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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

は じ め に

この度は，富士硬貨・紙幣つり銭機ＥＣＳ-07 をお買い上げいただきまして誠
にありがとうございました。

● この取扱説明書をよくお読みいただき，
内容を十分に理解してから本製品を使用
してください。
取扱いを誤ると傷害および故障が発生す
る恐れがあります。

● 本製品は，POS 端末またはレジスターと
連動し，国内流通貨幣を入出金する目的
で設計されています。
これ以外の目的に無断で使用しないでく
ださい。

● 本製品を無断で改造および輸出すること
は固く禁止致します。
無断で改造・輸出したことにより生じた
事故・損害については当社は一切責任
を負いません。

● 本製品の仕様は製品改良のため予告なく
変更することがあります。

● 記載内容は設定により，異なる場合があ
るため，記載通りの動作をしない場合は，
お買上先に連絡をお願いします。

注意
この装置は，情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装
置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者
が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
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● この取扱説明書には，安全に関する重大な内容が記載されていますので，必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

(1)  警告表示と意味
誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度について，次の警告表示で説明しています。

(2)  図記号と意味
守っていただく内容について，次の図記号で説明しています。

● お読みになった後は，お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

警告
警告表示 意　　　　　味

取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，死亡又は重
傷を受ける可能性が想定される場合

注意
取扱いを誤った場合に，危険な状況が起こりえて，中程度の損
害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみの
発生が想定される場合

図　記　号 意　　　　　味

このような絵表示は，してはいけな
い「禁止」内容です。

図　記　号 意　　　　　味

分解禁止

接触禁止

このような絵表示は，必ず実行して
いただく「強制」内容です。

このような絵表示は，気をつけてい
ただく「注意」内容です。

破裂注意

指をはさまないよう注意

電源プラグを抜く
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警告

1 . 安全上のご注意

本製品は屋内用に設計され
ています。
屋外での使用は，電気的な安
全を損ない，事故発生の恐れ
があります。

屋外で使用しない

禁　止

設置はお買い上げ先に依頼
してください。
不完全な設置は，転倒事故・
感電・火災の恐れがあります。

設置はご自分でしない

禁　止

修理はお買い上げ先に依
頼してください。
修理に不備があると，感電・
火災の恐れがあります。

修理はご自分でしない

禁　止

濡れた手で電源プラグを抜き差
ししないでください。
感電の恐れがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

禁　止

電源プラグはほこりが付いてい
ないか確認し，がたつきがない
ように根元まで確実に差し込ん
でください。
ほこりが付着したり，接続が不完
全な場合は，感電・火災の恐れが
あります。

電源プラグは確実に差し込む

必ずプラグを持って抜いてくだ
さい。
断線して，発熱発火の恐れがあり
ます。

電源コードを引っぱってプラグを抜かない

禁　止

重いものを乗せたり，加工
しないでください。
破損して，感電や火災の恐れ
があります。

電源コードを破損したり加工しない

禁　止

分解・改造はしないでください。
事故発生の恐れがあります。

分解・改造しない

分解禁止
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警告

シンナーなどの可燃物や
可燃性ガス（エアーダス
ターを含む），揮発性の
高い物を近くで使用しな
いでください。
爆発や火災の恐れがありま
す。

近くで可燃物を扱わない

破裂注意

万が一，こげ臭いなどの異常
時は，電源スイッチをＯＦＦ
にしたあと電源プラグを抜き，
お買い上げ先に連絡してくだ
さい。
異常のまま使用していると感電・
火災の恐れがあります。

緊急時は電源プラグを抜く

電源プラグ
を抜く

災害などで製品が水に浸っ
た場合は，電気部品と配線
の交換を依頼してくださ
い。
交換しないと感電・火災の恐
れがあります。

水に浸かった電気部品は使用しない

禁　止

設置者は必ず，転倒防止をして
ください。
内部ユニットを引き出した時に，
前倒・落下の恐れがあります。

転倒防止をする

リチウム電池を内蔵しています
ので，廃棄は専門業者に依頼し
てください。
屋外での放置は，環境汚染や事故
発生の恐れがあります。

廃棄は専門業者に依頼する

運搬者は正面パネルに手を掛け
て運搬しないでください。
落下や故障・破損の恐れがありま
す。

正面パネルに手を掛けて運搬しない

禁　止

内部ユニットを引き出し
た状態で，内部ユニットに
荷重を加えないでくださ
い。
前倒・落下の恐れや，内部ユ
ニットの変形による機能低下
の可能性があります。

装置によりかからない

禁　止

部品交換する時は，必ず電源プ
ラグを抜いてから行ってくださ
い。
感電の恐れがあります。

部品交換する時は電源プラグを抜く

電源プラグ
を抜く
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注意
・直射日光があたる場所
・温度が 40℃より高くなる場所
・温度が 0℃より低くなる場所
・湿度が急激に変化する場所
・湿度が 85％より高くなる場所
・湿度が 20％より低くなる場所
　　　条件外での使用は，製品寿命を短くし，電気的な安全を損なう恐れがあります。

屋外で使用しない

禁　止

アース端子付の３極コンセント
を使用してください。
３極から２極への変換アダプタの
ご使用は電気的安全を損なう恐れ
があります。

３極コンセントを使用する

単相 100 Ｖ 2Ａ以上の専用コン
セントを使用してください。
延長コードの使用やタコ足配線は，
発熱発火の原因となります。

専用コンセントを使用する

・換気の悪い場所
　ほこりの多い場所
　強い電磁界を発生する装置の近く

電源スイッチがＯＦＦになって
いることを確認してから，電源
プラグをコンセントへ差し込ん
でください。
投入口が動き，物が引き込まれる
恐れがあります。

電源スイッチがONのまま電源プラグを差し込まない

禁　止

寒い所から急に温かい所へ持ち
込んだりすると，結露が生じま
す。しばらく放置して，結露が
なくなってから電源を入れてく
ださい。
結露したままでのご使用は故障の
原因になります。

結露した状態で電源を入れない

禁　止

長時間ご使用にならない場合
は，電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。

長時間使用しない場合は電源プラグを抜く

電源プラグ
を抜く

内部ユニットを閉じる時に
本体と正面パネルの間に指
を入れないでください。
指をはさむ恐れがあります。

本体と正面パネルの間に指を入れない

指に注意
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注意

手袋や包帯等をした手で，
貨幣を投入しないでくださ
い。
巻き込まれてけがをする恐れ
があります。

手袋や包帯等をした手で貨幣を投入しない

禁　止

電源が入っている時に，
投入口のベルトやリバー
スローラにさわらないで
ください。
ベルトが動きだし，けがを
する恐れがあります。

投入口のベルトやリバースローラにさわらない

接触禁止

清掃をする時は，電源スイッチ
をＯＦＦにしてから行ってくだ
さい。
ベルトが動きだし，けがをする恐
れがあります。

電源スイッチがONのままで清掃しない

出金口に手を入れないでくださ
い。
けがをする恐れがあります。

出金口に手を入れない

禁　止

【お願い】 
PL 銘板が汚れていたり傷が付いて見えない場合は，保守員に連絡して交換を依頼し
てください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

● 装置の上に重いものを直接乗せると本体カバーが変形し，内部ユニットを引き
出せなくなる恐れがあります。

● 緊急時を除いて，動作中に電源を切らないでください。
 詰まりや在高が不正確になる原因となります。

● つり銭の補充は，必ず貨幣投入口から機械補充してください。
 直接収納部へ入れないでください。
 在高が合わなくなります。

● 貨幣回収は，故障時を除いて，スイッチ操作により機械回収してください。
 直接収納部から抜き取らないでください。
 在高が合わなくなります。

2 . 使用上のご注意

● 硬貨投入口へ一度に 51枚以上の硬貨を入れないでください。
 詰まりや，硬貨紛失の原因になります。

● 包装硬貨で装置をたたくと正面パネル等が破損する恐れがあります。

● 包装硬貨は包装を取り除いてから硬貨投入口へ入れてください。
 包装硬貨は取り込めません。

● 現行の国内発行６金種ではない硬貨（記念硬貨を含む）と古い５円貨（特に昭
和 24年～ 27 年製は直径が少し大きい）は投入しないでください。

 詰まり・誤選別の原因になります。

● 変形・破損・摩耗した硬貨，水などで濡れた硬貨，粘着物がついた硬貨や硬貨
でない異物（特にクリップ，ホッチキス針，虫ピン，紙片）は絶対に投入しな
いでください。

