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LittleRed-X Series Dryers 

Assembly, Operating, and Maintenance Instructions 

LittleRed-X Series Dryers (X1/X2/X3/X3D) 

 

 

 

 
このマニュアルには、次の内容が含まれています。 
内容   ページ 

• はじめに/安全  P 2-3 

• 仕様タグ情報  P 4 

• アセンブリ  P 5-7 

• コンポーネントの識別 P 8 

• コントロール  P 9 

• ゾーンコントロール 10 

• 操作   P 11-12 

• 排気   P 13 

• メンテナンス  P 14 

• トラブルシューティング P 15-16 

• コンベヤ詳細  P 17 

• 保証/利用規約  P 18 

•CE 宣言   P 19 
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はじめに 

VASTEX コンベア乾燥機を購入いただきありがとうご

ざいます。 VASTEX は 1960 年以来ドライヤーを設計、

製造してきましたが、高品質のドライヤーを供給するた

めの知識とノウハウを持ち、今後も継続的に稼動させて

いきます。 VASTEX は、制御方法、モジュラー機能、

空気の動きおよびベルトのトラッキングからコンベアオ

ーブンに見られる多くの機能を革新しました。 

あなたの Vastex 赤外線乾燥機は工場でテストされ、2

〜8 時間焼き付けられています。 ドライヤーが工場を離

れると、すべてのコンポーネントが正常に動作すること

がテストされます。 

 

安全性 

取扱説明書および安全上の注意事項は、誰でも読んで理

解する必要があります 

Vastex Conveyor Curing System を作動させます。 

本装置を操作する前に、取扱説明書をよく読んで理解

してください。オペレーターに簡単にアクセスできるよ

うに、マニュアルを機器の近くに置いてください。 

VASTEX Conveyor Curing System は、スクリーン

印刷された材料上の不燃性インクの硬化を目的としてい

ます。 

Vastex International、Inc.の許可なく他の目的で使用

しないでください。 

他の目的は危険であり、本装置に損傷を与え、保証を無

効にする可能性があります。 

この装置の周囲を作業エリアとして指定し、許可され

た従業員許可された地域使用してください。 

子供やペットは作業エリアから離れていなければなり

ません。 

乾燥機の上に物を置かないでください。表面は熱い！ 

•決して装置を放置しないでください。 

カバーやガードを取り外した状態で、コンベヤや乾燥

機を操作しないでください。 

•オペレーターは、ドライヤーとコンベアのコントロー

ルに精通している必要があります。 

コンベアベルトに過大な負荷をかけないでください。 

製造を開始する前に、オペレータはすべてのカバーと

ガードが所定の位置にあること、コンベヤ上商品に残っ

ていて、作業領域には障害物がないを確認しなければな

りません。 

電源を入れ、コンベアベルトが動いていることを確認

してから、熱を入れてください。 

コンベアをオフにする前に、ドライヤーを 300°F

（149°C）まで冷却してください。 

製造終了時には、メイン切断時には必ず電源を切って

ください。 

•過度の振動、騒音、強いにおいや煙の発生など異常な

症状が発生した場合は、VASTEX Conveyor Curing 

System の電源を切り、資格のある技術者に連絡してく

ださい。 

•製品が乾燥チャンバー内で詰まった場合、直ちにコン

ベヤーベルト熱源の電源を切ってください。 

メインの電源が切られてロックアウトされるまで、カ

バーまたはガードを取り外さないでください。無許可の

人はコントロールボックスの中に置かなければならない。 

クリーニングまたはメンテナンスを行う前に、メイン

の電源を切って電源を切ってください。 

VASTEX Conveyor Curing System の修理は、資格

のある技術者のみが行うことができます。 

騒音と振動：この装置は、ワークステーションで 70 

dB（A）を超えるノイズを発生しません。 

動作温度：Vastex 機器は、105°F（41℃）か 5°C

（40°F）以下の温度で使用しないでください。 

 

使用中、輸送中、組立中、作業中止時、テスト中、お

よび予期可能な故障時の安定性：本装置は、このマニュ

アルに記載されている手順および手順に従う限り、予見

可能なすべての条件において安定して設計され、 安全な

取り扱い、輸送、保管：ユニットを保管する前に、P.9

のシャットダウン手順（または本体の前面）に従って、

ヒーター・アセンブリーを適切に冷却します。 機器の重

量を認識し、そのような重量を移動するための標準的な

予防措置を講じることを除いて、特別な取り扱いの考慮

事項は必要ありません。 

 

LittleRed-X1-30：72 lbs（78 kg）、 

47.5 "x 43" x 46 "（121 cm x 102 cm x 117 cm） 

LittleRed-X1-54：172 ポンド（172 kg）、 

65.5 "x 65" x 50 "（166 cm x 165 cm x 127 cm） 

LittleRed-X2-30：138 ポンド（83kg）、 

83.5 "x 40.3" x 48 "（212 cm x 102 cm x 122 cm） 

LittleRed-X2-54：218 lbs（218 kg）、 

83.5 "x 65" x 50 "（212 cm x 165 cm x 127 cm） 

LittleRed-X3D-30：420lb（191kg）、 

87.5 "×40.3×50"（222cm×102cm×127cm） 

残留リスクを避けるために、このマニュアルのすべての

部分を読んで理解してください。 

 

リスク 

危険リスクを避けるために、このマニュアルのすべての

部分を読んで理解してください。 

 

プーリーに衣服がゆるくなったり、ぶら下がったりす

ることがあります。 プーリーは直接接触しないように保

護されています。 

 

あなたの Vastex 赤外線乾燥機には高温ヒーターがあ

ります。 この程度の熱源を扱うときには危険があります。 

これらのヒーターは、しばしば、約 1,000°F（538°C）

付近の温度で作動します。 ヒーターと直接接触するボデ

ィパーツまたはアイテムは損傷します。底面を除くヒー

ターはすべての人からの直接接触から保護されています。 

 

