ゚゚゚単体単体単体単体でのでのでのでのヒゲヒゲヒゲヒゲ位置修正位置修正位置修正位置修正
ＡＡＡＡ----2222：：：：センターキャップセンターキャップセンターキャップセンターキャップ本体本体本体本体ででででヒゲヒゲヒゲヒゲ位置位置位置位置をををを変更変更変更変更

・・・・センターキャップセンターキャップセンターキャップセンターキャップののののヒゲヒゲヒゲヒゲ方向方向方向方向はははは出荷時出荷時出荷時出荷時、、、、適正適正適正適正なななな位置位置位置位置にににに取取取取りりりり付付付付けてありますがけてありますがけてありますがけてありますが
　　牌牌牌牌ののののブリッジブリッジブリッジブリッジ等等等等によりまれにによりまれにによりまれにによりまれに飛飛飛飛びびびび出出出出るるるる事事事事がありますががありますががありますががありますが蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ののののリトライリトライリトライリトライ作用作用作用作用によりによりによりにより
　　飛飛飛飛びびびび出出出出しをしをしをしを防止防止防止防止していますしていますしていますしています。。。。
　　飛飛飛飛びびびび出出出出しがしがしがしが気気気気になるになるになるになる場合場合場合場合にはにはにはにはヒゲヒゲヒゲヒゲ方向方向方向方向（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ----1111・・・・ＡＡＡＡ２２２２要領要領要領要領））））をををを変更変更変更変更しますしますしますします。。。。

ＡＡＡＡ----１１１１変更方法変更方法変更方法変更方法
①センターキャップのヒゲ位置が開いている場合にはガードカバーを外して
　ヒゲ固定部を修正してください。

②両側のヒゲ位置はセンターキャップ本体に対して平行になる様に調整してください。
・各ヒゲがセンターキャップの壁に沿って組付けてください。

ＡＡＡＡ----2222変更方法変更方法変更方法変更方法
①センターキャップの固定ネジ（六角穴付止めネジ・９０°２ヶ所）を緩め、
　矢印の方向に回転させます。

②南場より見て後ろ側（北場）にアース板が入っていますので広範囲には変更は出来ません。
③矢印方向に約５°程度位置を変更して固定して下さい。

Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１（（（（単体単体単体単体）））） Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－２２２２（（（（本体本体本体本体のののの位置位置位置位置））））
センターキャップセンターキャップセンターキャップセンターキャップASSYASSYASSYASSY ・・・・固定固定固定固定ネジネジネジネジ（（（（９０９０９０９０°°°°・・・・２２２２ヶヶヶヶ所所所所））））

アースアースアースアース取付板取付板取付板取付板
基準値基準値基準値基準値（（（（ヒゲヒゲヒゲヒゲ固定固定固定固定））））

　　　　　　　　　　ガードカバーガードカバーガードカバーガードカバー 　　　　　　固定固定固定固定ネジネジネジネジ（（（（南場南場南場南場））））
固定固定固定固定ネジネジネジネジ（（（（東場東場東場東場）））） 　　基準値基準値基準値基準値よりずれるとよりずれるとよりずれるとよりずれると飛飛飛飛びびびび出出出出しがしがしがしが多多多多くなりますくなりますくなりますくなります。。。。

牌牌牌牌サイズサイズサイズサイズのののの変更要領変更要領変更要領変更要領

●●●●昇龍牌昇龍牌昇龍牌昇龍牌（（（（中中中中））））サイズサイズサイズサイズ・・・・・・・・・・・・21212121ｍｍｍｍｍｍｍｍ××××２８２８２８２８．．．．５５５５ｍｍｍｍｍｍｍｍ××××１６１６１６１６．．．．５５５５ｍｍｍｍｍｍｍｍ
●●●●昇龍牌昇龍牌昇龍牌昇龍牌（（（（大大大大））））サイズサイズサイズサイズ・・・・・・・・・・・・22222222ｍｍｍｍｍｍｍｍ××××３０３０３０３０ｍｍｍｍｍｍｍｍ××××１６１６１６１６．．．．５５５５ｍｍｍｍｍｍｍｍ

牌牌牌牌（（（（中中中中））））標準標準標準標準よりよりよりより牌牌牌牌（（（（大大大大））））にににに変更変更変更変更のののの場合場合場合場合

・・・・ＡＡＡＡ・・・・・・・・・・・・汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット部牌部牌部牌部牌スペーサースペーサースペーサースペーサーをををを削除削除削除削除しますしますしますします。。。。
・・・・ＢＢＢＢ・・・・・・・・・・・・汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット部部部部のののの載置台載置台載置台載置台スペーサースペーサースペーサースペーサーをををを追加追加追加追加しますしますしますします。。。。
・・・・ＣＣＣＣ・・・・・・・・・・・・牌牌牌牌ガイドガイドガイドガイドのののの調整調整調整調整をしますをしますをしますをします。。。。
・・・・ＤＤＤＤ・・・・・・・・・・・・移載上昇移載上昇移載上昇移載上昇ユニットユニットユニットユニット部部部部ののののプッシャープッシャープッシャープッシャー幅調整幅調整幅調整幅調整をしますをしますをしますをします。。。。
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１６１６１６１６
●●●●取付要領取付要領取付要領取付要領

◎◎◎◎Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１のののの取取取取りりりり外外外外しのしのしのしの逆逆逆逆のののの手順手順手順手順でででで作業作業作業作業をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。

蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹをををを本体本体本体本体にににに組組組組みみみみ込込込込むむむむ前前前前にににに

①→センサーコネクター⑥・上（ＳＨＴ）下（ＯＰＮ）を挿入してください。
②→モーターコネクター⑤・（ＤＭ）を挿入してください。
③→④・温風器を斜めにして蓋開閉ＡＳＳＹを本体に載せ、③・定規板補強板の側面ネジに合わせて
　　　本体上に取り付けます。
④→本体の固定をします。④・温風器（バインド）は共締めします。（ファイナルゲートは 後に固定）
⑤→①残りの２ヶ所固定ネジ（Ｗセムス）を取付けます。
⑥→③・定規板補強板の固定ネジを締め付けます。

（（（（注意注意注意注意））））定規板定規板定規板定規板ととととエレベーターエレベーターエレベーターエレベーターがががが干渉干渉干渉干渉しないしないしないしない様様様様、、、、確認確認確認確認してしてしてして固定固定固定固定してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。
⑦→②ファイナルゲートＡＳＳＹをＢ-1の逆要領で固定して下さい。

・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ ⑥⑥⑥⑥センサーコネクターセンサーコネクターセンサーコネクターセンサーコネクター
①①①①固定固定固定固定ネジネジネジネジ ⑤⑤⑤⑤モーターコネクターモーターコネクターモーターコネクターモーターコネクター

②②②②ファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲート ③③③③定規板補強板定規板補強板定規板補強板定規板補強板
④④④④温風器温風器温風器温風器ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ 　　ＡＳＳＹ　　ＡＳＳＹ　　ＡＳＳＹ　　ＡＳＳＹ

◎◎◎◎Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－１１１１のののの取取取取りりりり外外外外しのしのしのしの逆逆逆逆のののの手順手順手順手順でででで作業作業作業作業をををを行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。
●●●●取付及取付及取付及取付及びびびび調整調整調整調整・・・・・・・・・・・・コネクターコネクターコネクターコネクターをををを挿入挿入挿入挿入してからしてからしてからしてから

・・・・ＳＯＬ（ＳＯＬ（ＳＯＬ（ＳＯＬ（ソレノイドプランジャーソレノイドプランジャーソレノイドプランジャーソレノイドプランジャー））））引引引引きながらきながらきながらきながら汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット先端先端先端先端のののの手前手前手前手前にににに入入入入れますれますれますれます。。。。
・・・・汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット部部部部のののの先端先端先端先端（（（（姿勢制御板姿勢制御板姿勢制御板姿勢制御板））））よりよりよりよりＦＧＦＧＦＧＦＧ先端部先端部先端部先端部（（（（下板下板下板下板））））がががが００００．．．．５５５５ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～２２２２ｍｍｍｍｍｍｍｍとなるとなるとなるとなる様様様様
　　　　平行平行平行平行（（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹののののシャーシーシャーシーシャーシーシャーシー））））にににに取付取付取付取付けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。

