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お守り戴きたいこと 

使用方法を間違ったり、点検を怠ったりすると死亡、

けがあるいは火災など重大な事故につながる恐れが

有ります。 

本機の設置、取り扱いに当たっては本書及び取扱説

明書等をよく確認したうえ、安全にご使用ください。 
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ご使用に当たっては必ずこの『注意書』をはじめ、『取扱説明書』注意書きのチラシやステッカー等をよく確認

したうえ、取扱代理店の説明を受けて安全にご使用ください。 

取り扱いの不注意により起った事故に関しては、当社としては一切責任を負いかねますので十分ご注意くだ

さい。尚、ご面倒ですが代理店の説明を受けられた後、別紙の『試運転確認書』にご署名のうえ、当社までお

送り戴きますようよろしくお願い申し上げます。 
 
 

 
 設置、試運転の前に、必ず下記の安全上の注意事項をよくお読み戴き、正しく機械を設置し、正しく 

ご使用いただきますようお願い致します。 

 

 事業所の従業員全員の皆様にもご説明を徹底し、安全にご使用ください。 

 

 ここに示した注意事項はタオルフォルダー機械を安全にお使いいただき、“事業所内・外”の人々への 

危害や損害を未然に防止するためのものです。 

以下に記載した注意事項は誤った設置や、取り扱いにより生じると想定される事故の“危険度”“損害の 

大きさ”“切迫の程度”等により『警告』『注意』の 2 段階に区分しています。 

いずれも安全に関する重要な内容ですので、熟読し必ずお守りください。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ご 使 用 前 に 注 意 し て 戴 き た い こ と 

安 全 の た め 必 ず お 守 り 戴 き た い こ と 

表示の内容 

下記の表示には細心の注意を払い、設置・取り扱いをしてください。 

 
 

  警告 
この表示を無視して誤った設置・取り扱いをすると、

「人が死亡又は重傷を負う」危険が生じる可能性が想

定される内容を示しています。 
 

  注意 
この表示を無視して誤った設置・取り扱いをすると、

「人が損害を負う」あるいは「物質的損害」の発生が想

定される内容を示しています。 
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警 告 表示の内容 

 

この表示を無視して誤った設置・取り扱いをすると、「人が死亡又は重傷を負う」危険が

生じる可能性が想定される内容を示しています。 

 
 

設備・作業場 
 
 ◇製品の改造禁止 

メーカーの指示なく勝手に機械を改造したり、機能を変更したりしないでください。 
思わぬ事故を引き起こす原因となります。 

 
 ◇必ずアース（接地）工事をしてください。 

専門の工事業者に依頼し、第 3 種接地工事（アース・接地抵抗 100Ω 以下）をしてください。アース工
事が不備の場合は、「感電」事故が発生する危険があります。 
また、万一落雷やショートなどによりノイズ電流が流れ、機械の誤動作や焼損が発生し、それが元で
火災事故などにつながる恐れがあります。 

 
  ◇据付場所。 

水や蒸気がかかる所、直射日光の当たる所などへの設置は行わないでください。 
 
 

機械管理及び取り扱い 
 
  ◇機械の上には物をおかないでください。 

制御ボックス内の放熱が妨げられて故障や発火の原因となります。又、落下事故によるけがや故障
の原因にもなり危険です。 

 
◇電源及び、圧縮空気の供給は、機械周辺の安全を確認した後、供給を開始してください。 

圧縮空気を供給すると電源が入っていなくてもシリンダーが定位置に移動します。また、電源を入れ
ると機械が思わぬ動きをする可能性があります。必ず機械周辺に人がいないことを確認した後、供給
を開始してください。 

 
◇運転中は駆動部に手などを入れないでください。 

駆動部に手などを入れると、巻き込みなど重大事故や機械の破損につながる恐れがあり大変危険で
す。 

 
  ◇パネル・カバー類を取り外した状態での運転を禁止します。 

パネル、カバー類を取り外した状態で運転すると、「チェーンに巻き込まれる」「機械に挟まれる」こと
等により思わぬ重大事故につながる可能性があります。 
パネル、カバー類は必ず正規の位置にしっかり固定した状態で運転してください。 

 
  ◇異常発生時は直ちに運転を停止させ、電源及び元電源を切り、圧縮空気を抜いた上、正

常に回復させてください。 
故障や異常を知らせるブザー（警報装置）が作動した場合は、トラブルの原因を調べ、正常に回復さ
せてから運転を再開してください。 
異常状態のまま運転を再開するとより危険な状態を招く恐れがあります。 
また、何か緊急に機械を止めなければならない時は、機械の停止ボタンを押し、元電源を切ってくだ
さい。なお万一火災が発生した場合は直ちに元電源を切ってください。 

 
  ◇作業者が機械を離れる場合は運転を停止させてください。 

思わぬ事故につながる可能性がある為、短時間でも機械を離れる場合は、運転を停止させてくださ
い。 
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  ◇作業終了後は機械の電源及び元電源を切ってください。 
その日の作業終了後は、機械の電源及び元電源を切ってください。電源をいれたままにしておくと思
わぬ事故につながることがあります。 
休憩時など、長時間にわたって運転しない場合も電源を切ってください。 

 
  ◇メンテナンス時は機械の電源及び元電源を切ってください。 

機械の保守及び修理を行う場合は必ず機械の電源及び元電源を切り、［修理中］の札を下げてから
行ってください。修理中に誤って電気を通じると感電事故や、誤操作によりモーターやシリンダーが作
動した場合非常に危険です。 

 
 

注 意 表示の内容 

 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が損害を負う」あるいは「物質的損害」 

の発生が想定される内容を示しています。 

 
 

