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BUNN-O-MATIC 業務用製品の保証
Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) は、同社が製造する機器を以下の通り保証します。
1) Airpot、ガラス製保温卓上瓶、デカンター、GPR サーバー、アイスティー / コーヒー・ディスペンサー、MCR/MCP/
MCA 単カップ煎じ機、保温サーバー、ThermoFresh® サーバー ( 機械的およびデジタル型 ) に対し、部品は 1 年、
および人件費は 1 年。
2) その他すべての機器 - 部品は 2 年、人件費は 1 年、ならびに下記の規定に従って追加の保証。
a) 電子回路および / または制御盤 - 部品および人件費は 3 年。
b) 冷蔵・冷凍設備のコンプレッサー - 部品は 5 年、人件費は 1 年。
c) コーヒーを挽くためのコーヒーグラインダーのバリは、工場出荷時のスクリーニングのふるい分析に適合。部品と人
		 件費を 4 年もしくは 4 万ポンドのコーヒー処理のうち、早い方を保証。
これらの保証期間は据付日から数えるものとします。また、BUNN は、同社が製造する機器において、材質上および出来
栄え上の欠陥が、製造時点に存在しない、また適用保証期間中に発生しないことを保証いたします。この保証は、BUNN
による製造品ではない機器やコンポーネント、部品、または誤用、不注意、改造、不適切な据付や操作、不適切な保守・
修理、非定期的なクリーニングやスケール除去、低水質に関連する機器の故障、損傷や傷害により影響されたと BUNN
が判断する場合には、適用されません。さらに、この保証は、封水やガスケットなどの交換可能な部品を含むもののそれ
らに限られない通常の使用を対象とする品の交換には適用されません。本保証は、購入者が以下を行うことがその前提条
件となります。 1) 本保証の条件に従って行う請求を、BUNN に対して電話で ( 電話番号 (217) 529-6601) または郵便
(Post Office Box 3227, Springfield, Illinois 62708-3227) により迅速に通知すること。2) BUNN によって求められ
た場合に、欠陥品を BUNN 公認の修理拠点に送料元払いで送付すること。ならびに 3) BUNN から事前に、欠陥品が保
証期間中であることの認証を受けること。
上記の保証は排他的であり、特定目的の商品性や適合性の暗示的な保証を含むもののそれに限られない、書面か口頭か、
明示的か暗示的かを問わず、他のいかなる保証にも取って代わるものです。BUNN の代理店、販売店や従業員には、本
保証に変更を加えたり、BUNN に対し拘束力を持つような追加の保証を行う権限はありません。従って、そのような個人
による声明は、それが口頭か書面によるものかを問わず保証とはみなされないため、それに頼るべきではありません。
BUNN が独自の裁量により、機器が保証内容に適合していないと判断した場合は、その機器の保証期間中に、BUNN は、
その独占的選択肢として、1) 欠陥のあるコンポーネントを修理するための交換部品および / または労働 ( 上記に指定され
た部品および人件費の保証期間中は ) を、BUNN により認可されたサービス担当員によって修理が行われることを条件と
して、無償で提供します。または 2) その機器を交換するか、その機器の購入価格を払い戻しします。
本機器の販売に起因する義務の違反に関し、購入者が BUNN に対する救済策を求める場合は、それが保証に起因するも
のかそうでないかを問わず、BUNN の独自の選択により、その手段は本項において定められた修理、交換または払い戻し
のいずれかに限定されるものとします。
いかなる場合でも BUNN は、利益の損失、販売の損失、機器使用の損失、購入者の顧客の請求、資本コスト、ダウンタ
イムのコスト、代替の機器、設備やサービスのコスト、またはその他の特殊、偶発的または間接的な損害を含むもののそ
れらに限定されないその他の損傷や損害に対し、一切の賠償責任を負いません。
392、A Partner You Can Count On、Air Infusion、AutoPOD、AXIOM、BrewLOGIC、BrewMETER、Brew
Better Not Bitter、BrewWISE、BrewWIZARD、BUNN Espress、BUNN Family Gourmet、BUNN Gourmet、
BUNN Pour-O-Matic、BUNN、 様 式化された赤 線 が 適 用された BUNN、BUNNlink、Bunn-OMatic、Bunn-OMatic、BUNNserve、様式化されたレンチのデザインが適用された BUNNSERVE、Cool Froth、DBC、様式化され
た「Dr.」のデザインが適用された Dr. Brew、Dual、Easy Pour、EasyClear、EasyGard、FlavorGard、Gourmet
Ice、Gourmet Juice、High Intensity、iMIX、Infusion Series、Intellisteam、My Café、Phase Brew、PowerLogic、Quality Beverage Equipment Worldwide、Respect Earth、様式化された葉とコーヒーチェリーのデザ
イ ン が 適 用 さ れ た Respect Earth、Safety-Fresh、savemycoffee.com、Scale-Pro、Silver Series、Single、
Smart Funnel、Smart Hopper、SmartWAVE、Soft Heat、SplashGard、The Mark of Quality in Beverage
Equipment Worldwide、ThermoFresh、Titan、trifecta、TRIFECTA ( 様 式 化 さ れ た ロ ゴ )、Velocity Brew、
Air Brew、Beverage Bar Creator、Beverage Profit Calculator、Brew better, not bitter.、Build-A-Drink、
BUNNSource、Coffee At Its Best、Cyclonic Heating System、Daypart、Digital Brewer Control、Element、Milk Texturing Fusion、Nothing Brews Like a BUNN、Picture Prompted Cleaning、Pouring Profits、
Signature Series、Sure Tamp、Tea At Its Best、The Horizontal Red Line、Ultra は、Bunn-O-Matic Corporation の商標または登録商標です。市販の trifecta® 煎じハウジング構成は、Bunn-O-Matic Corporation の商標です。
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はじめに
本機器は、グラニータタイプや冷たい飲料を、個別のホッパーからオンデマンド式に供給します。操作コントロールへのア
クセスはパスワード保護されています。
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設置場所の準備
ディスペンサーは非常に重量です。最低約 82 キロ (180 ポンド ) の重量を保持できる頑丈なカウンターか棚の
上に配置してください。この器具は屋内専用です。
ディスペンサーの背部には必ず 15 センチ (6 インチ ) 以上のスペースを設ける必要があります。このスペースは
空気の流れを確保したり、エアフィルタの取り外しや掃除のために必要です。ディスペンサーの側面と壁または
別の器具との間には、約 15 センチ (6 インチ ) の間隔を設けることをお勧めします。ディスペンサーの性能は、
熱を発する器具の近くに配置されていない方が向上します。清掃する際にディスペンサーを動かすことができる
よう、一定の間隔を開けてください。
京都議定書の対象となるフッ素化された温室効果ガスが含まれています。ハーメチックシールシステム。
タイプ R404A、総量 312g (11 oz), GWP 3922、CO2 当量 1.22t
京都議定書の対象となるフッ素化された温室効果ガスが含まれています。ハーメチックシールシステム。
タイプ R452A、総量 312g (11 oz), GWP 2140、CO2 当量 0.67t
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CE 必須条件
•	 この機器は、訓練を受けた人物が監視できる場所に設置する必要があります。
•	 正常に作動させるために、この機器は、気温が5～35°Cの場所に
設置してください。
•	 正常に作動させるために、この機器は、湿度が50%の場所に設置してください。
•	 安全にご使用いただくために、機器を10度以上傾けないでください。
•	 電気技師は、現地および国のすべてのコード（規程）に準拠して、電気サービスを提供する必要があ
ります。
•	 この機器は、ウォータージェットで掃除しないでください。
•	 この機器は、安全について責任を負う人物が機器の使用に関して指導した場合を除き、
身体能力、感知能力、または精神的能力が劣っている人、また経験や知識が不足している人 (子供を含
む) による使用は、意図されていません。
•	 子供が機器で遊ばないように監視してください。
•	 電源コードが破損した場合、危険防止のため、製造元またはその認定サービス担当者から
入手できる特別なコードに交換する必要があり、交換作業は、製造元またはその認定サービス担当者
が行う必要があります。
•	 掃除の際に、機器を水に浸さないでください。
•	 マシンの規格: IX P1

