
異常時の表示とその処置方法 
ホットライスディスペンサー（ＧＲＭ） 

 
 

容器センサ、飯センサ、前扉センサ、保温ボックスセンサ、シャッターセン

サ、昇降センサ、ホグシセンサ 
※緊急手段につき、２つ以上の非常モードを同時に設定することはできません。 
全ての非常モードは、電源を切ると解除されます。 

非常モードは機械トラブル時、修理までの間の緊急手段として搭載しています。 

非常モードへの入り方は、２通りあります。 

一つは、メニューから入る方法で、もう一つは、センサトラブルが生じた時にトラブ

ルに応じたヒントが自動的に表示され、そこで非常モードを選択して入る方法です。 

《非常モードメニュー》 

メニューから非常モードへ入る 

① 通常表示中に停止スイッチを長く押すと、メニュー

表示に切替わります。 

 

 

② メニューが表示されたら、▽スイッチで‘非常モー

ド’を選択し、○スイッチで決定します。 

 

 

③ 非常モード画面が表示されます。▽スイッチで‘説

明、選択、運転’を選択し、○スイッチで決定しま

す。 

 

④ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終

えると、選択画面になります。 

 

 

⑤ ▽スイッチで該当するトラブルを選択し、○スイッ

チで決定して下さい。 

 

 

 

 

 

  

 

⇒非常モード    △ 
 テストモード   ０ 
 データ設定モード０ 
         ０ 

■メニュー     ０ 
  ○決定  △▽選択 
 メニュー終了   押 
⇒運転方法    ▽ウ 

■非常モード    ０ 
  ○決定  △▽選択 
 終了       ０ 
⇒説明、選択、運転０ 

■説明（非常モード） 
機械故障時の緊急手段 
として搭載しています 
 △：戻る  ▽：次へ 

■選択   停止：終了 
  ○決定  △▽選択 
⇒容器センサ    ０ 

 飯センサ     ▽ 

⇒前扉センサ    △ 
 保温ボックスセンサ 
 シャッターセンサ０ 
 昇降センサ    ▽ 



異常時の表示とその処置方法 
ホットライスディスペンサー（ＧＲＭ） 

 
 

１．Ｈ－０３、Ｈ－０４が表示される 

① シャッタートラブルが発生しました。 

Ｈ－０３：シャッターセンサはオフです。 

Ｈ－０４：シャッターセンサはオンです。 

▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

② シャッターが動作したか確認して下さい。 

‘動作しなかった’を選択･･･③へ 

‘動作した’を選択･･･④へ 

 

③ 変量室一式が正常に組まれていないと、シャッター

が動かないことがあります。変量室一式を組み直し

て下さい。変量室内の飯は、飯排除運転（Ｐ．１０

参照）で排除できます。 

④ トラブル内容です。▽スイッチで次画面へ進んで下

さい。 

 

 

⑤ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終  

えると、トラブルに応じた非常モード画面になりま

す。 

 

⑥ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。 

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。 

寸動スイッチを押している間だけ、シャッターが 

動作します。下シャッタ－が閉じている状態から、再 

び閉じるまで大盛りスイッチを押して下さい。 

盛付け後、運転スイッチで次工程へ進みます。 

⑦非常モード設定中に、機械が停止している間は、下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

 

 

 

 

 

シャッタートラブルで 
す。シャッターセンサ 
はオフです：Ｈ－０３ 
停止：解除  ▽：対処 

シャッターは？   ０ 
⇒動作しなかった  ０ 
 動作した  △▽選択 
 再度試す   ○決定 

シャッター関連は正常 
に組んでいますか？正 
常ならＨ－０３が出る 
と連絡下さい  ○終了 

シャッターセンサ、ケ 
－ブル、マイコンのれ 
かに不具合があります 
 △：戻る  ▽：次へ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※シャッターセンサト 
ラブル寸動ＳＷで寸動 

■生産個数：  １０６

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：  １０６ 
※シャッターセンサト 
ラブル寸動ＳＷで寸動 
   有  有  ２５０ 



