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設置する前、ご使用の前に必ずお読みになり 

正し　、取り扱いく　≡　い。 

雪で苦労空夢株式会社



打まじめに
このたびはタイテック製品をお買い上げいただき、吉劇こありがとうございます。本機の機能を十矧こ活用し

ていただくとともに、けがや事故を防ぐためにも、本書を良く読んで正しくお取り扱いください。

・一顧名称…・汁＼イブリゼーシ串インキュぺ→タ→

製品名：HYBRIDIZAT用日　日肥日払TOR

製品型式：H8－80

‥‥　ハイブリゼーションインキュベーター

HYBR日日ZATlON］NCUBATOR

H8－100

製品の概要

本機はヒーター、操枠用フアン、温度調節器を組み合わせた空気式恒温振とう櫨です。

別売りの各種振とう・捜拝キットを交換・使用出来ます。

特徴

〇三種類の振とう台を切り替えて使用する事により、1台で多彩な実験を行うことができます。

●振とう台の交換を飛躍的に簡素化し、面倒な作業を必要としません。

●最大3台まで重ねて使用する事ができ、研究室のスペースを有効に使用できます。



製品の開梱と確認
製品が届きましたら、すぐに以下のことを確認してください。

○要求した製品と一致していますか。

◎傷や破損したところはありませんか。

◎付属品は付いていますか。
1電源コード

・スタッカブル金臭く8個）

㊥付属国書は付いていますか。…．．
・取扱説明書（本書）

1保証書発行申請書（検査合格票を含む）

本体の扉の中に下記の物が入っております。

もし不具合のところがありましたら、購入した販売店または最寄りの弊社サービスセンターく本書裏表紙に

．記載）まで、ご連絡ください。
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故障かな？と思われたとき

オプションく別売品）について
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トご使用の前に

●取扱説明書の内容は製品の性能・境能の向上により将来予告なしに変更することがあります．

●取扱説明書の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止しています。

●本書が汚れて読みにくくなった場合や紛失したときは、最寄りの当社サービスセンターにご連絡の上、

ご請求下さい。

●取扱説明書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不明な点などがありましたら、最寄りの弊社サー

ビスセンター抹香裏表紙記載）までご連絡ください。

保証登録システムについて

大変お手数ですが、保証登録に関しては下記のいずれかの方法でお願いします。

①当社ホームページからオンラインで登録していただく。

担ttp：諭卿帆＿！寧iteG．ne．＿j麺p／ipdex・jsp

②本取扱説明書と同梱されているr保証書発行申請書」に、所定の事項をご記入の上、
FAXにて送信していただく。

お客様をユーザー登録させていただくと共に、直ちに保証書く1年間保証）をご返送させていただ

きます。また、お寄せいただいたご意見は、今後の当社の活動に役立たせていただきます。

なお、お客様の個人情報につきましては、関嘩法令を遵守すると共に、次の目的以外に利用する

ことはありません。

1．保証書発行申請に伴う、rユーザ一畳軌及びr申請手続きj完了のご通知

2．お問い合わせ■ご賞同等に関する対応業務

3．DMの送付・展示会■新製品のご案内く但し、情報提供にご同意されている場合）

4．製品のアフターサービスに関する活動

5．特別企画に関するご連絡及び物品等の発送

以上の目的にて当社暮子会社■関係会社および業務費託先にで利用させていただきます。

n



安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、本機を正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や財産への損害を未然に