●●●●取付時取付時取付時取付時・・・・・・・・・・・・ＦＧＦＧＦＧＦＧとととと汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニットとのとのとのとの隙間隙間隙間隙間をををを調整調整調整調整しますしますしますします。。。。

ＦＧＦＧＦＧＦＧ先端板先端板先端板先端板（（（（下板下板下板下板）））） ●●●●平行平行平行平行にににに取付取付取付取付 ●●●●姿勢制御板姿勢制御板姿勢制御板姿勢制御板のののの先端先端先端先端
((((注意注意注意注意））））

ファイナルゲートマイラーファイナルゲートマイラーファイナルゲートマイラーファイナルゲートマイラー 立立立立てるてるてるてる（ＳＯＬ（ＳＯＬ（ＳＯＬ（ＳＯＬをををを引引引引くくくく）））） ●●●●汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニットととととＦＧＦＧＦＧＦＧのののの隙間隙間隙間隙間
※1※1※1※1  ０ ０ ０ ０．．．．５５５５ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～２２２２ｍｍｍｍｍｍｍｍ

　０～1ｍｍ調整

　　　　蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取付取付取付取付（（（（調整調整調整調整））））

Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－１１１１ファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートASSYASSYASSYASSY調整及調整及調整及調整及びびびび取付方法取付方法取付方法取付方法

8888
表示

1111 標準設定 １．０
１．１

2222 標準設定 ２．０
★★★★ （Ｖｅｒ：3.04～） ２．１ ０．６秒 　

3333 ３．０
３．１

4444 標準 ４．０
４．１

5555 標準 ５．０
５．１

6666 標準設定 ６．０
６．１

★★★★ 7777 標準 ７．０
（Ｖｅｒ：3.02～） ７．１

8888 ８．０
標準設定 ８．１

9999 ９．０
標準設定 ９．１

10101010（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ） Ａ．０
標準設定 Ａ．１

1111１１１１（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ） 標準設定 ｂ．０ ＯＦＦ
（Ｖｅｒ：3.01～） ｂ．１ ＯＮ

１２１２１２１２（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ）（Ｃ） 標準設定 Ｃ．０
（Ｖｅｒ：3.03～） Ｃ．１

★特殊モード設定（Ｂ）・・・ゲームモード：０８～１４：増設（ＣＰＵ基板部、ディップＳＷ２の１番をＯＮ）
　　　　　　　　　　　　　　　　・三人赤北入り/三人花赤北入り/三人花花赤北入り/三人花花＋２

★11Ｂ[ ｂ１]設定　
　２秒に固定されますが２項・２．１設定にすると１秒となります。

・特殊モード設定Ａ・・・４人三人モード及び１００牌仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（（（（透過形透過形透過形透過形センサーセンサーセンサーセンサー））））・・・・Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：2222....04040404～～～～

１７列×２段・ドラ部１６列（７列＋９列）

・牌未投入時の初期動作・・・ホッパー蓋閉後、牌が無いと５秒間で待機状態になります。・・・Ｖｅｒ：3.03
ＯＦＦ
ＯＮ

１７列×２段・１８列×２段・ドラ部１６列（６列＋８列）

・フアイナルゲートASSY（牌強制取込み）
ＯＦＦ
ＯＮ

ＯＮ

・自動上昇モード（配牌取出し後の積牌自動出し）
ＯＦＦ

４人：積牌部配列・東/西11列×2段．南/北１０列×２段

★★★★11111111（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）設定時設定時設定時設定時、、、、上昇時間上昇時間上昇時間上昇時間がががが２２２２秒秒秒秒（（（（標準標準標準標準））））よりよりよりより１１１１秒秒秒秒となりますとなりますとなりますとなります。。。。

３人配牌無し場（北）・Ｖｅｒ：3.02～

３人配牌無し場（南）・Ｖｅｒ：3.02～

（（（（フォトセンサーフォトセンサーフォトセンサーフォトセンサー））））・・・・Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：2222....04040404～～～～

・牌投入後のスイッチ切替
親ボタンスイッチ
スタートスイッチ

・３人ゲームモード時・・・配牌無し場の固定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・Ｖｅｒ：3.02

・WakWakⅡ対応（リーチ出力・コーナー部点滅）

・自動モード時の積牌上昇待ち時間
１．０秒

・配牌モード時の積牌を均等割にする

特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定表設定表設定表設定表
対　応　内　容

左から３番目(４人モードと同様）

・３人モード時のドラ位置

動　　　作

・配牌数の変更
１３パイ配牌
１２パイ配牌

３人：積牌部配列・東/南/西/北.９列×２段

左から５番目

ON　①（接続ケーブルと変換ハーネスが必要です）
ON　②（リーチを枠に表示させるには｢リーチ出力基板」が必要です）

・配牌モード時の積牌配列

特殊モード（Ａ）ゲームモード０８～１１（特殊モードの増設）
：三人１００牌・４人三人・三人・三人花・三人花花）

・ゲームモードＮＯ．０９～１１を選択すると自動モード時の積牌上昇待ち時間が
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9999 CPU基板の履歴…Vｅｒ．（Ｖ＊＊バージョン） ７７７７版版版版

●●●●ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板基板基板基板ののののバージョンバージョンバージョンバージョンをををを確認確認確認確認するするするする時時時時
　　　　電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを入入入入れるとれるとれるとれると本体下部本体下部本体下部本体下部、、、、スイッチボックススイッチボックススイッチボックススイッチボックスののののゲームゲームゲームゲーム選択表示窓選択表示窓選択表示窓選択表示窓にににに

●●●●起家機能追加起家機能追加起家機能追加起家機能追加（（（（サイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックス新新新新タイプタイプタイプタイプ））））
　　　　増設増設増設増設によりによりによりによりＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板基板基板基板ののののバージョンバージョンバージョンバージョンはははは（Ｖ（Ｖ（Ｖ（Ｖ３３３３．．．．０１０１０１０１））））よりよりよりより実施実施実施実施

●●●●ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板基板基板基板ととととサイコロサイコロサイコロサイコロ基板基板基板基板のののの適合適合適合適合はははは★★★★印印印印にににに限限限限りりりり使用使用使用使用できますできますできますできます。。。。

★★★★

★★★★ '07.05．10 V３．０３

１０１０１０１０ サイコロ基板の履歴…Vｅｒ．（Ｖ＊＊バージョン）
●●●●起家機能増設起家機能増設起家機能増設起家機能増設によりによりによりによりＶｅｒＶｅｒＶｅｒＶｅｒはははは２２２２．．．．００００よりよりよりより実施実施実施実施
((((注意注意注意注意））））
起家機能付起家機能付起家機能付起家機能付ききききサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスははははＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板基板基板基板Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：３３３３....０１０１０１０１よりよりよりより使用使用使用使用できますできますできますできます。。。。
●●●●サイコロサイコロサイコロサイコロ基板基板基板基板ののののバージョンバージョンバージョンバージョン確認確認確認確認はははは基板表面基板表面基板表面基板表面ににににＶＶＶＶ********シールシールシールシールがががが貼貼貼貼ってありますってありますってありますってあります。。。。

'04.07.01 Ｖ１．４

'05.07.18 Ｖ１．５

'05.11.21 Ｖ１．６

★★★★ '07.02.27 Ｖ２．０
★★★★ '07.03.01 Ｖ２．１

（（（（注意注意注意注意））））
サイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックス旧旧旧旧タイプタイプタイプタイプ
●●●●起家機能無起家機能無起家機能無起家機能無しのしのしのしのサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスははははＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板基板基板基板Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：2222....04040404////サイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスＶｅｒ：ＶＶｅｒ：ＶＶｅｒ：ＶＶｅｒ：Ｖ１１１１....６６６６でででで
　　　　合合合合わせてわせてわせてわせて下下下下さいさいさいさい。。。。
・・・・機能機能機能機能
・・・・ルーレットルーレットルーレットルーレット機能機能機能機能
・・・・積棒表示積棒表示積棒表示積棒表示のののの自動化自動化自動化自動化
・・・・起家起家起家起家ランプランプランプランプのののの消灯消灯消灯消灯モードモードモードモード、、、、電源電源電源電源をををを切切切切るとるとるとると復旧復旧復旧復旧しますしますしますします。。。。
・・・・サイコロサイコロサイコロサイコロ回転回転回転回転ののののＯＮＯＮＯＮＯＮ////ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦがががが設定設定設定設定できるできるできるできる。。。。

サイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックス新新新新タイプタイプタイプタイプ
●●●●起家機能付起家機能付起家機能付起家機能付きのきのきのきのサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスははははＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板基板基板基板Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：３３３３....０１０１０１０１以降以降以降以降////サイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスサイコロボックスＶｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：Ｖｅｒ：２２２２....００００以降以降以降以降でででで
　　　　合合合合わせてわせてわせてわせて下下下下さいさいさいさい。。。。
・・・・機能機能機能機能
・・・・ルーレットルーレットルーレットルーレット機能機能機能機能ででででゲームゲームゲームゲームががががスタートスタートスタートスタートできるできるできるできる。。。。
・・・・東戦東戦東戦東戦////南戦表示南戦表示南戦表示南戦表示がががが出来出来出来出来るるるる
・・・・音声音声音声音声ガイダンスガイダンスガイダンスガイダンスがががが出出出出るるるる

特殊モードＢ・ゲームモード増設・・・（ＣＰＵ基板のディップＳＷ2の１番ＯＮで実
行）　　　　三人花赤北入り/三人花花赤北入り

   表示   表示   表示   表示しますしますしますします。「。「。「。「例例例例：：：：VVVV２２２２．．．．０４０４０４０４」」」」のののの場合場合場合場合（（（（VVVV．．．．２２２２))))→→→→続続続続いていていていて

変更日変更日変更日変更日

'07.04．01 V３．０１

Ｖ２．０４

ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ
バージョンバージョンバージョンバージョン

　　　　イニシャライズイニシャライズイニシャライズイニシャライズ後後後後→→→→（（（（０３０３０３０３））））とととと表示表示表示表示・・・・・・・・・・・・以降以降以降以降ゲームゲームゲームゲーム表示表示表示表示にににに戻戻戻戻りますりますりますります。。。。

変更日変更日変更日変更日
サイコロサイコロサイコロサイコロ
バージョンバージョンバージョンバージョン

ホッパー閉後、牌が無いと５秒間で待機状態に戻る・・・C．１に設定すると実行

'07.07.25 Ｖ３．０４
特殊モード（Ｂ）の三人花花＋２を増設及び、４人三人モードでの積牌自動上
昇時間を２秒から１秒に設定出来る。

'06.03.06

変変変変　　　　　　　　更更更更　　　　　　　　内内内内　　　　　　　　容容容容

特殊モードＡ・（４人三人モード）ｂ１に設定すると表示ＮＯ．０８（１００牌仕様）/
０９/１０/１１が増設　及び音声ＲＯＭ・・・Ｖｅｒ：２．０（サイコロボックス、起家機
能増設の為、音声を追加

・（３人ゲーム時の配牌無し場の固定）標準７．０では北場に出ない
・・・７．１に設定すると南場が出なくなります。

サイコロ回転ＯＮ/ＯＦＦ増設（親ボタンスイッチ４ヶ所同時押し・３秒間）

ルーレット及び配牌時の積棒表示を自動化（親ボタン＋親ボタンでルーレット）
起家ランプの消灯モード追加（点灯部の親ボタンスイッチを三回押して消灯）

変変変変　　　　　　　　更更更更　　　　　　　　内内内内　　　　　　　　容容容容

★★★★

★★★★

'07.05．01 V３．０２

起家機能追加、コーナーＬＥＤ追加、ＣＰＵ変更他・・・Ｖ1.6以前とは互換性無し
ルーレット機能２回で起家表示の点灯機能追加

●●●●取外取外取外取外しししし・・・・・・・・・・・・（（（（北場北場北場北場にににに取付取付取付取付てありますてありますてありますてあります））））

※※※※ファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹをををを以下以下以下以下”FG””FG””FG””FG”としますとしますとしますとします。。。。

①本体中央部にある取付ネジ（Ｍ４・バインドネジ）を外します。
（（（（注意注意注意注意））））①①①①ののののバインドネジバインドネジバインドネジバインドネジはははは、Ａ－、Ａ－、Ａ－、Ａ－１１１１項項項項でででで取外取外取外取外していますしていますしていますしています。。。。

②汲み上げユニット先端部にあるゲートを押しながら（閉じ状態）③ゲートリンクを内側へ押します。

ファイナルゲートマイラーを立ててから本体を斜め方向に引き上げます。
⑤コネクターを外します。

③③③③ゲートリンクゲートリンクゲートリンクゲートリンク 　　　　　　斜斜斜斜めにめにめにめに
①①①①取付取付取付取付ネジネジネジネジ（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ4444バインドバインドバインドバインド）））） 　　　　　　　　　　押押押押しししし下下下下げるげるげるげる

　　　　②②②②ゲートゲートゲートゲート（（（（汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット））））
内側内側内側内側へへへへ倒倒倒倒すすすす 　　　（　　　（　　　（　　　（閉閉閉閉じのじのじのじの状態状態状態状態））））

引引引引きききき上上上上げるげるげるげる

④④④④ＳＯＬＳＯＬＳＯＬＳＯＬプランジャープランジャープランジャープランジャー
　　（　　（　　（　　（内部内部内部内部））））

●●●●取取取取りりりり外外外外しししし要領要領要領要領 （（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉モーターモーターモーターモーターＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ・・・・834834834834ＭＭＭＭ25142251422514225142））））

①位相のずれたコーナーの補強板取付ネジ・Ｍ３×８Ｌ（片側）を緩めてください。
②モーターＡＳＳＹ固定ネジ（Ｍ３×６Ｌ）３本を取り外します。
③各場の蓋開閉カムがフリーとなります。

揃えて４ヶ所全ての位置を上に揃え歯車の噛み合った
軸と軸を内側に押付けて補強板の固定ネジを締め付けてください。

④④④④蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカム
①①①①補強板補強板補強板補強板 　　　　　　ストッパーストッパーストッパーストッパー取付部取付部取付部取付部

※※※※モーターモーターモーターモーターはははは取外取外取外取外したしたしたした
　　　　　　状態状態状態状態のののの写真写真写真写真 ※※※※

②②②②モーターモーターモーターモーター取付取付取付取付ネジネジネジネジ

　　　　　　　　　　　　　　　　****③③③③マイタギアマイタギアマイタギアマイタギアをををを外側外側外側外側にににに開開開開くとくとくとくと
カムカムカムカムははははフリーフリーフリーフリーになりますになりますになりますになります。。。。

Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－１１１１・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉モーターモーターモーターモーターＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取取取取りりりり外外外外しししし方法方法方法方法

Ｄ－Ｄ－Ｄ－Ｄ－１１１１・・・・ホッパーホッパーホッパーホッパー蓋蓋蓋蓋のののの各場各場各場各場ののののズレズレズレズレ（（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカムのののの位相位相位相位相ズレズレズレズレ））））

Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－１１１１ファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートASSYASSYASSYASSY調整及調整及調整及調整及びびびび取付取付取付取付、、、、取外取外取外取外しししし方法方法方法方法