異常時の表示とその処置方法 
ホットライスディスペンサー（ＧＲＭ） 

 
 

２．Ｈ－０５、Ｈ－０６が表示される 

 

① 昇降トラブルが発生しました。 

Ｈ－０５：昇降原点センサはオフです。 

Ｈ－０６：昇降原点センサはオンです。 

▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

② 昇降部が動作したか確認して下さい。 

‘動作しなかった’を選択･･･③へ 

‘動作した’選択･･･④へ 

 

③ 昇降部が正しく組まれているか確認し、組み直し 

て下さい。異常がなければＨ－０５（Ｈ－０６）が

表示されるとご連絡下さい。 

 

④ トラブル内容です。▽スイッチで次画面へ進んで下

さい。  

 

 

⑤ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終

えると、トラブルに応じた非常モード画面になりま

す。 

 

⑥ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。 

ｇ調節は△▽スイッチで行って下さい。 

 

⑦非常モード設定中に、機械が停止している間は、下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

昇降トラブルです。昇 
降原点センサはオフで 
す。    ：Ｈ－０５ 
停止：解除  ▽：対処 

昇降モータがカチッと 
⇒鳴らなかった   ０ 
 鳴った   △▽選択 
 再度試す   ○決定 

昇降部関連は正常に組 
まれていますか？正常 
ならＨ－０５が出ると 
連絡下さい。  ○終了 

昇降原点センサ、ケー 
ブル、マイコンのどれ 
かに不具合があります 
 △：戻る  ▽：次へ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※昇降センサトラブル 
ｇ調節をして下さい。 

■生産個数：  ２１８

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：  ２１８ 
※昇降センサトラブル 
ｇ調節をして下さい。 
   有  有  ２５０ 
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３．Ｈ－０７、Ｈ－０８が表示される 

① 昇降トラブルが発生しました。 

Ｈ－０７：昇降パルスＡセンサはオフです。 

Ｈ－０８：昇降パルスＡセンサはオンです。 

▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

② 昇降部が動作したか確認して下さい。 

‘動作しなかった’を選択･･･③へ 

‘動作した’を選択･･･④へ 

 

③ 昇降部が正しく組まれているか確認し、組み直して

下さい。異常がなければＨ－０７（Ｈ－０８）が表

示されるとご連絡下さい。 

 

④ トラブル内容です。▽スイッチで次画面へ進んで下

さい。 

 

 

⑤ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終

えると、トラブルに応じた非常モード画面になりま

す。 

 

⑥ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。 

ｇ調節は△▽スイッチで行って下さい。 

 

 

⑦非常モード設定中に、機械が停止している間は、下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

昇降モータがカチッと 
⇒鳴らなかった   ０ 
 鳴った   △▽選択 
 再度試す   ○決定 

昇降部関連は正常に組 
まれていますか？正常 
ならＨ－０７が出ると 
連絡下さい。  ○終了 

昇降パルスＡセンサ、 
ケーブル、マイコンど 
れか不具合があります 
 △：戻る  ▽：次へ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※昇降センサトラブル 
ｇ調節をして下さい。 

■生産個数：  ３３０

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：  ３３０ 
※昇降センサトラブル 
ｇ調節をして下さい。 
   有  有  ２５０ 

昇降トラブルです。昇 
降パルスＡセンサはオ 
フです。  ：Ｈ－０７ 
停止：解除  ▽：対処 
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４．Ｈ－０９、Ｈ－１０が表示される 

① 昇降トラブルが発生しました。 

Ｈ－０９：昇降パルスＢセンサはオフです。 

Ｈ－１０：昇降パルスＢセンサはオンです。 

△▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

② 昇降部が動作したか確認して下さい。 

‘動作しなかった’を選択･･･③へ 

‘動作した’を選択･･･④へ 

 

③ 昇降部が正しく組まれているか確認し、組み直して

下さい。異常がなければＨ－０９（Ｈ－１０）が表

示されるとご連絡下さい。 

 