防止するために、いろいろな絵表示を使用しています。その表示の意味は次の通りです。

これらの内容を良く理解して、本文をお読みください。

【絵表示の例】

警告　注意仁‡旨示事項

本機を使用する前に、以下の警告・注意・指示事項を良く読み、指示に従ってください。

1一　火気について

2．輸送暮運搬・移動について

＿－巾－



3．設置について

5．運転時について

6．保守■点検について

∴こ÷工∴∴∴∴∴、∴∴：∴■■
7暮　保管について

、十号：㍉∵∵∴工∴∴∴∴二‘
8．改造について

L旦撃」・摘様による製品の改造は当社の腫範配し責任は負いかねます

－J－



型　　　　　　式 ��HB－80 �HB－100 
使　用　温　度　範　囲 ��室温＋5〟80℃ �室温＋5‾100℃ 

温度東新精度 ��±0，1－0．2℃（数値は、周密温度25℃付近での温調精度測定値です。） 

温　度　調　節　器 ��UP／DOWN設定式PJD制御 

温　度　表　示 ��デジタル表示 ‥…ヒt■　－　ダ　ー ��115V4日‾ow＿＿（●十日●白Vt‥昔日■舌抑‥‥… � 

庫　内　規　拝方　式 ��プロ一式 �プロ一式＋セミエアジャケット式 

振　と　う　方　式 ��キット交換により、シーソー、レシプロ、ボトル回転の3種類（99年5声現在） 

揖　と　う　速　度 ��5〃60「／mln 

振　と　う　制　御 ��矩形波PWM制御 �矩形波PWM制御＋フィードバック制御 

振仁＿＿ラ速算表示 ��デジタル表示 

安　　　全　　　器 ��ヒューズ、ヒーター過熱＝重安全器 

安　全　機　能 ��モーター過負荷停止槍能、電気由嬉部過電圧／過電流保護機能（電源遮断）温講話故障自己 
診断横能、センサー異常表示、メンテナンス時期お知らせ機能（HB－100のみ〕 

外　　形　　寸　　法 ��425X445X445Hmm 

振とう台有効寸法 ��260×230mm 

電　　　　　　　　源 ��AClOOV　4A 

重　　　　　　　量 ��約30kg 

標　準　付　属　品 ��電源コード、スタッカフル金具、トレイ 

ヒューズ の定積 �＿旦埠＿翠畢 �250V 
定格膏‾滴 �10A 

革断速度 �Non　Ti叩eDelay 

使 用 環 境 範 踵 �野暮環痍 �塵肉 最奇翠廣 �2000m 
使用温度 �＋5℃∵35℃ 
使用湿度 �30〃85％〔但し結露無蕃こと） 
保存温度 �0℃‾40℃ 

曝宇野＿軍 �30〟85％ 
汚染度 設　衰‥‾ 卑チコリ �汚染度Ⅰ（IEC664による） 

設置カテゴリⅡくtEC664による） 

月参考データ（環境温度25℃での昇温時間の日安です．）

Hβ一βロ

01020304050607080的1心1沌12粥分）

く時間＞

ど

Hβトヤロロ

0柑20304050607080901甜110120（分）

＜時間＞
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各部の名称と働き

振とうキット固定レール

lトルキット用軸受け

ヒューズホルダー

駆動円盤

レシプロキット用軸受け

振とうキット固定スプリング

温度コントロールパネル

■■■■■－ �ド ��●アスイ1 ポ 

■l■－■－■■ l I L ／ 

■■■ ■■ ■■ �ー 0 

・壬 一一「 茅壬ゴ′ 一■ 一 己≦ 

レセフタタル

メインスイッチ

。内

振とうコントロールパネル
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シ
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魯メインスイッチ‥＝……‥暮……‥当Ⅶ鴫の方に倒すと運転を開始し、‘0吋的FF）の方に倒すと運転を