④ＳＯＬプランジャーを引きファイナルゲートマイラーを立てからＦＧ本体を斜め方向に引き上げます。

④蓋開閉カムのストッパー（２ヶ所）と取り付け穴がありますので４ヶ所全ての位置を上部（軸の上）に



19 12

１５１５１５１５

●●●● 蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ののののトラブルトラブルトラブルトラブル
ＡＡＡＡ・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ取付取付取付取付、、、、取外取外取外取外しししし要領要領要領要領
ＢＢＢＢ・・・・ﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取付取付取付取付、、、、取取取取りりりり外外外外しししし方法方法方法方法
ＣＣＣＣ・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉モーターモーターモーターモーターのののの交換交換交換交換
ＤＤＤＤ・・・・ホッパーホッパーホッパーホッパー蓋蓋蓋蓋（（（（４４４４枚枚枚枚））））ののののズレズレズレズレ・・・・・・・・・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカムのののの位相位相位相位相ズレズレズレズレ調整調整調整調整

●●●●取取取取りりりり外外外外しししし要領要領要領要領 （（（（蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ・・・・814814814814ＭＭＭＭ02443024430244302443））））

①蓋開閉ﾍﾞｰｽＡＳＳＹの固定ネジ（Ｗセムスネジ・Ｍ４×８Ｌ/バインドネジ・Ｍ４×8）（各２本）４本を
　外します。

（（（（注意注意注意注意））））
温風器温風器温風器温風器ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ////ﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの固定固定固定固定ネジネジネジネジははははバインドネジバインドネジバインドネジバインドネジをををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
標準標準標準標準ののののＷＷＷＷセムスネジセムスネジセムスネジセムスネジをををを使用使用使用使用するとするとするとすると天板天板天板天板がががが浮浮浮浮いていていていてトラブルトラブルトラブルトラブルとなりますとなりますとなりますとなります。。。。

②ファイナルゲートＡＳＳＹ（８２４Ｍ０７９８１)Ｂ－１要領で引き上げてコネクターを抜き、取外します。
　　　　・・・・ＢＢＢＢ----1111ﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾌｧｲﾅﾙｹﾞ゙゙゙ｰﾄｰﾄｰﾄｰﾄＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取取取取りりりり外外外外しししし参照参照参照参照
③定規板補強板を固定している側面ネジ（ＷセムスネジＭ３×６Ｌ）（各１本）４ヶ所緩めます。
④温風器ＡＳＳＹ（８２４Ｍ０７５９１）を斜めに引き上げて蓋開閉ＡＳＳＹを取外します。
⑤モータコネクターを外します。
⑥蓋開閉センサー（上下）のコネクターを外します。

((((注注注注））））コネクターコネクターコネクターコネクターのののの取取取取りりりり外外外外しはしはしはしはセンサーセンサーセンサーセンサーのののの上部上部上部上部をををを押押押押えてえてえてえて抜抜抜抜いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。

⑦本体より蓋開閉ＡＳＳＹを外して平らなテーブル上に裏返して置いてください。

・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ
⑥⑥⑥⑥センサーコネクターセンサーコネクターセンサーコネクターセンサーコネクター

①①①①固定固定固定固定ネジネジネジネジ ⑤⑤⑤⑤モーターコネクターモーターコネクターモーターコネクターモーターコネクター
②②②②ファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲートファイナルゲート ③③③③定規板補強板定規板補強板定規板補強板定規板補強板

④④④④温風器温風器温風器温風器ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ 　　ＡＳＳＹ　　ＡＳＳＹ　　ＡＳＳＹ　　ＡＳＳＹ

⑦⑦⑦⑦蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹをををを平平平平らならならならな場所場所場所場所にににに裏返裏返裏返裏返してしてしてして置置置置いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。
蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカム（（（（各各各各４４４４ヶヶヶヶ所所所所））））４４４４個個個個

モーターモーターモーターモーターＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ取付取付取付取付ネジネジネジネジ
ＭＭＭＭ３３３３××××６６６６ＬＬＬＬ・・・・ＷＷＷＷセムスネジセムスネジセムスネジセムスネジ３３３３本本本本

補強板補強板補強板補強板
ＭＭＭＭ３３３３××××８８８８ＬＬＬＬ・・・・ＷＷＷＷセムスネジセムスネジセムスネジセムスネジ（（（（各各各各４４４４ヶヶヶヶ所所所所））））２２２２本本本本

（（（（注意注意注意注意））））
蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉カムカムカムカムにはにはにはにはストッパーカムストッパーカムストッパーカムストッパーカム（（（（軸軸軸軸））））がががが
南場南場南場南場////北場北場北場北場（（（（２２２２ヶヶヶヶ所所所所））））のみのみのみのみ取取取取りりりり付付付付いていますいていますいていますいています。。。。

　　　　蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取取取取りりりり外外外外しししし及及及及びびびび調整調整調整調整

Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１・・・・蓋開閉蓋開閉蓋開閉蓋開閉ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの取取取取りりりり外外外外しししし方法方法方法方法

１１１１１１１１
①①①①・・・・ＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷ１１１１・・・・・・・・・・・・音声及音声及音声及音声及びびびびＳＷＳＷＳＷＳＷのののの切替切替切替切替ええええ 　（ＣＰＵ　（ＣＰＵ　（ＣＰＵ　（ＣＰＵ基板基板基板基板・・・・・・・・・・・・奥側奥側奥側奥側）））） 標準対応標準対応標準対応標準対応

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４
１ ０ ０ ― ―
２ １ ０ ― ―
３ ０ １ ― ―
４ １ １ ― ―
５ ― ― ０ ―
６ ― ― １ ―
７ ― ― ― ０
８ ― ― ― １

②②②②・・・・ＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷＤＩＰ　ＳＷ２２２２・・・・・・・・・・・・特殊特殊特殊特殊ゲームゲームゲームゲーム（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）（Ｂ）スイッチスイッチスイッチスイッチ及及及及びびびび起家機能起家機能起家機能起家機能、、、、音声切替音声切替音声切替音声切替ええええ（ＣＰＵ（ＣＰＵ（ＣＰＵ（ＣＰＵ基板基板基板基板・・・・・・・・・・・・手前側手前側手前側手前側））））

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４
１ １ ― ― ―
２ ― 1 ― ―
３ ― ― 1 ― 起家機能の音声をOFF
４

１２１２１２１２ 特殊モード牌の配列
★★★★ （（（（1111））））特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定ＡＡＡＡ

・・・・ゲームモードゲームモードゲームモードゲームモードのののの増設増設増設増設（ｂ（ｂ（ｂ（ｂ１１１１））））をををを設定設定設定設定するとするとするとすると使用出来使用出来使用出来使用出来ますますますます。。。。出荷時出荷時出荷時出荷時、、、、標準設定標準設定標準設定標準設定（ｂ（ｂ（ｂ（ｂ００００))))

・・・・スタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチスタートスイッチととととモードモードモードモード切替切替切替切替スイッチスイッチスイッチスイッチによりによりによりにより設定設定設定設定できますできますできますできます。（。（。（。（テストモードテストモードテストモードテストモード→→→→特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定））））

・特殊設定モードに入るには７ページ７項（Ｂ）を設定してください。

････Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－１１１１
積牌仕様積牌仕様積牌仕様積牌仕様（（（（１００１００１００１００牌牌牌牌））））・・・・・・・・・・・・配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ

東場 南場 西場 北場
１２×２ １３×２ １２×２ １３×２
（２４牌） （２６牌） （２４牌） （２６牌）

････Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－２２２２
配牌仕様配牌仕様配牌仕様配牌仕様（（（（１００１００１００１００牌牌牌牌））））・・・・・・・・・・・・配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチＯＮＯＮＯＮＯＮ

配牌の場所は固定になりますので場所を替えたい時は待機中に不要の場の親ボタンスイッチを
長押し（３秒間）すると”ピッ”と音が鳴りその場には配牌は出ません。

東場 南場 仮（北場）
配牌数 配牌数 配牌数

１５×２段 ０ １１×２段
１２ １２ ０

････Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－３３３３
特殊特殊特殊特殊４４４４人三人配牌人三人配牌人三人配牌人三人配牌モードモードモードモード ゲームモードゲームモードゲームモードゲームモードのののの増設増設増設増設（ｂ（ｂ（ｂ（ｂ１１１１））））をををを設定設定設定設定　　　　標準設定標準設定標準設定標準設定はははは（ｂ（ｂ（ｂ（ｂ００００））））設定設定設定設定