ワークスペース 

• お使いの Vastex 赤外線乾燥機が占めているワークス

ペースは清潔で破片を明確にしておく必要があります。 

• 乾燥機のすべての側面は、オペレータによって合理的

にアクセスできる必要があります。 クリアな周囲 18 イ

ンチが好ましい。 

• お使いの Vastex 赤外線乾燥機の上に、項目、特に食

べ物や飲み物を保管しないでください。 

• あなたはドライヤーでを操作している部屋が十分に

換気されなければなりません。 安全データシートを参照

してください。 

 

重要 

***ドライヤーを操作する前に、クリアヒーター/センサ

ープロテクターシートを取り外す*** 

（プロテクターシートは、ヒーター面とセンサーブラケ

ットの間にあります） 

すべてのシフトおよび/または生産が終了したら、ドライ

ヤーの前面に記載されているドライヤーシャットダウン

手順に従います。 

乾燥機の排気量に制限があると、チャンバー内に過剰な

熱が蓄積することがあります。 ドライヤー＆エキゾース

トフードダクトの取扱説明書に従ってください 

。 

機器を稼働させ、マシンを使用する： 

 

装置を稼働させて使用する：装置を稼働させるには、4

〜6 ページの手順 1〜9 を実行します。 

マシンを使用するには、マシンのコントロールに慣れて

から、9 および 10 ページの説明に従ってください（7

および 8 ページを参照）。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88
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仕様タグ 

 

Vastex モデル＃ 

入力電圧 

定格アンプドロー 

ヒーター出力 

単相または三相 

機械重量 

製造年 

 

。 

 

 

 

 

 
 

組立 

 

必要なツール （2）9/16”オープンエンドレンチ、（1）7/16”オープンエンドレンチまたはソケット、（1）1/4”ナットドライバ

またはフラットブレードスクリュードライバー 

 

 

1）各コンベアは一対の脚部、前部、後部を持っています 

セクション、および中間コンベアピース。 一緒にボルトを締める 

図に示すように、 ページ 17 を参照してください。 

各コンベアの特定のレイアウト。 

•すべての部品は、3 / 8-16 x 3/4 " 

ボルトと 3/8 "鋸歯状のロックナット。 

•フロントセクション、リアセクション、 

最初にコンベヤーピースを落としてください。 

•組み立てられたコンベアを脚に置き、 

3 / 8-16 x 3/4 "ボルトと 3/8"ロックナット 

•9/16 "オープンエンドまたはソケットですべてを締めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）ベルトは図のように取り付ける必要があります。 ベルトを接続するには、端部を合わせて、ピンで取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロントセクション 

 

ミドル 

セクッション 

リアセックション 

回転方向 

 

2 
フロントプーリー 

アライナー 

（テンション調整） 
リアプーリー 
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3）ベルトは締め付け調整する必要があります。 

ベルトを締めて調整するには、アライナーボルトを 

使用してください。 

 アライナーを上げるには、アライナーボルトを 

時計回りに 7/16 インチのレンチで回します。 

 下げるには、反時計回りに回します。 

 あなたがなるまで Aligner を上げてください 

右に示すように、 

詳細はページ 7 の約 2 " 2½"の弛みがあります。 

 

 

 

 

 

4）チェーンガードを（2）黒の＃8 マシンス 

クリューで取り付けます。 1/4 "ナット 

ドライバで締め付けてください。 

チェーン調整については、メンテナンス 

セクションを参照してください。 

 

5）（3）ベルトカバーを取り付けます。  

それぞれは（2）黒の＃8 ネジを使用します。 

 1/4 "ナットドライバで締め付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6）ヒートチャンバーをベルトのローラーの中央にあるコンベヤー上 に置き、

コントロールパネルを右側に置きます。フロント 

 

 

 

 

 

7）配線 

�コンベヤーモーターワイヤー（コントロールボックスから出てい る小さ

いワイヤー）を、図のようにコンベヤー側の底に沿って配線します。 P クリッ

プは、コンベアに沿ってワイヤを管理するために設けられています。 

ネジ式 cpc 接続をモータプレートに接続します。 

�LR-X1-30 のみ：マシンプラグを適切なコンセントに接続し

ます。 

�（他のすべてのモデル）：あなたのマシンは、エンドユーザー

が提供するハードワイヤーインストールです 

 

資格のある電気技師。 

�電気的要求については、電気図面を参照してください。 

多くのバリエーションがあります。 

 

�電力が天井から来た場合は、1/4 "ナットドライバを使用して

ワイヤクリップを取り外し、電源ワイヤをモータワイヤから分離

します。 モーターワイヤーだけを配線してワイヤークリップを

取り付けます。 

 

8）ダクト 

��動力付き排気口を備えた LittleRed Dryers には、再配置可

能な肘が付いています。 店の要件や制限に合わせて調整してく

ださい。 

�顧客がダクトを追加したために、気流を 10％削減できます。 

排気ファンの出力は、X1 / X2-30 モデルの場合は 177CFM、

排気口と X3D-30 のあるすべての 54 インチモデルの場合は 380CFM です。 ダクトを追加した顧客が流量を 10％以上減少させる場

合は、ダクトファンを追加する必要があります。 お問い合わせください 

追加のダクト情報については、Vastex または文書 01-15-003C を参照してください。 

3 

アライナーボルト 

4＆5 

チェーンガードを取り外した状態で操作しないでください。 

深刻な傷害が生じる可能性があります！ 

＃8 ネジ 

ベルトカバー 

チェーンガード 

 

ヒートチャンバー 

6 

7 

電源ケーブル 

モータープレート コネクター接続 

～
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9）ベルトのトラッキングは、ドライヤー 

のセットアップの最終ステップです。 

 ベルトの速度は、ベルトのトラッキング中 

に上げる必要があります。 下のモデルは、 

ベルトを追跡する方法を示しています。 

 一度に 1/4 回転でアライナーボルトを調整 

してください。 乾燥機は、適切なベルト追跡 

のために平らな表面上にあるべきである。 

 両方のアライナーボルトを同じ高さから始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

コンベヤコンポーネント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャンバーコンポーネント （LR-X2-30） 

 