停止します。

eドアスイッチ・tHHHHH・‥tt……作動中ドアを開けると同時に機能が停止します。

eレセブタウル1………日日………電源コードの接続個所です。

●ヒューズホルダ………・t………tヒューズの取付個所です。予備ヒューズが一個入っています。

噛振とう国定レール

●振とう固定スプリング‡
……‥…・tオプションキット及びトレイを固定します。

昏レシプロキット用軸受・‥‥‥‥HHHレシプロキットを取付けます。

●ボトルキット用軸受…・…日……‥ボトルキットを取付けます。

●駆動円盤HHHH‥‥‥‥日‥日日・・・駆動円盤の穴にシーソーキットまたはレシプロキットをセット

することにより、4段階に可変することができます。

【シーソーキット】

振とう角度：7／　8／11／150　に可変

【レシプロキット】

振　　　幅：18／25／30／40mmに可変

－7－



【温度コントロールパネル】

H8－88／Hβづ88

MOODEキー　　UP／DOWNキー FUNCキー

●LEDランプ

H別虻ⅠNG　…・暮…‥‥　とうーが動作時に点灯します。

AuuもM　　……t…‥　絶対値上下限を超えた場合点灯しi温度調節動作をすべて停止します。

（使用温度範囲外表示：自動を蘇）

SVCHAⅣGE…・日日‥　軒モタ巾一件動時に設定値が切換わった時に点灯します。

●表示パネル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

上部表示部【pv】…‥　庫内温度または設定モイ画面の軸ラタト表示をします。

下部表示部【pv】．…‥　設定温度、出力値または設定モイ画面の選択の入力値表示をします8

e操作キー

MODEキ一・・・・・日・‥　画面を切り換える時に使用します。

UP／DOWNキー　…‥　設定値を増減（変化）させる時に使用します。押し続けると早く変化します。

甘UNCキー　暮…‥11‥　オーけユーこげを実行する時に使用します。



【振とうコントロールパネル】

H8－8ロ

●振とう設定ツマミ…日………・1日■振とう停止及び振とう速度の設定に使鳳します。

●振とう速度表示パネル日日…1……■現在の振とう速度を表示します。

H8－1ロロ

タイマーボタン

ディスプレイボタン

表示パネル スタート／ストップボタン

mIn

hr

アップ／タウンボタン 分／時切り換えボタン

eスタート／ストップボタン…日日…・振とう及びタイマー動作のスタート／ストップボタンです。

鶴表示パネル＝…1………………■スタート時からの積算時間及びタイマー時間の設定に使用しま

す。

●アップ／ダウンボタン…………tH振とう速度の設定及びタイマー時間の設定に使用します。

●ディスプレイボタン……1日……‥r／血in・TIMEの表示を切り返えるボタンです。

タイマー使用時にはそれに加えてタイマーの設定時聞及びタイ

マ一旗時間を表示します。

●タイマーボタン・‥…・HHtt……H OmIも旺R・OFFTI肥R・吋OFmⅠ拡R・タイマーを使用しな

い状態の切替えに使用します。

申分／時切換えボタン…‥tt………スタート時からの清算時聞及びタイマー時間の「分J、「時」の

単位を切換えます。

ー9－



設置と運転準備

1　設置

設置時には以下の警告、注意事項を必ず守りください。

本機は水平に設置してください。

凸凹した所や、傾いた状態での設置は故

障の原因になり、事故を起こす恐れがあ

ります。

本体側面、背面にある通風口と壁面や隣

接物との問で100m以上のスペースを確

保してください．

直射日光のあたる場所や、大きな発熱源

の近くには、設置しないでくださいさ

まだ、結露するような場所には設置しな

いでください。

本樺を使用する周囲温度はぎCr－3げC

の閏で使用してください。

‾ヽ 摘拍 ■■■■■■ ●■■ ■■■ヽ � � 