●特殊３人モード（０９～１１）スタート時、配牌の出る場は牌を投入後、親ボタンスイッチを
　押してホッパー蓋を閉じる時、押した親ボタンスイッチの場から親の上家（左側）には配牌は
　セットされません。配牌を取ると２秒で積牌が出てきます。
　親が移動した時に１回目の配牌が無い人の場へ配牌を移動する時間を考慮して２秒と
　長く設定しています。
　以降、親ボタンスイッチを押された場から親の上家（左側）には配牌はセットさせず親から
　下家に配牌を出します。

配牌数
０９ １０８ １２
１０ １１２ １２
１１ １１６ １２

３人花

０８

ＯＮ
ＯＮ

東南西・仮場（北場）
３人花花 東南西・仮場（北場）

３人 東南西・仮場（北場）

配牌スイッチ

ＯＮ

表示ＮＯ ゲームの種類 牌数
配牌モード

配牌場所

ＯＮ

表示ＮＯ ゲームの種類 西場
配牌数

配牌スイッチ

０８
３人

（１００牌）
５（上）・７（下）ドラ有り

１２

３人
（１００牌）

ＯＦＦ

ドラの出る位置

ランダム

表示ＮＯ ゲームの種類
積牌場所 配牌

スイッチ

リーチ音声のみ
リーチ音声＋配牌音声

ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板部基板部基板部基板部・・・・ディップスイッチディップスイッチディップスイッチディップスイッチのののの設定設定設定設定

項目項目項目項目
１１１１・・・・ＯＮ　ＯＮ　ＯＮ　ＯＮ　００００・・・・ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ----・・・・設定無設定無設定無設定無しししし 設設設設　　　　定定定定　　　　内内内内　　　　容容容容

項目項目項目項目 1111・・・・ＯＮ　ＯＮ　ＯＮ　ＯＮ　００００・・・・ＯＦＦ　－ＯＦＦ　－ＯＦＦ　－ＯＦＦ　－・・・・設定無設定無設定無設定無しししし 設設設設　　　　定定定定　　　　内内内内　　　　容容容容

リーチ音声＋配牌音声＋エラー音
配牌音声有り（リーチ音声無し）
ジョイナビ無し
ジョイナビ有り

特殊モード・３人積牌専用（ゲームモード８～１３増設）
WakWakⅠのりｰチ信号が出る（点滅）

積牌をスタート釦スイッチにする。
積牌を親釦スイッチにする。

　MEMO
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★

Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－１１１１積牌仕様積牌仕様積牌仕様積牌仕様

・・・・・・・・・・・・スイッチボックススイッチボックススイッチボックススイッチボックス内内内内CPUCPUCPUCPU基板基板基板基板のののの設定設定設定設定

・・・・ドラドラドラドラははははランダムランダムランダムランダムをををを除除除除きききき、、、、リンシャンパイリンシャンパイリンシャンパイリンシャンパイをををを1111牌下牌下牌下牌下におろしますにおろしますにおろしますにおろします。。。。
・・・・配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチ・・・・切切切切////ドラスイッチドラスイッチドラスイッチドラスイッチ・・・・入入入入りにりにりにりに設定設定設定設定してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・通常通常通常通常のののの３３３３人人人人････３３３３人花人花人花人花・・・・３３３３人花花人花花人花花人花花のののの積牌配列積牌配列積牌配列積牌配列とはとはとはとは異異異異なりますなりますなりますなります。。。。
・・・・・・・・・・・・配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチ・・・・ドラスイッチドラスイッチドラスイッチドラスイッチはははは入入入入りにりにりにりに設定設定設定設定してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

　東場　 南場 北場

配牌 配牌 配牌

１５×２牌 ０ １２×２

1２牌 １２牌 ０

１５×２牌 ０ １２×２

1２牌 １２牌 ０

１５×２牌 ０ １２×２

1２牌 １２牌 ０

１５×２牌 ０ １４×２

1２牌 １２牌 ０

１５×２牌 ０ １４×２

1２牌 １２牌 ０

１５×２牌 ０ １４×２

1２牌 １２牌 ０

１５×２牌 ０ １４×２

1２牌 １２牌 0

３人花赤北入り

（１１２牌）

１５×２段
３０牌

OFF

１２ １６×２段　３２牌

１０

０９
３人花赤北入り

（１１２牌)
１６×２段　３２牌

９×２段
１８牌

１１
３人

（１０８牌）
１６×２段　３２牌

７×２段
１４牌

１５×２段
３０牌

OFF

左から８山目

ドラの出る位置

１５×２段
３０牌

OFF

左から５山目

左から５山目

左から７山目

左から７山目

左から３山目

左から５山目

左から９山目

ドラの出る位置

左から８山目

１３
３人花花
（１１６牌）

１０牌＋１２牌・ドラ有り

１２牌
左から７山目

１４
３人花花＋２牌

（１１８牌）

１１牌＋１３牌・ドラ有り

１２牌

左から５山目

１１
３人

（１０８牌）

６牌＋８牌・ドラ有り

１２牌
左から３山目

１２
３人花

（１１２牌）

８牌＋１０牌・ドラ有り

１２牌

左から９山目

０９
１０牌＋１２牌・ドラ有り

１２牌
左から７山目

１０
３人花花赤北
入り　(１１６牌）

１２牌＋１４牌・ドラ有り

１２牌

０８
３人赤北入り
（１０８牌)

８牌＋１０牌・ドラ有り

１２牌

Ｂ－Ｂ－Ｂ－Ｂ－２２２２配牌仕様配牌仕様配牌仕様配牌仕様
・・・・ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ基板基板基板基板ディップディップディップディップＳＷＳＷＳＷＳＷ２２２２のののの１１１１番番番番ををををＯＮＯＮＯＮＯＮにするとにするとにするとにすると””””ゲームゲームゲームゲームＮＯＮＯＮＯＮＯ””””がががが表示表示表示表示されますされますされますされます

表示NO ゲームの種類
西場

配牌

１３
３人花花
（１１６牌）

１４
３人花花＋２牌

（１１８牌）
１６×２段　３２牌

１２×２段
２４牌

１６×２段　３２牌
１１×２段
２２牌

OFF
１５×２段
３０牌

３人花
（１１２牌）

１３×２段
２６牌

OFF

３人花花赤北
入り　(１１６牌）

１６×２段　３２牌
１３×２段
２６牌

１３×２段
２６牌

OFF

１１×２段
２２牌

０８
３人赤北入り
（１０８牌)

１６×２段　３２牌
９×２段
１８牌

１３×２段
２６牌

OFF

（（（（２２２２））））特殊特殊特殊特殊モードモードモードモード設定設定設定設定ＢＢＢＢ

※CPU※CPU※CPU※CPU基板基板基板基板ディップディップディップディップSWSWSWSW２２２２のののの１１１１番番番番ををををＯＮＯＮＯＮＯＮにするとにするとにするとにすると””””ゲームゲームゲームゲームＮＯＮＯＮＯＮＯ””””がががが表示表示表示表示されますされますされますされます

表示NO ゲームの種類
仮の場

東場/北場
仮ドラ場
南場

仮の場
西場

配牌
スイッチ

　　MEMO

　　MEMO

ＣＣＣＣ――――1111吸着吸着吸着吸着ユニットユニットユニットユニットＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹとととと牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの位置位置位置位置 Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０

ＣＣＣＣ――――２２２２牌押牌押牌押牌押ししししセンサーセンサーセンサーセンサーのののの不良不良不良不良

●●●●牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの動作動作動作動作がががが悪悪悪悪いいいい時時時時。。。。

①スライダーアームの下側部・・・②ローラー（ツバ）が外れると動作が悪くなります。
スライダーアーム（板金）をローラー（ツバ）の内側に押し込んでください。

・・・・WWWW・・・・ダブルローラータイプダブルローラータイプダブルローラータイプダブルローラータイプ ・・・・ＳＳＳＳ・・・・シングルローラータイプシングルローラータイプシングルローラータイプシングルローラータイプ

