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最初に 

安全性 
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VASTEXコンベヤドライヤーを購入いただき誠にありがとうございます。 
VASTEXは1960年以来、高品質の乾燥機を設計提供し、多くの知識と専門知識を持っています。 
VASTEXは、制御方法、モジュラー機能、空気の動き、ベルトなど、今日のコンベアオーブンに見られる
多くの知識を有し商品を開発しています。

出荷時にすべての荷物を検査し、損傷確認しています。

取扱説明書と安全指示は、操作する人が読んで理解する必要があります
Vastexコンベヤ乾燥システム。
•　オペレーターは、この装置を操作する前に、取扱説明書を読んで理解する必要があります。
　取扱説明書はオペレーターへのアクセスを容易にするための機器の近く置いてください。
•　VASTEXコンベヤーは、スクリーン印刷された材料の不燃性インクの硬化を目的としています。
　ほかの用途では使用しないでください。
　Vastex International、Incの許可がない限り、他の目的で使用してください。他の目的でこの機器を使用
　すると危険な場合があります
　この装置に損傷を与え、保証が無効になる場合があります。
•　この装置の周囲を作業領域として指定し、許可された従業員のみを許可することをお勧めします
　エリア内には
•　子供やペットは作業エリアに近づかないでください。
•　乾燥チャンバーの上に物を置かないでください。表面が熱くなっています！
•　機器を放置しないでください。
•　カバーまたはガードを取り外した状態でコンベヤまたは乾燥機を操作しないでください。
•　オペレーターは、乾燥機とコンベヤーの制御に理解している必要があります。
•　コンベヤベルトに過度の負荷をかけないでください。
•　生産を開始する前に、オペレーターはすべてのカバーとガードが所定の位置にあることを確認する
　必要があります。
　コンベア、および作業領域に障害物がない。
•　スイッチを入れ、コンベヤーベルトが動いていることを確認してから、熱をオンにします。
•　乾燥機を300°F（149°C）まで冷却するか、10～15分間熱をオフにしてから、コンベヤーをオフにします。
•　製造終了時は、必ずメインの切断時に電源を切ってください。
•　過度の振動、騒音、強い臭いや煙の発生などの異常な症状が発生した場合は、VASTEXコンベヤー
　をオフにして、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またはコンベヤーで詰まった場合は、VASTEXコンベヤーを直ちにオフにします
ベルト。
•　メイン切断の電源がオフになってロックアウトされるまで、カバーやガードを取り外さないでください。

•　クリーニングやメンテナンスを行う前に、メインの切断部で電源をオフにしてロックアウトしてください。
•　VASTEXコンベヤー乾燥システムの修理は、資格のある技術者のみが許可されている必要があります。



問題点 原因 対策
機能しない 電源が接続されていない

配線ミス
電源を接続する
配線再確認

ベルトが動かない ベルトヒューズ(S)が飛んでいる
スピードコントロール、
ベルトモーター不良

ベルトヒューズ(S)交換
販売店連絡

加熱しない ヒーター、ヒータコントロール
不良
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使用中の安定性、輸送、組み立て、テスト、および予測可能な故障について
D-100およびD-1000ドライヤーは予測可能なすべての条件下で本質的に安定しているように設計
されています。
このマニュアルに記載されている手順に従い、使用条件、組み立て、テストなど、ワークベンチ、テー
ブル、またはスタンドが安全にマシンの重量を支えられることを確認してください
安全な取り扱い、輸送、保管：
保管する前に、ドライヤーのプラグを抜き、冷ましてください。機械を取り扱いまたは輸送する場合、
次の重量と寸法に注意してください。
D-100：組み立て済み̶ 89ポンド（40.4 kg）; 46インチx 24インチx 24インチ（119 x 61 x 61 cm）
ボックス：＃1 ‒ 57ポンド（25.9 kg）; ＃2 ‒ 14ポンド（6.4 kg）; ＃3 ‒ 18ポンド（8.2 kg）;スキッドの箱：
115ポンド（52.2 kg）
D-1000：組み立て済み̶ 52.6 kg（116ポンド）、119 x 81 x 61 cm（46インチx 32インチx 24インチ）
ボックス：＃1 ‒ 17.2 kg（38ポンド） ＃2 ‒ 43ポンド（19.5 kg）; ＃3 ‒ 35ポンド（15.9 kg）;スキッドの
箱：137ポンド（62.1 kg）