機械管理及び取り扱い 
 
  ◇機械の定期的な清掃を実施してください。 

電気機器等に綿埃が溜まるとショートしたり、放熱が妨げられたり、機器の誤作動や故障の原因と
なり、最悪の場合には火災となる可能性があります。 
掃除の際、エアー等で埃を吹き飛ばすと機器の中に入り込んでしまいますので、拭き取りまたは掃
除機等で吸い取ってください。 

 
  ◇機械の定期点検を実施してください。 

異常音、ビス・ボルト等の弛み、グリース、ベルト、センサー、エアー機器等の異常がないか、定期的
に点検してください。 
必要があれば処置をしてから使用してください。事故を未然に防止します。 

 
  ◇良質な圧縮空気を供給してください。 

エアードライヤにて処理された圧縮空気を本機へ供給してください。 
エアードライヤは各メーカーの指示に従い適切にメンテナンスを行ってください。 

 
  ◇圧縮空気は指定圧力で使用してください。 

本機で作業中に指定圧力（0.4±0.05MPa）を外れないようエアーを管理してください。 
 
  ◇フィルターレギュレータのエレメントは定期的に交換してください。 

エレメントが目詰まりするとエアー機器の動作が安定しなくなります。 
必ず年 1 回、交換をしてください。 
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★★★★★ はじめに ★★★★★ 
 

 

 

この度は、タオルフォルダー（FT10F）をお買い求めいただき、誠にありがとう御座いました。 

本機はフェイスタオルの長さを計測し、4 ッ折りして設定枚数を積み重ねた後、搬出台へ送り出します。 

また、操作パネルでモードを変更する事で、小さなタオルを 2 ッ折りすることができます。 

尚、ご使用に当たっては、「取扱説明書」の始めに綴じてあります「注意書」をよくお読み戴き、記載事項を 

必ず守ってください。また、この「取扱説明書」を最後までよく読んで、本機の機能を十分に理解し、 

より良きパートナーとして、長くご使用して戴けますようお願いいたします 

 

 

 

メ  モ 

ご購入年月日           年    月    日 

 

製造番号： 

 

ご購入代理店名 

 

           ☎（    ）   －        

 

 

 

 

 

お願い 

 

本機の製造番号は、本機のアフターサービス時に必要な番号です。 

修理の依頼及び部品の注文の場合は、必ずお知らせくださいますようお願い致します。 

本機ではマイコンプログラム管理の為、電源を入れたときプログラム Ver.Ｎｏ.がカウント 

表示部に 2 秒間表示されます。 

電気的トラブルと思われる場合には、本機のプログラム Ver.Ｎｏ.も併せてお知らせください。 
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１ 機械の主な仕様 

 

処
理
対
象 

品 名 フェイスタオル （4 ッ折り） ※1 

寸 

法 

幅 400mm (フェイス) 

最大長さ 950mm （4 ッ折） 

最小長さ 600mm （4 ッ折） 

最大長さ 500mm （2 ッ折） ※2 

最小長さ 350mm （2 ッ折） ※2 

最大処理能力 1400 枚/時  ※3 

コンベア速度 34m/min 

圧縮空気 
圧力 0.4MPa 

消費量 19 ℓ/min (フェイス 1400 枚/時投入) 

電源 三相 AC200V 

電源容量 0.23 kw  

ブレーカ 5  A 

機
械
寸
法 

幅 769  mm  

奥行き 
1704 mm  

1195 mm （運搬時） 

高さ 1183 mm 

投入高さ 914  mm  

投入部幅 520  mm 

搬出台高さ 365  mm 

機械重量 220  kg  

※ 1 200 匁以上 

※ 2 自重の軽いタオルは空気抵抗により綺麗に落下しません。 

※ 3 機械の処理能力です、作業者により処理枚数は変動します。 

 

 

 

2 据付に関する事項 

 

２－１ 運搬、搬入 

 

1）機械に極度の衝撃を与えたり、機械の外装部に 

損傷を与えたりしないように取り扱ってください。 

2）降雨時の機械運搬、搬入に際しては、必ず本体に 

ビニールシート類をかけて、雨水が多少なりとも 

機械内（特に制御ボックスの中）に入らないように 

注意してください。 

3）クレーン等で機械を吊り上げる場合は本体上部 

4 ヶ所の吊り上げボルトにフックを掛けて吊り上げ 

てください。 
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２－２ 据付所要スペース 

 

本機の保守点検を容易に行うため、機械周囲の 

スペースを右図の寸法以上とってください。 

機械上部のスペースは、機械最上部より 1m 以上 

空け、機械上部には物を置かないでください。 

 

 

２－３ 据付 

 

1）アジャスタボルトで機械が水平になるよう固定してください。 

2）機械各稼動部をインシュロックなどで固定してありますので、ニッパーなどで切断してください。 

・ 折り板ウデ  ：左側面中カバー(ビス締め)を外した中にあります。(下図左中央部) 

・ 駆動ローラーウデ ：折り板ウデの上部にあります。（下図左上部） 

・ フェイス落しウデ ：前面中央カバーをはずしてください。中央上にあります。(下図右) 

・ 投入ローラー  ：本体前面にコンベア上にバンドで留めてあります。 

・ 折板カバー  ：本体後面にバンドで留めて有ります。 

・ 搬出台    ：本体後面にあります。アジャスタボルトを緩め、脚を固定する為のボルトを 

      はずし、脚を出して先のボルトで固定してください。バンドを切断後、脚を 

      持ってゆっくりテーブルをおろしてください。 

      搬出台が水平になるように、アジャスタボルトで調節してください。 

タ投入押えローラー ：投入押えローラーを固定している吊り上げボルトをはずし、添付している 

      ボルトで投入押えローラーを固定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

２－４ 電気工事 

 