スライダーアームスライダーアームスライダーアームスライダーアーム調整調整調整調整ネジネジネジネジ 　　　　　　②②②②ローラーローラーローラーローラー
　　（　（　　（　（ツバツバツバツバ付付付付きききき））））

　　　　　　　　　　センサードッグセンサードッグセンサードッグセンサードッグ

　　　　　　　　　　牌押牌押牌押牌押センサーセンサーセンサーセンサー

牌押牌押牌押牌押ししししｾﾝｻｰｾﾝｻｰｾﾝｻｰｾﾝｻｰ

　　　　磁石磁石磁石磁石ととととスライダーアームスライダーアームスライダーアームスライダーアーム隙間隙間隙間隙間・・・・・・・・・・・・1111ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～2222ｍｍｍｍｍｍｍｍ

スライダーアームスライダーアームスライダーアームスライダーアーム安定安定安定安定ローラーローラーローラーローラー　　　　　　　　　　　　④④④④磁石板磁石板磁石板磁石板ASSYASSYASSYASSY（（（（フェライトフェライトフェライトフェライト磁石磁石磁石磁石））））
①①①①スライダーアームスライダーアームスライダーアームスライダーアーム

ローラーローラーローラーローラー（（（（ツバツバツバツバ付付付付ききききカムフォロアーカムフォロアーカムフォロアーカムフォロアー））））

((((注意注意注意注意１１１１））））
輸送等輸送等輸送等輸送等でででで大大大大きなきなきなきな衝撃衝撃衝撃衝撃があるとがあるとがあるとがあるとローラーローラーローラーローラーののののツバツバツバツバよりよりよりよりスライダーアームスライダーアームスライダーアームスライダーアームがががが外外外外れるれるれるれる事事事事がががが
ありますのでありますのでありますのでありますので確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

（（（（注意注意注意注意２２２２））））
牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの後方後方後方後方をををを押押押押したしたしたした時時時時スムーズスムーズスムーズスムーズにににに戻戻戻戻るるるる事事事事

③スライダー案内軸の緩みのためスライダーＡＳＳＹの動作が悪くなります。
（スライダー回転ＡＳＳＹ１３項Ａ―２参照）スライダー軸（φ８ｍｍ）を締め直してください。

((((注意注意注意注意））））
最新型最新型最新型最新型はははは内側内側内側内側・・・・ＭＭＭＭ４４４４ネジネジネジネジ（（（（六角六角六角六角アプセットアプセットアプセットアプセット））））となっていますのでとなっていますのでとなっていますのでとなっていますのでスパナスパナスパナスパナ等等等等でででで締締締締めめめめ直直直直してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

牌が斜めとなります。又、隙間がありすぎるとバウンドして牌を引っ掛ける事があります。

・・・・牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの動作動作動作動作がががが悪悪悪悪くなるとくなるとくなるとくなると牌牌牌牌のののの停滞等停滞等停滞等停滞等、、、、トラブルトラブルトラブルトラブルになりますのでになりますのでになりますのでになりますのでスムーズスムーズスムーズスムーズにににに動作動作動作動作するするするする様様様様
　　調整調整調整調整してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

・・・・調整方法調整方法調整方法調整方法
・・・・牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの動作動作動作動作がががが重重重重いいいい時時時時ははははローラーローラーローラーローラーをををを下下下下げてくださいげてくださいげてくださいげてください。。。。

ＣＣＣＣ――――２２２２牌押牌押牌押牌押ししししセンサーセンサーセンサーセンサーのののの不良不良不良不良
●●●●牌押牌押牌押牌押ししししセンサーセンサーセンサーセンサーがががが汚汚汚汚れるとれるとれるとれると牌数牌数牌数牌数がわからずがわからずがわからずがわからず余分余分余分余分にににに押出押出押出押出してしてしてして載置台内載置台内載置台内載置台内にににに牌牌牌牌がががが残残残残るるるる。。。。
●●●●センサードックセンサードックセンサードックセンサードックがががが牌押牌押牌押牌押ししししセンサーセンサーセンサーセンサーにににに干渉干渉干渉干渉してしてしてして樹脂粉樹脂粉樹脂粉樹脂粉がががが溜溜溜溜まりまりまりまりセンサーセンサーセンサーセンサーがががが読読読読めなくなりめなくなりめなくなりめなくなり
　　　　待機台内待機台内待機台内待機台内にににに牌牌牌牌がががが詰詰詰詰まるまるまるまる。。。。

①牌押しセンサーの清掃をしてください。
②センサードックが牌押しセンサーに干渉しない様にしてください。

・乗換え部で牌斜め

④スライダーアームと磁石板ＡＳＳＹの隙間を確認してください。干渉していると牌押ﾚﾊﾞｰが戻り切れず
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１３１３１３１３
●●●●配牌配牌配牌配牌モードモードモードモード

②牌の並び、牌数は特殊設定モード（”０６”）により変更が出来ます。

③３人モード時、ドラを出す位置は特殊設定モード（”０６”）により変更が出来ます。

　（（　（（電源電源電源電源ＳＷＳＷＳＷＳＷをををを切切切切るとるとるとると標準設定標準設定標準設定標準設定にににに戻戻戻戻りますりますりますります））））

①４人モードは積牌の少ない場の左から３番目に出ます。

②４人モード以外は左から５番目に出ます。

③４人モード特殊設定(”０６”)により１７列×２・１７列×２・ドラ場１６牌に出来ます。

④３人モード特殊設定（”０６”)により４人モードと同じにドラ位置が設定出来ます。

⑤特殊設定(”０６”）により積牌を均等割に出来ます。

※※※※特殊設定特殊設定特殊設定特殊設定はははは８８８８項特殊項特殊項特殊項特殊モードモードモードモード設定表設定表設定表設定表・・・・・・・・・・・・ＰＰＰＰ１０１０１０１０参照参照参照参照してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

●●●●配牌配牌配牌配牌モードモードモードモード（（（（配牌仕様配牌仕様配牌仕様配牌仕様））））

配 牌 積 牌 配　牌 積　牌 配　牌 積 牌 配 牌 積 牌

●●●●標準標準標準標準モードモードモードモード（（（（積牌仕様積牌仕様積牌仕様積牌仕様））））

・・・・ドラスイッチドラスイッチドラスイッチドラスイッチ　　・・・・・・・・・・・・ＯＮＯＮＯＮＯＮ////ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ
・・・・配牌配牌配牌配牌スイッチスイッチスイッチスイッチ・・・・・・・・・・・・ＯＦＦＯＦＦＯＦＦＯＦＦ

④３人モードの場合、北場には配牌が出ませんが特殊設定モード(”０６”）により南場の設定も出来ます。

１４×２
（２８牌）

１７×２
（３４牌）

０４
４人

（１３６牌）
１７×２
（３４牌）

１４×２
（２８牌）

１７×２
（３４牌）

０５
４人花

（１４０牌）
１７×２
（３４牌）

０２
３人花

（１１２牌）

０３

１７×２
（３４牌）

０１
３人

（１０８牌）
１３×２
（２６牌）

１４×２
（２８牌）

３人花花
（１１６牌）

ドラの出る位置
配牌

スイッチ
西場 北場南場ゲームの種類表示ＮＯ 東場

１３
１７×２
（３４）

１７×２
（３４牌）

１３
０
（０）

１３＋１１
（２４牌）

１３

０５
４人花

（１４０牌）
１３

０６
４人花花
（１４４牌）

１３

１７×２
（３４牌）

0

１３１３

１７×２
（３４牌）

１３
０
（０）

０
（０）

１３
０
（０）

１５×２
（３０牌）

１３

１２

１７×２
（３４牌）

８＋６
（１４牌）

１３
１８×２
（３６牌）

１１＋９
（２０牌）

０４
４人

（１３６牌）
１３

１２
９＋７
（１６牌）

0

０３
３人花花
（１１６牌）

１２
１１＋９
（２０牌）

１５×２
（３０牌）

１２

１５×２
（３０牌）

０２
３人花

（１１２牌）
１２

１５×２
（３０牌）

１２
０
（０）

１５×２
（３０牌）

１５×２
（３０牌）

０
（０）

１２ １２ 0
７＋５
（１２牌）

１２
３人

（１０８牌）
０１

・・・・配牌配牌配牌配牌なしのなしのなしのなしの場場場場をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合・・・・・・・・・・・・無無無無しにしたいしにしたいしにしたいしにしたい場場場場のののの親釦親釦親釦親釦ＳＷＳＷＳＷＳＷをををを3333秒間長押秒間長押秒間長押秒間長押しをしてくださいしをしてくださいしをしてくださいしをしてください。。。。