直≡光≡ヨ � 

顎珊那郡珊阿耶郡湘珊仰 

製品の中で、蒸気の発生するような溶液

は、極力使用しないでください。

もし使用する場合は、蓋などのついた容

器で密閉し、蒸気を庫内に漏らさないよ

うにしてください。

－1∩－



魯本棟を重ねて設置する場合

ゴム昆 

‥…二迂・ �� 
l g 

（∈∋∈∋】 �� 
t■ 

二五 � 

【∈≡ヨ∈≡∋】 �� 

二虐 ��I「 

タッ 金具 
直≡∃‾∈∋】 �� 

〇本機は3段まで付属のスタッカプル金具を使用

することにより、重ねて設置することができます。

2　運転準備

tlオプションキットのセット
・各オプションキットの取扱説明書を参席して鮒けてください。

－11－



⑳電源コードの接続

「琴絶

句　上宝声も

●電源コードをコンセントに接続します。

●本体右側面のレセブタクルに電源コードを接続

します。



運転操作

1　温度コントロールパネルの操件方法

昭一8■ロ H督」！ロロ

－13－



2　振とうコントロールパネルの操作方法

Hβ疇88　　　　　　　　　　　　　　　　　。

ゆ振とう速度の設定

媚一lロlコ

㊥振とう速度の設定

操作及び動作説明 �各ランプ／表示バネ町＿ 

a）Tl麒ボタン直押しタイマーを使用しない状態にする。 ・TIMEのランプが点灯している状態です。 �r血Inロ Tl崎幸‡ 巨Iニ芸： 

b）D■SPボタンを押い／hinのランプを点灯させ �r両手土 TIMEn 再三等： 

る。 ・振とう速度設定モードになります。 

。）匠】因如ンを押し壱速度を設定する。 例：50r／min �min hr 

d）＄¶吼倒OP　ボタンを押すと振とうを開始する。 � 

－1」－



⑳oNMTIMER設定

操作及び動作説明 �各ランプ／表示パネル 

a）T腫Rボタンを押しON－T‖MERのランプを点灯 �rノhinE TIMEn 

させる。 

・ON一丁‡MER設定モードになります。‾ � �日芸二碧 

b）［≡〕〔亘】ボタンをONタ六一時間を設定 �▲ ：mtn： hr 

する。 例：3min 

※1時間単位の設恵は釧苛　‾ボタンを押してから時間の設定 
を行ってください． 

C）L‾蒜蒜蒜ボタンを押すとタイマーがスタートす � 

る。 

◎oFF－TJMERの設定

操件及び動作説明 �各ランプ／表示パ車ル 

a）TtM訳ボタンを押しOFF－TIMERのランプを点 �r′hFnn TIMEIコ 臼芸二悪 

灯させる。 ・OFF－TIMER設定モードになります． 　　　　　● 

b）［更】画ボタンを押しOFFタイマ一時由を設 �▲ 巧n： hr 

定する。 例：3min 

※1時間単位の設定は盟′喝…　　－ボタンを押してから時間の設定 

を行ってください。 
◆ C）SWⅥ叩Pボタンを押すとタイマ－がスタ－トす � 

‾る。 

－15－



◎oN／OFF－TIMERの設定

操作及び動作説明 �各ランプ／表声パネル 

a）T仙旺Rボタンを押しON－TIMERとOFF－TIMER �r／hh臼 ．．．T摘旺月 琴譲 

…．のラ．ンプを点灯させ鼻。… ・・ON／OFF－TIMER設定モードになります。 

b）D椅P　ボタンを押しON－TlMERのランプを �rノ有llnロ Tt旺日 日二碧 

緑色に点灯させる。 ・ONタイマー時間を設定する状態になります． 

・この時、OFF⊥TIMERのランプは橙色に点灯しています。 

G）匠日重〕ボタンを押しONタイマー時間を設 �▲ 叫n： hr 
走する。 

例：3mln ※1時間単位の設定は分／時間切換えボタンを押してから時間の 

設定を行ってください。 

d）DESP　ボタンを押しOFF－TlMERのランプを �r／hlnロ TIME臼 田芸二苛 