 詰まり・誤選別・故障の原因になります。

● 回収硬貨は一時停止前に出金口より取り出さないでください。
 硬貨の飛び出しやエラー発生の原因になります。

変形 破損・磨耗 濡れ 粘着

全体

硬貨つり銭機
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

● 紙幣投入口への投入枚数は，投入口に無理なく挿入できる枚数を目安としてく
ださい。（新札で 25枚相当）

● 現行の国内発行４金種ではない紙幣（昭和 59 年以前の紙幣や商品券，図書券
などの金券）は投入しないでください。

 詰まり・誤選別の原因になります。

● 回収庫の開閉は，電源が入っている状態で行ってください。また，その際には
必ず紙幣を抜き取ってください。在高が合わなくなります。

● CSB70 は単品では動作しません。必ずCSC70 と一緒にお使いください。

● 次のような紙幣は，取込み不能や紙幣詰りの原因になりますので，この装置に
は，入れないでください。

● トラブルを未然に防止するため，投入口に紙幣を入れるときは，次のことをお
願いします。

壱万円

・  腰の弱いよれよれのもの ・  破れたり穴のあいている
　もの

・  切れ目のあるもの

・  セロテープなどの異物が
　ついているもの

・  インクなどの汚れがつい
　ているもの

・  濡れたり，しめっているもの

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円 壱万円

・  紙幣のしわ，カール，折れ，隅折れなど
　を伸ばしてください。

・  新札の場合は良くさばき，紙幣の密
　着をなくしてください。

・  紙幣を揃えてください。

・  クリップ，輪ゴムなどの異物を取り
　除いてください。硬貨を混入しない
　でください。

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円壱万円
壱万円壱万円

壱万円壱万円壱万円壱万円

壱万円
壱万円
壱万円
壱万円

紙幣つり銭機
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

3 . 付属品

 3.1 硬貨つり銭機

 3.2 紙幣つり銭機

次に示す付属品が全部あるか確認してください。
もし，不足の物があるときは，ただちにお買い上げ先に連絡してください。

FCベビー綿棒
（25本入り /1個）

ピンセット
（1本）

ブロアーブラシＭ
（1個）

INC-MK20224

富士硬貨・紙幣つり銭機ECS-07CSC70（硬貨つり銭機）CSB70（紙幣つり銭機）

電源コード
（1本）

ユニット鍵（青色）
（1組）

取扱説明書（本書）
（1冊）

エンプティ ニアエンプティ 適量 少 適量 中 適量 多 ニアフル フル

点滅
高速点滅

点滅～

又は

点滅

1円
10円
100円

5円
50円

5千円
1万円

カセット
紙幣全金種

表示数
（1～9）

表示数
（1～9）

表示数
（1～9）500円 0 10 11～ 30 31～ 60 61～ 90 91～109 110

表示数
（1～9）千円 0 10～ 20 21～ 60 61～110 111～220 221～249 250

表示数
（1～9）

81～99
（２・５千・万計）

0 10～ 15 16～ 30 31～ 50 51～ 80
100

（２・５千・万計）1～ 5 6～ 30
点灯　（バー表示なし）

31～50 51～ 80
2千円

混
合
収
納

消灯

消灯

点滅

点滅 200

0 10 11～ 45 46～105 106～140 141～159 160

0 10～ 20 21～ 50 51～110 111～150 151～169 170

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円

壱万円壱万円壱万円壱万円

壱万円
壱万円
壱万円
壱万円

壱万円

壱万円壱万円
壱万円壱万円

ECS-07簡易マニュアル
１．鍵の種類

使用上の注意

エラー解除手順 エラーコードの見方

1. 次のような貨幣は、取込み不能や詰まりの原因になりますので、装置には入れずに
ドロア金と交換して入れて下さい

2. 投入口に紙幣を入れる時は次のことに注意して下さい

３．収納容量と表示 ※フルの時は、ヘルプランプが高速点滅致します。２．操作表示部ランプ・ボタンの種類

1. 在高の見方

２．精査の仕方

4．回収の仕方

3．フル時の回収の仕方

5．履歴参照の仕方

在高ボタンを押し、下スクロール２回押しでＳＣｒＥＥｎ表示し、実行ボタン

精査中に取消・復旧ボタンを長押することで、
精査を中止することが出来ます
在高は精査開始時の金額となります
（中止するとLED表示部にSTOPと表示します）

在高ボタンを押し、下スクロールで総金額、収納庫金額の順番で表示

①硬貨部ユニット鍵 硬貨部 紙幣部

回収庫鍵

硬貨部ユニット鍵

硬貨部ユニット鍵

②紙幣部ユニット鍵

在高→紙幣ボタンを押す→紙幣部金額へスキップ。
下スクロールで1万～千の順番で表示

総在高の確認

紙幣の
在高確認

硬貨の
在高確認

総金額

枚数

下位金種も
表示

※※※※※※※

ソウキンガク
　※※※※※※※エン

紙幣・硬貨
Ｗ精査

※精査を
中止したい！！

ＳＣｒＥＥｎ

シヘイ・コウカ・セイサ

ＳＣｒＥＥｎ

シヘイ　セイサ

10000　　※※※

10000エン　※※※マイ
5000エン　※※※マイ

500エン　※※※マイ
100エン　※※※マイ

在高→硬貨ボタンを押す→硬貨部金額へスキップ。
下スクロールで500～1の順番で表示

枚数

下位金種も
表示

500　　※※※

セイサチュウ
アト＊＊フンカカリマス

Ｓtop

紙幣ボタンを押す→下スクロール４回押しで
ｂＬ．ＳＣｒＥＥｎ表示し、実行ボタン

紙幣のみ
精査

硬貨のみ
精査

ｂＬ.　ＳＣｒＥＥｎ

コウカ　セイサ

セイサチュウシ

Ｃｎ.　ＳＣｒＥＥｎ

硬貨ボタンを押す→下スクロール６回押しで
Cｎ．ＳＣｒＥＥｎで表示し、実行ボタン

回収ボタンを押し、下スクロール２回押しでＡＬＬ表示し、実行ボタン

紙幣・硬貨
全部回収

ＡＬＬ

ゼンブカイシュウ

シヘイ　ゼンブカイシュウ

回収→紙幣ボタンを押す→下スクロール１回押しで
ｂＬ．ＡＬＬ表示し、実行ボタン

紙幣のみ
回収

硬貨のみ
回収

ｂＬ.　ＡＬＬ

０７/２２　　１０：２５：００
ニュウキン　　　¥２７２０

０７/２２　　１０：２４：３０
デンゲンＯＮ

コウカ　ゼンブカイシュウ

Ｃｎ.　ALL

回収→硬貨ボタンを押す→下スクロール1回押しで
Cｎ．ALLで表示し、実行ボタン

フルカイシュウ

ＦＵＬ

回収→紙幣ボタンを押す→下スクロールボタンを3回押しで
FUL表示し、実行ボタン。

硬貨・紙幣の収納庫がニアフル枚数以上の場合
動作します。
｛（ニアフル）－６｝枚のフル貨幣が回収されます。

履歴ボタンを押す→　　 を押し過去の入金履歴、動作履歴を参照でき、

を押し現在へ戻れます。

ランプ

ボタン（左上の数字はテンキー入力に対応）

点灯：回収庫に収納有り。
点滅：ニアフル。

回収、在高確認の際に、
紙幣を選択・表示
させたい時に使用。

ヘルプランプ
点滅時に押すと
メッセージを表示。

在高の参照。
精査の実行。

無計数入金時に
押下
※鍵位置=管理

各種設定を行う。

動作項目の
選択、実行。

在高の回収。
※鍵位置=管理

選択をクリア。
エラー音を消す。
長押し=精査の中止。

入出金、動作履歴を
参照する際に使用。

回収、在高確認の際に、
硬貨を選択・表示
させたい時に使用。

液晶表示のスクロール。
メッセージの続きを
読みたい場合や、
次の項目を表示
させたい時に使用。

点灯 : 二千円札収納有り。
点滅：ニアフル。

点滅時にヘルプボタン
を押す
→メッセージを表示。
　フルで高速点滅

ボタンを押すと、抜けられます。

・腰の弱いよれよれのもの

・破れたり穴のあいているもの

・セロテープなどの異物がついているもの

・インクなどの汚れがついているもの ・濡れたり，しめっているもの

変形 破損・磨耗 濡れ 粘着

LED表示にエラーコードが表示されます。
LCD表示にエラーガイダンスが表示されます。

エラー発生

例：硬貨部が引き出されている場合

・紙幣のしわ，長手カール，長手折れ，
隅折れなどを伸ばしてください。

・新札の場合は良くさばき，紙幣の密
着をなくしてください。

・紙幣を揃えてください。

・クリップ，輪ゴムなどの異物を取り
除いてください。硬貨を混入しない
でください。

エラー解除できたら エラー解除できなかったら

LCD表示のエラーガイダンスに従って
エラー解除を行ってください。

硬貨部ユニット鍵

硬貨部ユニット鍵

硬貨部ユニット鍵 機械は正常な状態に戻りました。
そのままご使用ください。

お買い上げ先に連絡してください。

スイッチを押す

ドット点灯 ドット点滅

7セグにドットが表示されている場合

紙幣（ドット点灯）

硬貨（ドット点滅）

在高が合わない可能性があります。紙幣の精査を実施してください。

在高が合わない可能性があります。硬貨の棚卸時に精査を実施してください。

エラー内容
（取り扱い説明書のエラーコード一覧を参照）

異常発生時の動作モード

部位
コード 部位

Ｃｔｌ． コントローラ部
Ｃｎ． 硬貨部
ｂｌ． 紙幣部

動作モード
コード 動作モード

０ 待機
１ 異常
２ リセット
３ 入金（釣銭先行モード時）
４ 入金
５ 補充入金
６ フル回収
７ 出金
８ 回収／枚数回収
９ 単金種回収／順序回収
Ａ 枚数残値回収／金額残置回収
ｂ 精査
Ｃ 省電力モード
ｄ 初期設定
Ｅ 停電検知
Ｆ RASモード

エラー発生部位

長押し（2～3秒程度）

簡易マニュアル
（1冊）

硬貨－紙幣間電源ケーブル
（1本）

硬貨－紙幣間通信ケーブル
（1本）

紙幣回収庫扉鍵（黄色）
（１組）
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

4 . 各部の名称とはたらき

 4.1 外観

紙幣部インタフェースコネクタ

紙幣投入口
紙幣準備金，受取紙幣を
投入するところです。

紙幣出金口
つり銭，リジェクト紙幣が投出される
ところです。

紙幣回収庫
回収された紙幣が収納される
ところです。

紙幣回収庫扉錠
回収庫扉の開閉を行うための
錠です。

紙幣ユニット錠
鍵により回収庫取
出し，ユニット引
出しを選択するこ
とができます。

紙幣部電源用コネクタ

回収庫取出
保守

電源インレット
POSインタフェースコネクタ

ヒューズ

後　面

紙幣部インタフェースコネクタ

操作パネル
操作スイッチと表示器
が配置してあります。

硬貨投入口
硬貨準備金，受取硬貨を
投入するところです。

硬貨キャンセル口
入金硬貨をキャンセルした
ときに排出されるところで
す。（入金確定モード時のみ）

電源スイッチ／
USBポート

硬貨出金口
つり銭，回収硬貨
が投出されるとこ
ろです。

紙幣部電源用コネクタ

オプションコネクタ（通信用）

硬貨ユニット錠
鍵により管理，運用，
保守のモードを選択
することができます。
保守位置でユニット
引出しをすることが
できます。

管
理
運用

保守

運用
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 4.2 硬貨つり銭機内部ユニット

収納庫
硬貨を金種別に
収納します。

振分搬送部
搬送される硬貨を選別
し，枚数を数えます。

投入検銭部
入金された硬貨の正偽判定を
行います。

出金搬送部
収納庫より払い出された
硬貨を搬送します。

一時保留庫
入金された硬貨を一旦保留します。
（入金確定モード時のみ）
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

入金搬送部

混合収納庫
入金された二千，五千，万円紙幣を
収納します。

千円収納庫
入金された千円紙幣を収納します。

紙幣ノブ
紙幣が詰まった場合，詰まり紙幣を取り除く
ためのノブです。

精査庫
出金時：出金リジェクト・二千円・万円紙幣を
　　　  一時収納します。
精査時：計数紙幣を一時収納します。

入金鑑別部
入金された紙幣の正偽判定を行います。
金券など紙幣でないものは，紙幣出金口にリジェクト
されます。

出金判別部
出金する紙幣の判別を行います。

投入部

出金部

 4.3 紙幣つり銭機内部ユニット
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 4.4 操作パネル

操作用スイッチまたはテンキー
4.5 操作用スイッチの項を参照
してください。モニタ表示

ヘルプの状況を表示します。
回収庫，二千円収納状態を表示
します。

LED表示部
機械の状態を表示したり，硬貨／紙幣の
収納状態を表示します。

LCD表示部
LED表示部の表示をガイダンス表示
します。

   詳細は「8.2　操作表示部の使い方」（P.39）を参照してください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 4.5 操作用スイッチ

：紙幣スイッチ
　各操作を行うとき紙幣の
　項目へスキップさせると
　きに使用します。

：ヘルプスイッチ
　アラーム内容とメッセー
　ジを表示させるとき使用
　します。
　ヘルプランプ点滅時。

：在高スイッチ
　硬貨／紙幣の在高および精
　査を行う場合に使用します。

：硬貨スイッチ
　各操作を行うとき硬貨の
　項目へスキップさせると
　きに使用します。

：回収スイッチ
　収納されている硬貨／紙
　幣を回収するとき使用し
　ます。

：補充スイッチ
（入金確定モード）
　貨幣の補充に使用します。

：上スクロールスイッチ
　操作項目を選択するとき
　使用します。

：履歴スイッチ
　入出金，動作履歴を参照
　するときに使用します。

：設定スイッチ
　回収時に枚数指定を行う場
　合に使用します。
　ブザー，音量等を設定する
　場合に使用します。

：下スクロールスイッチ
　操作項目を選択するとき
　使用します。

：取消復旧スイッチ
　エラー解除のときなどに
　使用します。

：実行スイッチ
　機能を実行するときに使用
　します。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

5 . 運搬のしかた

本製品の重さは約 20kg です。
正面パネルに手を掛けて運搬しないでください。
故障・破損によるけがの恐れがあります。警告

この処理はサービスマンの方が行ってください。

  内部ユニットが本体にロックされ
ていることを確認してください。

  運搬中に内部ユニットがスライ
ドしないように，ユニット鍵を
〈運用〉の位置にし，抜いてくだ
さい。

  内部ユニットが本体にロックされ
ていることを確認してください。

  運搬中に内部ユニットがスライ
ドしないように，ユニット鍵を
抜いてください。

硬貨つり銭機
の正しい
運搬方法

1

2

紙幣つり銭機
の正しい
運搬方法

1

2
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

6 . 設置のしかた

 6.1 設置場所の確保

注意
本製品を設置する時は，内部ユニットの開閉と放熱のために，次に
示すスペースを確保してください。
放熱が悪いと故障の原因になります。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

平面図 右側面図

（a） ＝ 10mm以上
（b） ＝ 20mm以上
（c） ＝ 1110mm以上
（d） ＝ 240mm以上
（e） ＝ 70mm以上
（f） ＝ 110mm以上
（g） ＝ 10mm以上
（h） ＝ 510mm以上

a a f

d

b

g

c

h

e
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

平面図 右側面図

（a） ＝ 10mm以上
（b） ＝ 20mm以上
（c） ＝ 1050mm以上
（d） ＝ 20mm以上
（e） ＝ 70mm以上
（f） ＝ 110mm以上
（g） ＝ 10mm以上
（h） ＝ 510mm以上

a a f

d

b

g

c

h

e

硬貨つり銭機単独の場合は以下のスペースを確保してください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 6.2 設置方法

設置台は次の条件を満たすものを使用してください。

① 490mm以上（幅）× 600mm+固定金具（奥行）×2.1mm以上（板厚）
の水平な面で下図寸法に固定金具を固定できるもの。

② 内部ユニットを引き出しても設置台又は本体が前のめりにならないこと。

③ 設置台がキャスター付の場合はストッパ又はレベルアジャスターで，固定
できるもの。

④ 水平面からの傾きが１度以内のもの（前後，左右）。

設置台の
準備

必ず固定金具を使用して，本機を固定してください。
本機を固定しないと，内部ユニットを引き出した時に，前倒・落下
の恐れがあります。
固定金具は設置前に準備してください。

警告

150130 155 36

12

2-M4
固定金具取付
ネジ位置

2-M4
固定金具取付
ネジ位置

この処理はサービスマンの方が行ってください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

設置方法   固定金具を，４カ所にそれぞれ取
り付けてください。

 使用できる取付ねじはM4×5～
M4× 8です。

  固定金具を設置台に固定してくだ
さい。

  各ケーブルを下記のように接続し
てください。
●電源コードを電源インレットに
接続してください。

●硬貨－紙幣間電源ケーブルを紙
幣部と硬貨部の紙幣部電源用コ
ネクタに接続してください。

●硬貨－紙幣間通信ケーブルを紙
幣部と硬貨部の紙幣部インタ
フェースコネクタに接続してく
ださい。

● POS からのケーブルを POS
インタフェースコネクタに接続
してください。

  電源コードをコンセントに接続し
てください。

  注） 紙幣部電源用コネクタ挿入は，カ
チッと音がするまで挿入してくだ
さい。

 また，コネクタの取り外しは，矢
印部分を押しながらコネクタを引
き抜いてください。

1

2

3

4

固定金具取り付けねじ位置

紙幣部
電源用
コネクタ

紙幣部
電源用
コネクタ

POS
インタ
フェース
コネクタ

電源
インレット

紙幣部インタフェース
コネクタ

この処理はサービスマンの方が行ってください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
てください。

  正面パネルの両側を持ってゆっく
り引き出してください。

 正面パネルを，ゆっくりと押し込
んでください。

  ユニット鍵を〈運用〉の位置にし
てください。

内部ユニット
の開け方

注意
内部ユニットを開けるときは，本体が固定されている状態で行って
ください。
固定されていないと，前倒・落下の恐れがあります。

1

2

内部ユニットを閉じる時に，本
体と正面パネルの間に指を入れ
ないでください。
指をはさむ恐れがあります。

警告

指に注意

1

2

内部ユニット
の閉じ方

 7.1 硬貨内部ユニット

7 . 各部の開閉のしかた
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 内部ユニットを開けてください。

  操作パネルを手前に開いてくださ
い。

  投入検銭部のロックレバーをスラ
イドさせて，投入検銭部の搬送部
をゆっくり持ち上げてください。

 検銭部「①」をスライドさせて開
いてください。

投入検銭部①
の開け方

 7.2 硬貨投入検銭部

1

2

4
検銭部

ロックレバー

搬送部

注意 投入検銭部をしっかりと閉じないと，硬貨の詰まりの原因になりま
す。

3

投入検銭部

操作パネル
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  検銭部「①」をおろし，「パチン」
というまで押し込んでください。

 投入検銭部をゆっくりおろし、「パ
チン」というまで押し込んでくだ
さい。

  操作パネルを閉じてください。

 内部ユニットを閉じてください。

投入検銭部①
の閉じ方

1

2

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

一時保留庫②
の開け方

 7.3 硬貨一時保留庫

  内部ユニットを開けてください。

  一時保留庫「②」のカバーを開い
てください。

 一時保留庫「②」のカバーをゆっ
くり閉じてください。

  内部ユニットを閉じてください。

1

一時保留庫②
の閉じ方

2

1

2

一時保留庫 カバー
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 内部ユニットを開けてください。

  ロックレバーを前方にスライドさ
せて，振分搬送部「③」をゆっく
り持ち上げてください。

  ゆっくりおろしてください。

 振分搬送部「③」を「パチン」と
いうまで押し込んでください。

 内部ユニットを閉じてください。

振分搬送部③
の開け方

 7.4 硬貨振分搬送部

1

2

振分搬送部③
の閉じ方

2

3

1

振分搬送部

振分搬送路

注意
● 振分搬送部をしっかりと閉じないと，
硬貨の詰まりや，誤振分けの原因にな
ります。

● 振分搬送部を開いた状態で手を離す
と，振分搬送部が倒れてきますので注
意してください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

収納庫④
の開け方

 7.5 硬貨収納庫

  内部ユニットを開けてください。

 収納庫カバーを開いてください。

  収納庫「④」は、手前から１円
収納庫，50 円収納庫、5 円収納
庫、100円収納庫、10円収納庫、
500円収納庫となっています。

 収納庫カバーをゆっくり閉じてく
ださい。

 内部ユニットを閉じてください。

1

収納庫④
の閉じ方

3

1

2

1円

50円

5円

100円

10円

500円収納庫

収納庫カバー

2
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

出金搬送部⑤
の開け方

 7.6 硬貨出金搬送部

  内部ユニットを開けてください。

  出金搬送部「⑤」を左側に開けて
ください。

 出金搬送部「⑤」をゆっくり閉じ
てください。

 内部ユニットを閉じてください。

1

出金搬送部⑤
の閉じ方

2

1

2

出金搬送部
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  ユニット鍵を〈保守〉側に回して
ください。