北米の要件
•	 この機器は、訓練を受けた人物が監視できる場所に設置する必要があります。
•	 正常に作動させるために、この機器は、気温が°90～41F (°32～5C) の場所に設置してください。
•	 正常に作動させるために、この機器は、湿度が%50の場所に設置してください。
•	 安全にご使用いただくために、機器を10度以上傾けないでください。
•	 電気技師は、現地および国のすべてのコード（規程）に準拠して、
電気サービスを提供する必要があります。
•	 この機器を高圧洗浄機で掃除しないでください。
•	 この機器は、安全な使用方法について監督または指導されており、関連する危険性について理解している
人物であれば、使用することができます。
•	 この機器は、子供の手の届く範囲には置かないでください。
•	 この機器は、身体能力、感知能力、または精神的能力が劣っている人、また経験や知識が不足している人で
あっても、安全な使用方法について監督または指導されており、関連する危険性について理解している人物
合であれば、使用することができます。
•	 電源コードが破損した場合、危険防止のため、製造元またはその認定サービス担当者から入手できる特別
なコードに交換する必要があり、交換作業は、製造元またはその認定サービス担当者が行う必要がありま
す。
•	 掃除の際に、機器を水に浸さないでください。
•	 この機器は、次のような業務用途を想定して設計されています:
– 店舗、オフィス、その他の職場における従業員のためのキッチンエリアでの使用
– ホテルやモーテルのロビー、その他類似の環境での客向けの用途
•	 サービスエリアに入ることができるのは、認定サービス担当者のみです。
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ユーザーへの告知
本マニュアルに記載された器具に関するすべての告知をよくお読みの上、それらに従ってください。これらはユー
ザーを保護するためのものです。すべての告知は良好な状態に維持してください。判読できなくなったラベルや
破損したラベルは交換してください。