緑色に点灯させる。 ・OFFタイマー時間を設定できる状態になります。 

・この時、ON－TlMERのランプは樺色に点灯しています。 

e）⑦〔宣】ボタンを押しOFFタイマー時間を �▲ 叫n： hr 
設定する。 

例：3mtn ※1時間単位の設定は分／時間切換えボタンを押してから時間の 

設定を行ってください。 

f）ST綿V等丁脚　ボタンを押すとタイマーがスタートす 
‾る。 ・DJSPボタンを押すごとにrパmtn、TIMEON－TIMEFL 

OFF⊥TIMERの値の表示を切り換えます。表示は緑色にランプ 

が点灯している個所の瞳がです。 

・ON－TIMEROFF⊥TEMERに関してはランプが緑色に点灯 

している時は設定したタイマー時間の表示、ランプが点滅してい 

る時は作動中のタイマーの残時間を表示します。 

■■　ノ■■



保守・点検・清掃

∴号　‥感冒：㍉∵十∴
1　本休の点検及び清掃

窃 
○ 

メチエ 

拶 覇 

本俸に酸性、及びアルカリ性溶剤が付着した場合は、

直ちによく拭き取ってください。

また、本体が汚れた場合には、内部に洗剤や水が入り

込まないように注意し、中性洗剤を含ませた布などで

拭いてください。

2　トレイの清掃

座・ステルスを腐食させるようなものは入れないでください

中性洗剤などで洗ってから、水気を取りよく乾燥させ

てください。

3　長期間使用しない場合

長期間使用しない場合は、本俸から電琴コードを抜き、本体各部の汚れを取ってよく乾燥させてから、暁や

異物が入らないように保管してください．

1円．．



H8－88／Hβづロロ
…‥普段は必要があり・ませんが、・‥室温が極端に高温や低温の時、…温度調節が乱れる場合があ・り・ます。・この

ようなときはオートチューニングを使用して下さい。終了するまで1時間程度の時間がかかります。

Hか8ロ／H8－和旧　　●
表示されている温度と実際の庫内温度に誤差がある場合に使用して下さい。

温度計など温度を測れるものを庫内中心部に設置してください。温度補正時には庫内温度を十分安定

させてから行ってください。

操作および動作説明 パネル表示

⑦回キーを押して、設定温度「37℃」を
入力してください。

そのまま37℃温約を行い、庫内温度が安定するま

で待ちます。

庫内温度が安定しましたら、温調器表示温度と厚内

実際温度を確認し数値を控えてください。

或必ず数値は、メモを取る在として控えてくださ

い。後の作業で必要になります。
－18－



換作および動作説明　　　　　　　　　　　　　パネル表示

匡〕キーを長押しして、図のようにLEDを表示 させます． PV表示部…「…．S‥E．．．．七．」 SV表示部「1」 �I檻AT即Q　……・‥・……1ユ 

℃ 
〟劇tH……＝…●□　押 

I＿＿＿ 

即醐姥……‥叫ロ　　　　　　■℃‥ 
！Ⅳ 

匝 l『－▲uI；・iS　　il 

回キ＿を姻押し、図のようにLEDを表示さ せます。 PV表示部「－LoC」 �即軌旧・・・・t・・・・…‥・・1コ 

℃ 
山劇…・…・…・・■日印■－一一・Ⅷ 

SV表示部「　　3」 �計醐囁…………ロ　訓　　　℃ 

霊　＿＿鼎還聖茎∃ 

回回キ＿喜押躍、「。」を入力して＜ �姐1闇的　………‥・…・b　‾此－ 
ださい。 �℃ 

凡人叫－………Ht…●ロ　肘　‾‾‾‾ 

－－・・　一・∴I・I－－■■■■■■ 

餅帥昭…………口　　　　　‾‾七 
SV 

酉　　△　国 
I　　　　　T脈紺　Il　　　　　　■ 

回キーを押して、園のようにLEDを表示させ ます． PV表示部「SEt」 �lEAT甘地　tH・…・一・日・・・・‥1コ 
℃ 

劇J胴M…・・・・…・・・‥一・日　印 

－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・雷－－■■■■■■■ 