  ユニット鍵を〈保守〉側に回した
状態で正面の上部を持ってゆっく
り引き出してください。

 内部ユニットを，ゆっくりと押し
込んでください。

内部ユニット
の開け方

注意
● 内部ユニットを開けるときは，本体が固定されている状態で行っ
てください。

 固定されていないと，前倒・落下の恐れがあります。
● 紙幣ユニットを開ける時，または回収庫取出し時，鍵と挿入口の
間に指を挟まないように注意してください。

1

2

1

 7.7 紙幣内部ユニット

内部ユニット
の閉じ方

内部ユニットを閉じる時に，本
体と投入口の間に指を入れない
でください。
指をはさむ恐れがあります。

警告

指に注意
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  内部ユニットを開けてください。

 搬送部「①」のレバーを前方向へ
引いて，ロックを解除します。

  搬送部「①」を開けてください。

 7.8 紙幣搬送部

搬送部①の
開け方

1

2

3

注意
● 搬送部の開閉時に，入金鑑別部と搬送部との間に手を置くと手を
はさむ恐れがあります。

● 搬送部は，しっかり閉じてください。
● 搬送部を閉めるとき，手順に従わないで操作を行いますと破損の
原因になります。



ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 搬送部を持ち上げながらロックレ
バー（緑色のシール）を手前に引
いて搬送部をゆっくりおろしてく
ださい。

 再度搬送部を少し持ち上げながら
ロックレバーを手前に引いて搬送
部をゆっくりおろしてください。

 搬送部「①」が「パチン」と音が
するまで押し込んでください。

 右図のようにロックがかかってい
ることを確認してください。

 内部ユニットを閉めてください。

- 31 -

ロックレバー

搬送部①の
閉じ方

1

2

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  内部ユニットを開けてください。

 搬送部「①」を開けてください。

 入金鑑別部「②」を開けてくださ
い。

 必ず搬送部「①」を開けてから入
金鑑別部「②」を開けてください。

 入金鑑別部を閉じてください。

 搬送部をゆっくり閉じてくださ
い。

 内部ユニットを閉めてください。

 7.9 紙幣入金鑑別部

入金鑑別部②の
開け方

1

3

2

1入金鑑別部②の
閉じ方

3

2

入金鑑別部

● 搬送部の開閉時に，入金鑑別部と搬送
部との間に手を置くと手を挟む恐れが
あります。

● 入金鑑別部を開いた状態で手を離すと，
入金鑑別部が倒れてきますので注意し
てください。

注意
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  内部ユニットを開けてください。

 搬送部「①」を開けてください。

 投入部（青色）を開いてください。

 出金部（黒色）を開いてください。

 投入・出金部をゆっくり閉じてく
ださい。

 投入・出金部の左右両側で「パチ
ン」と音がするまで押し込んでく
ださい。

 搬送部をゆっくり閉じてくださ
い。

 内部ユニットを閉めてください。

 7.10 紙幣投入・出金部

投入・出金部の
開け方

1

1

2

2

3

投入・出金部の
閉じ方

注意 投入・出金部をしっかり閉じないと，紙幣が入金されなくなったり，
詰まりの原因になります。

4

3
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 回収庫扉鍵（黄色）を右側に回転
させて，回収庫の扉を開けてくだ
さい。

 回収庫内にある紙幣を抜き取って
ください。

 回収庫の扉を閉じてください。

回収扉の開け方

回収扉の閉じ方

 7.11 紙幣回収庫

1

2

1

注意 回収庫の開閉は，電源が入っている状態で行ってください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈回収庫取出〉側に
回します。

 回収庫が手前に出ますので引き出
してください。

 
 回収庫を「カチッ」と音がするま

でゆっくり挿入してください。

回収庫の
取り方

1

2

回収庫の
入れ方

1
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 7.12 紙幣精査庫，収納庫

 内部ユニットを開けてください。

 精査庫の扉を開いてください。

 精査庫の扉を閉じてください。

 内部ユニットを閉じてください。

 内部ユニットを開けてください。

 千円収納庫の扉を開いてくださ
い。

 混合収納庫の扉を開いてくださ
い。

 各収納庫の扉を閉じてください。

 内部ユニットを閉じてください。

 取り出す紙幣以外は手で押さえ
て，取り出す紙幣を取ります。

精査庫の
開け方

精査庫の
閉じ方

収納庫の
開け方

収納庫の
閉じ方

1

2

1

2

1

2

3

1

2

精査庫

千円収納庫

混合収納庫

収納庫紙幣の
取り方

1

注意 収納庫を触る場合は側板のエッジでケガ
をしないよう注意してください。

側板
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

8 . 操作のしかた
　つり銭機モードと入金確定モードについて！

● つり銭機モード
預かり金を POS等に入力すると，つり銭が払い出されるモードです。

　処理の流れ
① 商品をスキャンします。
② 預かり金を入力します。
③ 装置からつり銭が払い出されます。
④ 預かり金を装置に入金します。

● 入金確定モード
預かり金を装置で計数し，確定後につり銭が払い出されるモードです。

　処理の流れ
① 商品をスキャンします。
② 預かり金を装置で計数します。
③ 装置からつり銭が払い出されます。
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 8.1 電源の投入と切断

注意 電源を入れる時に，硬貨投入口に手や物を置かないでください。
電源が入ると機内確認のために硬貨投入口のベルトが自動的に回転し
ますので，巻き込まれる恐れがあります。禁止

  内部ユニットを閉じて，ユニット
鍵を〈運用〉の位置にしてくださ
い。

  カバーを開き電源スイッチを押し
てください。

 カバーを開ける時に，上部を強く
押すと，指を挟みケガの恐れがあ
ります。

  rESEt と点滅表示され，自動的
に機内の確認動作を行います。

 各金種の収納状態の表示になりま
す。

 動作が停止していることを確認し
てください。

 電源スイッチを押してください。

電源の投入

電源の切断

1

1

2

2

3

4

緊急時を除いて，動作中に電源を切らないでください。
詰まりの原因や在高が不正確になることがあります。重要

例：「0」は各金種が収納されていないことを意味しています。
収納枚数の目安は「8.3 収納状態の表示」を参照してください。
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 8.2 操作表示部の使い方

ユニット鍵の鍵位置操作
スイッチ 管　理 運　用 保守

紙幣メニューへスキップ紙幣
補充メニューの選択

紙幣／硬貨の補充 紙幣のみ補充 硬貨のみ補充

補充

各メニューからの復旧，エラーの復旧取消／復帰
回収メニューの選択回収

在高

金額残置回収 枚数残置回収 全金種回収

紙幣順序回収 紙幣全回収 １００００円のみ回収※

硬貨順序回収 硬貨全回収 5００円のみ回収※

5０００円のみ回収※ 2０００円のみ回収※ 1０００円のみ回収※

1００円のみ回収※ 5０円のみ回収※

5円のみ回収※ 1円のみ回収※

1０円のみ回収※

在高の確認・精査の選択

設定 金額残置，枚数残置設定 ブザー音量，LCDコントラスト，LCDバックライト設定
履歴 履歴読出し
ヘルプ ガイダンス表示
△ メニュー項目上スクロール
▽ メニュー項目下スクロール
実行 メニュー項目実行

収納庫総金額 紙幣・硬貨精査在高総金額

紙幣精査 5００円枚数

１００００円枚数 5０００円枚数

硬貨精査

10000円回収庫枚数 5000円回収庫枚数

2０００円枚数

2000円回収庫枚数 1000円回収庫枚数

5０円枚数 1０円枚数

5円枚数 1円枚数

1００円枚数

1０００円枚数

ＦＵＬＬ回収

※1

※1） 在高がニアフル以上ある時に表示します。
※2） 金種指定回収は　　スイッチで回収枚数
 指定が可能

内のメニューは、硬貨つり銭機単独の場合表示されません。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 8.3 収納状態の表示

エンプティ ニアエンプティ ＊1） 適量 少 適量 中 適量 多 ニアフル ＊1） フル

点滅
高速点滅

点滅～

又は

点滅

10000 円、5000 円、1000 円
500 円、100 円、50 円、10 円、5円、1円 2000 円

点灯：二千円札収納あり
点滅：ニアフル

回収庫
点灯：回収庫に収納あり
点滅：ニアフル

1円
10 円
100 円

5円
50 円

5千円
1万円

カセット
紙幣全金種

＊1) ニアフル，ニアエンプティ枚数は，RASモードでの設定で変更することが可能です
＊2） 紙幣の状態により，収納可能枚数が減少することがあります。

※フルの時は，ヘルプランプが高速点滅致します。
　ただし，カセットフルの時は，点滅しません。

表示数
（1～ 9）

表示数
（1～ 9）

表示数
（1～ 9）500 円 0 10 11 ～ 30 31 ～ 60 61 ～ 90 91～109 110

表示数
（1～ 9）千円 0 10 ～ 20 21 ～ 60 61～110 111～220 221～249 250

表示数
（1～ 9）

81～99
（２・５千・万計）

0 10 ～ 15 16 ～ 30 31 ～ 50 51 ～ 80
100

（２・５千・万計）1 ～ 5 6 ～ 30
点灯　（バー表示なし）

31～ 50 51 ～ 80
2 千円

混
合
収
納

消灯

消灯

点滅

点滅 200 ＊2）

0 10 11 ～ 45 46～105 106～140 141～159 160

0 10 ～ 20 21 ～ 50 51～110 111～150 151～169 170

点灯　（バー表示なし）
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 8.4 つり銭の補充

注意
紙幣投入口への投入枚数は，投入口
に無理なく挿入できる枚数を目安と
してください。（新札で２５枚相当）

注意 投入口へ硬貨を大量に入れないでく
ださい。詰りや硬貨紛失の原因とな
ります。

注意
硬貨を投入口へ入れる時に，ベルト
やリバースローラーに指を触れない
でください。けがをする恐れがあり
ます。
手袋や包帯等をして硬貨を投入しな
いでください。
巻き込まれてけがをする恐れがあり
ます。

接触禁止
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵が〈運用〉の位置になっ
ていることを確認してください。

 補充硬貨を硬貨投入口に投入しま
す。

  注） 硬貨は一度に 51枚以上投入しない
でください。

 補充紙幣を揃えて，紙幣投入口に
投入します。

  注） 紙幣投入口への投入枚数は，投入
口に無理なく挿入できる枚数を目
安としてください。（新札で２５枚
相当）

 読めない硬貨や紙幣がある場合
は，出金口に戻ります。（ブザー
音が鳴ります）

 異常がある場合はドロアのお金と
交換して投入してください。

1

2

つり銭機
モードの時

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押して SUPPLY
表示にします。

 スイッチを押します。

 補充硬貨を硬貨投入口に投入します。

  注） 硬貨は一度に 51枚以上投入しない
でください。

 補充紙幣を揃えて，紙幣投入口に
投入します。

  注） 紙幣投入口への投入枚数は，投入口
に無理なく挿入できる枚数を目安と
してください。（新札で２５枚相当）

 読めない硬貨や紙幣がある場合
は，出金口に戻ります。（ブザー
音が鳴ります）

 異常がある場合はドロアのお金と
交換して投入してください。

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

1

2

3

4

入金確定
モードの時

5

6

7
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵が〈運用〉の位置になっ
ていることを確認してください。

 お客様から受け取った硬貨は硬貨
投入口に紙幣は紙幣投入口に投入
してください。

  読めない貨幣がある場合は，出金
口に戻ります。（ブザー音が鳴り
ます）

 異常がある場合はドロアのお金と
交換して投入してください。

 POS の小計キーを押すことで入
金待ちになります。

 お客様から受け取った硬貨は硬貨
投入口に紙幣は紙幣投入口に投入
してください。

  読めない貨幣がある場合は，出金
口に戻ります。（ブザー音が鳴り
ます）

 異常がある場合はドロアのお金と
交換して投入してください。

 8.5 受取金の収納

1

2

つり銭機
モードの時

入金確定
モードの時

1

2

3

3
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  ユニット鍵が〈運用〉の位置になっ
ていることを確認してください。

  お客様から受け取った貨幣の金額
をPOS等に入力しますと，POS
からの指示によりつり銭が自動で
投出されます。

 金額表示を確認してお客様へお渡
しください。

 ユニット鍵が〈運用〉の位置になっ
ていることを確認してください。

  入金後，POS の合計キー等を押
すとつり銭が投出されます。

 金額表示を確認してお客様へお渡
しください。

注１）出金口に貨幣が残っている場合は，ブザーが鳴り次の処理ができません。

 8.6 つり銭の払出し

1

2

注意
● 貨幣投出中に出金口に手を入れ
ないでください。
 詰まりや紛失，破損の原因やけ
がの恐れがあります。

● 出金口に貨幣または，異物や手
を置くと，POS から出金コマン
ドが出てもつり銭機は，つり銭
間違い防止のため出金しません。
（特につり銭機モードで入金リ
ジェクトが発生した場合）その
時は，ドロアからつり銭を出し
てお客様に渡してください。（こ
の時，履歴には ‶シュッキンキョ
ヒ”と LCDに表示します。）

接触禁止

つり銭機
モードの時

入金確定
モードの時

1

2
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 8.7 在高の確認

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。
 総金額を表示します。
 ＊）総金額は，硬貨・紙幣の収納

庫の金額と回収庫の金額を加
算した金額となります。

  スイッチを押してください。
 回収庫を除いた，収納庫のみの金

額（出金可能な金額）を表示しま
す。

総金額・
収納庫金額

1

2

3
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押すごとに下
記の順番で在高を表示します。

   例：500円硬貨の在高を表示したいとき

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押すごとに下
記の順番で在高を表示します。

    例：10000 円紙幣の在高を表示したいとき

硬貨の在高 1

2

3

4

100.  枚数 50.  枚数 10.  枚数 5.  枚数 1.  枚数500.  枚数

紙幣の在高

5000　枚数 2000　枚数 1000　枚数10000　枚数

1

2

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを C1000表示になる
まで押してください。

 スイッチを押すごとに下記の
順番で在高を表示します。

回収庫の在高

Ｃ10000　枚数 C5000　枚数 C2000　枚数 C1000　枚数

1

2

4

5

3
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示をALL
に合わせてください。

 スイッチを押してください。
 貨幣の回収を開始します。

 このとき スイッチを押すと，回収作
業は中止されます。

 硬貨の回収は，硬貨出金口に投出
されます。

 約 50 枚回収するか収納庫が空に
なると自動停止します。

 出金口に出てきた硬貨を取りのぞ
くと，自動的に次の回収が開始さ
れます。

貨幣を一括で
回収するとき

 8.8 収納貨幣の回収

1

2

3

4

注意
● 貨幣回収中に，出金口に手を入れないでください。
 詰まりや，破損，けがの原因になります。

接触禁止

5



- 50 -

ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 紙幣の回収は，回収庫または出金
口に回収されます。

  回収庫に回収される場合
  約 200 枚回収するか，収納庫が

空になると自動停止します。
 「CASET」と表示されたら回収庫

扉を開けて紙幣を抜き取ってくだ
さい。

 回収庫の紙幣を抜くと次の回収が
開始されます。

  出金口に回収される場合
  出金口設定枚数（max20 枚）回

収するか収納庫が空になると自動
停止します。

 出金口に出てきた紙幣を取り除く
と，自動的に次の回収が開始され
ます。

 紙幣の回収で回収中にリジェクト
が発生した場合は，最後にリジェ
クト紙幣を回収します。

  回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

6

7

8
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を
Cn. ALLに合わせてください。

 スイッチを押してください。
 ６金種混合で硬貨の回収を開始し

ます。

 このとき スイッチを押すと，回収作
業は中止されます。

 約 50 枚回収するか，収納庫が空
になると自動停止します。

 出金口に出てきた硬貨を取り除く
と，自動的に次の回収が開始され
ます。

 回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

硬貨（６金種）
を一括で回収
するとき

1

2

3

4

6

7

5
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  ユニット鍵を〈管理〉の位置にし
てください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を回
収したい金種に合わせてくださ
い。