警告

警告
可動部。
パネルを取り外し
た状態でユニット
を 作 動させ な い
でください。

充填

定格負荷に対応した適切な保護回路以外は 使用
しないでください。
シャーシを電気的

感電の危険。
ユニットの点検を行
う際は電源を切って
ください。

に接地してください。国/地域の電気工事規

電気工事規程に従ってください。
可燃物の近くで使用
しないでください。

27442.8800

プラグやコードを変形させないでください。

以上のことに従わないと機器の損傷、発
火、
または感電の危険があります。

警告

感電の危険

この機器には電源コードが 2 本付いている可能性があ
ります。すべてのコードを抜いてから移動または点検を
行ってください。

必ず操作マニュアルをよく読んでか
ら本製品をご使用ください。
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タイプ R404A、量 11 oz (312 g) 設計圧力:
高 430 psi (29.6 bar) (2.96 MPa)
低 80 psi (5.5 bar) (0.55 MPa)

29373.8801 (ULTRA-2 PAF)
充填

タイプ R404A、
量 312 g (11 oz) GWP 3922、
CO2 等量 1.22t 設計圧力:
高 430 psi (29.6 bar) (2.96 MPa)
低 80 psi (5.5 bar) (0.55 MPa)

京都議定書の排出削減対象となっているフッ素系温室効果
ガス が含まれています。密閉されたシステムです。

51696.8800

29373.8802 (ULTRA-2)

摂氏 27 度 (華氏 80 度) の
室温で使用するように作ら
れています

充填

タイプ R452A、量 11 oz (312 g) 設計圧力:
高 430 psi (29.6 bar) (2.96 MPa)
低 80 psi (5.5 bar) (0.55 MPa)

29979.8800

29373.8804 (ULTRA-2)

電気要件
注意 – 不適切な電気的据付は、コンポーネントの損傷につながります。電気技師が以下の規定に準拠したサー
ビスを提供する必要があります。
モデル ULTRA-2: このディスペンサーにはコードセットが備えつけられており、二線式の接地された定格 120V
AC、
15A、
単相 60 Hzの個別分岐回路が必要です。
嵌め合わせコネクタは NEMA 5-15Rでなければなりません。
( 正確な電気要件についてはネームプレートを参照してください。)
モデル ULTR A-2A: このディスペンサーにはコードセットが備えつけられており、二線式の接地された定格
220-240V AC、10A、単相 50/60Hz の個別分岐回路が必要です。( 正確な電気要件についてはネームプレー
トを参照してください。)
モデル ULTR A-2B: このディスペンサーにはコードセットが備えつけられており、二線式の接地された定格
100V AC、10A、単相 50 Hz の個別分岐回路が必要です。( 正確な電気要件についてはネームプレートを参
照してください。)
注意 – Bunn-O-Matic は、これらのディスペンサーで延長コードを使用することをお勧めしません。

120V、220～240V ACモデル
注意 : この電気設備は、2 つの通電導体 (L1およびニュートラル )
と別の接地導体によって構成されています。
100V、120V
モデル

220～240V
CEモデル
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初期設定
注意 ― ディスペンサーは非常に重量です！持ち上げたり移動する際は注意してください。ディスペンサーの持ち上げや移
動には、最低 2 人が必要です。

6.0”
MIN.

1.

ディスペンサーは丈夫なカウンターの上に設置してください。このディスペンサーには、背部に 6.0”以上の通気用の
間隔が必要です。最適な性能を得るためには、周辺の機器から暖かい排気が ULTR A ディスペンサーに吹きつけられ
ないようにしてください。
注意 – 正常な動作を確実にするため、このディスペンサーを水平か、前部がやや低めになるように設置してください。

2. コンプレッサーサポート用の目付きボルト、冷却ドラムのサポート、冷却ドラムに付けられた「この部分を持ち上げない
でください」のサイン、ならびにホッパーに付けられた「使用前にすすいでください」のサインを含め、すべての梱包
材を取り除いてください。
PAF ( パウダー自動充填 ) がないモデルの場合は、ステップ 9 に進んでください。

I

3. オーガーモーターカバーの間にあ
るトリムストリップから、後部のプ
ラスチック製プラグを取り外しま
す。

O

4. 冷却ドラムの間にある最後部のプ
ラスチック製プラグをトリムスト
リップから、そしてネジを取り外し
ます。

I

5. RCA プラグのアクセスカバーを取
り外します。

O

I

6. キット付属のネジを使ってプラット
フォーム取り付けブラケットを据
付けます。

7.

O

プラットフォーム組立て部品をオー 8. RCA コードを ULTR A のベース
ガーモーターカバーの上に配置し、
ユニットに接続します。アクセスカ
ネジで固定します。
バーを元の位置に配置してネジで
固定します。手順 9 ～ 13 に進ん
でください。
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初期設定 ( 続 )

9. それぞれのホッパー密封材を、図
示のように冷却ドラム後部のフラ
ンジに取り付けます。

10. 密封材を所定場所に強く押しつけ
ます。

11. オーガーシャフトの 位 置をオー
ガーの平らなフィンに合わせます。
オーガーを可能な限り奥に押し込
み、平らなフィンが上向きになる
ように回転させます。

12. ホッパーをしっかりすすぎ、オー
ガーと冷却ドラムの上に取り付け
ます。

13. ホッパーを所定位置にスライドさ
せ、ホッパー固定プランジャーが
カチッと所定位置に収まるまで押
し下げます。PAF がないモデルの
場合は、ステップ 15 に進んでく
ださい。