即鋸刃壁■…・・・・…ロ　　　　　　　℃ 

SV表示部　「　　1」 �討 
∇　△　国 

l　　　　　　　rl　l露諾T　　　　　　　　　　l 

匝ヨキーを4回押し、LPyl」を表示させ ます． � 
抑拍・…t・‥HHH・・ロ 

℃ 
㈹　……・r……‥　口 

l 

封帥劇喋……．．．ロ　　℃ 　E∇△匹ヨ 

■ l　　　　　　　‾－　lT膵匿等汀　　　　　　　　　　t 

〕 
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操作および動作説明 �パネル表示 

37℃時の新しい＄Ⅵ正を入力します。 ∇回キーを押伏新しいSV値を入力しま すi・先ほと控えた数値を使用します。・ ○厚内実際温度「表示温度十号までのSV値 　＝新しいSV値 ¢酎十庫摘実際温度●∴37∴●4℃‥‥ 表示温度：37．0℃ �柁抑他日・・・HHt・・日いlユ 

℃ 
・‥劇J只は＝■・■・・曾山……臼‥・ 　　l＿ 

即恥棍…………□　　℃ 　‥回…‥∇　…‥国‥ 

1■　　　　　　　　　　　■ 

l　　　　　　　　　　　　　Ⅷ膵期間ぷ汀　　　1　　　　　　　　　　1 

今までのSV値：36．5 新しいSV値：36．9 �　〕 

巨≡〕キ＿を長押じすると、現在の庫内温度が表示 されます。 �l屯棚、・・・‥‥・・…・・・lコ 
℃ 

舶劇Ⅶト…＝…＝…●暮口　如 

糾摘…………ロ　甜　　　℃ 

∈　∇　△　国 

L　　　　　　l　転這儲T　　　　　　　　　■ 

⑦回キーを押して、設定温度「80℃（H B－100の揚合は100℃）」を入力して＜ださ �I馴Ⅷ・……HHH・・・口 

い。 そのまま80℃（HB－100の場合は100℃） 温謁を行い、庫内温度が安定するまで待ちます。 庫内温度が安定しましたら、温度調節表示温度と庫 内実際温度を確認し数値を控えてください。 艶必ず数値は、メモを取る在として控えてくださ い。後の作業で必要になります。 �℃ 
刷●“●…ピーHM・口 

l 

討錮艦．………・．□　℃ 　匝司▽　巨司 ● 

■　　tlll 

‡　　　　　　　　　　閻和式汀　　1　　　　　　　．＿＿t 

MODE・キーを長押しして、国のようにLEDを表示 させます。 PV表示部「SEt」 SV表示部「1」 �m・・・・…………13 

℃ 
鳳AM－…－…●●■■tt…D　PV 

馴飢雌…．．■■．・‥・臼　　　　　　　℃ 
討 

∇△匝ヨ t　　rlt霜篭T　　＿＿」 
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操作および動作説明 �パネル表示 

匝ヨキーを5回押して、LP，2」を表示さ �仰・…・・■・日……ロ 

せます。 � �　　　　　　　℃ 畑……・㌣・・い…・。 　l � 

即附く監………．・・ロ　℃ 　E∇△…包．川 　■「■ lm托≡日豪丁 ‾‾〕 

80℃時（HB－100の場合100℃）の新しい＄ �醐・日日・t……t・・ロ 　○亡 AU岬叫l……・r‥……ロ l 訊＝釧肘悶三川………．ロ　℃ 巨華I△由 

Ⅵ在を入力します。 

⑦匡〕トを押して新しいSV値を入力し 
ます。 

◇庫内実鮮温度一表示温度＋今までのSV値 

＝新しいSV埴 

¢倒：庫内案際温度　：　79．4℃ 

表示温度　　　：　80．0℃ �　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾▼▼■■　l■ I　　　　　　　　働け　I　　　　　　　　l 

亨までのSV撞：　79．0 �　〕 

新しいSV値　：　78．4 

巨ヨ辛」を4即し、図‾ふようにLEDを表示さ �相即陣………・・■一・●・口■』』』■■』』■■■■一一 　℃ ㈹■●●1日…＝▼■■▼一口押 印酬任…………ロ訓℃ 瓢冨訂△星． 