IR ヒーター VASTEX ドライヤーの赤外線ヒーターは中波の赤外線熱を放射し、多くのタイプのインクの硬化に最適です。 ヒーター接続は、ヒーターの右側のトラ

フにあり、高温端子とステンレススチールソケットヘッドキャップのネジで接続されています。 

LR-X1-30(120V): (1) 12” x 24” @ 2,000W LR-X1-30(240V): (1) 12” x 24” @2,600W LR-X2-30(240V): (2) 12” x 24” @2,600W 

/ea LR-X1-54(240V): (1) 12” x 48” @ 5,200W LR-X1-54(240V): (2) 12” x 48” @ 5,200W /ea 

LR-X3D-30(240V/380V): (1) 12” X 24” @ 3,100W & (2) 12” X 24” @ 2,600W 

J センサ 

 

センサーは、コントロールパネルに近い側の発熱体の下にシールドを下にして取り付けられています。 X2 モデルでは、センサーは背面ヒーターにあり

ます。 センサは、赤（正）と白（負）の 2 本のワイヤを使用して温度コントローラに配線されています。 

コントローラの適切な端子に接続する必要があります。 「J」センサ交換時の配線図を参照してください。 （コントローラ "J"に SBER が表示されてい

る場合はセンサが機能していません） 

コントロール

ボックス 

コントロールボックスには、ドライブモーター以外のドライヤーのすべての電気部品が収納されています。 コントロールのセクションにあるコントロー

ルボックスとコントロールパネルの詳細 

排気スタッ

ク モデル 

 （オプション ） 

30 "モデルの 3"排気スタック、54 "と X3D モデルの 4"排気スタック。 パワード排気は、チャンバーからの煙/水分を除去します。 適切な通気のため

には、ドライヤー＆エキゾーストフードダクトを参照してください。 強制排気は、LittleRed-X2 モデルで標準であり、LittleRed-X1 ではオプションで

す 

ベルトを左に移動するには <— 

 

ベルトを右に移動するには —> 

 

P9 

P9 

ボルトを反時計回り

に回し、アライナーロ

ーラーのこの側を下

げる。 

ボルトを時計回りに

回して、アライナーロ

ーラーのこの側面を

上げる。 

ボルトを反時計回り

に回し、アライナーロ

ーラーのこの側を下

げる。 

ボルトを時計回りに

回して、アライナーロ

ーラーのこの側面を

上げる。 

電源ケーブル 

コントロールボックス 

コントロールボックス 

コントロールボックス 

ベルトアライナー フロントプーリー 

ベルト 

IR ヒーターW/J センサー 
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コンベヤコンポーネント 

ベルト コンベアベルトは、テフロン（登録商標）コーティングガラス繊維製である。スチールピンを使ってアリゲーターレースと一緒につなぎ、両面をつなぎま

す。 

ベルトは通常の状態では燃えませんが、ヒーターが 149℃（300°F）以上の間は常にベルトが動くようにしてください。 

ベルトは、各プーリーの中央にトラッキングされたままでなければなりません。 （調整方法については、「ベルトの取り付けとトラッキング」を参照し

てください）。 

アライナー アライナは、ベルトを追跡し、ベルトをプーリーに保持するための装置である。ベルトが左右に動くと、アライナーが調整に使用されます 

それを中央に保つ。ベルトは完全にプーリーの中央に配置する必要はありませんが、どちらのエッジにも掛けてはいけません。 

LittleRed-X1 と X2 には、アライナーローラーが標準装備されています。 

プーリー コンベアの両端のプーリーは、4/4 インチチュービングの VASTEX 製で、センターシャフトは 3/4 インチです。精密な圧延のために自動調心フランジ

ベアリングブロックに取り付けられています。 

ギヤモーター コンベアの後部には、90 または 130 V の DC ギヤモータが配置されています。ローラーと＃25chain（標準ドライブ）または＃35chain（HD ドライ

ブ）で後部プーリーとベルトを駆動します。交換部品番号は配線図に記載されています。 

 

 

コントローラーパネル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LittleRed X2 

 

 

前側 
コントロール 

 

後側 
コントロール 

 

 

2 ゾーンコントロール：LittleRed X2 

モデルには 2 ゾーンコントロールが 

装備されています。各ゾーンには独立 

したヒーターとリレーがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コントローラーパネル(LittleRed-X3D) 
すべての LittleRed-X モデル間のコントロールは同様です。 リストされていないすべてのコントロールについては、上記を参照してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

制御出力ライト：このライトは

コントローラとの間でオン/オ

フを繰り返す必要があり、リレ

ーへの出力信号を示します。 

DC 電圧メーター：デジタル電

圧メーターはベルトモーターに

流れる電力の量をボルトで表示

します。 電圧に関連する時間を

示す表は、「乾燥機の動作」に

あります。 

ベルト速度制御：コントロール

パネルの前面に取り付けられた

AC-DC コンバータにより、オ

ペレータはベルト速度/モータ

の DC 電圧を変化させることが

できます。 ダイヤルは参照用で

す。熱の秒数は表示されません。 

電源ライト：ラインコードおよ

び/またはシャットオフスイッ

チに配線されており、いつでも

点灯します 

ユニットに電源が入っていま

す。 一日の終わりに、このライ

トが切れるようにマシンを切断

する必要があります。 

システムスイッチ：コントロー

ルに電源を送ります。 電源を切

る前に主電源を切って電源を切

ってください。 

この機械のどの部分にも入る前

に光が出ていなければなりませ

ん 

温度制御：詳細に

ついては、乾燥機

の操作を参照して

ください。 

リレー出力ライト：この 250

ボルト RED パイロットライト

は、リレーの出力側に配線され

ています。 このライトは、制御

出力ライトでオン/オフを繰り

返します。 リレーが正常に動作

していることを確認します。 

ヒートスイッチ：

ヒーターへの電力

の み を 制 御 し ま

す。 

ブーストゾーン温度制御：ブー

ストゾーンの温度を制御しま

す。 MAIN 温度コントロールと

同じ温度またはそれ以上に設定

する必要があります。 

MAIN 温 度 コ ン ト ロ ー ル ：

MAIN ヒートゾーンの温度をコ

ントロールします。 

BOOST ヒートスイッチ：電源

を BOOST ゾーンのみに制御

します。 

MAIN ヒートスイッチ：MAIN

ゾーンのみに電力を制御しま

す。 
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シャットオフスイッチ 
 

エンドユーザによって直接配線されているマシンは、 

遮断スイッチを備えています。 これは入力電力のメインジャンクションブ ロッ

クで、ライブ中にコントロールボックスへのアクセスを制限するために使用 され

ます。 コントロールボックスに入るには、シャットオフが OFF の位置にな けれ

ばなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーンコントロール X2 
 

リアゾーン  

あなたの LittleRed-X2 の Zone "Rear"はリアヒーターです。 コントロールパネルでは、

Zone "Rear"の熱がオン/オフされ、BOTTOM トグルスイッチが "Rear"と表示されま

す。 あなたの LittleRed を操作するときは、Zone "Rear"を使用する必要があります。 

Zone "Rear"には温度センサーが取り付けられており、両方のヒーターの熱を制御しま

す。 乾燥機の速度を遅くし、エネルギーコストを節約したい場合は、ゾーン「リア」の

みを使用してください。 

 