表示NO 総牌数
仮　　東　場 仮　　南　場 仮ドラ　　（西　場） 仮　　北　場

・・・・配牌配牌配牌配牌モードモードモードモードにおけるにおけるにおけるにおけるドラドラドラドラのののの出出出出るるるる位置位置位置位置

１３×２
（２６牌）

１４×２
（２８牌）

１４×２
（２８牌）

OFF

１４×２
（２８牌）

OFF

ランダム
（サイコロ１回振り）

ランダム
（サイコロ１回振り）

１８×２
（３６牌）

ランダム
（サイコロ２回振り）

１５×２
（３０牌）

１７×２
（３４牌）

OFF

ランダム
（サイコロ２回振り）

１４×２
（２８牌）

１５×２
（３０牌）

OFF

１８×２
（３６牌）

４人
（6４牌）

８×２
（１６牌）

８×２
（１６牌）

８×２
（１６牌）

８×２
（１６牌）

ランダム
（サイコロ１回振り）

０６
４人花花
（１４４牌）

１８×２
（３６牌）

１８×２
（３６牌）

・”０７”６４牌・・・操作表示は明記無し
０７

１４×２
（２８牌）

①配牌モードにしたい場合には配牌ＳＷを入れます。又、ドラＳＷはＯＮ/OFFどちらでもドラは出ます。

積牌位置及積牌位置及積牌位置及積牌位置及びびびび牌数牌数牌数牌数

OFF ランダム

１８×２
（３６牌）

１８×２
（３６牌）

OFF
ランダム

（サイコロ２回振り）

OFF

Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０
ＢＢＢＢ――――１１１１載置台載置台載置台載置台（（（（乗換乗換乗換乗換ﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸﾛｯｸ部部部部））））干渉材干渉材干渉材干渉材のののの磨耗及磨耗及磨耗及磨耗及びびびび牌規制板牌規制板牌規制板牌規制板のののの破損破損破損破損

・横牌

載置台載置台載置台載置台（（（（乗換乗換乗換乗換ブロックブロックブロックブロック））））
・・・・干渉材干渉材干渉材干渉材のののの磨耗磨耗磨耗磨耗
牌の角が斜めに当たっていると毛の上面が凹凸になり 牌規制板牌規制板牌規制板牌規制板 干渉材干渉材干渉材干渉材
牌押しレバーが牌を押出す時に牌が引っ掛かり横（斜め）に
なる事があります。
牌が斜め等、トラブル時は表面の凹凸形状を確認して下さい。

・・・・牌規制板牌規制板牌規制板牌規制板のののの破損破損破損破損
曲げ角度（４５°）が極端に変わると牌を支える角度が
変わり牌の引き戻しで姿勢が変化して牌斜めになり
トラブルとなります。

・・・・出口出口出口出口でででで牌横牌横牌横牌横のののの場合場合場合場合（（（（縦牌縦牌縦牌縦牌））））
①待機台高さと載置台出口の高さ（０．５ｍｍ以上）が、ない場合は待機台に牌が干渉して
　横になります。載置台を斜め方向に倒して調整してください。
②牌押しればーの押し量が少ないと待機台が一段下がる時に牌がよこをになることがあります。

       ･       ･       ･       ･牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバー先端先端先端先端のののの押出押出押出押出しししし量量量量はははは４４４４ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～６６６６ｍｍｍｍｍｍｍｍにしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。

　　　　　　　　　　　　垂直垂直垂直垂直（（（（標準取付標準取付標準取付標準取付））））
①①①①右方向右方向右方向右方向へへへへ倒倒倒倒すすすす

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・戻戻戻戻りりりり時時時時・・・・・・・・・・・・牌押牌押牌押牌押レバーレバーレバーレバー先端先端先端先端はははははははは００００～～～～２２２２ｍｍｍｍｍｍｍｍ戻戻戻戻るるるる事事事事。。。。

（（（（注意注意注意注意））））
・・・・斜斜斜斜めにめにめにめに固定固定固定固定するするするする時時時時はははは載置台載置台載置台載置台をををを下側下側下側下側にににに押付押付押付押付けてけてけてけて
　　　　固定固定固定固定してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・スライダーアームスライダーアームスライダーアームスライダーアーム部部部部とととと磁石磁石磁石磁石とととと干渉干渉干渉干渉しないしないしないしない様様様様にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。

載置台載置台載置台載置台ASSYASSYASSYASSY
取付取付取付取付ネジネジネジネジ（（（（２２２２本本本本））））

((((注意注意注意注意））））
・・・・牌押牌押牌押牌押レバーレバーレバーレバーのののの動作動作動作動作
　　　　スムーズスムーズスムーズスムーズにににに戻戻戻戻ることをることをることをることを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニットのののの位相確認方法位相確認方法位相確認方法位相確認方法
吸着ブロックの平面部（吸着部）に牌（伏せ牌）を吸着させてターンテーブルを手で反時計方向に
回すとプッシュプレートの凸部により通路内を通過させ載置台の最後端（干渉材部）まで到達した時
（プッシュプレートの凸部が最置台に掛かった時）横方向より牌押しレバーが動き始めれば
位相調整は完了です。

（（（（注意注意注意注意））））
通常通常通常通常はははは吸着吸着吸着吸着ブロックブロックブロックブロックととととプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートののののマークマークマークマーク((((白白白白））））がががが合合合合っていればっていればっていればっていればＯＫＯＫＯＫＯＫですですですです。。。。
又又又又マークマークマークマークがないがないがないがない場合場合場合場合はははは上記上記上記上記のののの通通通通りりりり確認確認確認確認してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

・乗換え部で牌斜め

・・・・牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバー
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ＡＡＡＡ――――２２２２吸着吸着吸着吸着ユニットユニットユニットユニットＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹとととと牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーのののの位置位置位置位置 Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０

●●●●スライダーギヤースライダーギヤースライダーギヤースライダーギヤーととととカサカサカサカサ歯車歯車歯車歯車 　　　　　　　　①①①①吸着吸着吸着吸着ブロックブロックブロックブロック（（（（平面部平面部平面部平面部））））

①吸着ブロックの吸着平面部を水平にした時、
スライダー回転ＡＳＳＹ部の④マーク(白）とカサ歯車の

③マーク(白）を合わせます。
この時、汲み上げユニットからのカサ歯車側面部の 水平
マーク（白）は垂直になります。

((((注意注意注意注意））））
・・・・位相位相位相位相がずれるとがずれるとがずれるとがずれると載置台内載置台内載置台内載置台内でででで牌牌牌牌がががが斜斜斜斜めになりますめになりますめになりますめになります。。。。 　カウントセンサー

（（（（注意注意注意注意））））

汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニットのののの取付取付取付取付
③③③③汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット（（（（横方向横方向横方向横方向））））ののののカサカサカサカサ歯車歯車歯車歯車ののののマークマークマークマーク（（（（白白白白いいいい線線線線））））とととと④④④④スライダースライダースライダースライダー回転回転回転回転ASSYASSYASSYASSY部部部部のののの
　　　　　　マークマークマークマーク（（（（白白白白いいいい線線線線））））にににに合合合合わせてわせてわせてわせて取付取付取付取付けてくださいけてくださいけてくださいけてください。。。。