せます。 ・PV表示部「＿LoC」 

SV表示部「　　0」 

Ⅴ回キ＿喜押して、「3」を入力拭く �t電柵的・‥・●・・・‥‥・・‥ヒ 　℃ 仙叫……………‥ロ‾Ⅳ‾‾‾‾訂＿ 引′倒伏挿堵……・叫・・臼訓一脈 酉∇回 己≡≡≡≡壷壷覇甲用一 

ださい。 

巨ヨキーを姦押しすると、現在の庫内温度が表示 �脚ⅧQ‥・・■・・Hf・・・Ht・⊂】 仙…．…Y…．…．ロー－ー－℃ l 引／q肌用托．．………．口　℃ 1－一群証至国一一1 
され、温度補正を終了します。 
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6　ヒュ一式の交換方法

¢ヒューズホルダの引き出し

⑳ヒューズの交換

◎ヒューズホルダのセット

⑨画② � � 

檻叫JTIT許▲三脚艦 
BilOⅥ訳Ⅵ爪札旧圧許rI仰 

帆R応l臥上ば抑 
■■■lll ‾‾‾‾－‾－‾■■l■■■l；＝＝＝l－－ 

さ■■■l■－ 

ヒューズホルダの上の「薩み」にマイナスドライバーの

ような先のとがったものを差し込み、ヒューズホルダを

引き出します。

ヒューズホルヂ㊨の切れたヒューズを取り出して、⑲

に入っている予備ヒューズを㊨に取り付けます。

ヒューズホルダの矢印と、レセブタクルの右にある

矢印を合わせるように差し込んでください。

－22－



異常診断機能
運転中何らかの異常が発生した場合・温度コントロール′時ル「温度表示部」に以下のような

表示を示します。

コ甘鵬野　rTT「・

罫上醇萄こ克て鋸壷程合藍轟示さ覿塞

覿　章敬　啓缶醜嘩革に遠野センサが覇線宜態葛轡

♯入力表示下限義春　L＿＿」

題脚奉読由範囲聴∈克てし
す。

＋メモリ嶋エラー素読　ほrF揖

鹿茸恕叫エラー時に零窮呑托ます。

ヰ藩主やチューニングエ喜一　gEFr封

才一卜デューニおが中に三雲†が発生した塙舌、ま定

何らか郎理由によ尊者「トチユ十二㌢茸に朱致し近場合・

に表示連動窟昔年

せ甜鞘看護諮断　碑も薫R醐重　点好

伺う紗戯理由で設藷惹く工場地帯時下晩†現0℃　よ旗1砥餌〕奄超えた齢に表示しま昔も．
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故障かな？と思われたとき

故障と患われたときは、まず下記の表を参考にチェックしてください。

症状 �確認 �南東 

電源が入らない �・電源コードがコンセントに入って �・ヒューズが切れている場合は、ヒュ 

いますか？ �ーズ交換する必要があります。 
・電源スイッチが「0NJになって �・左の項目を確謬して、なおかつ症状 
……いますか？ �川が改善されない場合は、●最寄りのタ嶋 

・ヒューズは切れていませんか？ �イテックサービスセンターへ、ご連 

墜1） �絡ください。 

庫内温度が上がらない �・温度調節パネルの温度設定は、し �・加熱安全器によるヒーターの遮断 

ましたか？ �及び、ファンモーターの故障が考え 
・フアンは回っていますか？ �られます。 最寄りのタイテックサービスセン ターへ、ご連絡ください。 

庫内温度が安定しない �・温度補正により、表示温度を変更 �・オートチューニングにより、PID 
しましたか？ �値を再設定する必要があります。 ・上記の項目を確認して、なおかつ症 状が改善されない場合は、最寄りの タイテックサービスセンターへ、ご 連絡ください。 