フロントゾーン 

あなたの LittleRed-X2 の Zone "Front"はフロントヒーターです。 コントロールパネル 

では、ゾーン "Front"ヒートがオンになり、TOP トグルスイッチが "Front"と表示されます。 

 "Front"スイッチの横にあるリレーとヒーターライトが点灯します。 温度制御は、Zone "Rear" 

の下でのみ熱を測定します。 

ゾーン "Front"を実行するには、Zone "Rear" 

ゾーン「フロント」は、750°F（400°C）まで加熱するのに平均 15 分かかります。 

 

 

ゾーンコントロール X3D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブーストゾーン  

あなたの LittleRed X3D の Zone "BOOST"は独立して制御されます。 このゾーンは、あなたの衣服をチャンバーの途中で過熱するた

めに使用されます。 典型的には、衣服が室内にあるほど長く、この BOOST ゾーンを低く設定することができます。 

硬化時間が 60 秒以下の場合は、BOOST を 1100F +に設定することをお勧めします。 

硬化時間が 2〜4 分の場合は、BOOST を 800F +に設定することをお勧めします 

 

MAIN ゾーン  

あなたの LittleRed X3D 上のゾーン "MAIN"は独立して制御されます。 このゾーンはあなたの治癒時間の 90％を網羅しています。 プ

ラスチゾルやその他の特殊品を使用している場合は、BOOST ゾーンと MAIN ゾーンを同じ温度に設定することができます。 BOOST

ゾーンと MAIN ゾーンが同じに設定されている場合、他の赤外線乾燥機と同様に動作します。 

硬化時間が 60 秒以下の場合は、MAIN を 650F +に設定することをお勧めします。 

硬化時間が 2〜4 分の場合は、MAIN を 500F +に設定することを推奨します 

 

 

 

 

シャットオフスイッチ 

ブーストゾーン診断表示 

メインゾーン診断表示 

 

ブーストゾーンコントロール 

メインゾーンコントロール 
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乾燥機の運転 

 

制御システムの概要： 

あなたのドライヤーの制御システムは「クローズドループシステム」と呼ばれています。 このシステムは、制御パネルに取り付けられた

デジタルコントローラ、ヒータの下のシールドに取り付けられたセンサ、リレー、および赤外線ヒータを含む。 デジタルコントローラが

所望の温度に設定され、センサがヒータの面の温度を測定する。 センサは制御装置に報告し、リレーはヒータをオン/オフします。 

 

スタートアップ手順 

1 電源をオン・オフ 赤い電源ランプが点灯します。 リトルレッドは、主電源に接続する必要があります。  

（オプション）使用可能なブラケットを外します。 

2 ベルトパスを確認する コンベヤとベルトから物を取り除きます。 

3 システムスイッチをオンにする ヒータースイッチ、ベルト速度コントロールに電源が供給され、動力付き排気ブロワーがオ

ンになります。 

4 コンベヤをオンにする 速度を設定します。 

5 ヒートスイッチをオンにする 温度コントローラーの電源を入れ、希望の温度を設定します。 

 

 

温度設定点の決定方法： 

センサーはヒーターの真下に位置しているので、衣服の温度よりもはるかに高い温度が読み取られます。 

この差を補うために、温度を高く設定します。非接触ヒートガンを使用して、最後のヒーターの下にある間にドライヤーの端にあるイン

クの温度を測定します。ヒートガン使用時のインクの厚さを考慮してください。それはインクの最上層を測定する。インクが非常に厚い

場合は、バッファを追加して確実に硬化させる必要があります。インク全体に温度に達する。温度設定値、衣服までのヒーター距離、お

よびベルト速度はすべてインク温度に影響します。 

 

赤外線によるプラスチゾルの硬化： 

プラスチゾルインクは、約 20〜30 秒で完全に硬化することができます。硬化して衣類に融着させるには、インクは 310° 320°F

（154° 160°C）に達する必要があります。 

 *開始温度は 800°F（400°C）、ヒーターの高さは 3 "、チャンバー内の温度は 25 秒を推奨します。 

 

排出または水ベース： 

水ベースの製品は、インクが硬化する前に水/水分を蒸発させなければならないという事実のために、プラスチゾルよりも硬化に時間がか

かる。我々は完全な治癒または排出を達成し、衣服を損傷しないために 50〜90 秒の治癒時間を見た。時間が増えるにつれて、衣服が焦

げないように温度を下げなければならないことに注意してください。*実際の硬化時間は、衣類の水分や色、インクの色、インクの厚さ、

環境条件などの条件によって異なります。 

適切な治癒を保証しながら、生産を最大化するために 3 つの変数を使用する必要があります。 

 

6 温度設定 

 

電源を入れた状態で上矢印を押し続けると（SV）が上がります。 あなたがボタンを押し

続けると、速く（SV）が上がるでしょうが、それは 1、10、そして何百もの登りを開始

します。希望の温度を設定し、加熱するのに約 15 分かかります。 コントローラエラー

メッセージのトラブルシューティングの項を参照してください。 

7 ヒーター高さ調整 

 

乾燥機の側面にあるつまみを使用して、ヒーターの各側面を希望の高さに上げたり下げた

りします。 ノブをゆるめ、希望の高さまで上下させて締めます。 必要な熱プロファイル

を調整するには、個別に高さを調整可能なハザードを使用します。 

8 ベルトスピード設定 

 