1）電源は、三相 200V が必要です。 

2）電気配線は、200V 電源用として、4 芯コードが約 2.5ｍ出ていますので、機械の近くに分岐スイッチ 

（5A）を設け接続してください。 

3） 4 芯コードの内 ”緑色” の線は本体に接地してありますので、”緑色” の線を本機単独の D 種 

接地工事（アース）を必ず行ってください。 

 

 

２－５ 配管 

 

1）電源コードの下辺りにエアー配管接続用継手（φ8）が有りますので接続してください。 

2）右後脚カバーの中にフィルターレギュレータがありますので、内径φ5.7～6.0 ソフトナイロンチューブ、 

または内径φ5.0 軟質ビニールチューブを接続し、エアータンク下部穴から出して容器等でドレンを 

受けてください。 
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3 機械の外観図 
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4 パネル操作 

 

４－１ 計測モード 

 

 

設置後またはオールクリア後、ベルトスピードを 

計測する為のモードです。 

 

注：計測を始める前に A3 のコピー用紙を 

5 枚程度用意しておいてください。 

(A3 以外は不可) 

 

 

 

 

1）元電源がＯＦＦになっていることを確認し、制御ボックスのフタを開けディップスイッチ「9」を ON に 

してください。 

 
 

2）制御ボックスのフタを閉め、元電源を ON してください。 

3）ベルト上に物が無い事を確認し、本機の電源スイッチを ON、続けて運転スイッチを ON してください。 

メインコンベヤーが動き始めます。 

4）①「0000」，③「1」が点灯となっているか確認してください。 

5）A3 のコピー用紙を投入してください。①に計測値が表示されます。［4 桁(㎝/分)］ 

6）続けて数枚用紙を投入し、計測値が安定しているか確認してください。 

・突発的にかけ離れた計測値が表示される事があります。 

・用紙が引掛かりエラーとなる事があります。エラーが発生した場合は電源を一度 OFF しもう一度 

ON してください。（計測値は失われます） 

7）続けて用紙を１枚投入してください。①の計測値が 5），6）で確認した数値と同程度なら、②「カウント」

を押して確定すると、ピッピッと音が鳴り、①「0000」③「2」が点灯します。 

※ 計測された数値が前の数値と大きく違う場合は、スイッチを押さずにもう 1 枚投入してください。 

8）7)と同様に計 3 回測定し、平均値をもとめます。 

（④△を押すと③の LED が切換わり、3 回の計測値を確認出来ます。） 

9）良ければ、②「カウント」を 2 秒長押しで、記憶させてください。 

（計測値を破棄し、再計測する場合は電源を一度 OFF しもう一度 ON してください。） 

10）停止スイッチを押し、電源スイッチを OFF してください。 

11）元電源を切ってから制御ボックスのフタを開けて、ディップスイッチ「9」を OFF にしてください。 

計測モードの設定は完了しました。 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ON

OFF

ディップスイッチ「7」 

60Hz・・・ＯＦＦ 

50Hz・・・ＯＮ 
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４－２ システム設定モード 

 

＜表１＞のデータ No.25～47 の変更が出来ます。 

注：運転スイッチ OFF の時のみシステム設定モードに入れます。 

 

４－２－１ システム設定値の変更 

 

1）⑥△と⑨「折補正」を同時の 2 秒長押しで、 

システム設定モードに切換わります。 

2）⑥△⑦▽で⑤に表示されているデータ No.を 

選択、①に現在の設定値が表示されます。 

3）①に表示された数値の一の位が点滅しています。 

②「カウント」を押すごとに左に移動し、万の位 

まで来ると一の位に戻ります。 

点滅している位を⑧「送出し」（△）⑨「折補正」 

（▽）で変更してください。 

4）数値を確定する場合は⑧△⑨▽で次のデータ 

No.を選択するか、他に変更するデータがない 

場合は②「カウント」を 2 秒長押しで確定・保存し 

システム設定モードを抜けてください。 

他にも変更する場合は続けて変更し、最後に②「カウント」を 2 秒長押しで保存しシステム設定モー

ドを抜けてください。 

（確定する時、ピーと音が鳴り表示が切換わらない場合は、その数値が設定範囲を超えています。

＜表 1＞を確認の上、再度数値を設定し直してください。） 

（ここで設定した数値はオールクリアをすると初期値に戻ります。変更した数値は必ず末表の「シス

テム設定値記録表に記録しておいてください。」 

 

 

４－２－２ 各設定項目の概要 

 

Ｎo.25  ：投入コンベアの速度です。 

（５－１計測モードで測定した数値が自動的に入力されます。） 

Ｎo.26  ：計測センサー間の通過時間です。 

（５－１計測モードで測定した数値が自動的に入力されます。） 

Ｎo.27～34 ：折り第 2 センサーから折り板までの距離を補正します。 

    （５－７折補正と同じ働きをしますので、±50 の補正値で足りない場合変更して 

     ください。） 

Ｎo.35  ：タオルの搬出コンベアーモーターの駆動時間を設定出来ます。 

Ｎo.36  ：エアーシリンダーの動作スピードを切り替えるタオルの長さの設定します。 

Ｎo.40  ：設定時間投入がされなかった場合運転を停止します。 

※ 設定値を「0」にしておくと自動停止しなくなります。 

 

