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● 使用するまえに必ずこの取扱説明書を 

読んでください。 

● この取扱説明書はいつでも取り出して 

読めるように保管してください。 



 

    

はははは    じじじじ    めめめめ    にににに    

 

�この度は、ポット苗箱洗浄機をお買いあげいただき、まことにありがとうございま

した。 

 

�この説明書はポット苗箱洗浄機を使用する際に是非、守っていただきたい安全作業

に関する基礎的事項、ポット苗箱洗浄機を適切な状態で使っていただく為の作業の

しかた及び整備のしかたを中心に構成しております。 

 作業の前には入念に読み、安全確実な作業を心掛けてください。 

 

�取扱説明書の中の  ・       表示は、下記の様に安全上及び取扱い上の重

要な事を示しております。よくお読みいただくようお願いいたします。 

 

表表表表        示示示示    重重重重                    要要要要                    度度度度    
 

危 険 
その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負うことになるも

のを示しております。 
 

警 告 
その警告に従わなかった場合、死亡又は重傷を負う危険性がある

ものを示しております。 
 

注 意 
その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれがあるものを示

しております。 

 

 
製品の性能を発揮させるための注意事項を説明しております。 

 

よく読んで製品の性能を最大限発揮してご使用ください。 

！ 重 要 

！ 

！ 

重 要 
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安全安全安全安全のポイントのポイントのポイントのポイント    

－－－－1111－－－－    

    

 

■ 安全安全安全安全なななな作業作業作業作業をするためにをするためにをするためにをするために    

(1) 作業前には必ずアースを行ってくださ 

い。  （Ｄ種接地工事） 

(注意)アース線はガス管には接続しないで

ください。爆発の恐れがあります。 

警警警警    告告告告    

アースをアースをアースをアースを行行行行わないとわないとわないとわないと感電感電感電感電するするするする事事事事がありがありがありがあり

ますますますます。。。。    

 

(2)電源プラグには、濡れた手で触れないで

ください。 

 

(3)点検や整備あるいは掃除をする時は、必

ず電源プラグを抜いてください。 

 

 

警警警警    告告告告    

電源電源電源電源プラグにプラグにプラグにプラグに濡濡濡濡れたれたれたれた手手手手でででで触触触触れるとれるとれるとれると感電感電感電感電

することがありますすることがありますすることがありますすることがあります。。。。    

警警警警    告告告告    

電源電源電源電源プラグをプラグをプラグをプラグを抜抜抜抜かないとかないとかないとかないと感電感電感電感電するするするする事事事事やややや機機機機

械械械械がががが動動動動きききき出出出出してケガをするしてケガをするしてケガをするしてケガをす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    

 ！ 

 ！ 

 ！ 

アース 



 

安全安全安全安全のポイントのポイントのポイントのポイント    

－－－－2222－－－－    

    

■ 安全表示安全表示安全表示安全表示ラベルについてラベルについてラベルについてラベルについて    

� 本機には安全に作業していただくために、安全表示ラベルが貼付してあります。 

� 必ずよく読んでこれらの注意に従ってください。 

� 安全表示ラベルが破損したり、なくなったり、読めなくなった場合は新しいラベルに貼

り替えてください。 

� 泥などが付いた場合はきれいに拭き取り、いつでも読める様にしてください。 

� 安全表示ラベルが貼付してある部分を交換する場合、同時に安全表示ラベルも一緒に注

文してください。 

 

■ 安全安全安全安全ラベルのラベルのラベルのラベルの貼付位置貼付位置貼付位置貼付位置    

運転中はカバー
をあけないでく
ださい。

５６０３３１０１０１１

警 告



 

各部各部各部各部のののの名称名称名称名称とととと仕様仕様仕様仕様    

－－－－3333－－－－    

    

 

上部ブラシＡ 上部洗浄パイプ 上カバー 

上部ブラシＢ 

ノブボルト 

下部洗浄パイプ 

排出口 

スイッチ 

排出ホース 

電源プラグ 

アース線 

ノブボルト 

モーター 

下部ブラシ 



 

作業作業作業作業のしかたのしかたのしかたのしかた    

－－－－4444－－－－    

    

 

 

 

 

作業をする前に、あらかじめ桶などに水

を入れて、苗箱を浸しておくと汚れが落

ち易くなります。 

 

(1) 機械に接続してあるアースコードで、

確実にアースを行います。 

 

(2) 水道のホースを給水口に差し込みます。 

 

 

●水道のホースは抜けない様にバンド等

で締め付けてください。 

●川水を使用すると、洗浄パイプが目詰

まりする事があります。 

 

(3) 排水ホースの先端を桶や溝の中に入れ

汚水を流します。 

 

(4) 電源プラグを１００Ｖ電源に差し込み

ます。 

 