ベルトスピードコントロールノブを時計回りに回すと速度が上がり、反時計回りに回すと

下がります。 次のページの「タイムスルーチャンバー」のチャートを参照してください。 

プラスチゾルインクの場合、良好な出発点はチャンバー内で 20〜25 秒である。 

 

  

～
～
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ボルト対熱の時間 
リストに記載されている時間は、参照用です。 マシンを使用する前にチャンバーを通して時間をテストしてください。 ベルトの端に置

かれた小さな金属物を使用して、チャンバーの正面から後ろに移動するのにかかる時間を測定します。 LittleReds はさまざまな構成で

利用できます。 以下は一般的な構成とそれに関連するチャンバー通貨時間です。 

 

チャンバー通過時間 

LittleRed 

X1-30 
15/36 Sprocket 

Ratio:11 RPM 

Gear Motor @ 90v 

Volts  LittleRed 

X2-30 
22/22 Sprocket 

Ratio:11 RPM 

Gear Motor @ 90v 

Volts 

18 秒 90 V 12秒 90 V 

27 秒 60 V 20秒 60 V 

33 秒 40 V 30秒 40 V 

56 秒 30 V 40秒 30 V 

87 秒 20 V 62秒 20 V 

180 秒 10 V 135 秒 10 V 

 

LittleRed 

X2-54 
12/24 Sprocket 

Ratio 

20RPM GearMotor 

Volts  LittleRed 

X3D-30 

19/12 Sprocket 

Ratio 

5 RPM Gear Motor 

Volts 

18 秒 102 V 25秒 120 V 

25秒 80 V 45秒 65 V 

36秒 55 V 60秒 45 V 

66秒 30 V 90秒 30 V 

99秒 20 V 180秒 20 V 

132 秒 15 V 240 秒 11 V 

 

 

操作のヒント 

•機械の運転中は、ヒーターが 149°C（300°F）以上の間、ベルトを動かす必要があります。 

乾燥機が 700°F〜800°F（371°〜427°C）に達するまでに約 15 分を要します。 

乾燥機に衣服を 10 分以上通していない場合は、ヒートセットポイントを 260°C（500°F）に下げることをお勧めします。 動作温

度に戻るまでに約 10 分かかります。 

乾燥機の出口でインクの温度を定期的に確認します。 インクの温度を印刷イメージの外側に向かってチェックすることをお勧めします。 

•レーザーガンで温度をチェックするときは、ヒーターの下にある間にインクを撃ってください 

 

シャットダウン手順 
 

1 ヒートスイッチ off ヒートスイッチまたはヒートスイッチをオフにします。 ヒーターをコンベヤーの電源を切る前に最大

300°F（149°C）まで下げてください。 

2 コンベアー off （オプション）ドライヤーの温度が 300°F（149°C）以下になると、ベルト速度をオフの位置に下

げます。 次のシフトのためにコンベアベルト速度を設定したままにすると、このステップはスキップさ

れます。 

3 システム SW off ドライヤーが 300°F（149°C）以下に冷却された後にのみ、システムスイッチをオフにしてくださ

い。 唯一の診断ライトが点灯していることを確認してください。 

4 メイン SW off LittleRed は主電源切断線に接続する必要があります。 すべてのシフトの終わりに、ドライヤーはメイ

ンディスコネクトを介して遮断する必要があります。 一部のモデルには、工場からの遮断が装備されて

います。 この時点で、コントロールボックスにライトは点灯しません。 
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すべてのシフトおよび/または生産が終了したら、常にドライヤーシャットダウンの手順に従ってください。 

ドライヤーシャットダウン手順は、ドライヤーの前面に貼られたラベルにも記載されています。 

 
 

強制換気 
LittleRed X2 モデルは、 

2011 年 1 月 1 日以降に製造されました。 

 

換気ダクトの配置可能です、出荷のためにたた 

まれている場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリーニング （毎月） 

（5）板金のネジと排気スクープ取り外す。 

 掃除機やウエスで吸気口を清掃します。 

 

。 

クリーニング （季毎） 

• 排気スクープを外す 

•排気リッドの（6）板金のネジを外す 

• 糸くずやゴミをきれいに掃除して拭いてください。 

• すべてのコンポーネントを再組付けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

換気ダクト 

換気スクープ 

換気リッド 

掃除 

掃除 
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メンテナンス 
 

注意！ この機器の一部に入る前に、電源を切ってください。 「パワー」と刻印された赤色のパワーライトはオフにする必要があります！ 

有資格の電気技師は、電源を必要とする内部テストを実行する必要があります。 

 

電気的接続 電気的接続は加熱と冷却から時間がたつと緩んでしまいます。 3 ヵ月ごとに、外部電源を切って電源を切るか、電

源プラグを抜いて、すべての接続箇所を点検し、締め付けてください。 

埃 衣類乾燥機と同様に、リントはいつまでも衣服に空気が流れている場所に出来ます。 

後部の排気ガスを取り除き、その下のフィルターを掃除してください。 

6 ヶ月ごと 

- ヒーターの周りをきれいにするためにトップカバーを取り外す必要があります。 

- 機械の後部にある排気ブロワーは、2〜3 ヶ月ごとに清掃する必要があります。 排気ブロワーにアクセスするに

は、排気フードカバーをチャンバーに固定している黒色＃8 機械ネジを外します。 

ドライブチェ

ーン 

チェーンは時間の経過とともに緩み、必要に応じて点検、調整、潤滑が必要です。 駆動チェーンは、チェーンガー

ドの後ろのコンベアの後部にあります。 

 

 

ドライブチェーン調整 
1）チェーンガードを取り外すには、上部の黒い板金 2 本を外します。 

調整後は必ずガードを交換してください。 

 

チェーンガードを取り外した状態で操作しないでください。  

深刻な傷害が生じる可能性があります！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）ドライブチェーンを調整するには、3 つのコントロールアセンブリの取り付けネジを緩める必要があります。 