  　例：500円硬貨を回収したいとき

 スイッチを押すごとに以下の順番で表示が切り替わります。

 スイッチを押してください。
 選択された硬貨の回収を開始しま

す。

 このとき スイッチを押すと，回収作
業は中止されます。

  約 60 枚回収するか，収納庫が空
になると自動停止します。

 （但し 500円は 25枚です。）
  出金口に出てきた硬貨を取り除く

と，自動的に次の回収が開始され
ます。

 回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

一種類の硬貨
を回収すると
き

1

2

3

4

１００.  枚数

５０.  枚数１０.  枚数５.  枚数１.  枚数

Ｃｎ. ＡＬＬＣｎ. CoL ５００.  枚数

5

6

7
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

  ユニット鍵を〈管理〉の位置にし
てください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を回
収したい金種に合わせてください。

  　例：100円硬貨を回収したいとき

 スイッチを押すごとに以下の順番で表示が切り替わります。

 スイッチを押して，テンキー
で回収枚数を入力してください。

  　例：100円硬貨を 10枚回収したい
  　　　とき

 スイッチを押してください。
 選択された硬貨の回収を開始します。

 このとき スイッチを押すと，回収作
業は中止されます。

 指定枚数回収するか，約 60枚回
収すると，自動停止します。

 （但し 500円は 25枚です。）
 出金口に出てきた硬貨を取り除

くと，自動的に次の回収が開始さ
れます。

 回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

硬貨を
指定枚数
回収するとき

1

2

3

4

6

7

8

5

５０.  枚数１０.  枚数５.  枚数１.  枚数

Ｃｎ. ＡＬＬＣｎ. CoL ５００.  枚数 １００.  枚数
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を
Cn. CoLに合わせてください。

 スイッチを押してください。
 金種毎の回収が開始します。

 このとき スイッチを押すと，回収作
業は中止されます。

 約 60 枚回収または一金種毎の回
収が終了しますと，自動停止しま
す。

 （但し 500円は 25枚です。）
 回収順序は

 となります。
 出金口に出てきた硬貨を取り除

くと，自動的に次の回収が開始さ
れます。

 回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

硬貨を金種毎に
全て回収する時

1

2

3

4

5

6

7

500円 100円 50円 10円 5円 1円
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を
bL. ALLに合わせてください。

 スイッチを押してください。
 ４金種混合で紙幣の回収を開始し

ます。
 回収紙幣は，回収庫または出金口

に搬送されます。金種ごとの搬送
先は，設定によります。

  このとき スイッチを押すと，回収作

業は中止されます。

  回収庫に回収される場合
 約 200 枚回収するか，収納庫が

空になると自動停止します。
 「CASET」と表示されたら回収

庫を開けて紙幣を回収してくださ
い。

 回収庫の紙幣を抜くと次の回収が
開始されます。

紙幣（４金種）
を一括で回収
するとき

1

2

3

4

5

6
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 出金口に回収される場合
 出金口設定枚数（max20 枚）回

収するか収納庫が空になると自動
停止します。

 出金口に出てきた紙幣を取り除く
と，自動的に次の回収が開始され
ます。

 回収中にリジェクトが発生した場
合，最後にリジェクト紙幣を回収
します。

 回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

8

7
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を回
収したい金種に合わせてくださ
い。

  　例：10000 円紙幣を回収したいとき

 スイッチを押すごとに以下の順番で表示が切り替わります。

 スイッチを押してください。
 選択された紙幣の回収を開始しま

す。
 回収紙幣は，回収庫または出金口

に搬送されます。
  搬送先は設定によります。

ｂＬ. ＡＬＬ

２０００　枚数

ｂＬ. ＣｏＬ

５０００　枚数1０００　枚数

１００００　枚数

1

2

3

4

一種類の紙幣
を回収すると
き

5
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 回収庫に回収される場合
 回収したい金種がなくなると自動

停止します。
 「CASET」と表示されたら回収

庫を開けて紙幣を回収してくださ
い。

 回収庫の紙幣を抜くと次の回収が
開始されます。

 出金口に回収される場合
 回収紙幣は出金口設定枚数に出金

口に集積されて払出されます。
 出金口の紙幣を取り除くと，自動

的に次の回収が開始されます。

 回収中にリジェクトが発生した場
合，最後にリジェクト紙幣を回収
します。

 回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

7

8

6
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置にし
てください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を回
収したい金種に合わせてくださ
い。

  　例：5000 円紙幣を回収したいとき

 スイッチを押すごとに以下の順番で
表示が切り替わります。

 スイッチを押して，テンキー
で回収枚数を入力してください。

  　例：5000 円紙幣を 10枚回収したい
  　　　とき

 スイッチを押してください。
 選択された紙幣の回収を開始します。
 回収紙幣は，回収庫または出金口

に搬送されます。
 搬送先は設定によります。

1

2

3

4

5

6

紙幣を
指定枚数
回収するとき

ｂＬ. ＡＬＬ

２０００　枚数

ｂＬ. ＣｏＬ １００００　枚数

1０００　枚数 ５０００　枚数
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 回収庫に回収される場合
 指定枚数回収後，自動停止します。
 「CASET」と表示されたら回収

庫を開けて紙幣を回収してくださ
い。

 回収庫の紙幣を抜くと次の回収が
開始されます。

 出金口に回収される場合
 回収紙幣は設定枚数に出金口に集

積されて払出されます。
  出金口の紙幣を取り除くと，自動

的に次の回収が開始されます。

 回収中にリジェクトが発生した場
合，最後にリジェクト紙幣を回収
します。

 回収が終了すると，回収された金
額が表示されます。

8

7

9
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を
bL. CoLに合わせてください。

 スイッチを押してください。
 金種毎の回収が開始します。
 回収紙幣は，回収庫または出金口

に搬送されます。
 搬送先は設定によります。

  このとき スイッチを押すと，回収作
業は中止されます。

 回収庫に回収される場合
 約 200 枚回収または一金種毎の

回収が終了しますと自動停止しま
す。

 回収順序は

 となります。

紙幣を金種毎に
全て回収する時

1

2

3

4

5

6

10000 5000 2000 1000
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 「CASET」と表示されたら回収
庫を開けて紙幣を回収してくださ
い。

 収納庫の紙幣を抜くと次の回収が
開始されます。

 出金口に回収される場合
 回収紙幣は設定枚数に出金口に集

積されて払出されます。
 出金口の紙幣を取り除くと，自動

的に次の回収が開始されます。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を
FULに合わせてください。

 スイッチを押してください。
硬貨は，ニアフル枚数以上の硬貨
を混合で回収を開始します。

 紙幣は，混合庫または，千円がニ
アフル枚数以上ある時に回収を開
始します。

 硬貨の回収は，硬貨出金口に投出
されます。1回の投出は混合で約
50 枚です。出金口の硬貨を取っ
てください。回収が終了するまで
投出は繰り返されます。

  紙幣の回収は出金口または回収庫
に投出されます。出金口の紙幣を
取ってください。回収が終了する
まで投出は繰り返されます。

フル回収を
するとき
  ニアフルから
  ６枚引いた分
  を残して全て
  回収

1

2

3

4

5

6
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合わ
せてください。

 スイッチを押してください。
 表示が「ｷﾝｶﾞｸｻﾞﾝﾁ ｾｯﾃｲ」になって

いることを確認してください。

 スイッチを押して，テンキーで残
置金額を入力してください。

  　例：50000 円を回収時収納庫に残すとき

 スイッチを押してください。
 設定された金額が記憶されます。

 〔設定方法〕の残置金額を「0円」に
設定してください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合わ
せてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を「ｷﾝｶﾞ
ｸ ｻﾞﾝﾁｶｲｼｭｳ」にしてください。

 スイッチを押してください。
 設定された金額を残して紙幣の回収が開始します。

 金額残置回収は，硬貨は最大999円払い出しの設定になっています。
 在高が金額残置金額よりも大きい場合でも動作しない場合があります。

金額残置回収

〔設定方法〕

1

2

3

4

1

　金額残置回収とは！

設定された金額分を収納庫に残して，収納庫紙幣を回収します。設定は1000円単位で行います。
硬貨は千円未満の端数を払い出します。
例）在高 57856 円で 44000 円金額残置を設定した場合→硬貨：856 円　紙幣 13000 円」の

回収となります。

〔設定解除〕

〔実行方法〕 1

2

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

以下の表示が出ましたら回収処理は行えません。

例 1：収納金額が足りない場合

交互表示

上記表示は，金額残置設定が 300,000 円，収納合計金額が 200,323 円で金
額残置回収を行った場合で，硬貨 323 円払出し後，紙幣が 100,000 円足り
ないため，回収が行えませんでした。

例 2：収納硬貨が多い場合

交互表示

上記表示は，金額残置設定が 20,000 円，収納合計金額が 200,323 円，内硬
貨合計が 23,323 円で金額残置回収を行った場合で，硬貨が 3,000 円多いた
め回収が行えませんでした。

回収が行えなくなりましたら，金額残置設定を変更するか，回収を中止して
ください。
  

〔金額残置回収
が実行できない
場合〕
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を「ﾏ
ｲｽｳ ｻﾞﾝﾁ ｾｯﾃｲ」にしてください。

 スイッチを押してください。

 テンキーで残置枚数を入力して，
スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を次
の金額に合わせてください。

  　例：一万円紙幣の枚数残置設定

 スイッチを押すごとに以下の順番で表示が切り替わります。

 スイッチを押してください。
 設定金額が表示されます。

枚数残置回収

〔設定方法〕

1

2

3

4

　枚数残置回収とは！

設定された各金種の枚数を収納庫に残して，収納貨幣を回収します。

5

6

7

1０００　枚数

５０００　枚数 ２０００　枚数１００００　枚数

５０　枚数１０　枚数５　枚数１　枚数 ５００　枚数１００　枚数
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 〔設定方法〕の残置枚数を「0」に
設定してください。

 ユニット鍵を〈管理〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押して，表示を「ﾏ
ｲｽｳ ｻﾞﾝﾁｶｲｼｭｳ」にしてください。

 スイッチを押してください。
 設定された金種毎枚数を残して貨

幣の回収が開始します。

  注） 各収納庫枚数が設定値より大きい
場合にのみ枚数残置回収を行いま
す。

 収納庫枚数が１ヵ所でも設定値よ
り小さいまたは同じ場合は回収を
行いません。

各金種の収納枚数が，設定した枚数以上
でない場合は，以下の表示が出て回収処
理は行えません。

〔実行方法〕

〔枚数残置回収
が実行できない
場合〕

1

2

3

4

1

〔設定解除〕

設定した金種
×枚数の金額換算値
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを SCrEEn表示にな
るまで押してください。

 スイッチを押すと SCrEEn表
示が点滅し精査を開始します。
概略の動作時間（精査時間）を表
示します。
精査終了後，待機状態になります。

 リジェクト貨幣は，出金口に排出されます。
 排出された貨幣はドロアへ収納してください。

 8.9  精査

1

3

4

　精査とは！

精査とは，収納庫内の再計数を行う処理です。それに伴ないつり銭に不適当な貨幣（判読不能
貨幣）は投出されます。
下記表示のようにドットが点灯している時は，在高が合っていない可能性がありますので，精
査を行ってください。

紙幣・硬貨
同時精査

2

5

ドット点灯
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

紙幣精査

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを Cn.SCrEEn表示
になるまで押してください。

 スイッチを押すとCn.SCrEEn
表示が点滅し精査を開始します。

 概略の動作時間（精査時間）を表
示します。

 精査終了後，待機状態になりま
す。

 ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを押してください。

 スイッチを bL.SCrEEn表示
になるまで押してください。

 スイッチを押すと bL.SCrEEn
表示が点滅し精査を開始します。

 概略の動作時間（精査時間）を表示
 します。
 精査終了後，待機状態になります。

1

2

4

硬貨精査

3

5

1

2

4

3

5
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 8.10  動作履歴の確認方法

入出金等の動作履歴を表示部で確認することができます。
また，USBメモリへ書き込むこともできます（「10.3 動作履歴の収集」を参
照ください）。

 ユニット鍵が〈運用〉の位置になっ
ていることを確認してください。

 スイッチを押してください。
 入金履歴，動作履歴が表示されます。

 スイッチを押すごとに過去の
履歴が表示されます。

 スイッチを押すごとに現在の履歴に戻れます。

 このとき スイッチを押すと，動作履歴は中止されます。

1

2

3

〔動作履歴表示
の見方〕

異常（エラーコード表示時） 日付・
時刻

エラーコード

入出金

日付・時刻

金額動作

金額動作

出金拒否
（出金口に硬貨がある状態で出金コマンドがPOS
から出された時につり銭が出ない時の表示）

出金拒否理由

日付・
時刻
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

9 . 設定

 9.1 機器設定

この処理はサービスマンの方が行ってください。

  ユニット鍵を〈運用〉の位置に合わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチで音量を選択してく
ださい。

 音量の設定順序

  ユニット鍵を〈運用〉の位置に合
わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチで「LCD ｺﾝﾄﾗｽﾄｾｯﾃｲ」
表示になるまで押してください。