（（（（確認確認確認確認））））
マークマークマークマークをををを合合合合わせてわせてわせてわせて取付取付取付取付けるとけるとけるとけると次次次次のののの様様様様なななな動作動作動作動作となりますとなりますとなりますとなります。。。。
もしもしもしもし次次次次のののの様様様様なななな動作動作動作動作とととと、、、、ならないならないならないならない場合場合場合場合ははははベルトベルトベルトベルト位相位相位相位相、、、、マークマークマークマーク（（（（白白白白））））位置位置位置位置をををを再確認再確認再確認再確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・プッシュプレートのカム（凸）の先端が載置台（乗換えガイド）の積牌出口（下段）に入った時に
牌押ﾚﾊﾞｰが動作を始めます。（この状態時、牌押ﾚﾊﾞｰは未だ牌を押さない状態です）

・プッシュプレートのカム（凸）の先端が載置台（乗換えガイド）の積牌出口（下段）に約５ｍｍ程度
入った時に横方向からの牌押しレバーが牌を押出す様、調整してください。
横方向からの牌押しレバー及びスライダーアームが動作開始になる様、調整してください。

スライダースライダースライダースライダー回転回転回転回転ＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート（（（（凸凸凸凸））））とととと載置台載置台載置台載置台
カサカサカサカサ歯車歯車歯車歯車

マークマークマークマーク（（（（白白白白いいいい線線線線）））） 汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニット部部部部 　　　　　　　　プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート（（（（凸凸凸凸））））

載置台載置台載置台載置台
＊＊＊＊回転方向回転方向回転方向回転方向 　　　　　　④④④④ 載置台載置台載置台載置台 積牌出口積牌出口積牌出口積牌出口（（（（下段下段下段下段））））

③③③③ 　　　　　　　　　　　　　　　　積牌出口積牌出口積牌出口積牌出口（（（（上面上面上面上面））））
　　　　　　スライダーギヤースライダーギヤースライダーギヤースライダーギヤー 載置台載置台載置台載置台

　　（　　（　　（　　（背面背面背面背面）））） 配牌出口配牌出口配牌出口配牌出口（（（（上段上段上段上段））））

　　　　　　　　　　　　　　　　５５５５ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～ｍｍ～

スライダースライダースライダースライダー案内軸案内軸案内軸案内軸

プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート先端部先端部先端部先端部（（（（凸凸凸凸））））

（（（（確認確認確認確認））））プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートのののの凸先端凸先端凸先端凸先端がががが載置台載置台載置台載置台のののの積牌出口積牌出口積牌出口積牌出口にいるにいるにいるにいる時時時時にににに牌押牌押牌押牌押ししししレバーレバーレバーレバーによりによりによりにより横方向横方向横方向横方向からからからから
　　　　　　　　　　　　　　牌牌牌牌をををを押出押出押出押出しますしますしますします。。。。
　　　　　　　　　　・・・・プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート凸部凸部凸部凸部がががが載置台入載置台入載置台入載置台入りりりり口口口口にいるにいるにいるにいる時時時時はははは牌牌牌牌がががが後退後退後退後退しないのでしないのでしないのでしないので牌牌牌牌のののの斜斜斜斜めになるめになるめになるめになる事事事事をををを
　　　　　　　　　　　　　　防止防止防止防止しますしますしますします。。。。

・乗換え部で牌斜め
１４１４１４１４

●●●● ＥＥＥＥーーーー＊＊＊＊＊＊＊＊・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０　　　　エラーエラーエラーエラー発生時発生時発生時発生時のののの現象現象現象現象
・・・・牌牌牌牌がががが途中途中途中途中でででで立立立立つつつつ（（（（汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげ通路内牌立通路内牌立通路内牌立通路内牌立ちちちち））））
・・・・載置台載置台載置台載置台（（（（乗換乗換乗換乗換ガイドガイドガイドガイド））））出口出口出口出口でででで牌牌牌牌がががが斜斜斜斜めになるめになるめになるめになる ・牌斜め

ＡＡＡＡ・・・・汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニットＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹのののの各部各部各部各部のののの位相点検位相点検位相点検位相点検（（（（ベルトベルトベルトベルト間間間間////スライダースライダースライダースライダーＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹＡＳＳＹ間間間間））））
ＢＢＢＢ・・・・載置台下段載置台下段載置台下段載置台下段（（（（積牌積牌積牌積牌をををを出出出出すすすす部分部分部分部分））））干渉材干渉材干渉材干渉材のののの磨耗磨耗磨耗磨耗////牌規制板牌規制板牌規制板牌規制板のののの破損等破損等破損等破損等
ＣＣＣＣ・・・・ｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀｽﾗｲﾀﾞ゙゙゙ｰｱｰﾑｰｱｰﾑｰｱｰﾑｰｱｰﾑががががﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰﾛｰﾗｰ（（（（ﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾂﾊﾞ゙゙゙））））よりよりよりより外外外外れれれれｽﾑｰｽｽﾑｰｽｽﾑｰｽｽﾑｰｽﾞ゙゙゙にににに動動動動かないかないかないかない（（（（動作動作動作動作がががが重重重重いいいい））））

ＡＡＡＡ----１１１１：：：：ベルトベルトベルトベルト間間間間のののの位相確認位相確認位相確認位相確認（（（（吸着吸着吸着吸着ブロックブロックブロックブロックととととプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート））））

・天板を開いて、ユニットASSY部の上よりマーキングの位置を確認します。
　手操作でターンテーブルを反時計方向に回転させ吸着ブロック部の①白いマークを

　　　白いマーク(点）があればベルト間の位相は合っています。
（（（（注意注意注意注意））））
・・・・マーキングマーキングマーキングマーキング部部部部はははは各各各各ユニットユニットユニットユニットのののの1111方向方向方向方向のみにのみにのみにのみに印印印印がががが付付付付いていますいていますいていますいています。。。。
　

吸着吸着吸着吸着ブロックブロックブロックブロック ①①①①マークマークマークマーク（（（（白白白白）））） 　　　　③③③③姿勢制御板姿勢制御板姿勢制御板姿勢制御板 プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート((((円盤円盤円盤円盤）　　　　）　　　　　）　　　　）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　△△△△部部部部

　　　　　＋　　　　　＋　　　　　＋　　　　　＋

　　　　②②②②牌牌牌牌スライダースライダースライダースライダー 　　　　△△△△
マークマークマークマーク基準基準基準基準：：：：牌牌牌牌スライダースライダースライダースライダー先端部先端部先端部先端部 ・・・・マークマークマークマーク（（（（白白白白）：）：）：）：上部上部上部上部よりよりよりより

((((注意注意注意注意）））） プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートののののマークマークマークマーク
・・・・マークマークマークマーク（（（（白色白色白色白色））））のないのないのないのない場合場合場合場合
・牌スライダーの傾斜部に吸着ブロックの平面（牌が吸着する面）を合わせた時、プッシュプレート
　（牌を移送する凸部分）凸部背面が水平になる様、調整します。

プッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレート 　　　　　　　　　　　　　　　　背面背面背面背面（（（（凸部凸部凸部凸部））））
牌牌牌牌スライダースライダースライダースライダー 吸着吸着吸着吸着ブロックブロックブロックブロック

　　　　斜斜斜斜めにめにめにめに合合合合わせるわせるわせるわせる

　　　　水平水平水平水平

◎上記部分の位相（ベルト間）が合っていないと故障の原因となります。

※ドラ出し不良及び載置台内、牌斜め等不具合となります。

保守要領保守要領保守要領保守要領
※ベルト位相が合っていない時は保守要領書　３項・汲み上げＡＳＳＹ
・（１１番・Ｐ２１・タイミングベルトの交換及び調整・・・参照してください。

　②牌スライダーの凸部に合わせた時、③姿勢制御板の端部△より下側を見て④プッシュプレートの

・牌ガイドで牌立ち

●●●●吸着吸着吸着吸着ブロックブロックブロックブロックととととプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートプッシュプレートののののベルトベルトベルトベルト位置位置位置位置（（（（調整調整調整調整））））

汲汲汲汲みみみみ上上上上げげげげユニットユニットユニットユニットASSYASSYASSYASSYのののの位相位相位相位相
Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊Ｅ－＊・・・・・・・・・・・・ＥＥＥＥ１０１０１０１０