14. PAF 搭載モデルの場合は、水準
測定用プローブを PAF ホッパー後
ろ上部に挿入します。

I

O

I

I

15. PAF ユニットをプラットフォームに
取り付け、電源コードをプラット
フォーム後部に差し込みます。プ
ラットフォームの電源コードを適切
なコンセントにつなぎます。( 給水
接続については PAF マニュアルを
参照してください ) ( ステップ 18
に進みます )

I

O

O

16. ホッパーに蓋をかぶせます。取り 17. ホッパー蓋ランプのコードを差し
付けるには蓋を少し持ち上げて、
込みます。
後方に向かってスライドさせます。

O

18. 雫受を組立てます。
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ハンドル取付けの説明
1. 枢動ピンの上にあたる、ハンドルの右側から取り付けま
す。

2. ハンドルを少しひねりながら、左側を枢動ピンの上に配
置し、カチッと音がするように所定位置に収めます。

3. ハンドルを取り外すには、左の枢動ピンからハンドルを
同じ方向にひねって解放し、続いて右側のピンからも解
放します。

内部 2 液混合システムの設定方法

1. BIB システムからシロップの供給
管を接続します。水道から水の供
給管をつなぎます。注意 : これら
の液の接続場所はモーターカバー
の後部に記してあります。

2. ホッパーをマシンに取り付け、プ
ローブをホッパーの所定位置にス
ライドさせます。

3. モーターカバーからのチューブを
一緒にしてホッパーの端子につな
ぎます。

* 給水管は 30 ～ 80 psi (206.8
～ 551.6 kPa) でなければなりま
せん
* シロップの 供 給 管 は 40 ～ 80
psi (275.8 ～ 551.6 kPa) でなけ
ればなりません

4. ホッパーの取付具をホッパーの所
定の場所にスライドさせます。

5. 顧客から提供されたポンプシステ
ムを据付けます。ポンプシステムと
給水をオンにします。漏れがないか、
すべての管を点検します。
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注意 : ULTRA ユニットの供給ポー
トにつなぐ前に、シロップ供給管
を消毒液で洗い流します。

内部 2 液混合システムの混合調節方法
1. マシンを電源につなぎ、電源ボタンを押して本体の電源を入れます。
2. “Gourmet”ボタンを約 5 秒間長押しして、表示盤メニューを開きます。メニュー内を移動して“Test Refill”画面に
移動するには“Gourmet”を押して放します。
“Ice”ボタンを押して放し、YES を選択します。
3. Activate Valve ( バルブの有効化 ) 画面では、ポンプの動作と充填回路を検査することができます。ULTRA ボタン
を長押しして、左側の充填システムを作動させます。ULTR A ボタンを押したことにより左側が充填されていることを
確認します。充填プロセスを停止するには ULTRA ボタンから手を放します。右側でも ICE ボタンを長押しして検査プ
ロセスを繰り返します。ポンプシステムの稼働中にホースから漏れがないことを確認します。
4. 水と製品が自由に流れるまでそれぞれの側でこれを実行します。
5. それぞれの側から ( ホッパーに供給される管から直接 ) サンプルを採取し、2 液の混合比率が適切かどうかを確認し
ます。
6. モーターカバーの上にある水の側でネジ / バルブ調節器をひねり、混合 / 比率を調節します。ネジを時計回りに回すと
水流が減少します。反時計回りに回すと水流が増加します。シロップ側の流量は調節できません。
7.

検査が完了したらプログラミングメニューを閉じます。

8. 自動充填機能は、
“AUGER REFILL ON”と表示されるまで各側のオーガーボタンを押すとオンにできます。
注意 : 一部のモデルには“充填遅延 (Delay Refill)”オプションもあります。この機能は、新しい製品を、間隔を開け
ながら少量ずつ充填していく場合に使用します。これにより、凍結している製品が希釈され、使用できない状態にな
るのを防ぎます。これらの遅延や充填の時間は、エンドユーザーが希望する応用方法に従って設定する必要があります。
注意 : 充填システムのソフトウェアには“最大充填時間 (Maximum Fill Time)”が含まれています。ホッパーに充填す
る時間がこの限度を超過すると、ホッパーのライトが点滅し、
“充填エラー (Refill Fault)”と画面上に表示されます。
これが発生した場合は製品の供給をチェックして、BIB が空になっていないことを確かめてください。( 空の場合は交
換します )。次に“ULTRA”ボタンを 3 秒間長押ししてエラーを消去し、充填システムを再開させます。
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操作コントロール
ディスペンサーの操作に使用するスイッチは5つあります。