ドライブプレートは、アセンブリ全体を左または右にスライドさせてチェーンを緩めたり締めたりすることができるようにスロットがつ

いています。 チェーンに約 1/4 インチの垂直方向の動きがあるようにチェーンを調整します。 

 

注意！ チェーンを締め過ぎないでください。ベアリングの損傷が生じることがあります。 
 

3）チェーンガードを取り付ける前に、各スプロケットの止めねじを確認してください。 セットスクリューは 1/8 インチのアレンキー

で締め付けてください。 

  

チェーンガード付きのビューが削除された状態 
 

チェーンガード 

コントロールアセンブリ取り

付けネジ（合計 3 個） 

ギアモーター 
(04-02-005) 
Standard 90vdc 
gear motor shown 
(04-02-039) Optional 
H.D. Motor 

モータースプロケット 

 

プリースプロケット 

コントロールアセンブリ取り

付けネジ（合計 3 個） 
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トラブルシューティング 
 

注意！ トラブル作業に入る前に、電源を切ってください。 

「パワー」と刻印された赤色のパワーライトはオフにする必要があります！ 有 

資格の電気技師は、電源を必要とする内部テストを実行する必要があります。 

 

ベルト速度最小/最大調整 

低速ポット調整の設定：低速ポットは、コントローラーがオフ位置でクリックされる直前に、コントローラーの最小設定でベルト（また

はスプロケット）が非常に遅く動くように設定する必要があります。 

高速ポット調整の設定：高い設定は 90VDC がモータの最大電圧になるように設定されています。高速調整には電圧計が必要です。 

 

 

注意：コントローラとヒューズホルダーの周囲の配線 

に触れないでください！ 

 

白い線の近くのポット LOW SPEED 

 

青い線の近くのポット HIGH SPEED 

 

 

 

 

 

温度コントローラ 

オートチューニング 

オートチューニングは工場ですべてのマシンで実行されています。

自動チューニングは、次の理由からお客様が行う必要があります。

機器が 240V（208V など）以外の場合は、コントローラの交換、「J」センサの交換、および/または新しい発熱体の使用。コントロ

ーラの設定値は、オートチューニングを開始する前に、650°F〜700°F（343°〜371°C）に設定する必要があります。オートチ

ューニングは、ヒーターの温度が 300°F（150°C）以下の場合にのみ実行してください。 

手順： 

 a。）リターンキーを 6 秒以上（最大 16 秒）押します。オートチューン機能が初期化されます。 （自動チューニング手順を中止する

には、リターンキーを押して離します）。 

b。）PV ディスプレイの右下隅の小数点が点滅し、オートチューニングが進行中であることを示します。点滅が止まると自動調整が完了

します 

c。）自動チューニングには、1 時間半かかる場合があります。ディスプレイポイントが点滅している間、コントローラはオートチューニ

ングを行っています。 

 

注意： 

 AT エラー（AtEr）が発生すると、システムが ON-OFF 制御

モード（PB = 0）で動作するため、自動チューニング処理が

中断されます。設定点がプロセス温度に近すぎるように設定さ

れている場合、または設定点に達するためのシステム内の容量

が不十分である場合（例えば、不十分な加熱電力が利用可能な

場合）、プロセスは中止される。オートチューニングが完了す

ると、新しい PID 設定がコントローラの不揮発性メモリに自動

的に入力されます。 

 

手動モード 

J センサが故障した場合、ディスプレイには「SbEr」と表示

されます。手動モードに入ると、故障したセンサーをバイパス

し、手動で乾燥機を作動させることができます。スクロールと

戻りキーを 6 秒間押し続けると、手動モードになります。コン

トローラーに H000 が表示されます。上下の矢印を押して、

ヒーターのオン/オフ時間をパーセントで設定します。 （すなわち、80.0 の設定は、80％の時間でヒータを循環させ、20％をオフに

する）。コントローラは、生産を再開している間、このモードを維持することができます。 

Celsius Fahrenheit / Vastex 赤外線ドライヤーの温度コントローラーは通常、デフォルトで華氏に設定されています。以下の手順に従

ってください 

 コントローラーを華氏から摂氏に切り替えます。 

a。）スクロールキーボタンを 6 秒間押し続けます。あなたが手放すとき、表示が「ASPI」に変わり、数値が表示されます。 

b。）スクロールキーを 6 回押して、文字 "td"と a 再び数値を与える。 

c。）スクロールキーを 6 秒間押し続けます。ボタンを放して表示が "LoCL"に変わり、数値が表示されます。 

d）スクロールキーを 6 回押して "CF"を表示させます。マシンが華氏を表示するように設定されている場合、この値は 0 になります。

マシンが摂氏、この値は "1" 

e。）コントローラーを華氏から摂氏に変更するには：- Up キーを 1 回押して、表示されている内容を変更します。 

番号を「1」に設定します。ディスプレイは摂氏で表示されます。 

コントローラを摂氏から華氏に変更するには：- ダウンキーを 1 回押して、表示されている内容を変更します 

0 に設定してください。ディスプレイは華氏で表示されます 

f。）Return キーを 1 回押すと、通常の操作に戻ります 
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症状 確認する内容 

ヒート＆パワーライトが消灯していません 着信電力。 

ショップの切断、ヒューズ、またはブレーカー。 

電源コードとその接続 

ヒート＆パワーライトが点灯していません 焼損したヒーターを確認する 

コントロールパネル上のシステムヒューズ 

パイロットライトの操作、Vastex の呼び出し 

熱が高すぎる パイロットライトの操作に注意してください 

（リレーをオンまたはオフにすることができます） 

熱が低すぎる パイロットライトの操作に注意してください 

（リレーをオンまたはオフにすることができます） 

温度が変動する センサーの位置を確認する 

クリーンなセンサー接続 

店内で風またはドラフトを取り除く 

パイロットライトの操作、Vastex の呼び出し 

ベルトが停止または不安定です モーター電源コードのプラグを確認してください 

スプロケットとチェーンを確認する 

プラグ（90VDC）で出力電圧を確認する 

ベルト経路に障害物がないか確認する 

ベルト張力を確認する 

モータのブラシを確認する（オプションの HD モーター） 

 

 

エラーコード内容 

 

 