調整とメンテナンス（故障または故障が発生した場合）
調整およびメンテナンス中の安全に注意してください。

乾燥機のメンテナンスまたは調整手順を開始する前に：
•　機械のヒーターがオンになっている場合は、熱制御をオフにしますが、
　ベルトはそのままにします。
　10～15分間、またはヒーターが300°F（149°C）以下に冷却されるまで稼働します。
　ヒーターが高温のときに停止すると、ベルトが損傷します。
•　調整またはメンテナンスを開始する前に、機械のスイッチを切り、電源を切断してください。
•　機械の電源が入っている間はメンテナンスを行わないでください。
•　パネルやガードを取り外した状態で機械を運転しないでください。
•　機械から出る衣類のインク温度を定期的にチェックしてください。 11ページの「操作」を参照
　アプリケーションの正しい温度を維持するために、必要に応じて温度制御を再調整します。
•　時々、ベルトのトラッキングを確認し、必要に応じて調整します。 9ページのステップ12を
　参照してください。
•　チェーンドライブのチェーンは、時間の経過とともに緩む可能性があります。時々チェーンの
　張りをチェックしてください
機械
•　ヒーターが冷えるまで待ってから、マシンをシャットダウンし、上記で説明したように電源から
　切断します
「調整およびメンテナンス時の安全性。」
•　以下のトラブルシューティングチャートに従ってください
•　グラフで問題が解決しない場合は、Vastexに連絡して追加のサポートを受けてください。

販売店連絡



 D-100 内容物
3個の梱包に分かれています

梱包 #1  コンベヤー部品

サイドパネル

トップカバー

サイドパネル

バックパネル

フロントパネル

ワイヤーカバーノブ

梱包  #3  フレーム部品梱包 #2  
赤外線ヒーター（16 x 16”）  

同梱金物
①ワイヤーカバー
②ノブ
②ヒーター取付金具
②ヒーターブラケット
40ブラック#8ネジ
①1/4、7/16”6角レンチ

コンベヤー組立

1) チェーンガード
ネジ6、2ベルトガード同梱

コンベヤーベルト 

ヒーター
取付金具
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D-1000 内容物

梱包#1フロントコンベヤー部品

サイドパネル

トップカバー

サイドパネル

バックパネル

フロントパネル

ワイヤーカバーノブ

梱包#3 フレーム、ヒーター部品

梱包#2リアーコンベヤー部品

駆動モーター
コントローラー
プーリー付き
リアコンベヤー 

同梱金物
①ベルト①チェーンガード
金物：ネジ6、ベルトガード2

ベルト調整ライナー
プーリー付き
フロントコンベヤー

赤外線ヒーター（16ｘ20”）

3個の梱包に分かれています

上記のように、付属の＃8ネジで
取付金具を取り付けます

取付金具

＃8ネジ

同梱金物
①ワイヤーカバー
②ノブ
②ヒーター取付金具
②ヒーターブラケット
40ブラック#8ネジ
①1/4、7/16”6角レンチ

ヒーター取付金物
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コンベヤー全体

ヒーター高さ調整ノブ  
(片側) 

ヒーター組立  

温度、スピード
調整、ヒューズ  

駆動チェーン

躯体組立  

ベルトガード 
(片側) 

ベルトアジャスター  
(片側) 

P/N 04-03-057  
(Fuse AGC 1 amp) 

P/N 04-01-008 (120V) 
P/N 04-01-009 (240V) 

P/N 04-01-004 (120V) 
P/N 04-01-005 (240V) 

P/N 04-02-005 

D100   p/n 04-06-065 
D1000 p/n 04-06-131 
D1000 extension belt 
            p/n 04-06-132 
 

コンベヤー

IR Heater VASTEXドライヤーの赤外線ヒーターは中波赤外線熱を発し、インクの硬化に最適です。
インクの種類に合わせてヒーターの高さと傾きは、チャンバーの側面にあるノブによって調整
されます。ヒーターの高さゲージにより、正確な高さ調整が可能です。