④ トラブル内容です。▽スイッチで次画面へ進んで下

さい。 

 

 

⑤ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終

えると、トラブルに応じた非常モード画面になりま

す。 

 

⑥ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。 

ｇ調節は△▽スイッチで行って下さい。 

 

 

⑦非常モード設定中に、機械が停止している間は、下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

  

 

 

 

 

 

昇降動作しましたか？ 
⇒動作しなかった  ０ 
 動作した  △▽選択 
 再度試す   ○決定 

昇降部関連は正常に組 
まれていますか？正常 
ならＨ－０９が出ると 
連絡下さい   ○終了 

昇降原点センサ、ケー 
ブル、マイコンのどれ 
かに不具合があります 
 △：戻る  ▽：次へ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※昇降センサトラブル 
ｇ調節をして下さい。 

■生産個数：  ３３０

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：  ３３０ 
※昇降センサトラブル 
ｇ調節をして下さい。 
   有  有  ２５０ 

昇降トラブルです。昇 
降パルスＢセンサはオ 
フです。  ：Ｈ－０９ 
停止：解除  ▽：対処 
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５．Ｈ－１１が表示される 

① ホグシ回転が一定時間を超えた時に表示されます。

（そのまま放置すると通常画面に戻ります。）▽スイ

ッチで次画面へ進んで下さい。 

 

② 変量ホッパー内に飯が十分あるか確認して下さい。 

‘なかった’を選択･･･③へ 

‘あった’を選択･･･④へ 

 

③ ホッパー内部に飯が入っていなければ、飯を入れ、

再度運転を行って下さい。生産を終えるならば、飯

排除運転（Ｐ.１０参照）で、変量室内の飯を排除す

ることができます。 

④ トラブル内容が表示されます。▽スイッチで次画面

へ進んで下さい。 

 

 

⑤ スイッチで次々と説明が表示されます。 

 

 

 

⑥ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。保

温ボックス内の飯が少なくなってきたら、大盛スイ

ッチを押して、飯を変量ホッパーに供給して下さい。 

 

⑪非常モード設定中に、機械が停止している間は、下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

飯待ち時間切れです。 
ホッパーの内部に飯が 
ありますか：Ｈ－１１ 
停止：解除  ▽：対処 

飯は十分ありますか？ 
⇒なかった     ０ 
 あった   △▽選択 
 再度試す   ○決定 

飯を入れるか、飯排除 
運転（運転ランプが点 
滅まで運転を押す）を 
用います。   ○終了 

飯センサ、ケーブル、 
マイコンのどれかに不 
具合があります。  す 
 △：戻る  ▽：次へ 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※飯センサトラブルブ 
寸動ＳＷでホグシ回転 

■生産個数：  ４０６

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：  ４０６ 
※飯センサトラブルブ 
寸動ＳＷでホグシ回転 
   有  有  ２５０ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 
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６．Ｈ－１２が表示される 

① ８回盛付けを行っても飯センサが反応し続けた時

にＨ－１２が表示されます。（そのまま放置すると

通常画面に戻ります。）▽スイッチを押し、次画面

へ進んで下さい。 

② 変量ホッパー内に飯が十分あるか確認して下さい。

‘なかった’を選択･･･③へ 

‘あった’選択･･･④ 

 

③ 飯ホッパーに飯が入っていなければ、飯を入れ、再

度運転を行って下さい。生産を終えるならば、飯排

除運転（Ｐ．１０参照）で、全ての飯を排除するこ

とができます。 

④ トラブルの内容が表示されます。 ▽スイッチを押

して、次画面へ進んで下さい。 

 

 

⑤ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終

えると、トラブルに応じた非常モード画面になりま

す。 
 

⑥ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで、非常モード運転が開始されます。  

 

 

 

⑦ 非常モード設定済みなら、機械が停止している間は下図の画面が交互表示されま

す。※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８回盛付動作しても飯 
センサが常にオンです 
。     ：Ｈ－１２ 
停止：解除  ▽：次へ 