1

I

O

2

3

6

4

5

1. スイッチ (コントロールパッドの左上隅)
これはディスペンサーとLCP表示に電源を入れるON/OFFの切り替えスイッチです。プログラ
ム設定中の場合を除き、ONの状態では日付と時刻が交互に表示されます。
2. (左下隅)
これは左側のオーガーモーターをAUGER ON、AUGER OFFまたはAUGER REFILL ONに設
定するのに使用します。(充填が使用可能なのは据付されている場合のみです)
3. (左下隅)
これは左側の氷コントロールをOFF、ICEまたはCHILLに設定するのに使用します。
4. (右下隅)
これは右側のオーガーモーターをAUGER ON、AUGER OFFまたはAUGER REFILL ONに設
定するのに使用します。(充填が使用可能なのは据付されている場合のみです)
5. (右下隅)
これは右側の氷コントロールをOFF、ICEまたはCHILLに設定するのに使用します。
6. プログラム設定に使用される非表示ボタン。
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グラニータタイプの製品用ディスペンサーの使用
1. 任意のホッパーの蓋を少し持ち上げ、後方にスライドさせるとホッパーにアクセスできます。
2. 予め混合された液体の製品を所定のホッパーに入れます。
3. (ON/OFF) スイッチを押して放し、ディスペンサーの電源を入れます。
4. 適切な (ON/OFF) スイッチを押して放し、オーガーモーターを起動して、該当する場合は自
動充填をオンにします。(*注意を参照)
5. (OFF/ICE/CHILL) スイッチを押して放し、ICEを選択して選択したホッパーの冷却プロセスを
開始します。
6. 液体が希望の硬さに凍るまで待ちます。
ヒント – Bunn-O-Maticは、ディスペンサーの液体を毎日 (通常なら毎晩) 解凍させることを
お勧めします。凍結したまま長時間放置しすぎると、氷の粒が大きくなりすぎ、製品の氷の
粘度を一貫した状態に保つことが困難になります。毎晩、数時間をナイト (NIGHT) モードに
設定し、製品が十分に解凍したら日中 (DAY) モードに戻るよう設定します。表示盤にNIGHT
MODEと表示され、ホッパーライトが点灯していない場合は、ナイトモードであることが分か
ります。

冷たい飲料製品用ディスペンサーの使用
1. 任意のホッパーの蓋を少し持ち上げ、後方にスライドさせるとホッパーにアクセスできます。
2. 予め混合された液体の製品を所定のホッパーに入れます。
3. (ON/OFF) スイッチを押して放し、ディスペンサーの電源を入れます。
4. 適切な (ON/OFF) スイッチを押して放し、オーガーモーターを起動して、該当する場合は自
動充填をオンにします。(*注意を参照)
5. (OFF/ICE/CHILL) スイッチを押して放し、CHILLを選択して選択したホッパーの冷却プロセ
スを開始します。
6. 液体が冷却するまで待ちます。
*注意:充填システムのソフトウェアには “最大充填時間 (Maximum Fill Time)” が含まれて
います。ホッパーに充填する時間がこの限度を超過すると、ホッパーのライトが点滅し、“充
填エラー (Refill Fault)” と画面上に表示されます。これが発生した場合は製品の供給をチェ
ックして、BIBが空になっていないことを確かめてください。(空の場合は交換します)。次に
“ULTRA” ボタンを3秒間長押ししてエラーを消去し、充填システムを再開させます。
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プログラム設定
ディスペンサー前面のメニュー駆動型の表示盤を使用することで、ユーザーは飲料の濃度などを変更または修正したり、日
中 / 夜間の“ON/OFF”時間を設定することができます。またユーザーには、さまざまな定期的サービス機能や、順を追っ
たクリーニング方法の説明までもがプロンプトされます。また、すべての変更を工場出荷時の既定の設定に戻すこともでき
ます。
ほとんどの管理機能へのアクセスは、有資格の担当者以外は変更できないようにするためパスワード保護されている場合
があります。

1

I

O

2

4

3

プログラム設定スイッチ
プログラム設定モードにアクセスし、様々な機能画面をスクロールするには、非表示プログラム設定スイッチを使用します。
そのような、ディスペンサーの設定に使用するスイッチは 3 つあります。
1. I/O スイッチ ( コントロールパッドの左上隅 )
これはディスペンサーと LCP 表示に電源を入れる ON/OFF の切り替えスイッチです。このスイッチは、メニューモー
ドで「戻る」スイッチとしても使用されます。
2. “ULTRA”( 表示盤下左 )
メニューにより「はい」か「いいえ」を選択するようプロンプトされた場合に、
“ULTR A”スイッチは“いいえ (NO)”
と答えるため、または (-) マイナスボタンとして使用されます。
3. “GOURMET”( 表示盤下中央 )
メニュー機能見出しにアクセスするにはこのスイッチを 5 秒間長押しします。このスイッチは、機能間を移動する「次へ」
ボタンとしても使用されます。
4. “ICE”( 表示盤下右 )
メニューにより「はい」か「いいえ」を選択するようプロンプトされた場合に、
“ICE”スイッチは“はい (YES)”と答え
るため、または (+) プラスボタンとして使用されます。
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ディスペンサーのプログラム設定
通常の操作中は、日付、時刻とシリアル番号が継続的に交互に表示されます。以下の機能画面はメニュー表示盤に表示さ
れる順に示されています。各画面は、ディスペンサーのさまざまな機能のプログラムを設定するための説明と手順を示して
います。