 HI-16-D100-120 
HI-16-D100-240 
HI-1620-D1000-120 
HI-1620-D1000-240 

躯体

コンベヤー組立
D1000-2部品 コンベヤー組立

D100-1部品 

Belt  
ベルトコンベヤーベルトはテフロンコーティングされたガラス繊維でできています。
アリゲーターレースで結合されています。通常ではベルトは燃えません。ヒータが
加熱している間はベルトは常に動いている必要があります。ベルトは、各プーリー
が中心なるようにセットする必要があります。
（調整手順については、ベルトの取り付けとトラッキングを参照してください。）

アライナーは、ベルト引いてプーリーに保持するための装置です。ベルトが移動するにつれて
アライナは左右に調整され、中央に配置されます。ベルトはプーリーの中心にありますが、
どちらの端にも掛からないようにしてください。プーリーコンベヤーの両端のプーリーは、
1/4インチの4½インチチューブのVASTEXで作成されています。それらは精密な回転するために
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。

ギアードモーター90ボルトDCギアモーターはコンベヤーの後ろにあります。
リアプーリーとベルトを駆動しますローラーと　＃25チェーン付き。
ベルト速度制御ノブを時計回りに回すと増加し、反時計回りに回すとベルト速度が減少します。

ノブカウンター
時計回りにカチッと音がしてオフになります。
Heat Control電源をオン/オフし、ヒーターの温度を変化させます。
ヒューズベルト駆動制御回路を保護します。
120V乾燥機には1つ、240V乾燥機には2つあります。

 
 
Aligner

 
Pulley 

 
Gear Motor  

 
Belt Speed Control 

 
 
Heat Control  
 
 
 
Fuses  
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D1000 コンベヤードライヤー組立

内側と外側のジョイナープレート
を同時に止めます

注：D100コンベヤは1体で組み立て済みです

オプション D1000コンベヤー用10” 延長フレーム

両側とも6本のネジで止める

片側6つのネジを外しますシートメタルネジ (3 or 4 両側) 

前 後
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D1000コンベヤには2つの大きな部品があります。スライドさせ
ながらジョイナープレートを位置を合わせながら同時に6つの
ネジを挿入します。以下に示すように、両側にネジを締めます。

オプションのD-1000コンベヤーエクステンションの手順は次のとおりです。すべての電源を切断します。 両側
にある3つまたは4つの板金ネジを使用して、乾燥チャンバーを取り外します。 別のコンベヤーベルト。 6本のネ
ジでコンベヤの前半分と後半分を取り外します。

フロントとリアのコンベヤセクションを分離します。 内側と外側のジョイナープレートの位置に注意して、10インチの
コンベアエクステンションを挿入します。 付属のネジでエクステンションを前後のコンベアセクションに取り付けます。 
コンベヤベルト延長ピースを接続します。 板金ねじを介して乾燥室をコンベヤに交換します。 電源を再接続します。



組立 

 

(3) シートメタルネジ取付
(両側) 

フロントパネルを左側パネルに取付 バックパネルを左側パネルに取付

前、後パネルを右側取付

(4) ヒータ取付
ネジ(2 両側)  
ヒーターを通してタブを押します

ヒーター線はチャンバーの後ろにあります

締めすぎに注意チャンバーの組み立てとヒーターの取り付け

フロントパネル

バックパネル

サイドパネル

1B 2 

3 4 

5 6 

See Pg. 5 
ヒーターアセンブリ

ポインター スペーサー

ノブ　　ボルト

ウエルドナット 6角ナット
1A 

ヒータ取付
金具
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用意するツール: 
注：1/4インチおよび7/16インチのフラットプレートレンチが付属しています。
もしくは1/4インチナットドライバ（推奨）
または1/4インチソケットおよびラチェット（6.5mm）
7/16インチレンチオープンエンド（11mm）、ベルトアライナーの調整用。

1A）ノブとボルトをポインターとスペーサー
を通して両側のパネルの外側に取り付けます。 
上に示すように、反対側の溶接ナットと六角ナ
ットに接続します。



組立続き

コンベヤーにチャンバーを取付

コーナーチャンバー4カ所調整タブ。 
シートメタルネジ取付
(3 or 4 両サイド) 

前

後

印刷面 

ヒーター組立ネジ
(2 両面) 