飯センサ穴飯づまり？ 
⇒なかった     ０ 
 あった   △▽選択 
 再度試す   ○決定 

飯センサの穴につまっ 
ている飯を除去して下 
さい。       を 
       ○終了 

飯センサ、ケーブル、 
マイコンのどれかに不 
具合があります。  す 
 △：戻る  ▽：次へ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※飯センサトラブルブ 
寸動ＳＷでホグシ回転 

■生産個数：  ５９２

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：  ５９２ 
※飯センサトラブルブ 
寸動ＳＷでホグシ回転 
   有  有  ２５０ 
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運転ランプが点滅した 
ら容器を奥まで挿入し 
て下さい。     ０ 

       ○終了 

容器センサ、ケーブル 
、マイコンのいずれか 
に不具合があります０ 
 △：戻る  ▽：次へ 

７．Ｈ－１３が表示される 

① 容器を挿入しても盛付けを行なわず、‘容器を挿入し

て下さい’の表示（左図）が消えないときは、容器

センサトラブルです。シャッター寸動スイッチを押

して下さい。 

② シャッター寸動スイッチを押すと、トラブル内容が

表示されます。▽スイッチでトラブル対処へ進みま

す。 

 

③ 容器が奥まで挿入されているか確認して下さい。 

‘不十分’を選択･･･④へ 

‘十分’を選択･･･⑤へ 

 

④ ‘不十分’を選択した場合、容器を奥まで挿入すれ

ばトラブルは解消されます。○スイッチを押してト

ラブル表示を終了させ、運転スイッチを押します。      

運転ランプが点滅したら、容器を奥までしっかり挿

入して下さい。 

⑤ トラブルの内容が表示されます。▽スイッチを押し

て、次画面へ進んで下さい。 

 

 

⑥ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終

えるとトラブルに応じた非常モード画面になります。 

 

 

⑦ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。 

 

 

⑧ 左記の表示が出たら容器を挿入し、任意の盛付けス

イッチを押すと盛付けを行います。 

 

 

 

 

 

 

容器を挿入しているの 
に容器センサがオフで 
す。    ：Ｈ－１３ 
停止：解除  ▽：対処 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※容器センサトラブル 
盛付ＳＷがセンサ代行 

容器を奥まで挿入済？ 
⇒不十分      ０ 
 十分    △▽選択 
 再度試す   ○決定 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   ０ 
▽：非常モード説明へ 

■生産個数：    ４ 
容器を挿入し、盛付け 
のどれか押して下さい 
   無  有  ２５０ 

■生産個数：    ４ 
容器を挿入して下さい 
挿入済み→寸動を押す 
   有  無  ２５０ 
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容器センサ、ケーブル 
、マイコンのいずれか 
に不具合があります０ 
 △：戻る  ▽：次へ 

⑨ 非常モード設定済みなら、機械が停止している間は下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

 

 

 

 

 

８．Ｈ－１４が表示される 

① 容器を取り出しても、‘容器を取り出して下さい’の

表示（左図）が消えないときは、容器センサトラブ

ルです。シャッター寸動スイッチを押して下さい。 

 

② シャッター寸動スイッチを押すと、トラブル内容が

表示されます。▽スイッチでトラブル対処へ進みま

す。 

 

③ 容器センサ前に異物がないか確認して下さい。 

‘あった’を選択･･･④へ 

‘なかった’を選択･･･⑤へ 

 

④ 容器センサ前の異物を除去し、○スイッチを押して

トラブル表示を終了させたら、通常の運転を再開し

て下さい。 

⑤ トラブルの内容が表示されます。▽スイッチを押し

て、次画面へ進んで下さい。 

 

 

 

⑥ ▽スイッチで次々と画面が表示され、説明を全て終

えるとトラブルに応じた非常モード画面になります。 

 

 

⑦ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。 

 

 