ホーム画面
時刻、日付、シリアル番号とアセット番号が継続的に順番に表示されます。

I

I

O

O

10:45:30 AM
off
off

I

JAN. 25, 2019
off
off

I

O

O

ULTR027930
off
off

AN000001
off
off

メニュー機能見出し
GOURMET 非表示スイッチを 5 秒間長押しして、メニュー機能見出しを開きます。以下のページの画面は、メニュー表示
盤に表示される順に示されています。
NO (“ULTRA”) または NEXT (“GOURMET”) を押すと次の機能に進みます。
ON/OFF (“I/O”) を押すと前の画面に戻ります。操作なしに 1 分が経過するとホーム画面に戻ります。

I

O

JAN. 25, 2019
off
off
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ディスペンサーのプログラム設定 (続)
粘度の設定
この機能により、ユーザーは氷の粘度、または YES “ICE”
(
) と答えた場合は各オーガーのトルクを設定することができます。
左右に 2 つの画面が表示されます。ユーザーは最小の1 (ULTRA) から最大の16 (ICE) までの範囲をスクロールできます。
工場出荷時の既定値は 10 です。

I

O

SET THICKNESS
NO
YES

I

I

O

O

LEFT 9

RIGHT 5

時刻と日付の設定
YES (ICE) を選択すると、ユーザーはホーム画面に表示される日付 ( 年 月 日 ) および時刻 ( 時 分 秒 ) を設定できます。

I

O

SET DATE TIME?
NO
YES

I

I

O

YEAR 2019
( - ) NEXT (+)

I

HOUR 10 AM
( - ) NEXT (+)

O

MONTH 1
( - ) NEXT (+)

I

O

I

O

MONTH DAY 25
( - ) NEXT (+)

I

O

MINUTE 45
( - ) NEXT (+)
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O

SECOND 30
( - ) NEXT (+)

ディスペンサーのプログラム設定 (続)
夜間時刻の設定 / 日中時刻の設定
日中 / 夜間モードを設定することにより、オフの時間中にディスペンサーを
「パワーダウン」させることが可能です。夜間モー
ド中は、
“ICE”とある右下隅の表示が“CHILL”に変わります。夜間モード中は、製品は 35°F 未満の温度に保たれます。
夜間モードが終了すると、表示は“ICE”に戻ります。
“OFF”が 12:00 AM を指している状態から、ユーザーは夜間モー
ドの希望の開始時間と終了時間にスクロールすることができます。

I

I

O

O

SET NIGHT TIME
( - ) OFF (+)

I

SET DAY TIME
( - ) OFF (+)

O

NIGHT TIME MODE

CHILL

CHILL

据付日
次の3つの画面は、
“初期設定の復元 (Restore Defaults)” 機能で先に進んだ際に表示されます。据付日と時刻は、ディ
スペンサーが初めて100時間オンにされた際に記録されます。据付日時はリセットできず、固定記憶装置に保存されます。

I

O

INSTALL DATE

I

I

O

JAN. 25, 2019
3:55:25 PM

O

ULTRA
VERSION #__.__

注意 : このディスペンサーには他の複数のメニュー機能が含まれています。次の Bunn ウェブサイトで入手可能なプログラ
ム設定マニュアルを参照してください : www.bunn.com
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ディスペンサーに関するその他の推奨事項

•	濃縮液か顆粒かを問わず、すべての製品は、ホッパーに加える前に十分に攪拌する必要があります。
•	グラニータタイプの製品で最善の結果を得るためには、外観ブリックス値が 12 以上の製品のみを使用してください。
製品によっては外観ブリックス値が 9 と低くても可能な場合があります。この点においては、他製品を使った独自の実
験結果が最も参考になるでしょう。ブリックス値が 12 未満の製品を使用すると、器具の駆動システムに物理的な損傷
が生じる可能性があります。
•	予め混ぜた液体製品を冷蔵保管しておきます。これにより、ディスペンサーでの冷却 / 冷凍時間が短縮されます。
•	使用度がピークの時は、ホッパーを満タンの状態に維持します。液体製品が使用されたら、その都度予めミックスした
ものを足します。これにより冷却 / 冷凍時間が短縮され、いつでも製品を出せる状態に保つことができます。
•	ホッパー内の製品の充填レベルをオーガーよりも高い位置に保ちます。オーガーが露出していると、混合液の中に空気
が閉じ込められ、液体が濁りのついた泡状になってしまいます。このような条件下では、器具の駆動システムに物理的
な損傷が生じる可能性もあります。
•	氷のコントロールを下げて氷粒が大きくなりすぎないように維持すると、役に立つ可能性があります。氷の状態の設定に
ついては、10 ページのディスペンサーのプログラム設定を参照してください。
•	一部の製品は、他の製品よりも低い温度で凍結します。ホッパーに霜や結氷が見受けられる場合があります。これは正
常なので、心配する必要はありません。
•	空気中の湿度により、ホッパーの外部表面に結露が発生することがあります。これは想定内の現象なので、心配する必
要はありません。ホッパーの下の雫受がこれを受け止め、さらに下のトレイに流して排水するようになっています。
•	ディスペンサーの通常の動作中、一定の騒音が発生することが予想されます。通常の運用中に生じる騒音に精通してい
ると、問題音を識別できるようになります。
•	器具に貼られたサインの材料に、ビニールやポリ塩化ビニルとも呼ばれる PVC が使用されていてはなりません。