警警警警    告告告告    

�アースをアースをアースをアースを行行行行わないとわないとわないとわないと感電感電感電感電することがすることがすることがすることが

ありますありますありますあります。。。。    

�アースアースアースアース線線線線はガスはガスはガスはガス管管管管にはにはにはには接続接続接続接続しないでしないでしないでしないで

くださいくださいくださいください。。。。爆発爆発爆発爆発のののの恐恐恐恐れがありますれがありますれがありますれがあります。。。。    

警警警警    告告告告    

電源電源電源電源プラグにプラグにプラグにプラグに濡濡濡濡れたれたれたれた手手手手でででで触触触触れるとれるとれるとれると感電感電感電感電

するするするす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。。。。    

重重重重    要要要要    

重重重重    要要要要    

 ！ 

 ！ 

ホース 

アース 



    

作業作業作業作業のしかたのしかたのしかたのしかた    

－－－－5555－－－－    

    

 (5)スイッチを「運転」にして、投入口に

苗箱を入れます 

 

 

� 苗箱が引っ掛かって動かなくなった

時は、一旦スイッチを停止の位置にし

て、モータが完全に停止したのを確認

してからスイッチを逆回転の位置に

し、箱を引き抜いてください。 

� 運転から逆転、逆転から運転にする場

合、一旦スイッチを停止の位置にしま

すが、モータが完全に停止しないうち

にスイッチを逆転、又は運転の位置に

動かすとモータが故障する事があり

ます。 

� 逆転はスイッチを手で押し続けてく

ださい。手を離すと自動的に停止の位

置に戻ります。 

 

(6)排出口から出てきた苗箱は水気がなく

なったら格納してください。 

 

重重重重    要要要要    

運 転 

逆 転 

停 止 



    

掃除掃除掃除掃除のしかたのしかたのしかたのしかた    

－－－－6666－－－－    

    

 

 

警警警警    告告告告 

掃除掃除掃除掃除をををを行行行行うううう場合場合場合場合はははは、、、、必必必必ずずずず電源電源電源電源プラグをプラグをプラグをプラグを抜抜抜抜いてからいてからいてからいてから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。。。。    

電源電源電源電源プラグをプラグをプラグをプラグを抜抜抜抜かないとかないとかないとかないと感電感電感電感電したりしたりしたりしたり、、、、機械機械機械機械がががが動動動動きききき出出出出してケガをすることがありますしてケガをすることがありますしてケガをすることがありますしてケガをすることがあります。。。。 

 

(1) 排出口の掃除 

排出口にゴミや泥が溜まると洗浄効果

が低下したり、詰まったりしますので、

定期的にウエカバーを開けて排出口の

掃除を行ってください。 

 

 

(2) ブラシの掃除 

ブラシにゴミが絡付くと洗浄効果が低

下しますので、定期的にブラシの掃除

を行ってください。 

 針金などで行うと良く取れます。 

 ！ 

下部ブラシ 

上部ブラシＢ 上部ブラシＡ 

排出口 



    

掃除掃除掃除掃除のしかたのしかたのしかたのしかた    

－－－－7777－－－－    

    

 (3)洗浄パイプの掃除 

 

 

洗浄パイプにゴミが詰まり水の出が悪く

なった場合は針金等で穴を掃除してくだ

さい。 

 

�上部洗浄パイプの掃除のしかた 

１. パイプを手で左右に回しながら左

の方向に押し出します。 

２. 次にパイプを右の方向に引き抜き

ます。 

３. 針金等で穴を掃除します。 

４. 取り付ける時は回しながらパイプ

を押し込み、丸印を合わせます。 

 

�下部洗浄パイプの掃除のしかた 

１. カバーのグロメットを外します。 

２. パイプを手で左右に回しながらパ

イプを穴から右の方向に抜きます。 

３. 針金等で穴を掃除します。 

４. 取り付ける時は回しながらパイプ

を押し込み、丸印を合わせます 

 

■伝導チェーン掛け図 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上部洗浄パイプは穴が２列、下部洗浄パ

イプは穴が１列です。 

取り付けの際間違えないでください。 

 

重重重重    要要要要    

重重重重    要要要要    

型式

製造番号



    

付付付付    表表表表    

－－－－8888－－－－    

    

 

 

 

名 称 ポット苗箱洗浄機 

型 式 ＰＣ－３８０ 

全長×全幅×全高 ７３０×５４５×９００ 

重 量 ５５kg 

モ ー タ ー １００Ｖ ２００Ｗ 

能 率 ３８０箱／時(５０Hz)  ４５０箱／時(６０Hz) 

 

 

 

 

■洗浄箱バケット取付方法 （オプション） 

洗浄機本体の穴にバッケットを差し込みます（下図参照）。 

※バケットに１０※バケットに１０※バケットに１０※バケットに１０枚以上枚以上枚以上枚以上のののの苗箱収納苗箱収納苗箱収納苗箱収納はははは「「「「トラブルトラブルトラブルトラブル」」」」のののの原因原因原因原因になるのでになるのでになるのでになるので行行行行わないでくださいわないでくださいわないでくださいわないでください。。。。    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

洗浄機本体 

バケット 
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