 スイッチでLCDコントラスト
を調整してください。

 調整は０～４の５段階できます。

ブザー音量
設定

1

2

3

LCD
コントラスト
設定

1

2

3

4

４（大） ０（無音） １（極小）

３（中） ２（小）
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

  ユニット鍵を〈運用〉の位置に合わせてください。

 スイッチを押してください。

 スイッチで「LCD ﾊﾞｯｸﾗｲﾄｾｯﾃｲ」
表示になるまで押してください。

 スイッチでLCDバックライト
を調整してください。

 調整は０～４の５段階できます。

LCD
バックライト
設定

1

2

3

4



- 73 -

ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

 9.2 RAS モードでの設定

 ユニット鍵を〈保守〉の位置に合
わせてください。

 スイッチと スイッチを同
時に２秒以上押してください。

 表示がRASモード表示になりま
す。

 RAS コードの設定待ちになりま
す。

 RAS コード２桁を入力し，
スイッチを押しますと入力した
RASコードの動作を開始します。

 各 RASの設定は，次項「一万円
残置枚数設定」以降を参照くださ
い。

　＊） RAS モードを抜ける場合は，入
り方と同じで スイッチと ス
イッチを同時に２秒以上押してく
ださい。

RASモードの
入り方

1

2

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

 RASコード [５９]をテンキーで入力します。

 スイッチを押しますと一万円
残置枚数設定表示になります。

 テンキーで枚数を入力して スイッチを押してください。
 一万円の残置枚数が確定されます。
 設定有効枚数は，0～ 100 枚
 初期値は，15枚

 設定を登録する場合は スイッチを押してください。

一万円
残置枚数設定

1

2

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

電源を切ると模擬券モードは解除さます。

 RASコード [１３]をテンキーで入力します。

 スイッチを押しますと模擬券
モード設定表示になります。

 テンキーで模擬券モードの設定を行い スイッチを押してくださ
い。

 設定は，
 ０：通常モード　　　１：模擬券モード

 設定登録する場合は， スイッチを押してください。

模擬券モード
設定 1

2

3

4
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

 RASコード [５１]をテンキーで入力します。

 スイッチを押しますとニアエ
ンプティ枚数設定表示になります。

 スイッチを押してください。ニアエンプティの枚数が確定されます。

　注） 枚数設定は，エンド枚数以上，ニアフル枚数未満で設定してください。

 テンキーで各金種のニアエンプティ枚数設定を行ってください。

 スイッチを押すごとに以下の順番で金種が切り替わります。

 設定を登録する場合は， スイッチを押してください。

ニアエンプティ
枚数設定

1

2

3

4

5

1０００　枚数５０００　枚数 ２０００　枚数１００００　枚数

５０　枚数１０　枚数５　枚数１　枚数 ５００　枚数１００　枚数



- 77 -

ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

この処理はサービスマンの方が行ってください。

 RASコード [５５]をテンキーで入力します。

 スイッチを押しますとニアフ
ル枚数設定表示になります。

 スイッチを押してください。ニアフルの枚数が登録されます。

　注） 枚数設定は，ニアエンプティ枚数より大きく，フル枚数以下で設定し
てください。

 スイッチを押してください。ニアフルの枚数が登録されます。
 テンキーで各金種のニアフル枚数設定を行ってください。

 スイッチを押すごとに以下の順番で金種が切り替わります。

 設定を登録する場合は， スイッチを押してください。

ニアフル
枚数設定

1

2

3

4

5

1０００　枚数５０００　枚数 ２０００　枚数１００００　枚数

５０　枚数１０　枚数５　枚数１　枚数 ５００　枚数１００　枚数
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1 0 . U S B メモリの使用方法

 10.1 USB メモリの使い方

 硬貨部前面のフタを開けます。
 フタを開ける時に上部を強く押す

とケガの恐れがあります。

 USB メモリをスロットにしっか
り差込みます。

 処理が終了しましたら、メモリを
抜いてください。

1

2

USB
メモリの
取り付け方

1USB
メモリの
取り外し方

この処理はサービスマンの方が行ってください。
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この処理はサービスマンの方が行ってください。
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 10.2 動作履歴の収集

動作履歴ログデータをUSBメモリに収集するときに使用します。

  ユニット鍵を〈保守〉の位置合わせてください。

 スイッチと スイッチを同時に２秒以上押してください。
 RASモードに入ります。

 RASコード [３１]をテンキーで入力します。

 スイッチを押しますとログデータの読出し設定表示になります。
 ログデータ読出しの選択を行ってください。

 ログデータのUSBメモリへの書き込み処理が開始されます。
 USBメモリへの読み込みが終了しますと，一度リセットしてくださ

い。
 リセット終了後，USBメモリを抜き取ってください。

 パソコンで取引ログデータを見るには専用のプログラムが必要です。

1

2

3

4

5

6
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1 1 . 清掃方法

注意
清掃をするときは，電源スイッチをＯＦＦにしてから行ってくださ
い。
自動取込機能によってベルトが動きだし，けがをする恐れがありま
す。

ベンジンやシンナーなどの揮発性の有機溶剤は使用しないでくださ
い。
変形・変色の原因になります。
センサに汚れがつくと誤動作の原因になります。

重要

警告
製品の清掃を実施するにあたり、下記にご注意ください。
　(1) 可燃物（シンナー等）を含むクリーナ類を使用しないでください。
　(2) 可燃性ガス (DME、HFC-052a 等）を含むダストスプレー類を使

用しないでください。
上記の清掃ツールを使用しますと、装置からの発熱、スイッチ等か
らの火花、静電気により爆発、火災が発生する場合があります。
装置清掃の際には、装置添付の清掃道具を使用していただきますよ
うお願いいたします。
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  投入口には，フォトセンサが６カ
所ついています。

  綿棒でほこりなどを除去してくださ
い。

1. 硬貨投入口
　センサ

1

2

 11.1 硬貨つり銭機の清掃

硬貨出金口センサ

硬貨キャンセル口センサ

硬貨投入口センサ

振分部センサ

投入検銭部センサ

一時保留庫センサ

   センサの清掃は，１ヶ月に１回行ってください。
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  振分部には，フォトセンサが 14
カ所ついています。

 ブロアブラシでほこりなどを除去
してください。

 ブロアブラシのブラシを外して穴
に３回程度，吹きつけてください。

2. 振分部
　センサ

1

フォトセンサ

フォトセンサ

2



- 83 -

ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 出金口には，フォトセンサが４カ
所ついています。

 ブロアブラシでほこりなどを除去
してください。

 ブロアブラシのブラシを外して穴
に３回程度，吹きつけてください。

 

 キャンセル口には，フォトセンサ
が２カ所ついています。

 ブロアブラシでほこりなどを除去
してください。

 ブロアブラシのブラシを外して穴
に３回程度，吹きつけてください。

3. 硬貨出金口
　センサ

1

4. 硬貨
　キャンセル口
　センサ

1

2

2
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 投入検銭部には，フォトセンサが
３カ所ついています。

 ブロアブラシでセンサのほこりな
どを除去してください。

 ブロアブラシのブラシを外して穴
に３回程度，吹きつけてください。

 検銭部は，開いて清掃を行ってく
ださい。

5. 投入検銭部
　センサ

1

2

センサ

3
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 一時保留庫には，フォトセンサが
３カ所ついています。

 ブロアブラシでセンサのほこりな
どを除去してください。

 ブロアブラシのブラシを外して穴
に３回程度，吹きつけてください。

 水を付けた布をかたく絞り，搬送
路の汚れを拭き取ってください。

6. 一時保留庫
　センサ

1

2

フォトセンサ

7. 一時保留庫
　出口

1

搬送路
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 回収庫を取り外した下面（○部分）
を綿棒でほこりなどを除去してく
ださい。

1. 回収庫センサ 1

   センサの清掃は，１ヶ月に１回行ってください。

 11.2 紙幣つり銭機の清掃

搬送部センサ

収納庫センサ

入金鑑別部センサ

紙幣投入口センサ

紙幣出金口センサ

回収庫センサ
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 入金鑑別部を開けて，ブロアブラ
シでフォトセンサのほこりなどを
除去してください。

 鑑別部を開けたところにセンサが
あります。ブロアブラシでフォト
センサのほこりを除去願います。

 紙幣搬送路を開け綿棒でガラス
（下）フォトセンサ（上）のほこ
りを除去してください。

 収納庫の扉を開けて，プッシャの
表面のほこりなどを綿棒で除去し
てください。

 また，ブロアブラシでフォトセン
サのほこりを除去してください。

1

3. 搬送部①部 1

2. 入金鑑別部②部

1

プッシャ

4. 収納庫
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 紙幣出金口を開いて，綿棒でフォ
トセンサのほこりなどを除去して
ください。

 投入口を開いて，ブロアブラシで
フォトセンサのほこりを除去して
ください。

1

1

5. 紙幣出金口
　センサ

6. 紙幣投入口
　センサ
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1 2 . こんなときには

 12.1 故障かな？と思ったら

   故障かな？と思ったら，まず 12.2 項の「トラブルシューティング」で問題がないことを確認してく
ださい。また，エラーコードが表示されている場合は，12.3 項の「エラー解除手順」と 12.4 項の「エ
ラーコード一覧」をご覧ください。

   このどちらでも解決されない場合はお手数ですが，13項を参照し，お買い上げ先に連絡ください。

 12.2 トラブルシューティング

○ 電源が入らない

確認内容 原因と対策

電源コードが外れていませんか？ 電源コードを接続してください。

○ POSから指示しているのに , つり銭が払い出されない

確認内容 原因と対策

硬貨の鍵の位置が保守になっていませんか？ 鍵位置を運用にしてください。

出金の枚数不足ではありませんか？ 貨幣を補充してください。

硬貨または紙幣が出金口に残留していない
か？

紙幣または，硬貨を取り除いてください。
つり銭は，ドロアから処理してください。

装置が異常になっていませんか？ エラーを解除してください。
つり銭は，ドロアから処理してください。

○ 自動取り込みしない

確認内容 原因と対策

紙幣の隅が折れたり斜めに挿入していません
か？

紙幣を投入口から抜いて伸ばして再投入して
ください。また，そろえて真直ぐに挿入して
ください。

硬貨の鍵の位置が保守になっていませんか？ 鍵位置を運用にしてください。

出金口に硬貨または，紙幣が残留していませ
んか？ 紙幣または，硬貨を取り除いてください。

入金確定モードで運用していませんか？ 入金確定モードでは自動取り込みはしません。
補充と受取金の収納を参照してください。
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○ 自動取り込みしない

確認内容 原因と対策

硬貨を投入しても反応しませんか？

まれにセンサがうまく検知できない場合があ
ります。
投入部のセンサを手で遮って入金動作をさせ
てください。

○ 回収しない

確認内容 原因と対策

硬貨の鍵の位置が保守になっていませんか？ 鍵位置を管理にしてください。

出金口に硬貨または，紙幣が残留していませ
んか？ 紙幣または，硬貨を取り除いてください。

回収設定の枚数または金額不足ではありませ
んか？ 枚数または金額を再設定してください。

装置が異常になっていませんか？ エラーを解除してください。

残置回収時の精査時にリジェクトが発生して
いませんか？

リジェクト紙幣を入金して再度残置回収をし
てください。

残置回収時の精査時に途中で精査を止めてい
ませんか？また，エラーが発生しませんでし
たか？

再度残置回収をしてください。

○ 精査しない

確認内容 原因と対策

硬貨の鍵の位置が保守になっていませんか？ 鍵位置を運用にしてください。

出金口に硬貨または，紙幣が残留していませ
んか？ 紙幣または，硬貨を取り除いてください。

装置が異常になっていませんか？ エラーを解除してください。

○ 入金した貨幣がリジェクトされる

確認内容 原因と対策

貨幣が満杯ではありませんか？ 回収し満杯を解除してください。

紙幣が折れていませんか？ 折れを伸ばして真直ぐに挿入してください。

こちら側にもあります
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○ ７セグに“．”が表示されている

確認内容 原因と対策

紙幣在高が不確定になっています。 精査を実施してください。

○ お客様につり銭が異なると言われた場合

対応

履歴スイッチで，取引時の打ち込み金額とつり銭を確認してください。

○ 在高と実際の金額が異なる場合

確認内容 原因と対策

在高が不正確になっています。
（7セグにドット表示がされている） 精査を実施してください。

取引時の打ち込みの際に間違いの可能性があ
ります。

ジャーナルと照らし合わせて確認してくださ
い。

○ 破けた紙幣やセロハンテープ貼りの紙幣を渡された場合

対応

詰まりの原因となります。ドロアに入れてください。入金確定モードで運用の場合は，代わり
の貨幣をドロアから出し入金してください。

○ 変形硬貨または，粘着物のついている硬貨を渡された場合

対応

詰まりの原因となります。ドロアに入れてください。入金確定モードで運用の場合は，代わり
の貨幣をドロアから出し入金してください。

紙幣：ドット点灯
硬貨：ドット点滅
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○ 硬貨がないのにベルトが回りっぱなし

対応

センサが汚れています。
ベビー綿棒を折って短くし、センサ表面（綿棒が突き当たる所）を綿棒をねじるように回して
清掃してください。（前後３ヶ所）

　

○ 硬貨が詰りやすい

確認内容 原因と対策

硬貨が変形していませんか？

変形硬貨は交換してください。

検銭部に汚れが付着していませんか？

アルコールを付けたウェスで検銭部を清掃し
てください。

硬貨搬送部に汚れが付着していませんか？

硬貨搬送部を清掃してください。

清掃箇所
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○ 回収庫が抜けない

確認内容 原因と対策

回収庫が破損していませんか？

回収庫が抜けない場合は、A部（回収庫とパ
ネルの隙間）に定規等を差し込み回収庫を抜
いてください。
回収庫を交換してください。

○ 回収庫が入らない

確認内容 原因と対策

回収庫が破損していませんか？ 回収庫を交換してください。

A A



- 94 -

ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 12.3 エラー解除手順

エラー解除できたら

機械は正常な状態に戻りました。
そのままご使用ください。

エラー解除できなかったら

お買い上げ先に連絡してください。

LED表示にエラーコードが表示されます。
LCD表示にエラーガイダンスが表示されます。

LCD表示のエラーガイダンスに従って
エラー解除を行ってください。

エラー発生

スイッチを押す

例：硬貨部が引き出されている場合
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●エラーが発生すると，在高が不正確になることがあります。在高
を合わせる場合は，精査を行ってください。

●エラーが発生したときに払い出されたつり銭は間違っている可能
性がありますので，ドロアの予備金で過不足を調整して処理して
ください。

●エラーが発生した時の，詰まり硬貨（紙幣）・残留硬貨（紙幣）は，
LCD表示部のエラーガイダンス表示の手順に従って処理してくだ
さい。

重要

硬貨部センサ配置図

S3-1
S3-2

S2

S1

S4
S5
S6

S7

S10

S12

S11

S30

S21S22S23S24S25

S31S32S33S34S35

S20

S36S37S38S39S40S41
S43

S42S53

SW PP

S13

S50

S51

S45

検銭部
①

一時保留部
②

振分部
③

収納庫
④

出金搬送部
⑤

S44

紙幣部センサ配置図

S4LR

S9 
S8

S12 

S11

S3LR

S7

S10R

S2LR 

S1LR 

S5LR

S13 

S14
S15

SW1 

SW4

SW5

SW2 

鑑別部 Ｓ19LR
S16LR 

S17
S10L

S18LR

S6LR

S20

S21

搬送部
①

鑑別部
②

精査庫 混合庫千円庫回収庫

投入口

出金口

入金鑑別部センサー配置図

投入口側 収納庫側
磁気（左）

L4（緑）

磁気（右）

L2（赤,赤外）

R2（赤,赤外）

R4（緑）

C1（赤,赤外）

出金判別部センサー配置図

投入口側 収納庫側

L4（緑）

L2（赤,赤外）

R2（赤,赤外）

R4（緑）

C1（赤,赤外）



- 96 -

ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

〔エラーコードの見方〕

エラー内容
エラーコード一覧（P.97～110）を参照ください。

異常発生時の動作モード

エラー発生部位

部位コード 部位
Ｃｔｌ． コントローラ部
Ｃｎ． 硬貨部
ｂｌ． 紙幣部

動作モードコード 動作モード
０ 待機
１ 異常
２ リセット
３ 入金（釣銭先行モード時）
４ 入金
５ 補充入金
６ フル回収
７ 出金
８ 回収／枚数回収
９ 単金種回収／順序回収
Ａ 枚数残値回収／金額残置回収
ｂ 精査
Ｃ 省電力モード
ｄ 初期設定
Ｅ 停電検知
Ｆ ＲＡＳモード
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 12.4 エラーコード一覧