7 

8 

9 
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ヒーターと取り付けピンが取り付けられており
、背面に向かって配線されています。チャンバ
ーをコンベアに配置します。
チャンバーのコーナー位置合わせタブは、コン
ベヤーの切り欠きにスライドします。 ヒーター
線はコンベヤーの後ろにあることに注意してく
ださい。 チャンバーをコンベヤーに（6）ネジ
で、両側に3つずつ取り付けます。

3本のワイヤーをまとめてコ
ンベヤーベッドの穴に通しま
す。
最初に茶色のワイヤー、次に
緑のワイヤーを遠します。
ワイヤーを引っ張って接続し
ます

注：ヒーターを接続するには、電源コードを外し、
ベルトを外す必要があります。ベルトを取り付けず
に乾燥機を操作しないでください。

先に進む前に、ヒーター取り付けピンが取り付
けられていることを確認してください。 図のよ
うに、コンベヤーを注意深く横に置きます。



組立

ヒーター結線
! 

リング金具

10A 

10B 

ブレース  
アライナーバー

11 

11 
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ヒーターワイヤー（茶色のワイヤ
ー）にはコネクターが付いていま
す。 どちらかのワイヤーを熱制御
装置のどちらかの開いた端子（左
側に表示）に取り付けます。
どの端子にどのワイヤを接続して
もかまいません。 コネクタをヒー
トコントロールのタブに合わせ、
完全に装着されるまでしっかり押
します。 それ以上に押すことはで
きません。確実に接続が必要です
。 各コネクタを軽く引っ張り、タブ
にしっかりと固定していることを
確認してください。

アース線の接続については、
写真10Bを参照してください

ワイヤーの少々ゆとりをもたせて、コンベ
ヤーベッドの穴に戻します。

10B。 アース線接続
蝶ナットとロックワッシャーを取り外します。
緑色のアース線を、リング端子を図のように
向けて、アーススタッドに配置します。 ロック
ワッシャーと蝶ナットで固定します。ナットを
しっかりと締めます。

アース取付金具

ベルトの取り付けと追跡
ベルトの取り付け
1）乾燥機を横にした状態で、ベルトをアライナバーと両方のブレースに
通します。
2）ドライヤーを慎重に足に戻します。
3）ベルトの端を揃え、ベルト接続ピンを挿入します。 下の拡大図を参照
してください。
4）両方のローラーの中央ベルト。 ベルトアライナーの両側を均等に約
1-1 / 2インチ上げます。
ベルトに張力をかけすぎないでください。ドライブプーリーのベルトスリ
ップをなくすのに十分な張力をかけます。

ベルトの端を揃えます。
ベルト接続ピンを挿入します。
必要に応じてピンの端を調整できます



組立 

左側

右側

ベルトトラッキング
調整ボルト 

12 

ベルトを左に移動するには

ベルトを右に移動するには
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ベルトトラッキング
組み立てが完了し、乾燥機が平らな面に置かれた後に実行して
ください。
ベルトを両方のローラーのできる限り中央に近づけてください。
トラッキングプロセス中は、コンベアを放置しないでください。
1）コンベヤーが速いスピードで動いている間にローラーの位置
に調整します。
2）ベルトアライナーを片側に上げると、ベルトが反対方向に移
動します。 バーを下げると、ベルトがその側に移動します。
3）小さな調整を行い、アジャスターボルトを1/4回転させます。
ベルトを調整します。

ベルトがローラーから外れないようにしてください。ベルトが損傷す
る可能性があります。 必要に応じてベルトトラッキングを調整します。

ドライヤー正面（挿入側）

ドライヤー正面（挿入側）

ボルトを反時計回りに回し、
アライナーローラーのこちら側を
下げます ボルトを時計回りに回して、

アライナーローラーのこちら側を
持ち上げます

ボルトを時計回りに回して、
アライナーローラーの
この側を持ち上げます

ボルトを反時計回りに回し、ア
ライナーローラーの
こちら側を下げます

ボトムナットを締めすぎないでください。



高温タイラップ

Carefully position wires  
behind wire cover, attach cov-
er with (2) screws. 