Ｎo.45  ：落しセンサーが折ったタオルを検知してから、落し板を開くタイミングを設定できます。 

数値を大きくすると落し板が開くまでの時間が長くなります。 

フェイスタオルが落しの当てに到達しない場合は数値を大きく、タオルの先端が当てに 

当たり潰れたり、乗り越えたりする場合は小さくしてください。 

No.46  ：現在使用されていません。 
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No.47  ： 2 ッ折り有効選択。数値が “1”の場合には、カウント部分の LED の設定によって 

2 ッ折りが可能となります。なお、出荷時には 2 ッ折りが可能となるように設定して 

あります。 

[表示及び設定方法] 

 NO.46 を表示している時、エジェクトスイッチを押した状態で⑥、⑦を同時に 

 押してください。⑤に “47”、①に “0” もしくは “1” が表示されます。 

 “0” の時は、2 ッ折り無効 

 “1” の時は、2 ッ折り有効   

となります。 

 オールクリア（５－９項参照）を実施した場合は、設定が “0” となりますので 

 2 ッ折を行う場合は設定を変更してください。 

 

＜表 1＞ 

No 設定項目  設定範囲 

25 投入コンベア速度 2500～4500cm/min 

26 計測センサー間距離（通過時間） 計測第 1～計測第 2 500～1500ms 

27

折りタイミングセン 

サーから折り板間 

距離補正（通過時間） 

No.36 の設

定長さ未満 

フェイス 4 ッ折り 1/4   0～1000ms 

28 フェイス 4 ッ折り 3/4   0～1000ms 

29 No.36 の設

定長さ以上 

フェイス 4 ッ折り 1/4   0～1000ms 

30 フェイス 4 ッ折り 3/4   0～1000ms 

34  小タオル 0～1000ms 

35 送り出し時間 フェイス 0～1999ms 

36 エアーシリンダーの動作切り替えタオル長さ 500～1000mm 

40 休止移行時間  0～999 秒 

45 落し板開タイミング  0～1000×10ms 

46 ベルト UP 補正  0～1000ms 

47 2 ッ折りの設定  0 あるいは 1 

 

 

４－３ タタミモード選択 

 

本機は、フェイスタオルの 4 ッ折りと小タオルの 

2 ッ折りを切換えて使用します。 

 

注：運転スイッチ OFF の時のみタタミ選択が可能です。 

 

②「カウント」フェイスタオルの 4 ッ折りと小タオルの 

2 ッ折り（無印）が交互に切換わります。 

フェイスタオルの 4 ッ折り選択時は②「カウント」の 

フェイスに LED が点灯し、小タオルの 2 ッ折り選択 

時は②「カウント」の下側に LED が点灯します。 
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４－４ 送り出し枚数の選択と設定 

 

本機は、4 ッ折・2 ッ折りごとにタオルの送り枚数を 

3 種類記憶出来、切換え使用します。 

注：運転スイッチ OFF の時のみ可能です。 

 

４－４－１ 送り出し枚数の選択 

 

注：電源 OFF 時の設定が保持されます。 

 

 

電源を入れて頂くと③に現在選択中の送り枚数の 

LED が点灯し、⑤にその設定枚数が表示されて 

います。 

④△を押すと③のＬＥＤが 1→2→3→1 と順に点灯、 

⑤に各設定枚数が表示されます。 

※出荷時の設定   フェイスタオル    1・・・10 枚，2・・・15 枚，3・・・20 枚 

小タオル       1・・・10 枚，2・・・15 枚，3・・・20 枚 

 

注：設定を変更した時点で搬出テーブル上にタオルがある場合、運転スイッチＯＮした時に設定

枚数より少ない場合はそのまま継続し、多い場合はタオルを送り出します。 

（電源を切った場合も残っていた枚数は保持されています。） 

注：タオル取り出しは必ず⑧「送出し」を押して行ってください。 

 

 

４－４－２ 送り出し枚数の設定 

 

1）送り出し枚数の選択（５－４－１）と同様にして変更する設定を選択し、④△を 2 秒長押しで変更 

可能となります。［⑤の設定枚数の表示が点滅に変わります。］ 

2） ⑥△，⑦▽で⑤に表示されたの数値を変更してください。 

3）④△を 2 秒長押しで送り出し枚数の選択に戻ります。 

 

注：設定枚数は各タオルとも 1 枚～50 枚まで１枚単位で設定できますが、タオルの厚みにより積み 

 重ね出来る枚数が変わりますので、御社の作業環境に合わせ数値を変更してください。 

 

 

４－５ 手動送り出し 

 

1）⑧を一度押すと一回分送り出します。送り出し量の変更はシステム設定で No.35 を変更することで 

変更出来ます。 

（設定方法は５－２－１システム設定モードを参照してください。） 

2）⑧を 2 秒長押しすると、離すまで送り出しコンベアが連続で動きます。 

（ベルト張り後のチェックなどに使用してください。） 
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４－６ カウントの表示とリセット 

 

注：運転スイッチＯＦＦの時のみ可能です。 

 

1）②「カウント」のフェイスにＬＥＤが点灯している時、 

①にフェイスのカウント枚数が表示されています。 

2）②「カウント」 2 秒長押しで表示されているカウント 

枚数がリセットされます。 

 

※2 ッ折りのカウントのリセットをする場合は、 

②「カウント」を一度押し「カウント」の下側の 

LED を点灯させ、②「カウント」 2 秒長押し 

してください。 

 

 

４－７ 運転 

 

注：運転開始前に機械の清掃、エアー圧の確認、安全確認の上、運転を開始してください。 

 

1）電源スイッチを入れてください。 

電源スイッチのランプが点灯し、操作パネルのフェイス側カウント表示部にソフトの Ver.No.が 2 秒間 

表示されます。 

2）周囲の安全確認の上、運転スイッチを入れてください。 

メインコンベアが動き始めます。 

注：Ver.No.が表示されている間は運転スイッチを押しても運転を開始出来ません。 

運転開始と同時に折り板が 1 回作動します。 

（シリンダーパッキンのグリース切れ予防） 

3）タオルを投入出来ます。 
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４－８ 折補正の設定 

 