コントローラ部エラーコード一覧
コード エラー内容 エラー解除方法

０１ 硬貨部　通信異常
POSとの通信ケーブルを確認して，取消復旧スイッ
チを押してリセットをかけてください。復旧しない
場合は販売店まで連絡してください。

０２ 硬貨部　受付不可応答
取消復旧スイッチを押してリセットをかけてくださ
い。復旧しない場合は販売店まで連絡してください。

０３ 硬貨部　版数不適合 販売店まで連絡してください。

０５ 紙幣部　通信異常
通信ケーブルを確認して，取消復旧スイッチを押し
てリセットをかけてください。復旧しない場合は販
売店まで連絡してください。

０６ 紙幣部　受付不可応答
取消復旧スイッチを押してリセットをかけてくださ
い。復旧しない場合は販売店まで連絡してください。

０７ 紙幣部　版数不適合
電源を入れなおしてください。復旧しない場合は販
売店まで連絡してください。

０８ ROMチェック異常 電源を入れなおしてください。復旧しない場合は販
売店まで連絡してください。０９ RAM異常

０Ａ コントローラ部　版数異常
電源を入れなおしてください。復旧しない場合は販
売店まで連絡してください。

０Ｂ コントローラ部　バックアップ異常
電源を入れなおしてください。復旧後再設定をお願
いします。また，復旧しない場合は販売店まで連絡
してください。

０Ｃ コントローラ部　バッテリー異常 電源を入れなおしてください。復旧しない場合は販
売店まで連絡してください。０Ｄ 時計異常

０Ｅ コントローラ部　ユニットセット不良 ユニットをセットしてください。

０Ｆ 出金枚数 構成不足

取消復旧スイッチを押してリセットをかけてくださ
い。復旧しない場合は販売店まで連絡してください。

１０ コントローラ部　DC＋ 24 Ｖ停電検知

１２ 精査異常（Rj 貨幣の入金なしで終了）

１３ 初期設定失敗

１４ 回収庫開閉異常 回収庫を閉じてください。

１９ 紙幣部起動不可能
電源を入れなおしてください。復旧しない場合は販
売店まで連絡してください。

１Ａ フラッシュROM書込み異常

１Ｂ 強制終了異常

１Ｃ システム異常（硬貨設定値異常）

取消復旧スイッチを押してリセットをかけてくださ
い。復旧しない場合は販売店まで連絡してください。

１Ｄ システム異常（紙幣設定値異常）

１Ｅ システム異常（硬貨状態遷移異常）

１Ｆ システム異常（紙幣状態遷移異常）
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硬貨部エラーコード一覧
コード エラー内容 エラー解除方法

０１ プログラム異常

お買上先に連絡して下さい。

０８ RAMチェック異常（Ｒ／Ｗ異常）

０Ｅ EEP-ROM異常（入金部）

０Ｆ EEP-ROM異常（出金部）

１０ 保留庫コイルセンサー未調整

１１ 収納庫待機センサー未調整

１２ 出金計数センサー未調整

１４ 保留庫コイルセンサー調整異常

１５ 収納庫待機センサー調整異常

１６ 出金計数センサー調整異常

１８ 投入口コイルセンサー未調整

１Ａ 検銭制御部　センサ未調整

１Ｃ 投入口コイルセンサー調整異常

２８ バックアップ異常
電源を入れなおしてください。復旧後再設定をお願
いします。また，復旧しない場合はお買上先まで連
絡してください。

３１ 動作中　ユニットセット不良 本体をセットしてください

３７ 収納庫ハードフル検知異常
収納庫「④」を確認して振分部「③」下部の硬貨を
均し，リセットしてください

３９ 待機中　ユニットセット不良 本体をセットしてください。

４０ ONチェック異常：検銭突入センサ 「①」を開いて搬送センサ上にある硬貨または，異物
を取り除いてください。復旧できないときは清掃を
行なって下さい。

４２ ONチェック異常：検銭通過センサ

４７ ONチェック異常：リジェクト通過センサ

４８ ONチェック異常：振分センサ  　　１円

「③」を開いて振分センサ上に硬貨または，異物を取
り除いてください。復旧できないときは清掃を行な
って下さい。

４９ ONチェック異常：振分センサ  　　５円

４Ａ ONチェック異常：振分センサ  　１０円

４ｂ ONチェック異常：振分センサ  　５０円

４Ｃ ONチェック異常：振分センサ  １００円

４ｄ ONチェック異常：振分センサ  ５００円

４Ｆ
ONチェック異常：
キャンセル計数センサ

「③」を開いてキャンセル計数センサ上の硬貨または
，異物を取り除いてください。復旧できないときは
清掃を行なって下さい。

５０ OFFチェック異常：検銭突入センサ

電源を入れなおしてください。また，復旧しない場
合はお買上先まで連絡してください。

５１
OFFチェック異常：
キャンセル口残留センサ

５２ OFFチェック異常：検銭通過センサ

５３ OFFチェック異常：投入口センサ２
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５４ OFFチェック異常：投入口センサ３

電源を入れなおしてください。また，復旧しない場
合はお買上先まで連絡してください。

５５ OFFチェック異常：保留部残留センサ

５６
OFFチェック異常：
収納庫フル検知センサ

５７
OFFチェック異常：
リジェクト通過センサ

５８ OFFチェック異常：振分センサ 　　１円

５９ OFFチェック異常：振分センサ 　　５円

５Ａ OFFチェック異常：振分センサ 　１０円

５ｂ OFFチェック異常：振分センサ 　５０円

５Ｃ OFFチェック異常：振分センサ １００円

５ｄ OFFチェック異常：振分センサ ５００円

５Ｆ
OFFチェック異常：
キャンセル計数センサ

６０ 待機値異常：検銭通過センサ
検銭部①を開いて硬貨，異物が無いか確認し，ある
場合は取り除きます。また汚れがある場合は清掃し
た後，電源を入れなおしてください。また，復旧し
ない場合はお買上先まで連絡してください。

６２ 待機値異常：検銭ゲートセンサ

６４ 待機値異常：検銭センサ

６６ 待機値異常：返却通過センサ

６７ 待機値異常：リジェクト通過センサ

６８ 待機値異常：出金計数センサ　　　１円

「⑤」を開けて，各金種のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨があれば，取り除いてください。

６９ 待機値異常：出金計数センサ　　　５円

６Ａ 待機値異常：出金計数センサ　　１０円

６ｂ 待機値異常：出金計数センサ　　５０円

６Ｃ 待機値異常：出金計数センサ　１００円

６ｄ 待機値異常：出金計数センサ　５００円

７ｄ
OFF チェック異常：トレイ残留検知（
S44） 電源を入れなおしてください。また，復旧しない場

合はお買上先まで連絡してください。
７Ｅ

OFF チェック異常：トレイ残留検知（
S45）

８０ モータ過負荷異常：投入口モータ
投入口に硬貨が詰まっていないか確認して下さい。
入金時の解除方法に基づき解除してください。

８１ モータ過負荷異常：検銭部モータ
「①」を開けて硬貨が詰まっていないか確認してくだ
さい。入金時の解除方法に基づき解除願います。

８２ モータ過負荷異常：保留部モータ
「②」を開けて硬貨が詰まってないか確認してくださ
い。各動作の解除方法に基づき解除願います。

８３ モータ過負荷異常：振分モータ
「③」を開けて硬貨が詰まってないか確認してくださ
い。各動作の解除方法に基づき解除願います。

８４ モータ過負荷異常：収納モータ
「④」を開けて硬貨が詰まってないか確認してくださ
い。各動作の解除方法に基づき解除願います。
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８８ モータ過負荷異常：払出モータ  　　１円
「④」を開けて 1円硬貨がベルトとローラ間で詰まっ
てないか確認してください。各動作の解除方法に基
づき解除願います。

８９ モータ過負荷異常：払出モータ  　５０円
「④」を開けて 50 円硬貨がベルトとローラ間で詰ま
ってないか確認してください。各動作の解除方法に
基づき解除願います。

８Ａ モータ過負荷異常：払出モータ  　　５円
「④」を開けて 5円硬貨が坂のローラで詰まってない
か確認してください。各動作の解除方法に基づき解
除願います。

８ｂ モータ過負荷異常：払出モータ  １００円
「④」を開けて 100 円硬貨がベルトとローラ間で詰
まってないか確認してください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

８Ｃ モータ過負荷異常：払出モータ  　１０円
「④」を開けて 10 円硬貨がベルトとローラ間で詰ま
ってないか確認してください。各動作の解除方法に
基づき解除願います。

８ｄ モータ過負荷異常：払出モータ  ５００円
「④」を開けて 500 円硬貨がベルトとローラ間で詰
まってないか確認してください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

８Ｅ
モータ過負荷異常：
払出モータ　繰り出し

「⑤」を開けて，ベルト（小）上で硬貨が詰まってな
いか確認してください。各動作の解除方法に基づき
解除願います。

８Ｆ
モータ過負荷異常：
払出モータ　出金搬送

「⑤」を開けて，ベルト（大）上で硬貨が詰まってな
いか確認してください。各動作の解除方法に基づき
解除願います。

９０ 媒体検知異常：振分計数センサ  　　１円

振分部「③」を開け，硬貨や異物があれば取り除き
ます。

９１ 媒体検知異常：振分計数センサ  　　５円

９２ 媒体検知異常：振分計数センサ  　１０円

９３ 媒体検知異常：振分計数センサ  　５０円

９４ 媒体検知異常：振分計数センサ  １００円

９５ 媒体検知異常：振分計数センサ  ５００円

９８ 媒体検知異常：出金計数センサ  　　１円
「⑤」を開けて，1円のベルト（小）上で詰まってい
る硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法に
基づき解除願います。

９９ 媒体検知異常：出金計数センサ  　　５円
「⑤」を開けて，5円のベルト（小）上で詰まってい
る硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法に
基づき解除願います。

９Ａ 媒体検知異常：出金計数センサ  　１０円
「⑤」を開けて，10 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

９ｂ 媒体検知異常：出金計数センサ  　５０円
「⑤」を開けて，50 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。
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９Ｃ 媒体検知異常：出金計数センサ  １００円
「⑤」を開けて，100 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

９ｄ 媒体検知異常：出金計数センサ  ５００円
「⑤」を開けて，500 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

ｂ０ 滞留異常：投入口
投入口の硬貨を取り除いてください。各動作の解除
方法に基づき解除願います。

ｂ１ 滞留異常：検銭部
「①」を開けて硬貨が詰まっていないか確認してくだ
さい。入金時の解除方法に基づき解除願います。

ｂ２ 滞留異常：一時保留庫
「②」を開けて硬貨が詰まってないか確認してくださ
い。各動作の解除方法に基づき解除願います。

ｂ３ 滞留異常：振分部
振分部「③」を開け，硬貨や異物があれば取り除き
ます。

ｂ６ 滞留異常：返却通過センサ
返却通過センサ上に硬貨や異物があれば取り除きま
す。

ｂ８ 滞留異常：振分計数センサ　　　１円

「③」を開けて硬貨が詰まってないか確認してくださ
い。各動作の解除方法に基づき解除願います

ｂ９ 滞留異常：振分計数センサ　　　５円

ｂＡ 滞留異常：振分計数センサ　　１０円

ｂｂ 滞留異常：振分計数センサ　　５０円

ｂＣ 滞留異常：振分計数センサ　１００円

ｂｄ 滞留異常：振分計数センサ　５００円

Ｃ２
検銭ゲート異常
（リジェクト硬貨をリジェクトした）

検銭部①を開け，詰まっている硬貨があれば取り除
きます。搬送路に汚れがあれば清掃してください。

Ｃ３ 検銭ゲート異常（偽貨を収納した）
一時保留部②を開け，異常な硬貨があれば取り除き
ます。検銭部①の搬送路に汚れがあれば清掃してく
ださい。

Ｃ４
保留ゲート異常
（キャンセル硬貨を収納した）

振分部「③」を開け，異常な硬貨があれば取り除き
ます。一時保留部「②」の出口付近にあるゲートに
ゴミ等がついていないか確認してください。あれば
取り除いてください。

Ｃ５
保留ゲート異常
（収納硬貨をキャンセルした）

キャンセル口（返却口）の硬貨を確認し，異常があ
ればドロアの硬貨と交換して，一時保留部に入れま
す。一時保留部「②」の出口付近にあるゲートにゴ
ミ等がついていないか確認してください。あれば取
り除いてください。

Ｃ７
出金搬送ゲート異常
（ゲート位置がおかしい）

「⑤」を開けて，出金ゲート，出金ベルトに挟まった
硬貨，異物が無いか確認し，あれば取り除きます。

Ｃｄ
計数異常：保留枚数とキャンセル枚数が
一致しない

一時保留部「②」に硬貨が残っていないか確認しま
す。残っていれば取り除きます。

ＣＥ
計数異常：保留枚数と振分枚数が一致し
ない

収納庫「④」に異物が入っていないか確認し，あれ
ば取り除きます。
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ＣＦ
計数異常：検銭入金枚数と振分枚数が一
致しない

収納庫「④」に各金種以外の硬貨が混ざってないか
確認し，混ざっていれば該当の金種の収納庫に戻し
ます。

ｄ０ 滞留異常：出金計数センサ　　　１円
「⑤」を開けて，1円のベルト（小）上で詰まってい
る硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法に
基づき解除願います。

ｄ１ 滞留異常：出金計数センサ　　　５円
「⑤」を開けて，5円のベルト（小）上で詰まってい
る硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法に
基づき解除願います。

ｄ２ 滞留異常：出金計数センサ　　１０円
「⑤」を開けて，10 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

ｄ３ 滞留異常：出金計数センサ　　５０円
「⑤」を開けて，50 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

ｄ４ 滞留異常：出金計数センサ　１００円
「⑤」を開けて，100 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