予防メンテナンス
Bunn-O-Matic® Corporation は、 定 期
的に予防的なメンテナンスを実施すること
を推奨します。保守は有資格のサービス技
術者が行う必要があります。技術サービス
については、電話番号 1-800-286-6070
で Bunn-O-Matic® Corporation にご連
絡ください。
注意 : 必要な保守を怠ったことによる交換
部品や修理は、保証の対象となりません。
注意 : 製品に関連する問題に起因する器具
の故障は、保証の対象とはなりません。

サイクル (月数)

作業

6 か月

ホッパードラムシールを交換する

6 か月

水栓シールを交換する

6 か月

螺旋式供給器のシャフトが異常に摩耗していないか点検する

6 か月

螺旋式供給器のシャフト受けを交換する

6 か月

冷却ドラムシールを交換する

6 か月

モーターシャフトおよびモーターシャフト溝に注油する

毎月

コンデンサーのエアフィルターを掃除する

6 か月以内

コンデンサーコイルを掃除する

6 か月または必要に
コンデンサーファンを点検して掃除する
応じて
6 か月

ホッパートレイの排水チューブを点検、掃除または交換する
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推奨されるクリーニング方法
クリーニングの実施頻度は、製品メーカーの指示に従ってください。
1. 冷却の設定を OFF にします。ホッパーからすべての製品を空にします。オーガーの設定を OFF にします。ホッパー蓋
ランプのコードを外し、蓋を取り外します。自動充填機能付きのモデルでは、充填ホースと水準測定用プローブをホッ
パーから遮断します。

I

O

2. ホッパーロックプランジャーを押し
下げます。ホッパーを少し持ち上
げます。

3. 前方向に引っ張って取り外します。

4. 冷却ドラムからオーガーを引き出
します。

5. ドラム背面から冷却ドラムシール
を取り外します。

6. 注 意 : 蛇口弁にはバネ張力がか
かっています。まず片方のハンド
ルを外側に向かって押し出し、続
いてもう一方もホッパーから外しま
す。

7.

8. ホッパー内部からオーガーのノー
ズブッシングを取り外します。

9. クリーニング中にこの表面に傷がつかないように、慎重に作業してください。
深い傷がつくと、シール周辺から漏れが生じる可能性があります。

蛇口弁を上方向に慎重にスライド
させて、バネと蛇口の封水シール
を取り外します。損傷を防止する
ため、封水シールを扱う際は特に
慎重に行ってください。Teflon®
のシール面が損傷してしまうため、
シールを折り曲げないでください。

10. すべての部品をきれいなシンク内に入れ、ぬるま湯 (120°F) と消毒液で洗浄します。すべての部品を 5 分以上浸漬
させます。お湯と消毒液に浸したきれいな洗浄布を使って、すべてのコンポーネントを慎重に洗います。より小さな部
品や届きにくい部位を洗浄するには、必要に応じてきれいな柔らかい毛ブラシを使用します。ホッパーの蓋は浸漬しな
いでください。 有効塩素が 100 ppm の市販消毒液を、濃度レベルが 3％以上の有効塩素のもの (KAY-5 消毒剤 )
と共に使用します。消毒液の混合方法に従って、有効塩素が 100 ppm になるようにしてください。
11. ドラム、ホッパーの雫受、上部カバー、および外部カバーを、ぬるま湯と消毒液に浸したきれいな洗浄布を使って洗浄
します。シャフト部分には特に気を遣い、必ず徹底的に洗浄・消毒されるようにしてください。
12. ぬるま湯に浸したきれいな洗浄布を使って、すべての表面を十分にすすぎます。ディスペンサーを組立て直す前に、清
潔な乾布を使って水分を拭き取ってください。
注意 – 大多数の部品は食洗機で安全に洗浄できますが、市販の消毒剤に含まれる化学品の影響を受ける恐れがあり
ます。ホッパーとホッパーの蓋のいずれも食洗機に入れないでください。組立前に、よくすすぎ洗いしてください。
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洗浄後の組立

1. 図示のように、それぞれの密封材
を冷却ドラム後部のフランジに取
り付け、密封材をしっかりと押さ
えます。 シールに少量の潤滑剤を
塗布します。

2. オーガーシャフトの 位 置をオー 3. オーガーノーズのブッシングをホッ
ガーに合わせます。オーガーを可
パー前部の内側に取り付けます。
能な限り奥に押し込んで回転させ、
オーガーシャフトの平らな表面の
位置がオーガーノーズの平らな表
面と揃うようにします。

I

4. ホッパーをしっかりすすぎ、オー
ガーと冷却ドラムの上に取り付け
ます。

5. ホッパーを所定位置にスライドさ
せ、ホッパー固定プランジャーが
カチッと所定位置に収まるまで押
し下げます。自動充填機能付きの
モデルでは、充填ホースと水準測
定用プローブをホッパーに再接続
します。

6. ホッパーに蓋をかぶせ、ホッパー
蓋ランプのコードを差し込みます。

I

I

7.