(6) Sheet Metal 
Screws (3 each side) 

13 14 15 

チェーンガードを取り外した状態でドライヤーを操作しないでください。

ベルトガード (両側) 

チェーンガード

16 

組立 
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ゆっくりとワイヤーを引き上げて、コンベヤーベ
ッドの下から余分なワイヤーを取り除きます。
ワイヤーの動きを制御するために、図のように
高温タイラップを置きます。 タイラップから余
分な材料を切り取ります。

(2) シートメタル

ワイヤをワイヤカバーの後ろに取付けます。
（2）ネジでカバーを取り付けます。

すべてのヒーター線の接続が完了したら、
上部カバーを取り付けます。

チェーンガードとベルトガードの取り付け

ドライヤーを操作する前にチェーンガードを取り付ける
必要があります。 ガードの下部にあるタブをドライブチェ
ーンの下のスロットに取付けます。 ガードを上に回転さ
せ、（2）板金ネジでコンベヤに固定します。

ベルトガードは、コンベアの背面の両側に取り付けます。 
（2）板金ねじでコンベヤに固定します。



電気的要件 

D-100 
120 Volt 15 Amps  
Nema 5-15R  Receptacle 

D-100 and D-1000 
240 Volt 15 Amps  
Nema 6-15R Receptacle 

コントロール

(北米標準コンセント) 

D-1000 
120 Volt 20 Amps  
Nema 5-20R  Receptacle 
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モデル：リストされているプラグとコンセントは、国内（米国）モデル用です。 国際モデルには、
その国に合わせた電源コードが付属しています。
D-100 / 120ボルト、12.5アンペア、1.63 KW
新しい商用デューティ5-15Rコンセントを備えた専用の15アンペア回路が必要です。
D-1000 / 120ボルト、16.5アンペア、2.05 KW
新しい商用デューティ5-20Rコンセントを備えた専用の20アンペア回路が必要です。
D-100-240 / 240ボルト、6.3アンペア、1.63KW
D-1000-240 / 240ボルト、8.6アンペア、2.05 KW
良質の6-15Rコンセントが必要です。 （利用可能ないくつかの国際プラグ）

可変熱制御
コントロールには、LO-2-3-4-5-6とHIの位置があります。
コントローラーはヒーターへの電源をオン/オフして温度を
変化させます。 コントロールの数字が大きいほど、オンサイ
クルが長くなり、オフサイクルが短くなります。 「HI」ポジショ
ンはフルパワーです。

ライトオンヒート
この赤いライトはコントローラーに配線されています。 コン
トローラが故障した場合でも、コントロールがオンになると
点灯します。

ベルト速度制御
時計回りに回すとベルト速度が上がり、反時計回りに回すと
ベルト速度が下がります。

ヒューズ
ベルト制御回路を保護、（1）アンプAGC高速ブロー
120ボルト用の1つのヒューズ。
240ボルト用の2つのヒューズ。



ドライヤーの操作 

温度設定  

ヒーターON

: 

ヒーター高さ設定

ベルトスピード設定

: 

電源ON

ベルト経路を確認 コンベヤとベルトから不要な物体を取り除きます。

モーターの近くにあるコンベヤーのベルト速度コントロールでベルト速度を設定します。

可変加熱制御ダイヤルをHIで10～15分間回して、乾燥機が暖まるようにします。

コンセント入れる:   

起動手順

ブレーカーOFF

コンベヤーOFF

ヒータOFF  

終了手順
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ブレーカーとドライヤーのコントロールがオフになっていることを確認してくださ
い。ドライヤーを適切な定格のコンセントに差し込み、ブレーカーをオンにします。

プラスチゾルの赤外線硬化：
プラスチゾルインクは、約20～30秒で完全に硬化します。ほとんどのインクは、硬化して衣類に溶けるために、全体で320°-330 
F（160°-165°C）を達成する必要があります。インクが濃いほど、衣服まで完全に硬化するためには、トップスキンをより高温にす
る必要があります。
排気と水性インク：（動力付き排気が推奨されます）
インクが硬化する前に水/湿気を蒸発させる必要があるため、水性製品はプラスチゾルよりも硬化に時間がかかります。完全な
硬化または放電を実現し、衣服に損傷を与えないための硬化時間は50～90 *秒です。時間が長くなるにつれて、衣服を焦げる
のを防ぐために温度を下げる必要があることに注意してください。
*実際の硬化時間は、衣服の水分と色、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。 3つの変数すべて
を使用して、適切な治療を保証しながら生産を最大化する必要があります。