表示 理由 対処 

SbEr センサー故障 RTD かセンサー交換もしくは 

手動操作対応 

LLEr セット値より低い状態です LL , t 値の再調整 

HLEr セット値より高い状態です HL , t 値の再調整 

AHEr アナログハイブリッドモジュール故障 モジュール交換か一時的な過電源の確認 

AtEr オートチューンの誤操作 

バンドが 0 にセットされています 

手順を繰り返します。 プロップバンドを

0 より長い数に増やす 

oPEr 手動モード時は ON-OFF 制御システムは

使用できません 

バンドに合わして増やしてください 

CSEr チェックサムエラー、メモリ内の値が誤っ

て変更された可能性があります。 

コントロールパネル数値確認見直し 
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Vastex 保証 

ドク＃01-00-005B は 04/10/12 改訂しました 

（1） Vastex、以下だけのオリジナル請求書のコピーを保持し、問題の機器の本来

のエンドユーザーである元の「購入者」は、「売り手」ワラントと呼ばれ、 

日割り計算基準で材料や製造上の欠陥に対して、その新しい機器。保証期間は、購入

者への出荷日から始まり、だけで支払わ顧客に適用されます 

フル。次のように保証期間は次のとおりです。1 年 E-1000 のために、（F-フラッ

シュを含む）他のすべての完全な機械、15（15）年の赤外線ヒーター用（除く F-

ための 3 つの（3）年 

新しい乾燥機に Vastex によってインストールされている Flash）、交換用の赤外線

ヒーターのための 3 つの（3）年、および交換部品のための 1 年。ラバー毛布、電球

や露光装置のガラス 

使用中に着用するために特に対象となっています。摩耗は、この保証の対象となりま

せんが、唯一のメーカー上述のように欠陥が覆われています。Vastex ディーラーを

通じて行われたすべての販売しなければなりません 

保証交換が発行される前に、そのディーラーによって認定されます。 

（2）この保証は、すべての交通機関の料金は前払いで、買い手は、以下のアドレス

で、売り手への配送時に明示偶発的で、一部または部品があることを主張しました 

パラグラフ 1 に記載された上記の保証期間内の欠陥。欠陥部品や部品は Vastex の

裁量で修理または交換されます Internation- 

問題の機器が 1 未満（1）歳である場合等、Inc.は、それが欠陥部分が Vastex によ

って発行された RGA で、無償で顧客に出荷されます。defec- 

一部は30 日またはアカウント内でプリペイド Vastex貨物に戻って出荷されている

必要があり TIVE が請求されます。機器は年以上古い場合は、一部には、私たちの後

に出荷されます 

欠陥の一部を受け取ります。それは部品の動きを促進し、買い手に、ダウンタイムを

最小限にする必要があります場合は、交換部品は、COD ベースで提供されるものと

します。 

テストと分析は、一部に欠陥があると述べた売主またはそのサプライヤーが開示され

ていることにより、部品を言っている場合、コストは一部は日割り計算に基づき買い

手に返金されますと述べました。 

（3）特に指定のない限り、を除き、機器は「そのまま」販売されています。買い手

によって意図使用する機器の適合性の最終的な決意は、唯一であります 

買い手、売り手の責任は、適合性に関連する一切の責任を負わないものとします。 

（4）商品性や適合性の保証を含め、法律によって暗黙のすべての保証は、ここに記

載された保証期間に仕上がりと不良品に限られています 

段落 1。明示的保証および救済は、ここに含まれると、このような暗黙の限定保証は

唯一の保証および救済措置にのみ行われ、他のすべてのの代わりにされています 

いかなる場合で保証、保証、契約、およびその他の負債かどうか、明示的または黙示

的、および保証または販売者の他の債務の不履行のために他のすべての救済は、売り

手がしなければなりません 

間接的損害について責任を負います。 

何人、代理人、代理店、またはサービス代表者は、いかなる方法で本明細書の用語を、

変更、修正または拡張することを許可されていません。 

これらの条件は、当事者間の取引の重要な一部であり、同じに関して、それらの間の

完全な合意を構成しています。 

一部の州では、黙示の保証が偶発的、または結果的損害の除外または制限の持続時間

の長さに制限を認めていないので、上記の制限がかもしれません 

あなたには適用されません。 

この保証は特定の法的権利を与え、あなたはまた、州ごとに異なるその他の権利を有

していても良いです。 

赤外線ヒーターは、フルでのお支払いの領収書への出荷および偶発日から（3）年の

期間に覆われた交換部品のみです。 

欠陥のある証明しない限り、電気部品は、一度インストール戻すことはできません。 

ドキュメントを参照してください。具体的な販売条件と限定保証のため

01-00-015。 

ドキュメントを参照してください。V-2000HD のプリンターの保証のため

01-00-017。 

更新： 3 年間の保証 01/09/12 に V1000、ヒーターの保証 15 年の 2012 年 1

月 2 日まで。 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- ------------- 

販売および限定保証ドクの条項。＃01-00-015 

本契約の条項と、そのような申し出に基づいてプランを構成します。1.買い手の注文

は、売主の確認時に、買い手と売り手の間の合意を構成します。 

売主によるこのような受信確認後、購入者の注文は、配達の買い手によるキャンセル、

変更または量の減少、または懸濁液の対象とされないように先立っない限り 

アクション買い手は売り手の書面による同意を得ています。買い手の購入注文または

他の通信にこれと矛盾するにもかかわらず、当事者が拘束されることに同意します 

これらの利用規約。買主による製品の受け入れは、これらの利用規約の無条件の受け

入れを構成するものとみなします。 

2.売り手の承認及びこれらの販売条件と矛盾している買い手のためのこれらの条項、

条件および条項のいずれかが結合してはなりません 

売主にそう作られたすべての販売には適用されません考慮しなければなりません。文

書のいずれかの側の条項のいずれかの放棄、変更または改変があってはなりません 

売主が書面で合意しない限り、売主に拘束力をもちます。 

3.（a）は全ての価格には、別途具体的に、本明細書に記載のない限り、販売者の判