ｄ５ 滞留異常：出金計数センサ　５００円
「⑤」を開けて，500 円のベルト（小）上で詰まって
いる硬貨を取り除いてください。各動作の解除方法
に基づき解除願います。

ｄ８ 計数異常：出金チェック　　　１円

収納庫「④」に各金種以外の硬貨が混ざってないか
確認し，混ざっていれば該当の金種の収納庫に戻し
ます。

ｄ９ 計数異常：出金チェック　　　５円

ｄＡ 計数異常：出金チェック　　１０円

ｄｂ 計数異常：出金チェック　　５０円

ｄＣ 計数異常：出金チェック　１００円

ｄｄ 計数異常：出金チェック　５００円

Ｅ０ 過投出異常：　　　１円

出金ベルト小に異常が無いか確認します。また指示
した枚数以上の硬貨を払い出した場合がありますの
で，余分な硬貨はドロアに収納してください。

Ｅ１ 過投出異常：　　　５円

Ｅ２ 過投出異常：　　１０円

Ｅ３ 過投出異常：　　５０円

Ｅ４ 過投出異常：　１００円

Ｅ５ 過投出異常：　５００円

Ｅ８ 投出エンプティ異常：　　　１円

収納庫「④」に該当金種の硬貨が残っているか確認
します。残っている硬貨は異物等で出ずらくなって
いる場合がありますので取り除きます。

Ｅ９ 投出エンプティ異常：　　　５円

ＥＡ 投出エンプティ異常：　　１０円

Ｅｂ 投出エンプティ異常：　　５０円

ＥＣ 投出エンプティ異常：　１００円

Ｅｄ 投出エンプティ異常：　５００円
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Ｆ８
精査，異金種停止チェック異常：
　　１円

出金搬送部⑤を開けて硬貨が無いか確認してくださ
い。ある場合は，硬貨を取り出して異常がある場合
は，ドロアのお金と交換して出金搬送部⑤に戻して
ください。硬貨が無い場合は，そのまま本体をセッ
トしてリセットをかけてください。

Ｆ９
精査，異金種停止チェック異常：
　　５円

ＦＡ
精査，異金種停止チェック異常：
　１０円

Ｆｂ
精査，異金種停止チェック異常：
　５０円

ＦＣ
精査，異金種停止チェック異常：
１００円

Ｆｄ
精査，異金種停止チェック異常：
５００円
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紙幣部エラーコード一覧
コード エラー内容 エラー解除方法

００ 紙幣部　RAM異常

電源を入れなおしてください。復旧しない場合はお
買上先に連絡してください。

０１ 紙幣部ROM異常

０２ 紙幣部バックアップ異常

０４ 鑑別・判別部RAM異常

０５ 入金動作中　DC+24V 電圧低下検知 入金時の詰まり処理を行なってください。

０７ 出金動作中　DC+24V 電圧低下検知 出金・回収 ･精査時の詰まり処理を行なってください
。０９ 回収動作中　DC+24V 電圧低下検知

０ｂ 精査動作中　DC+24V 電圧低下検知
出金・回収 ･精査時の詰まり処理を行なってください
。

０Ｃ 動作中以外のDC+24V 電圧低下検知 「取消復旧」スイッチを押して下さい。

０ｄ Ｈ８通信異常

電源を再投入してください。復旧時は精査をして下
さい。復旧しない場合はお買上先に連絡して下さい。

０Ｅ 紙幣部バックアップメモリ＆電池異常

０Ｆ 紙幣部要求データ異常

１１ 鑑別部異常

１６ 入金紙幣【鑑別部センサ】異常
「①」「②」部の詰まり紙幣を取り除きます。入金時
の詰まり処理を行なってください。

１７ 出金紙幣【判別部センサ】異常
「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

１８ 精査庫制御センサ（S18）近接異常
「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

１９
判別部＆千円庫制御センサ（S19）近接
異常

「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

１Ｆ
判別部＆千円庫制御センサ（S19）リジ
ェクト券検知異常

「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

２０ 回収庫開放（S17）検知異常 回収庫の扉を閉めてください。

２１ 回収庫セット（SW2）異常 回収庫をセットしてください

２２ 紙幣ユニットセット異常（SW1） 本体をセットしてください

２８ 空確定タイムアウト 各動作の詰まり処理を行なってください。

２Ａ 混合庫繰り出し異常
「①」と混合庫の扉を開けて詰まり紙幣を取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なって下さい。

２ｂ 千円庫繰り出し異常
「①」と千円庫の扉を開けて詰まり紙幣を取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なって下さい。

２Ｃ 精査庫繰り出し異常
「①」と精査庫の扉を開けて詰まり紙幣を取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なって下さい。

２ｄ 投入部モジュール異常

電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

２Ｅ 混合庫モジュール異常

２Ｆ 千円庫モジュール異常

３０ 精査庫モジュール異常

３１ 回収庫モジュール異常
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３２ プッシャモジュール異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

３３ 混合庫戻し処理異常
混合庫の扉を開けて詰まり紙幣を取り除いてくださ
い。

３４ 千円庫戻し処理異常
千円庫の扉を開けて詰まり紙幣を取り除いてくださ
い。

３５ 精査庫戻し処理異常
精査庫の扉を開けて詰まり紙幣を取り除いてくださ
い。

３９ 搬送センサ（S3）ONチェック異常
「①」を開けて搬送路の紙幣または異物を除去してく
ださい。３Ａ

混合庫制御センサ（S4）ONチェック異
常

３ｂ
出金口突入センサ（S5）ONチェック異
常

ノブを手前に回して出金口を開けて紙幣または異物
を除去してください

３Ｃ
回収庫突入センサ（S6）ONチェック異
常

「①」「②」を開けて搬送路の紙幣または異物を除去
してください。

３ｄ
精査庫制御センサ（S18）ONチェック異
常

「①」を開けて搬送路の紙幣または異物を除去してく
ださい。

４２ 搬送路センサ（S3）OFFチェック異常

電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

４３
混合庫制御センサ（S4）OFF チェック異
常

４４
出金口突入センサ（S5）OFF チェック異
常

４５
回収庫突入センサ（S6）OFF チェック異
常

４８ 混合庫制御センサ（S4）スキュー異常
「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

４９ 出金口突入センサ（S5）スキュー異常
「①」を開けて搬送路の紙幣を取り除いた後にノブを
手前に回して詰まり紙幣を出金口に送り取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なってください。

４Ａ 回収庫突入センサ（S6）スキュー異常
「①」「②」を開けて詰まった紙幣を取り除きます。
各動作の詰まり処理を行なってください。

４ｂ 精査庫制御センサ（S18）スキュー異常
「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

４Ｃ
判別部＆千円庫制御センサ（S19）スキ
ュー異常

「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

５１
精査庫制御センサ（S18）OFF チェック
異常

電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

５８ 千円枚数不足 千円または二千円または五千円の枚数不足が発生し
ました。エラー紙幣を再入金後精査をかけてくださ
い。その後再度処理を行なってください。

５９ ２千円枚数不足

５Ａ ５千円枚数不足

５ｂ 万円枚数不足
万円の枚数不足が発生しました。エラー紙幣を再入
金後精査をかけてください。その後再度処理を行な
ってください。
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５Ｅ 繰り出し枚数異常
各動作の詰まり処理を行なってください。

６０ 鑑別部結果取得異常

６８ 鑑別突入センサ（S2）媒体残留異常 投入部を開けて紙幣を取り除いてください。

６９ 搬送路センサ（S3）媒体残留異常 「①」を開けて搬送路の紙幣を除去してください。

６Ａ 混合庫制御センサ（S4）媒体残留異常 「①」を開けて搬送路の紙幣を除去してください。

６ｂ 出金口突入センサ（S5）媒体残留異常
ノブを手前に回して出金口を開けて紙幣を除去して
ください

６Ｃ 回収庫突入センサ（S6）媒体残留異常
「①」「②」を開けて搬送路の紙幣を除去してくださ
い。

６ｄ 精査庫制御センサ（S18）媒体残留異常 「①」を開けて搬送路の紙幣を除去してください。

６Ｅ
判別部 &千円庫制御センサ（S19）媒体
残留異常

「①」を開けて搬送路の紙幣を除去してください。

６Ｆ
千円庫，混合庫：一時保留部残留検知セ
ンサ（S20，S21）媒体残留異常

千円庫と混合庫の扉を開けて一時保留部にある紙幣
を取り除いてください。復旧しない場合は，センサ
反射部を清掃して下さい。（P.87　4. 収納庫参照）

７０ 出金残留センサ（S13）媒体残留異常 出金口を開けて紙幣を取り除いてください。

７９ 搬送センサ（S3）詰り異常
「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

７Ａ 混合庫制御センサ（S4）詰り異常
「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

７ｂ 出金口突入センサ（S5）詰り異常
「①」を開けて搬送路の紙幣を取り除いた後にノブを
手前に回して詰まり紙幣を出金口に送り取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なってください。

７Ｃ 回収庫突入センサ（S6）詰り異常
「①」「②」を開けて詰まった紙幣を取り除きます。
各動作の詰まり処理を行なってください。

７ｄ 精査庫入金突入センサ（S7）詰り異常
「①」と精査庫の扉を開けて一時保留部の詰まった紙
幣を取り除きます。各動作の詰まり処理を行なって
下さい。

７Ｅ 千円庫入金突入センサ（S8）詰り異常
「①」と千円庫の扉を開けて一時保留部の詰まった紙
幣を取り除きます。各動作の詰まり処理を行なって
下さい。

７Ｆ 混合庫入金突入センサ（S9）詰り異常
「①」と混合庫の扉を開けて一時保留部の詰まった紙
幣を取り除きます。各動作の詰まり処理を行なって
下さい。

８０ 精査庫制御センサ（S18）詰り異常
「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

８１
判別部 &千円庫制御センサ（S19）詰り
異常

「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

８８
搬送センサ（S3）- 精査庫制御センサ（
S18）センサ間 JAM

「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

８９
精査庫制御センサ（S18）- 判別部 &千円
庫制御センサ（S19）センサ間 JAM

「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。
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８Ａ
判別部 &千円庫制御センサ（S19）- 混合
庫制御センサ（S4）センサ間 JAM

「①」を開けて詰まり紙幣を取り除きます。各動作の
詰まり処理を行なって下さい。

８ｂ
判別部 &千円庫制御センサ（S19）- 千円
庫入金突入センサ（S8）センサ間 JAM

「①」と千円庫の扉を開けて一時保留部の詰まった紙
幣を取り除きます。各動作の詰まり処理を行なって
下さい。

８Ｃ
混合庫制御センサ（S4）- 混合庫入金突
入（S9）センサ間 JAM

「①」と千円庫の扉を開けて一時保留部の詰まった紙
幣を取り除きます。各動作の詰まり処理を行なって
下さい。

８ｄ
精査庫制御センサ（S18）- 精査庫突入セ
ンサ（S7）センサ間 JAM

「①」と精査庫の扉を開けて一時保留部の詰まった紙
幣を取り除きます。各動作の詰まり処理を行なって
下さい。

８Ｅ
搬送センサ（S3）- 出金口突入センサ（
S5）センサ間 JAM

「①」を開けて搬送路の紙幣を取り除いた後にノブを
手前に回して詰まり紙幣を出金口に送り取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なってください。

８Ｆ
搬送センサ（S3）- 回収庫突入センサ（
S6）センサ間 JAM

「①」「②」を開けて詰まった紙幣を取り除きます。
各動作の詰まり処理を行なってください。

９０ 搬送モータ１（M1）異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

９１ 搬送モータ２（M2）異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

９２ 入出金部繰出しモータ（M3）異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

９３ 精査庫繰出しモータ（M4）異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

９４ 千円庫繰出しモータ（M5）異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

９５ 混合庫繰出しモータ （M6）異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

９６ プッシャモータ（M7）異常
電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

９８
鑑別突入センサ（S2）- 搬送センサ（S3）
センサ間 JAM

「①」と投入部を開けて詰まっている紙幣を取り除き
ます（取れない場合はノブを奥に回して紙幣を送っ
て取ります）。各動作の詰まり処理を行なってくださ
い。

９９
精査庫制御センサ（S18）- 出金口突入セ
ンサ（S5）センサ間 JAM

「①」を開けて搬送路の紙幣を取り除いた後にノブを
手前に回して詰まり紙幣を出金口に送り取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なってください。

９Ａ 出金口突入センサ（S5）滞留異常
「①」を開けて搬送路の紙幣を取り除いた後にノブを
手前に回して詰まり紙幣を出金口に送り取り除きま
す。各動作の詰まり処理を行なってください。
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Ａ０ プッシャ位置決めスイッチ（SW4）異常 精査庫・千円庫・混合庫の扉を開けて紙幣の集積状
態を確認して異常時は取り除いてください。セット
後リセットをかけても復旧しない場合はお買上先に
連絡してください。Ａ１ プッシャ位置決めスイッチ（SW5）異常

Ａ８
投入検知センサＬ（S1L）センサ調整異
常

電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

Ａ９
投入検知センサＲ（S1R）センサ調整異
常

ＡＡ
鑑別突入センサＬ（S2L）センサ調整異
常

Ａｂ
鑑別突入センサＲ（S2R）センサ調整異
常

ＡＣ 搬送センサＬ（S3L）センサ調整異常

Ａｄ 搬送センサＲ（S3R）センサ調整異常

ＡＥ
混合庫制御センサＬ（S4L）センサ調整
異常

ＡＦ
混合庫制御センサＲ（S4R）センサ調整
異常

ｂ０
出金口突入センサＬ（S5L）センサ調整
異常

ｂ１
出金口突入センサＲ（S5R）センサ調整
異常

ｂ２
回収庫突入センサＬ（S6L）センサ調整
異常

ｂ３
回収庫突入センサＲ（S6R）センサ調整
異常

ｂ４
精査庫入金突入センサ（S7）センサ調整
異常

ｂ５
千円庫入金突入センサ（S8）センサ調整
異常

ｂ６
混合庫入金突入センサ（S9）センサ調整
異常

ｂ７
精査庫残留検知センサＬ（S10L）センサ
調整異常

ｂ８
精査庫残留検知センサＲ（S10R）センサ
調整異常

ｂ９
千円庫残留検知センサ（S11）センサ調
整異常

ｂＡ
混合庫残留検知センサ（S12）センサ調
整異常

ｂｂ
出金残留センサＬ（S13L）センサ調整異
常 電源を再投入してください。復旧しない場合はお買

上先に連絡して下さい。
ｂＣ

出金残留センサＲ（S13R）センサ調整異
常
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ｂｄ
回収庫残留反射センサ（S14）センサ調
整異常

電源を再投入してください。復旧しない場合は回収
庫を外して回収庫センサ反射部を清掃してください。
それでも復旧しない場合はお買上先に連絡してくだ
さい。（P.86　1. 回収庫センサ参照）