乾燥機が接続された状態で、可変制御タイマーを希望の設定に回転させます。 多くの場合、適切な
硬化を実現するには、HIで乾燥機を稼働させ、ベルト速度とヒーターの高さを調整するのが最善です

作業に適したヒーターの高さを設定します。 加熱室の両側には、ヒーターを上下させるノブがあります。 
ヒーターの高さは、衣服の上約2インチ-3インチで実行することをお勧めします。 ヒーターは、帽子のよう
な平らでないサブストレートを硬化させるための角度で実行できます。

ベルト速度制御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速度が下がります。 プラチゾ
ルインクの場合、適切な開始点はチャンバー内で20～25秒です。 ダイヤル番号は参照用です。 それらは
チャンバー内の秒を表すものではありません。

操作のヒント
 機械の稼働中は、ヒーターが149°C（300°F）を超えている間、ベルトを動かす必要があります。
ドライヤーがフル温度に達するまで約15分かかります。
衣類が10分間以上乾燥機を通過していない場合は、乾燥機のヒートコントロールを「4」以下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。
乾燥機の出口で定期的にインク温度を確認してください。
印刷された画像の外側のインクの温度を確認することをお勧めします。
  レーザーガンで温度を確認するときは、インクが発熱体の下にある間にインクを噴射します。

ヒートコントロールをオフにします。 コンベヤを停止する前に、ヒーターを10～15分間冷却します。 
ベルトが損傷するのは、高温のままでコンベヤを停止するためです。

乾燥機が300°F（149°C）以下に冷めたら、ベルト速度をオフの位置まで下げます。 コンベヤベルトの
速度を次のシフトに設定したままにする場合は、この手順をスキップします。

各シフトの終わりに乾燥機を制御するブレーカーをオフにし、コンセントからプラグを抜きます。



たるみの上限 たるみの下限

チェーン張力が重要
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過度の張力は摩耗やチェーンの過負荷を加速させ、過度のたるみはチェーンの荒い動作を引き
起こし、チェーンがスプロケットの歯を飛ばして壊滅的な故障を引き起こす可能性があるため、
適切なチェーン張力は許容可能な耐用年数を達成するために重要です。 Vastexドライブの場
合、チェーンのスラックスパンの総移動量（総移動量の上下）は、0.25～0.38インチでなければな
りません。 写真は以下をご覧ください。

たるみ上下合
計は0.25～
0.38インチ



Vastex Warranty
Doc#01-00-005D Revised 2/20/2018 

(1.) Vastex, hereinafter referred to as “seller” warrants only to its original “purchaser”, who holds a copy of the original invoice and is the original end user of the equipment in question, its 
new equipment against manufacturer defects in materials or workmanship on a pro-rated basis. Warranty period begins from date of shipment to the buyer and will only apply to customers 
paid in full. Warranty periods are as follows: one (1) year for E-1000, three (3) years for all other complete machines (including F-Flash), fifteen (15) years for infrared heaters (excluding F-
Flash) installed by Vastex in a new dryer, three (3) years for replacement infrared heaters, and one (1) year for replacement parts. Rubber blankets, light bulbs and glass on exposure units 
are particularly subject to wear while in use. Wear is not covered by this warranty but as stated above only manufacturers defects are covered.  All sales made through Vastex dealers must 
be certified by that dealer before a warranty replacement is issued. All equipment is thoroughly tested and inspected before packaging. This warranty does not cover minor cosmetic 
damages that occur during shipment that do not affect the functionality of the equipment. 

(2.) This warranty is expressly contingent upon the buyer delivering to seller, at the address below, with all transportation charges prepaid, the part or parts claimed to be 
defective within the above mentioned warranty periods stated in paragraph one.  The defective part or parts will be repaired or replaced at the discretion of Vastex International, 
Inc. If the equipment in question is less than one (1) year old, it will be shipped to the customer at no charge, with an RGA issued by Vastex for the defective part.  The defective 
part must be shipped back to Vastex freight prepaid within 30 days or the account will be billed.  If the equipment is more than a year old, the part will be shipped after we 
receive the defective part.  If it’s necessary to expedite the movement of parts and to minimize down time to the buyer, the replacement part shall be supplied on a C.O.D. basis. If 
testing and analysis of said part by the seller or its supplier discloses that said part is defective, the cost of said part will be refunded to the buyer on a prorated basis.