タオル先端の揃いを調整します。 

注：運転スイッチ OFF の時のみ可能です。 

４－８－１  4 ッ折りの補正方法（フェイス） 

 

左図の様に 4 ッ折りされたタオルの 1 番上を開いた 2 番目の折りが 1/4 

折り、さらにその下の折り返し二重になった折りが 3/4 折りとなります。 

 

 

 

1）最初に 1/4 折り長さの状態を確認します。 

Ａ Ａ Ａ

 
 

 

（i） 1 番上の折りを開きます。 

（ii） 1/4 折り長さ A を変えないよう 3/4 の折りに端を揃えてください。 

（1/4 が長い場合も同様に揃えてください。） 

（iii） 1 番上の折を戻してください。 

図のどの状態になっているか確認してください。 

2） 1/4 折りの補正 

・ 1/4 折りが短い場合： 1/4 折り補正値を大きくしてください。 

・ 1/4 折りが長い場合： 1/4 折り補正値を小さくしてください。 

3） 1 番上の折りを戻した時、各折りの先端が揃う様調整してください。 

4） 3/4 折り長さを調整します。 

新たにタオルを投入し、1/4 折り長さと 3/4 折り長さを比較し次のよう調整してください。 

・ 3/4 折りが 1/4 折りに対して短い場合： 3/4 折り補正値を大きくしてください。 

・ 3/4 折りが 1/4 折りに対して長い場合： 3/4 折り補正値を小さくしてください。 

 

 

４－８－２ フェイスタオルの折補正の設定 

 

1）②「カウント」のフェイスに LED が点灯しているのを 

確認してください。 

2）⑨「折補正」を 1 度押し 1/4 に LED が点灯して 

いるのを確認してください。 

3）⑤に現在の 1/4 補正値が表示されます。 

4）⑨「折補正」を 2 秒長押しで変更可能となります。 

⑤の表示が点滅に変わります。 

5）⑨「折補正」を押すごとに 1/4 と 3/4 の LED が 

交互に点灯し⑤に各補正値を表示します。 

6）5)で変更する補正値を表示させ⑥△⑦▽で 

数値を変更してください。 

7）⑨「折補正」を 2 秒長押しで保存します。 

8）10 秒間操作を行わず放置するか、⑧「送出し」を押すと通常の表示に戻ります。 

１／４折り

３／４折り

(ⅰ) (ⅱ) 

(ⅲ) 

1/4 短い 1/4 折りＯＫ 1/4 長い 
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４－８－３  2 ッ折りの補正方法 

 

1/2 折りの補正 

 

・ 下が上より長い場合：折り補正値を小さくしてください。 

 

・ 下が上より短い場合：折り補正値を大きくしてください。 

 

４－８－４ 小タオルの折補正の設定 

 

1）②「カウント」の下側の LED が点灯しているのを確認してください。 

2）⑨「折補正」を押して下さい。1/4，3/4 共に LED が点灯します。 

3）⑤に現在の補正値が表示されます。 

4）⑨「折補正」を 2 秒長押しで変更可能となります。⑨の表示が点滅に変わります。 

5）⑥△⑦▽で数値を変更してください。 

6）⑨「折補正」を 2 秒長押しで保存します。 

7）10 秒間操作を行わず放置するか、⑧「送出し」を押すと通常の表示に戻ります。 

 

 

４－９ オールクリアの方法 

 

1）電源スイッチを OFF にしてください。 

2）⑦▽と⑨「折補正」を 2 ッ同時に押したまま電源スイッチをＯＮし、「ピー」とブザーが鳴るまで押して 

おいてください。（システム設定値が初期化されます。） 

注：計測モードにてベルトスピードを再測定してください。 

（５－１ 計測モード参照） 

注：末表の「システム設定値記録表」に記録してある数値を入力してください。 

（５－２ システム設定モード参照） 

注：末表の「補正値記録表」に記録してある数値を入力してください。 

（５－８折補正の設定参照） 

 

 

４－１０ 手動操作 

 

各エアー電磁弁を操作パネルと操作スイッチ， 

エジェクトスイッチで手動操作が出来ます。 

 

注：運転スイッチ OFF の時のみ可能です。 

 

・ FT 落しシリンダーバルブ・・・エジェクトスイッチ＋⑦▽ 

・ 折り板シリンダーバルブ 1・・・・・停止スイッチ＋⑥△ 

（No.36 の設定長さ未満） 

・折り板シリンダーバルブ 2・・・・・エジェクトスイッチ＋⑥△ 

（No.36 の設定長さ以上） 
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5 エラー表示内容 

異常が発生すると操作パネルにエラーＮo.を表示し、警告ブザーが鳴ります。 

異常内容（エラーＮo.）を確認し、処置を行ってください。 

（警告ブザーは操作パネルの任意のスイッチを押して頂くと止まります。） 

エラー解除は一度電源スイッチを切り、再起動させてください。 

 