振とうが行われない スピードコントロール �・ドアは閉まっていますか？ �・ドアが開いている、もしくは「ON 
・　rONタイマーJがセットされて �タイマー」がセットされている可能 

いませんか？ ・振とう部分に、振とうを阻害する �性があります。 ・上記の項目を確落して、なおかつ症 状が改善されない場合は、最寄りの タイテックサービスセンターへ、ご 連絡ください。 ・バックアップ用バッテリーがなく 

パネルに、「瓦RR4」が ��なっている恐れがあります。 

表示される スピードコントロール ��・最寄りのタイテックサービスセン ターへご連絡ください。 ・振とう部が過負荷状態になってい 

パネルに「丑RRIJが●・ �ものがひっかかっていませんか？ �ます。 

表示される スピードコントロール パネルに「AAA」が 表示される （HB－100のみ） �・振とう部分に、振とう能力を超え �・振とう部分に引っかかっている、も 

た重さのものがのっていません �しくは振とう能力を超えた重さの 
か？ �ものを取り除いてください。 ・上記の項目を確課して、なおかつ症 状が改善されない場合は、最寄りの タイテックサービスセンターへご 連絡ください。 ・運転時間が20．000時歯を越えた場 合に表示され、定期点検をお知らせ します。最寄りのタイテックサービ スセンターへご連絡ください。 
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症状 �確認 �対策 

温度コントロールパネル � �・温度調節器の有効表示温度を上回 
PVに　「‾‾‾」が表 ��った、もしくはセンサー異常を起こ 

示される ��している恐れがあります。 タイテックサ「ビスセンター↑ご ………‥遠藤下さも●工 

‥過度コこ′・トロ・－ルパネル・ � �…・・・・温度謝節器の有効表示温度を下回‥ 

PVに「＿＿－＿」が表 ��った、もしくはセンサー異常を起こ 

示される ��している恐れがありますム タイテックサービスセンターへご 連絡下さい。 

温度コントロールパネル � �・温度調節器の自己診断機能により 
PVの「ErrO」が表 ��温度蘭節器のメモリーがエラーを 

示される ��起こしている恐れがあります。 タイテックサービスセンターへご 連絡下さい。 

温度コントロールパネル � �・何らかの理由で絶対値上下限温度 
の「ALARMJランプ が点灯する ��を超えた場合に表示されます． 

上記碇帯方法を実施しても改善されない場合や、※1でヒューズが切れていて交換後に再度切れてしまう場

合、また、去声以外の内容についてはお買い上げ店、または最寄りの弊社サービスセンターはお問い合わせく

ださい。
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オプション（別売品）について
（99年5月現在のオプションです。）

【振とうキット】

二畢琴 �型名 
シーソーキット �S－2623 

」些プロ年少●ト �●■R⊥2623－ 
ボトル回転キット �B－4006 

チユーフキット（1．5m1＿＿＿マイクロチューブ用〕 �M－0096 

【振とう台】

種療 �型名 
＿阜ノ＿∵ド振とう台 �MD－1818 

レシプロ多段振とう台 �WR－2‾52＿P 

【ボトル■その他】

＿＿嘩矩 �型名 
」坦率トル・1本くせ35×150mm） �BT－3515 
大ボトル1本（d35X250mm〕 �BT－3525 

ナイロンメッシュシート（230×230mm5枚入） �■■l■■■■ 

ボトルラック（6本用） �BL－4106 

ボトルラック鱒本用） �BL－4108 
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ユーザt所在地に基づいてのテリトリーで活動してます。

ご連絡は、担当丁弧へお気密にどうぞ。

本社／〒糾31は22埼玉県越谷市西方空相3－1

購　入　年　月　日 � 

購　入　先　名 � 

担　当　者　名 � 

電　話　番　号 � 

F　A　X　番　号 � 

そ　　の　　他 � 

型　　　　　　名 �HB－80／HB－100 

取扱説明書管理番号 �0710K 

聾ぜ写塑ヨ儀式会社