■生産個数：    ６ 
機械・ヒーター停止中 
使用法はメニュー参照 
   無  有  ２５０ 

■生産個数：    ６ 
※容器センサトラブル 
盛付ＳＷがセンサ代行 
   無  有  ２５０ 

■生産個数：    ４ 
容器を取出して下さい 
取出し済→寸動を押す 
   有  有  ２５０ 

容器を取出したのに、 
容器センサがオンして 
います。  ：Ｈ－１４ 
停止：解除  ▽：対処 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※容器センサトラブル 
盛付ＳＷがセンサ代行 

容器センサ前に異物？ 
⇒あった      ０ 
 なかった  △▽選択 
 再度試す   ○決定 

容器センサ前の異物を 
除去して下さい。  し 
         ０ 

       ○終了 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   ０ 
▽：非常モード説明へ 



異常時の表示とその処置方法 
ホットライスディスペンサー（ＧＲＭ） 

 
 

⑧ 左記の表示が出たら容器を挿入し、大盛スイッチを

押すと盛付けを行ないます。 

 

 

⑨常モード設定済みなら、機械が停止している間は下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

 

 

 

 

９．Ｈ－１５（ホッパーフタセンサトラブル）が表示される 

ホッパーフタセンサトラブルの非常モードは、危険につき、当社専用となっています。 

当社に損害賠償を請求しないと誓約される責任者だけに予め通知された暗証番号 

がないと使用できません。 

このモード設定後は、危険ですので絶対にホッパーに手を入れないで下さい。 

① ホッパーフタを正常に閉じていないと、この表示が

出ます。ホッパーフタを正常に閉じると、通常画面

に戻ります。▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

 

② ホッパーフタの状態を確認して下さい。 

‘開である’を選択･･･③へ 

‘閉である’を選択･･･④へ 

③ ‘開である’を選択した場合、ホッパーフタを正常

に閉じると、トラブルは解消されます。○スイッチ

を押してもトラブル表示を終了させられます。 

④ トラブルの内容が表示されます。▽スイッチを押し

て、次画面へ進んで下さい。 

 

 

⑤ ▽スイッチで次々と説明が表示され、説明の次に続

けて非常モード使用条件が表示されます。 

 

 

 

 

■生産個数：    ４ 
容器を挿入し、盛付け 
のどれか押して下さい 
   有  有  ２５０ 

■生産個数：    ６ 
機械・ヒーター停止中 
使用法はメニュー参照 
   有  有  ２５０ 

■生産個数：    ６ 
※容器センサトラブル 
盛付ＳＷがセンサ代行 
   有  有  ２５０ 

ホッパーフタセンサが 
オフです。正常に閉じ 
ていますか？：Ｈ－１５ 
停止：解除  ▽：対処 

ホッパーフタの状態？ 
⇒開であるた 
閉である   △▽選択 

 再度試す    ○決定 

ホッパーフタセンサ、 
ケーブル、マイコンの 
どれか不具合あります 
 △：戻る  ▽：次へ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 

ホッパーフタを閉じてくだ

さい。       す 
      ○：終了 

  



異常時の表示とその処置方法 
ホットライスディスペンサー（ＧＲＭ） 

 
 

⑥ ⑤の続きです。▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

 

 

 

⑦ ⑥の続きです。▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

 

 

 

⑧ 当社に損害賠償請求をしないと誓約されるなら、‘使

用条件に同意する’を△▽スイッチで選択し、○ス

イッチで決定して下さい。 

 

⑨ △▽スイッチで暗証番号を合わせ、○スイッチで決 

定して下さい。 

 

 

⑩ 暗証番号が合えば、ホッパーフタセンサ非常モード

が開始されます。運転スイッチで運転が開始されま

す。 

 

⑪ 非常モードが設定されました。利用方法の説明です。

運転スイッチで非常モード運転が開始されます。 

 

 

⑦非常モード設定済みなら、機械が停止している間は下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※ホッパーフタセンサ 
異常運転中フタ開禁止 