エ ラ ー

Ｎｏ． 
エラー名称 エラー内容 対処法 

1 モードエラー 

受付不可のスイッチが押さ 

れた。 

設定範囲を外れた設定値を 

確定しようとした。 

・2 秒後に直前の表示に戻ります。 

・取扱説明書で確認し操作をやり 

直してください。 

2 データエラー 

設定項目に設定範囲を超え 

た設定がなされた。 

･設定項目の確認と修正 

・設定項目の初期化 

・シーケンサーの交換 

6 メモリーエラー 
シーケンサー(メモリー)、 

バッテリーの不良 

・シーケンサー、バッテリーの点検、 

交換 

9 システムエラー 
ノイズ、シーケンサー不良 ･ノイズ、シーケンサーの点検 

・シーケンサーの交換 

16 サーマルエラー 
メインコンベヤーのサーマル 

が作動した。 

・モーター及び、マグネット、サーマ 

ルの点検、交換 

20 
計測第 1 センサーエラー 

 

投入したタオルを引き抜 

いた。 

・途中で止まっているタオルが無い 

か確認、除去し運転を再開して 

ください。 

計測第 1 光電センサーの 

異常です。 

・センサーの清掃、点検、調整、 

交換 

・商品詰まり確認、除去 

センサーが他の場所のセン 

サーより検知している回数 

が多い 

・ベルト上に異物があり、センサー 

が反応していないか確認、除去 

・センサーの清掃、点検、交換 

21 
計測第 2 センサーエラー 

 

計測第 2 光電センサーの 

異常です。 

・センサーの清掃、点検、調整、 

交換 

・商品詰まり確認、除去 

センサーが他の場所のセン 

サーより検知している回数 

が多い 

・ベルト上に異物があり、センサー 

が反応していないか確認、除去 

・センサーの清掃、点検、交換 

22 
FT 落し位置センサーエラー 

 

FT 落し位置光電センサーの 

異常です。 

・センサーの清掃、点検、調整、 

交換 

・商品詰まり確認、除去 

30 折り板部商品詰まりエラー 

折板部に商品詰まりが発生 

しているか、商品落下の 

可能性があります。 

・商品の詰まり、落下確認 

・商品詰まり確認、除去 

・商品落下の場合は折板作動 

確認、調整、部品交換 

31 処理能力エラー 
本機の処理能力をｵｰﾊﾞｰ 

しました 

・投入ペースを遅くしてください。 
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6 点検と調整 

 

６－１ 部品配置略図 
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６－２ エアー機器 

 

６－２－１ 配管図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 品番・図番 品名 個数 メーカー 

1 XFSK01 FT10F エアータンク 1 － 

2 XFSK02 サブ電磁弁固定板 1 － 

3 M4F180-08-RC2-3-CU-FL389144-ZZ エアー電磁弁 1 CKD 

4 FAB41-8-5-12CS-2 直動式 2 ポート電磁弁 1 CKD 

5 W3000-8-FT8-B3-G41P フィルターレギュレーター 1 CKD 

6 SC3W-6-6 スピードコントローラー 3 CKD 

7 SCL2-06-H66 スピードコントローラー 2 CKD 

8 SLW-8A サイレンサー 2 CKD 

9 ZL-061 エルボユニオン （φ6,1/8） 1 ｱｵｲ 

10 ZL-062 エルボユニオン （φ6,1/4） 6 ｱｵｲ 

11 ZL-082 エルボユニオン （φ8,1/4） 5 ｱｵｲ 

12 ZY-0606 Y 型チーズ 2 ｱｵｲ 

13 ZX-080 バルクヘッドユニオン （φ8） 1 ｱｵｲ 

14 3QV-08-08 クイックバルブ 1 CKD 

15  10A ニップル （SUS） 1  

16  10A エルボ  （SUS） 1  

17  10A ロングニップル （SUS） 1  

18 TK 3/8 ボールバルブ 1 キッツ 

19 CMK2-C-CB-32-75 タオル落し用エアーシリンダー 1 CKD 

20 CMK2-C-CB-32-50 折り板用エアーシリンダー 1 CKD 

21 F1508  (2m) ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾎｰｽ （乳白色） 1 ｱｵｲ 

22 F1506  (2m) ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｸｽﾎｰｽ （乳白色） 1 ｱｵｲ 
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６－２－２ シリンダー調整方法 

 

ＦＴ落し・折り板シリンダー 

 

 

 

※1 スピコンのネジを弛めると 3/4 折りが短く、締める 

と長くなる様になります。 

システム No.27 と同様の効果がありますが、タオルの折りに影響が出ます。 

※2 スピコンのネジを弛めると 1/4 折りが短く、締めると長くなる様になります。 

システム No.28，34 と同様の効果がありますが、フェイス・小タオルに影響が出ます。 

  ※3  折り板用エアーシリンダーのスピコンは、低速用と高速用があります。 

    システムモードにおける設定 No.36 の設定値より長いタオルが投入された時に、 

    高速用のエアー電磁弁が作動します。（６－２－１配管図参照） 

 

 

 

６－２－３ フィルターレギュレータの調整と保守 

 

1） 圧力調整 

圧力調整ノブを上に引き上げ回すと圧力調整が出来ます。 

時計方向・・・・圧力が高くなります 

反時計方向・・・圧力が低くなります 

本機の使用圧力は 0.4MPa です。 

 

2） 保守 

・ 本機に取付けられているフィルターはオートドレンとなっており、溜まった水分は自動で排出され 

ますので、必ず内径φ5.7～6.0 ソフトナイロンチューブ又は内径φ5.0 軟質ビニールチューブを接続 

し、エアータンク下部の穴から出して、容器で受けてください。 

・ 月に１度はボール内に水が溜まっていないか、フィルターが目詰まりしていないか点検して 

ください。 

・ 年に 1 度はフィルターを交換してください。 

 

 

６－２－４ エアータンクのドレン抜き 

 

・ 右後扉の中にエアータンクのドレン抜きバルブがありますので、ドレンを抜く時には容器で受けて 

ください。 

・ ドレンは毎日抜いてください。 

 