(3.) Except as otherwise provided herein, the equipment is being sold “as-is”. Final determination of the suitability of the equipment for the use contemplated by the buyer, is the sole 
responsibility of buyer, and seller shall have no responsibility in connection with the suitability.

(4.) All warranties implied by law, including the implied warranties of merchantability and fitness are hereby limited to manufacturer defects in materials or workmanship during the
warranty period stated in paragraph one. The express warranty and remedies contained herein and such implied limited warranties are made solely to the sole warranties and remedies and 
are in lieu of all other warranties, guarantees, agreements, and other liabilities, whether express or implied, and all other remedies for breach of warranty or any other liability of seller, in no 
event shall seller be liable for consequential damages.

No person, agent, distributor, or service representative is authorized to change, modify or extend the terms hereof in any manner whatsoever.
These terms and conditions are an essential part of the transaction between the parties and constitute the entire agreement between them with respect to the same.
Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts of the exclusion or limitation of incidental, or consequential damages, so the above limitation may not 
apply to you.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
Infrared heaters are the only replacement parts covered for a period of (3) years from date of shipment and contingent to receipt of payment in full.

Electrical components cannot be returned once installed unless proven defective.
Please refer to doc. 01-00-015 for specific terms and conditions of sale and the limited warranty.
Please refer to doc. 01-00-017 for V-2000HD printer warranty.

Updates: V1000 to 3 year warranty 01/09/12, Heater warranty to 15 years 01/02/2012.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND LIMITED WARRANTY    Doc.#01-00-015

1.  Buyer’s order will constitute an offer in accordance with the terms hereof and such offer, upon acknowledgment of Seller, will constitute the agreement between Buyer and Seller. 
Buyer’s order after such acknowledgment by Seller will not be subject to cancellation, change or reduction in amount, or suspension by Buyer of deliveries, unless prior to such 
action Buyer has obtained  Seller’s written consent. Notwithstanding anything to the contrary in Buyer’s Purchase Order or other communications, the parties agree to be bound by 
these Terms and Conditions. Acceptance of the product by the Buyer shall be deemed to constitute unconditional acceptance of these Terms and Conditions.  
    

2.  Any of these terms, conditions and provisions of Buyer’s order which are inconsistent with Seller’s acknowledgment and these Terms and Conditions of Sale shall not be binding on 
the Seller and shall be considered not applicable to any sale so made. No waiver, alteration or modification of any of the provisions on either side of the document shall be binding 
upon Seller unless agreed to in writing by Seller.

3. (a) All prices are F.O.B. Seller’s Plant and method of delivery and routing shall be at Seller’s discretion, unless specifically otherwise stated herein. Notwithstanding any agreement 
to pay freight, delivery of products purchased hereunder to a common carrier or licensed trucker shall constitute delivery to Buyer and be determinative of the date and time of 
shipment and all risk of loss or damage in transit shall be borne by Buyer. If the Buyer fails to accept the goods from the common carrier or licensed trucker, the Seller shall be 
entitled to claim payment from the Buyer. Seller shall arrange for storage, the risk and the cost, including insurance costs, to be borne by the Buyer (and Buyer agrees to pay 
such amounts upon demand) except if the failure to accept delivery is due to any of the exceptions noted in Paragraph 4. 

(b) Terms of payment shall be as stated on invoice.
4.  It is understood that deliveries will be made in accordance with Seller’s regular production schedule. Every reasonable effort will be made to meet the Buyer’s required delivery 

dates but Seller will not be liable for damages or be deemed to be in default by reason of any failure to deliver or delay in delivery due to any preference, priority, allocation or 
allotment order issued by the Government, whether Federal, State or local, or causes beyond its control including but not limited to, Acts of God or a public enemy, acts of 
Government, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, strikes, lockouts, freight embargoes, severe weather, unavailability of materials or shipping space, delays of carriers or 
suppliers or delays of any subcontractors. Should delay in delivery be caused by any of the circumstances mentioned in this paragraph, such extension of the delivery period shall be 
granted as is reasonable under the circumstanced of the case. Should delay be caused by an event not specifically mentioned in this paragraph, damages will be limited to 
cancellation of the purchase order without penalty, and refund of any monies deposited or prepaid on the purchase order with no liability for any consequential or incidental damages.