蛇口シールと伸縮バネを蛇口弁に
配置します。

I

O

10. 雫受を組立てます。

O

O

8. 蛇口弁の組立部品をホッパーの所
定位置にスライドさせます。

I

O

O

11. オーガーと冷却機能を ON にして、
希望の設定にします。
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9. 弁を押し下げて、バネを圧縮しま
す。蛇口ハンドルを蛇口弁の上に
片方ずつ配置し、ホッパーの所定
位置にカチッとロックするように収
めます。

自動充填のクリーニング方法
(2液混合ポンプが据付された状態)
必要なもの
1. 非起泡性の液体洗剤 (一般的な家庭用自動食洗機用の液体洗剤など)。
2. 家庭用漂白剤 (塩化ナトリウム溶液:5.25%) またはその相当物。
3. 清潔な容量5ガロンのバケツ。
4. 軽量カップ
5. 濃縮液吸入管でQ.C.D. (クイック接続/遮断) 取付具を開いた状態に保つには、アダプターが必要です。それには空
のバッグのコネクタを使用することができます。
殺菌手順
1. バケツを4ガロンの温水で満たします (120～180°F)。
2. 4オンス (1/2カップ) の液体洗剤を計測して温水に加えます。
2. 2オンス (1/4カップ) の漂白剤を計測して温水に加え、攪拌して均等に混ぜます。
4. Ultraホッパーの充填がオフになっていることを確認します。
5. Ultraホッパーからすべての製品を空にします。
6. 濃縮液吸入管をB-I-Bから外し、簡易遮断器にアダプターを取り付けて、管に消毒液が入るようにします。濃縮液
吸入管をバケツに入れ、Q.C.D.が底に留まるようにします。
7. オーガーポンプボタンを押して “Auger Refill On” 機能をオンにします。
8. システムを稼働させ、ホッパーが約1/4までいっぱいになったら充填を停止します。
9. 三方向消毒弁を「消毒」位置にします。
10. 充填システムを再稼働させ、ホッパーがほぼいっぱいになったら充填を停止します。
11. システム内で消毒液を10分間そのままにします。
12. ホッパーから消毒液を排出させ、消毒液の入ったバケツからQ.C.D.を取り外します。
13. 残りの消毒液を空にし、バケツに約2ガロンの温水 (120～180°F) のすすぎ水を充填します。
14. 消毒液弁を供給位置に戻します。
15. Q.C.D.をすすぎ水の中に配置し、充填システムをオンにします。
16. ホッパーが約1/4までいっぱいになるまでこれを行います。
17. 充填システムをオフにして、ホッパーから抜き取ります。
18. 推奨されるクリーニング方法を参照し、その手順に従ってホッパー、蓋やその他のディスペンサーの部品を洗浄
してください。
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自動充填の消毒方法
( 内部 2 液混合システムが据付されている場合 )
1. 120°F、4 ガロンの水をバケツに入れ、消毒液と混ぜて有効塩素が 100ppm になるようにします。
注意 : 据付構成によっては、消毒液を供給管に完全に到達させるために、より多量の消毒液が必要とされる場合があ
ります。
2. “AUGER ON”を選択し、消毒するそれぞれのホッパーで冷却モードを“OFF”に設定します。
3. 消毒するそれぞれのホッパーから製品を空にします。
4. 1 ガロンの温水をそれぞれのホッパーに注ぎ、残存している製品をすすいでからホッパーを空にします。
5. B-I-B からの濃縮液管を遮断し、消毒液が中を自由に流れることができるように設定します。消毒液が入ったバケツの
底にコネクタを配置します。
6. 消毒するそれぞれのホッパーで“AUGER REFILL ON”を選択します。システムが水準測定用プローブに達するまで
ホッパーを充填します。充填エラーが発生した場合は Ultra ボタンを押してこれをクリアし、充填を継続します。製品
供給管がクリアになるまでこのプロセスを繰り返します。
注意 : ホッパーを再度空にして、製品供給管を通る液がクリアになり、消毒液が管全体に完全に行きわたったことを示
すまで充填させる必要があるかもしれません。遅延充填システムが有効になっている場合は、オーガーをオフにしてか
ら“AUGER REFILL ON”に戻し、遅延なしにホッパーの充填を行う可能性があるかもしれません。
7.

ホッパーがいっぱいになったら、消毒液を 10 分間そのままにしておきます。

8. 消毒するそれぞれのホッパーで“AUGER OFF”を選択します。ホッパーから消毒液を排水します。
9. 消毒液が入ったバケツから B-I-B コネクタを取り出し、製品の B-I-B に再接続します。
10. 本マニュアルの推奨されるクリーニング方法を参照し、その手順に従ってホッパー、蓋やその他のディスペンサーの部
品の取り外し、洗浄と消毒を実施してください。
11. 消毒するそれぞれのホッパーで“AUGER REFILL ON”を選択し、製品がホッパーに流れ込み始めるまでこれを継続
させます。
12. 消毒するそれぞれのホッパーで“AUGER OFF”を選択し、ホッパーを空にします。
13. これでディスペンサーをオンにして充填し、使用する準備ができました。