シリンダー スピコン 影響する動作 

ＦＴ落し 
ヘッド側 ＦＴ落し板閉じ 

ロッド側 ＦＴ落し板開き 

折り板※3 
ヘッド側 折り板戻り(3/4 折り)※1 

ロッド側 折り板行き(1/4 折り)※2 
Ｃ１ Ｃ２

ヘッド側 ロッド側 
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６－３ 光電センサー 

 

６－３－１ 調整方法 

 

1) 安定表示灯（緑色） 

点灯中は光電センサーが安定動作状態に 

なっている事を示します。 

ちらつく場合はレンズ面の汚れ、キズの点検と清掃、 

距離設定ボリウムにて感度調節を行ってください。 

 

2) 動作表示灯（橙色） 

点灯中は光電センサーが ON 出力をしている事を示します。 

タオルが通過しても点灯しなかったり、ちらついたりする場合はレンズ面の汚れ、キズの点検と 

清掃、距離設定ボリウムにて感度調節を行ってください。 

 

3) 距離設定ボリウム 

 

距離設定ボリウムを時計方向に回すと検出距離が長く 

なります。 

 

距離設定ボリウムを反時計方向に回すと検出距離が 

短くなります。 

 

4) 距離設定方法 

（i）距離設定ボリウムを時計方向に回し切り、最大設定にしてください。 

（ii）背景を検出する状態から距離設定ボリウムを徐々に反時計方向に 

回し、非検出状態となる位置（A）点を確認します。 

（iii）タオルを検出位置に置き、さらに距離設定ボリウムを反時計方向に 

回し、一旦非検出状態としてから時計方向に戻し、検出状態となる 

位置（B）点を確認します。 

（iv）（A）点と（B）点の中間付近が最適位置となります。 

 

 

 

 

 

 

６－３－２ 各光電センサーの調整 

 

センサー名 品番 距離設定 動作 メーカー 

計測第 1 BGS-Z10N 最大 ライトオン オプテックス 

計測第 2 BGS-Z10N 最大 ライトオン オプテックス 

FT 落し位置 BGS-Z10N 最大 ライトオン オプテックス 

 

 

安定表示灯(緑) 出力表示灯(橙) 

距離設定ボリウム 

ライトＯＮ／ 

ダークＯＮ 

切替スイッチ 

レンズ側 
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６－４ タオル折り部の調整 

 

（i）タオルが折り板カバーに入って行く所でシワになり、そのままローラーに食い込んで詰まる時 

（対策） 駆動ローラーと折り板カバーの隙間を広げる。 

 ・折り板カバーを開き折り板カバー調節ボルト（高さ及び水平方向）で調整してください。 

（注）：広げすぎると 1/4 を折り板が挟んだ後、タオルが U 字に綺麗にならない物があります。 

（ii）4 ッ折りが完了してタオルが駆動ローラーとウレタンローラーに引込まれて行く時、タオルの耳が 

重なり厚くなった部分が折り板の上面と駆動ローラーに詰まる時 

（対策 1） ローラー軸ピッチを広げる 

   ・駆動ローラーウデ調節ボルトで駆動ローラーウデを上げてください。（左右） 

（注）：広げすぎると（ⅲ）の詰まりが発生しやすくなります。 

（対策 2） 折り板とウレタンローラーとの隙間を狭くする 

・折り板戻り当てアジャスタで調節してください。 

（注）：狭めすぎると（ⅳ）の詰まりが発生しやすくなります。 

（iii）4 ッ折りが完了してタオルが駆動ローラーとウレタンローラーに引込まれて行く途中で止まり、エアー 

を抜かずに機械上面のベルトの間から、タオルを機械全方に抵抗無く引っ張る事が出来る時 

注：必ず元電源を切った上確認してください。 

（対策 1） 折り板とウレタンローラーとの隙間を狭くする 

・折り板戻り当てアジャスタで調節してください。 

（注）：狭めすぎると（ⅳ）の詰まりが発生しやすくなります。 

（対策 2） ローラー軸ピッチを狭くする 

   ・駆動ローラーウデ調節ボルトでウデを下げてください。（左右） 

（注）：下げすぎると（ⅱ）の詰まりが発生しやすくなります 

（iv）4 ッ折りが完了してタオルが駆動ローラーとウレタンローラーに引込まれて行く途中で止まり、エアー

を抜かずに機械上面のベルトの間から、タオルを機械前方に引っ張る事が出来なく、その後エアー

を抜いて折り板を開いた状態だと引っ張る事が出来る時 

注：必ず元電源を切った上確認してください。 

（対策） 折り板とウレタンローラーとの隙間を広くする 

・ 折り板戻り当てアジャスタで調節してください。 

（注）：広げすぎると（ⅱ）（ⅲ）の詰まりが発生しやすくなります。 
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６－５詰まったタオルの取り方 

 

６－５－１ （ⅰ）の詰まりの場合 

 

1） 機械の元電源を切ってください。注：危険ですので必ず電源を遮断してください。 

2） 機械のエアーを抜いてください。注：危険ですので必ずエアーを抜いてください。  正常 

3） 折り板カバーを開き、折り板の両端を持って機械後方に開いてください。 

4）手で駆動ローラーを逆方向に回しながらタオルを機械後方に 

引き抜いてください。 

5）この時、ウレタンローラーに、はさまっているタオル渡し板（白い樹脂） 

が外れたり、ステンレスの受け板の下に回り込んだりしてしまう事が 

ありますので、タオル渡し板がきちんとはまっているか確認をして 

ください。 

6）折り板カバーを必ず戻し、運転を再開してください。   ベルト受け板 

タオル渡し板 

６－５－２ （ⅱ）～（ⅳ）の詰まりの場合 

 