5.  Seller reserves the right to increase the prices prior to Seller’s acceptance of order and/or after expiration of any price quoted by Seller.
6.  Unless otherwise stated in writing, Seller’s prices do not include sales, excise, value-added or other taxes. Consequently, in addition to the price specified herein, the amount of any 

present or future sales, use, excise, value-added or other tax applicable to the manufacture, sale, purchase or use of the products hereunder shall be paid by Buyer, or in lieu thereof, 
Buyer shall provide Seller with a valid tax exemption certificate acceptable to the taxing authorities.

7.  Seller reserves the right, at any time, to revoke any credit extended to Buyer because of Buyer’s failure to pay for any products when due or for any other reason deemed good and 
sufficient by Seller and in such event, all subsequent shipments shall be paid for prior to at delivery at Seller’s option.

8.  (a) SELLER’S LIABILITY SHALL BE LIMITED TO SELLER’S STATED SELLING PRICE PER UNIT OF ANY DEFECTIVE GOODS AND SHALL IN NO EVENT 
INCLUDE BUYER’S MANUFACTURING COSTS, LOST PROFITS, GOODWILL, OR ANY OTHER SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, ARISING OUT OF THE AGREEMENT, THIS CONTRACT, THE SALE OF THE PRODUCTS TO THE BUYER OR THE USE OR THE PERFORMANCE 
OF THE PRODUCTS.  Seller may at its discretion repair, replace or give the Buyer credit (pro-rated) for such defective products.

(b) Notwithstanding anything herein to the contrary, Seller shall have no liability for alleged defects with the products which are not specified in written notice from the Buyer to the 
Seller within thirty-six (36) months from the date of shipment of machines. Seller shall pass to Buyer any warranty received by Seller from the manufacturer of Limited Life 
Components, which in most cases is 12 to 18 months.

(c) Seller shall have no liability under this Limited Warranty unless Buyer has paid in full for the products. Further, this Limited Warranty is expressly contingent on Buyer’s 
delivery to Seller, all costs prepaid, the defective part(s) within thirty-six (36) months of shipment to Buyer, together with a written statement specifying the alleged defect(s). 
Any replacement part(s) shall be shipped to Buyer on a C.O.D. basis.

(d) SELLER SPECIFICALLY EXCLUDES ALL WARRANTIES, EXPRESSED, IMPLIED OR OTHERWISE, EXCEPT AS STATED EXPLICITLY IN THESE TERMS AND 
CONDITIONS OF SALE. SELLER DISCLAIMS THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

9. The remedies herein reserved by Seller shall be cumulative and in addition to any other legal remedies. No waiver of a breach of any portion of this contract shall constitute a waiver 
of continuing or future breach of such provision or of any other provisions hereof.

10. These Terms and Conditions constitute the entire agreement of the parties. No amendments, changes, revisions or discharges hereof in whole or in part shall have any force or effect 
unless set forth in writing and signed by the parties hereto. This contract shall not be assignable by Buyer voluntarily by operation of law or otherwise without Seller’s written 
consent.

11. This contract shall be governed and shall be construed according to the domestic laws of the Commonwealth of Pennsylvania.
12. Anything herein to the contrary notwithstanding, any action for alleged breach by Seller of the contract between the parties, including but not limited to any action for breach of the 

warranties herein set forth, shall be barred unless commenced by Buyer within one (1) year from the date such cause of action accrued.
13. This agreement shall inure to the benefit of and be binding upon the parties hereto, their respective successors and permitted assigns.
14. All notices required by this contract to be given by either party shall be sent in writing or by facsimile and shall be addressed to the last known address of such other 

party. Notices shall be deemed to have been received on the fifth business day following deposit in the mail.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 

VASTEX   7 EMERY ST 
INTERNATIONAL BETHLEHEM, PA. 18015 USA
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