断で行うもの FOB 売主の工場と配信とルーティングの方法があります。任意の契約

にかかわらず 

運賃を支払うために、製品の納入は、共通のキャリアに本契約購入またはライセンス

のトラック運転手は買い手に配達を構成した日時を決定しなければなりません 

出荷及び輸送中の紛失や損傷のすべてのリスクは買主が負担します。買い手が共通の

キャリアまたはライセンスを受けたトラック運転手から商品を受け入れるように失

敗した場合、売主はしなければなりません 

バイヤーからの支払いを請求する権利。売主は買主が負担するために、ストレージの

ためのリスクおよび保険費用を含む費用を手配する（と買い手が支払うことに同意し

ます 

配信を受け入れるように失敗はパラグラフ 4 で述べた例外のいずれかが原因である

場合を除いて、要求に応じてこのような量）。 

（b）は支払いの条件はとして請求書に記載しなければなりません。 

4.配達が売り手の定期的な生産スケジュールに基づいて行われることが理解されま

す。あらゆる合理的な努力が必要な買い手の配信を満たすために行われます 

日付売り手は損害賠償責任を負わないか、又は何らかの好み、優先度、割当てまたは

送達を送達または遅延するための任意の失敗の理由により、デフォルトであるとみな

されます 

割当連邦、州またはローカルかどうか、政府によって発行されたため、またはを含む

がこれらに限定されないその制御を超えた原因、神や公共の敵の行為、Govern-の行

為 

MENT、火災、洪水、疫病、検疫制限、ストライキ、ロックアウト、貨物禁輸措置、

厳しい天候、材料や出荷スペースの使用不能、キャリアや一口の遅れ 

あらゆる下請業者のペンチや遅延。この段落で述べたような状況のいずれかが原因で

発生する配達に遅延する必要があり、納期のような拡張がしなければなりません 

例 circumstanced の下で合理的であると認めました。特にこの段落に記載されてい

ないイベントによって引き起こされる遅延する必要があり、被害は cancella-に制限

されます 

ペナルティなしで購入注文のション、および任意の必然的または偶発的損害に対する

一切の責任を持つ発注書上に堆積またはプリペイドいかなる金銭の返金。 

5.売主は、および/または売主によって引用された任意の価格の満了後に先立ちため

の売り手の受け入れへの価格を上昇させる権利を有します。 

6.書面に記載がない限り、売り手の価格は、販売、消費税、付加価値またはその他の

税金が含まれておりません。そのため、価格に加えて、本明細書中の任意の金額を指

定 

製品の以下の製造、販売、購入または使用に適用される現在または将来の販売、使用、

消費税、付加価値や他の税はその買主が支払った、または代わりにされなければなり

ません、 

買い手は税務当局に受け入れられる有効な非課税証明書で売主を提供しなければな

りません。 

7.売主は良いと認めたときに起因するか、その他の理由であるためすべての製品のた

めに支払う買い手の失敗のバイヤーに拡張任意のクレジットを取り消すために、任意

の時点で、権利を留保し、 

売主による十分なと、このような場合には、それ以降のすべての出荷台数は、売り手

の選択により配信に先立ってのために支払われなければなりません。 

8.（a）は売主の責任は、いかなる不良品の単位当たりの売主が表明した販売価格に

限定されるものとし、いかなる場合においても IN- 

CLUDE BUYER'S 製造コスト、逸失利益、のれん、他の特殊、間接的、偶発的また

は結果 

契約から生じた損害、本契約、購入者または使用や性能に関する製品の販売 

製品の。売主は、その裁量の修理で、交換または、そのような不良品のために（日割

り計算）バイヤーの信用を与えることがあります。 

（b）は、本明細書にこれと矛盾するにもかかわらず、売主は、買主からの書面によ

る通知で指定されていない製品との疑惑の欠陥について一切の責任を負いません 

マシンの出荷日三〇から六（36）ヶ月以内に売主。売主は、買主に限定のメーカー

から売主が受信したすべての保証に合格しなければなりません 

ほとんどの場合、12 ヶ月から 18 ヶ月で生活するコンポーネント、。 

買い手は製品のために全額支払っている場合を除き（C）売主は、この限定保証の下

で一切の責任を負いません。さらに、この限定保証は、購入者の deliv-に明示偶発的

です 

一緒に申し立てられた欠陥（複数可）を指定する陳述書で買い手への出荷の三〇から

六（36）ヶ月以内に売主、プリペイドすべてのコスト、欠陥部分（複数可）に ERY、。

どれか 

交換部品（複数可）COD ベースでバイヤーに出荷されなければなりません。 

（d）の売主は、特にすべての保証を除外し、THESE 本規約に明示的に記載されて

いる場合を除き、暗黙または、発現し、 

特売条件。売り手は、特定の目的に対する商品性および適合性の保証を放棄します。 

9.ここ出品者によって予約救済は、累積して、他の法的救済に加えなければなりませ

ん。この契約のいずれかの部分の違反の放棄は構成しないもの 

その条項のか、本契約の他の条項の継続または将来の違反の放棄。 

10.これらの規約は、当事者の完全な合意を構成しています。本契約の全部または一

部をいかなる改正、変更、改訂または放電がどんな力を持っていないものか 

当事者が書面に記載し、署名しない限り、効果はこれ。この契約は、売主の writ-せ

ずに、法律またはその他の操作によって自主的に買い手によって割り当て可能でなけ

ればなりません 

10 人の同意。 

11.この契約は準拠するものとペンシルベニア州の連邦の国内法に基づいて解釈され

るものとします。 

違反に対する任意のアクションを含むがこれらに限定されない、当事者間の契約の売

主による申し立てられた違反に対する任意のアクション、、にもかかわらず、逆にこ

こ 12 何か 

未収行動の日、このような原因から 1 年以内に買い手によって開始されない限り、本

明細書に記載の保証は、禁止されなければなりません。 

13.この契約は、の利益のために効力を生じるものと当事者は、モジュールに関して、

それぞれの後継者および譲受人を許可すると結合しなければなりません。 

いずれかの当事者によって与えられることに、この契約によって要求 14.すべての通

知は書面またはファックスで送付されなければならないと、このような他の最後の既

知のアドレスに宛てされなければなりません 
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	• あなたはドライヤーでを操作している部屋が十分に換気されなければなりません。 安全データシートを参照してください。