ｂＥ
フラッパ検知センサ（S15）センサ調整
異常

電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

ｂＦ
出金口抜取センサＬ（S16L）センサ調整
異常

Ｃ０
出金口抜取センサＲ（S16R）センサ調整
異常

Ｃ１
回収庫扉開検知センサ（S17）センサ調
整異常

Ｃ２
精査庫制御センサＬ（S18L）センサ調整
異常

Ｃ３
精査庫制御センサＲ（S18R）センサ調整
異常

Ｃ４
一時保留部残留検知（千円庫）（S21）セ
ンサ調整異常 電源を再投入してください。復旧しない場合は収納

庫センサを清掃してください。それでも復旧しない
場合はお買上先に連絡してください。Ｃ５

一時保留部残留検知（混合庫）（S22）セ
ンサ調整異常

Ｃ７ センサ調整異常

電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

ｄ０ 入金初期調整未実施

ｄ１ 出金初期調整未実施

ｄ２ 入金初期調整１異常

ｄ３ 入金初期調整２異常

ｄ４ 出金初期調整１異常

ｄ５ 出金初期調整２異常

ｄ６ 入金初期調整１EEPROM書き込み異常

ｄ７ 出金初期調整１EEPROM書き込み異常

ｄ８ 入金EEPROM読み込み異常

ｄ９ 出金EEPROM読み込み異常

Ｅ０
入金【Ｒ２赤 】センサ環境調整・チェッ
ク異常

電源を再投入してください。復旧しない場合は入金
鑑別センサを清掃してください。それでも復旧しな
い場合は，お買上先に連絡して下さい。

Ｅ１
入金【Ｃ１赤】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｅ２
入金【Ｌ２赤】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｅ３
入金【Ｒ２赤外】センサ環境調整・チェ
ック異常
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Ｅ４
入金【Ｃ１赤外】センサ環境異常・チェ
ック異常

電源を再投入してください。復旧しない場合は入金
鑑別センサを清掃してください。それでも復旧しな
い場合は，お買上先に連絡して下さい。

Ｅ５
入金【Ｌ２赤外】センサ環境異常・チェ
ック異常

Ｅ６
入金【Ｒ４緑】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｅ７
入金【Ｌ４緑】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｅ８
入金【磁気右】センサ環境異常・チェッ
ク異常

電源を再投入してください。復旧しない場合はお買
上先に連絡して下さい。

Ｅ９
入金【磁気左】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｅｂ 入金【磁気右】オフセット異常

ＥＣ 入金【磁気左】オフセット異常

Ｅｄ 入金【磁気右】ピーク異常

ＥＥ 入金【磁気左】ピーク異常

Ｆ０
出金【Ｒ２赤】センサ環境調整・チェッ
ク異常

電源を再投入してください。復旧しない場合は出金
判別センサを清掃してください。それでも復旧しな
い場合は，お買上先に連絡して下さい。

Ｆ１
出金【Ｃ１赤】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｆ２
出金【Ｌ２赤】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｆ３
出金【Ｒ２赤外】センサ環境調整・チェ
ック異常

Ｆ４
出金【Ｃ１赤外】センサ環境異常・チェ
ック異常

Ｆ５
出金【Ｌ２赤外】センサ環境異常・チェ
ック異常

Ｆ６
出金【Ｒ４緑】センサ環境異常・チェッ
ク異常

Ｆ７
出金【Ｌ４緑】センサ環境異常・チェッ
ク異常
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
て，内部ユニットを引き出します。

 操作パネルを手前に開いてくださ
い。

 投入検銭部のロックレバーをスラ
イドさせて，投入検銭部の搬送部
をゆっくり持ち上げてください。

 硬貨がある場合は取り除きます。

 検銭部「①」を右にスライドさせ
開きます。

 硬貨がある場合は取り除きます。

 投入口のローラに硬貨が詰まって
いないことも確認してください。

 取り除いた硬貨に異常（汚れや変
形）がある場合は，ドロアの予備
硬貨と交換し入金してください。

硬貨入金時
詰まり処理

 12.5 硬貨の詰まり解除方法

1

2

3

4

5

6
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 一時保留庫「②」のフタを上に開
きます。

 一時保留庫のローラに詰まった硬
貨がありましたら取り除いてく
ださい。

 取り除いた硬貨に異常（汚れや変
形）があればドロア金と交換し，
一時保留庫に入れてください。

  注） 投入口に入れますと在高が合わな
くなりますので注意してください。

 振分搬送部「③」のロックを手前
にスライドさせ，振分部のユニッ
トを開きます。

 搬送路上に詰まり硬貨がありまし
たら取り除いてください。

 取り除いた硬貨に異常（汚れや変
形）があればドロア金と交換し，
収納庫に入れてください。

 内部ユニットを戻し鍵位置を〈運
用〉にします。

 スイッチを押してください。

7

10

8

9

11

12

13

注意
●振分搬送部をしっかりと閉じないと，
硬貨の詰まりや，誤振分けの原因にな
ります。
●振分搬送部を開いた状態で手を離す
と，振分搬送部が倒れてきますので注
意してください。
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

詰まった硬貨をユニットに戻す場合は，戻す場所を間違えないでください。
違算の原因になります。

 ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
て，内部ユニットを引き出します。

 一時保留庫「②」のフタを上に開
きます。

 一時保留庫のローラに詰まった硬
貨がありましたら取り除いてくだ
さい。

 取り除いた硬貨に異常（汚れや変
形）があればドロア金と交換し，
一時保留庫に入れてください。

 内部ユニットを戻し鍵位置を〈運
用〉にします。

 スイッチを押してください。

4

2

3

5

硬貨出金・
回収・精査時
詰まり処理

1一時保留庫
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
て，内部ユニットを引き出します。

 振分搬送部「③」のロックを手前
にスライドさせ，振分部のユニッ
トを開きます。

 搬送路上に詰まり硬貨がありまし
たら取り除いてください。

 取り除いた硬貨に異常（汚れや変
形）があればドロア金と交換し，
収納庫に入れてください。

 内部ユニットを戻し鍵位置を〈運
用〉にします。

 スイッチを押してください。

4

2

3

5

振分搬送部 1
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
て，内部ユニットを引き出します。

 収納庫「④」のフタを開きます。

 収納庫上部搬送ベルトに硬貨が噛
んでいましたら取り除いてくださ
い。

 付属のピンセットを使用して，硬
貨を取り除きます。

 この時，ベルトを傷付けないよう
注意してください。

 取り除いた硬貨に異常（汚れや変
形）があればドロア金と交換し，
一時保留庫に入れてください。

 内部ユニットを戻し鍵位置を〈運
用〉にします。

 スイッチを押してください。

収納庫

4

2

3

5

1
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
て，内部ユニットを引き出します。

 出金搬送部「⑤」のフタを開きま
す。

 各金種ごとのベルト（小）を回し
て詰まっている硬貨を取り除きま
す。

 取り除いた硬貨に異常（汚れや変
形）があればドロア金と交換し，
出金搬送ベルト（大）の上に平ら
に置いてください。

 内部ユニットを戻し鍵位置を〈運
用〉にします。

 スイッチを押してください。

出金搬送

ベルト（小）
出金搬送ベルト

4

2

3

5

1
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

投入口から千円又は混合の一時保留部
（仕切板の手前側）内の紙幣は、お客様
のお金です。

 ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
て，内部ユニットを引き出します。

 紙幣搬送路上部のレバー「①」を
手前に引き，上部搬送路を持ち上
げ紙幣がありましたら取り除きま
す。

 紙幣部右側面の千円庫と混合庫の
扉を開けて，一時保留部（仕切板
の手前）にある紙幣を取り出しま
す。

 （入金が千円の場合は千円庫，
二千円，五千円，万円は混合庫に
入っています。）

紙幣入金時
詰まり処理

1

2

3

注意 収納庫を触る場合は側板のエッジでケガ
をしないよう注意してください。

側板

仕切板

装置のお金

お客様のお金

 12.6 紙幣の詰まり解除方法
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 投入口の上蓋を持ち上げて開き，
紙幣を取り除きます。

 紙幣が取れない場合は，右側面の
ノブ（緑色）を時計方向に回して
搬送路から取り除いてください。

 リジェクト紙幣がある場合は，出
金口を開けて，紙幣を取り除きま
す。

 「49」，「7b」，「8E」，「99」，「9A」
エラーのときは，右側面のノブ（緑
色）を反時計方向に回して紙幣を
出金口から取り除いてください。

4

5
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 詰まり紙幣を取り除きましたら，
内部ユニットを元に戻して，
スイッチを押してください。

 取り除いた紙幣に異常（折れや破
れ）がある場合は，ドロアの予備
紙幣と交換し入金してください。

注）搬送部で手を挟まないように注意し
てください。

6

7
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

機械内にあるお金は全て装置のお金となります。
取り出した紙幣は，入金を行い精査をかけてください。

 ユニット鍵を〈保守〉の位置にし
て，内部ユニットを引き出します。

 紙幣搬送路上部のレバー「①」を
手前に引き，上部搬送路を持ち上
げて紙幣を取り除きます。

 紙幣が取れない場合は，右側面の
ノブ（緑色）を時計方向に回して
搬送路から取り除いてください。

 回収庫手前で詰まっている場合
は，鑑別部「②」を開けて取り除
きます。

 取り除けない場合は，回収庫を外
し前面から取り除いてください。

 回収庫手前で詰まりが多発する場
合は，回収庫内の集積状態が悪い
ことが考えられます。回収庫の扉
を開けて集積状態を確認してくだ
さい（回収庫から抜いた集積不良
の紙幣は，必ず回収庫に戻してく
ださい。在高が合わなくなります）。

紙幣出金・
回収・精査時
詰まり処理

1

2

3

●搬送部の開閉時に，入金鑑別部と搬送
部との間に手を置くと手を挟む恐れが
あります。
●入金鑑別部を開いた状態で手を離すと，
入金鑑別部が倒れてきますので注意し
てください。

注意
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 右側面の千円庫，混合庫，精査庫
の扉を開いて，紙幣の整列状態を
確認してください。

 異常（折れや破れ）のある紙幣は
取り除いてください。

 搬送路と収納庫の間で詰まってい
る場合は，ゲート付近のフィード
ローラを指で回して紙幣を取り除
いてください。

 なお，正常な状態でゲートより飛
び出していない紙幣は，リセット
操作で収納庫に戻ります。

 出金口を開いて紙幣がありました
ら取り除いてください。

 「49」，「7b」，「8E」エラーのと
きは，右側面のノブ（緑色）を反
時計方向に回して出金口で紙幣を
取り除いてください。

4

5

6

注意 収納庫を触る場合は側板のエッジでケガ
をしないよう注意してください。

側板
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

 詰まり紙幣を取り除きましたら，
内部ユニットを元に戻して，
スイッチを押してください。

 取り除いた紙幣に異常（折れや破
れ）がある場合は，ドロアの予備
紙幣と交換し入金を行い精査をか
けてください。

注）搬送部で手を挟まないように注意し
てください。

7

8
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

① 本機の電源をOFF して電源プラグを
抜いてください。

② 本機を，５項“運搬のしかた”を参照
し作業のできる広い台に運んでくださ
い。

③ 右図にあるヒューズホルダーの穴に付
属のピンセットを入れて押してくださ
い。

④ 飛び出してきた，ツマミを引き出して
ください。

⑤ ツマミについているヒューズを新しい
ヒューズと付け変えてください。

⑥ ツマミをヒューズホルダーに「パチン」
と音がするまで押し込んでください。

⑦ 本機を設置されていた場所に戻し，設
置してください。

 12.7 ヒューズの交換方法

警告
必ず電源をOFFにして，電源プラグを抜いてからヒューズの交換を
行ってください。
ヒューズは付属の規定のヒューズをお使いください。規定外の
ヒューズを使用しますと，火災の原因となります。

この処理はサービスマンの方が行ってください。



- 124 -

ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

1 3 . 故障時の処置

ご連絡していただきたい内容
 ① 住所
 ② 店舗名
 ③ 担当者名
 ④ 型式
 ⑤ 製造番号
 ⑥ 購入年月日
 ⑦ 故障内容（できるだけ詳しく）
  エラーコードは必ずご連絡ください。

 13.1 保証とアフターサービス

必ずお買い上先と保証及びアフターサービスについて，契約を結んでくださ
い。

 13.2 修理を依頼される時は

異常が復旧しない時は，必ず電源スイッチをＯＦＦに
したあと，電源プラグをコンセントから抜き，お買い
上げ先に連絡してください。

警告

電源プラグ
を抜く
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

1 4 . 仕　様

国内発行紙幣４金種
国内発行紙幣４金種
一括混合方式
25枚　＊1）

約４枚／秒
あり
千円：約250枚・二千，五千，万円混合：約100枚

取扱金種
循環金種
投入方式
投入口容量
取込速度
自動取込機能

一括放出投出方式
20枚投出口容量
約３秒（9000円払出し時）投出速度
約200枚　＊2）回収庫容量
ＡＣ100Ｖ　　50Ｈｚ／60Ｈｚ使用電源
待機時　約40Ｗ　・　動作時　約190Ｗ　・　省エネ時　約17Ｗ消費電力（紙幣，硬貨）
22kg以下質量
220（幅）×600（奥行）×130（高さ）mm外形寸法

＊1） 投入口容量は，紙幣の状態により減少する場合があります。
＊2） 回収庫容量は，紙幣の状態により収納可能枚数が減少する場合があります。

収納庫容量

国内発行硬貨６金種
国内発行硬貨６金種
一括バラ投入方式
50枚（100円硬貨換算）
約６枚／秒
あり

取扱金種
循環金種
投入方式
投入口容量
取込速度
自動取込機能

混合一括投出方式
50枚投出口容量
約３秒（999円払出し時）投出速度
ＡＣ100Ｖ　　50Ｈｚ／60Ｈｚ使用電源
待機時　約30Ｗ　・　動作時　約70Ｗ　・　省エネ時　約15Ｗ消費電力
21kg以下質量
270（幅）×600（奥行）×130（高さ）mm外形寸法

収納庫容量 ・500円：約110枚
・5円，50円：約160枚
・100円，10円，1円：約170枚

 14.1 硬貨つり銭機の仕様

 14.2 紙幣つり銭機の仕様
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

1 5 . 廃棄について

本製品はリチウム電池を内蔵していますので，廃棄の際は産業廃棄
物として，専門業者に依頼するか，お買い上先にご相談ください。

警告

リチウム電池の取り外しは，必ず熟練者が行ってください。
素人が取り扱うと事故発生の恐れがあります。

警告
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ご使用の前に，この取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。

1 6 . 製造年月
本製品の製造年月は，内部ユニットを引き出した側面に表示してあります。

製造年月の見方
　2006年 7月製造の場合

06 7－○○○○○

シリアルＮｏ

製造月
但し　　Ｘ：10月
　　　　Ｙ：11月
　　　　Ｚ：12月

製造年

型式
製造番号

硬貨つり銭機

紙幣つり銭機
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