1）機械の元電源を切ってください。注：危険ですので必ず電源を遮断してください。 

2） 機械のエアーを抜いてください。注：危険ですので必ずエアーを抜いてください。 

3）折り板カバーを開き、折り板の両端を持って機械後方に開いてください。 

4）機械上面のベルトの間からタオルを機械前方へ抜き取ってください。 

5）折り板カバーを必ず戻し、運転を再開してください。 

 

 

６－６ 定期点検項目 

 

1 ヶ月に 1 度、点検をしてください 

① 動作時異音の発生が無いか 

② ボルトの弛み、脱落が無いか 

③ エアー漏れ 

④ フィルターレギュレータの点検 

⑤ 綿ベルトの蛇行、損耗 

⑥ 駆動チェーンの点検、グリース塗布 

⑦ 光電センサーの動作が安定しているか 
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7 トラブル対処法 

 

下記の症状が発生した場合は、対処方に従い処置してください。 

症  状 対  処  方 

折りが一定しない ・ タオルの厚みにより折りがずれますので、補正値を書きとめておき、 

タオルに合わせて変更してください。 

・ エアー圧は安定しているか確認してください。 

・ 計測第 1，計測第 2 センサーを点検してください。 

・ 出来る限り真直ぐに投入する様にしてください。 

タオルの積み重ねが揃わ

ない（フェイスタオル） 

・ 乾燥後、数日間放置したタオルは湿気を吸いステンレスの板との滑りが

悪くなっている事があります。もう 1 度軽く乾燥させてください。 

・ 落し板などステンレスの板は油膜等が付くと滑りが悪くなります。中性洗

剤などでしっかり拭いて頂き、乾いた綺麗なタオルで乾拭きしてください。  

（その後、市販のシリコンスプレーを吹付け乾拭きして頂くとさらに滑りが良

くなります。） 

・ 出来る限り真直ぐに投入する様にしてください。 

・ 落し板開タイミングの数値を変更し調整してください。 

 

 

 

8 入出力端子番号 

 

[FT10F マグネット盤] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2013.7 
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 [FT10F 制御盤]
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[ マグネット盤 ] 

出 
 

力 
 

 
 

 
 

 

２
０
０
Ｖ 

Ｔ 

200V 電源 

 

中 

継 

端 

子 

台 

24 オプション  （AC200V） 

Ｓ  23 オプション  （AC200V） 

Ｒ  22 FT 排出モーター出力信号 

E   21 メインコンベアー出力信号 

W3 

オプション 

 S2 
AC200V 電源 

V3  R2 

U3  E  

W1 

メインコンベア 

   

V1    

U1  54 メインコンベアモーターサーマル 

E   42 DC12V COM 

W2 

FT 排出モーター 

 27 パトライト出力 (DC12V) 

V2     

U2     

1 
電源スイッチ・非常停止スイッチ 

    

S     

20 パトライト (AC200V)     

23 オプション     

S2 AC200V COM     

 

 

[ 制御盤 ] 

制 
 

御 
 

板 
 

出 
 

力 

44 DC12V COM  

制 
 

御 
 

板 
 

出 
 

力 
 

・  

入 
 

力 

58 FT 落しセンサー 

43 DC12V  44 DC12V COM 

44 DC12V COM  43 DC12V 

43 DC12V  57 入力オプション （ｾﾝｻｰ or ｽｲｯﾁ） 

54 メインコンベアモーターサーマル  56 計測第 2 センサー 

42 DC12V COM  44 DC12V COM 

27 パトライト出力 (DC12V)  43 DC12V 

12 折り板シリンダーバルブ 2 (AC200V)  55 計測第 1 センサー 

S2 AC200V COM  53 エジェクトスイッチ 

13 FT 落しシリンダーバルブ (AC200V)  42 DC12V COM 

14 オプション  (AC200V)  52 停止スイッチ 

S2 AC200V COM  51 運転スイッチ 

24 オプション  (AC200V)  42 DC12V COM 

23 オプション  (AC200V)  26 出力オプション (DC12V) 

22 FT 排出モーター出力信号  41 DC12V 

21 メインコンベアー出力信号  41 DC12V 

S2 AC200V COM  25 出力オプション (DC12V) 

S2 AC200V COM  42 DC12V COM 

R2 AC200V  19 折り板シリンダーバルブ1 (DC12V) 

R2 AC200V  28 ブザー  (DC12V) 
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9 記録表 

 

９－１ システム設定値記録表 

設定項目  NO 標準 工場出荷時 御社調整値 

投入コンベア速度   25 3506     

計測センサー間距離（通過時間） 計測第１～計測第２ 26 1107     

折りﾀｲﾐﾝｸﾞｾﾝｻｰ 

から折板間距離 

補正 

（通過時間） 

  

No.36 の設定 フェイス 4 ッ折り 1/4 27 500     

長さ未満 フェイス 4 ッ折り 3/4 28 465     

No.36 の設定 フェイス 4 ッ折り 1/4 29 500   

長さ以上 フェイス 4 ッ折り 3/4 30 465   

 小タオル （2 ッ折り） 34 440     

送り出し時間 フェイス (60Hz) 35 450     

 フェイス (50Hz) 35 550     

折り板エアーシリンダー動作切り替えタオル長さ 36 880   

休止移行時間   40 300     

落し板開タイミング   45 20     

ベルトＵＰ補正  46 0     

2 ッ折りの設定  47 1     

 

 

９－２ 補正値記録表 

タオルの種類 1/4 折り補正値 3/4 折り補正値 

フェイスタオル   

   

   

 1/2 折り補正値 

小タオル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