■生産個数：１３０４

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：１３０４ 
※ホッパーフタセンサ 
異常運転中フタ開禁止 
   有  有  ２５０ 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※ホッパーフタセンサ 
異常運転中フタ開禁止 

■誓約       ０ 
  △▽選択  ○決定 
⇒使用条件に同意する 
 使用条件を拒否する 

■暗証番号入力   ０ 
         ０ 
  △▽選択  ○決定 
     停止：戻る 

危険につき当社専用で 
す。但し当社に損害賠 
償請求はしないと誓約 
 △：戻る  ▽：次へ 

される責任者だけ予め 
通知された暗証番号の 
入力で使用可能です。 
 △：戻る  ▽：次へ 



異常時の表示とその処置方法 
ホットライスディスペンサー（ＧＲＭ） 

 
 

１０．前扉トラブルが表示される 

前扉トラブルの非常モードは、危険につき、当社専用となっています。 

当社に損害賠償を請求しないと誓約される責任者だけに予め通知された暗証番号 

がないと使用できません。 

このモード設定後は、危険ですので絶対に前扉を開けて運転しないで下さい。 

① 前扉が開いていると、この表示が出ます。安全カバ

ーを閉じると、通常画面に戻ります。▽スイッチで

次画面へ進んで下さい。 

 

② 前扉を閉じているか確認して下さい。 

‘開いていた’を選択･･･③へ 

‘閉じていた’を選択･･･④へ 

 

③ ‘開いていた’を選択した場合、前扉を閉じると、

トラブルは解消されます。○スイッチを押してもト

ラブル表示を終了させられます。 

 

④ トラブルの内容が表示されます。▽スイッチを押し

て、次画面へ進んで下さい。 

 

 

⑤ ▽スイッチで次々と説明が表示され、説明の次に続

けて非常モード使用条件が表示されます。 

 

 

⑥ ⑤の続きです。▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前扉トラブルです。前 
扉が開いていないか確 
認して下さい。   い 
停止：解除  ▽：対処 

前扉の状態は？   ？ 
 開いていた    ０ 
⇒閉じていた△▽選択 
 再度試す   ○決定 

前扉センサ、ケーブル 
、マイコンのどれかに 
不具合があります。０ 
 △：戻る  ▽：次へ 

非常モードを用いると 
修理せずに使える可能 
性があります。   す 
▽：非常モード説明へ 

危険につき当社専用で 
す。但し当社に損害賠 
償請求はしないと誓約 
 △：戻る  ▽：次へ 

前扉を閉じて下さい。 
         ０ 

         ０ 
      ○：終了 



異常時の表示とその処置方法 
ホットライスディスペンサー（ＧＲＭ） 

 
 

⑦ ⑥の続きです。▽スイッチで次画面へ進んで下さい。 

 

 

 

⑧ 当社に損害賠償請求をしないと誓約されるなら、‘使

用条件に同意する’を△▽スイッチで選択し、○ス

イッチで決定して下さい。 

 

⑨ △▽スイッチで暗証番号を合わせ、○スイッチで決 

定して下さい。 

 

 

⑩ 暗証番号が合えば、安全カバー非常モードが開始さ

れます。運転スイッチで運転が開始されます。 

 

 

⑪非常モード設定済みなら、機械が停止している間は下図の画面が交互表示されます。 

※電源を切ると、非常モードは解除されます。 

 

 

 

 

１１．液晶に何も表示されず、ランプが異常点滅、または点灯する 

① 電源を一旦切って再投入後、運転して下さい。再び

同じ症状が出たら“この様な症状が出たら”の処置

を施して下さい。 

 

１２．メモリー電池トラブルが表示される 

① 停止スイッチを押すと、通常画面に戻り、通常通り

運転できますが、早めに電池交換を行なう必要があ

ります。弊社最寄の営業所までご連絡ください。 

 

 

■運転を押すと下記の 
 非常モード運転開始 
※前扉センサトラブル 
運転中は開けないこと 

■誓約       ０ 
  △▽選択  ○決定 
⇒使用条件に同意する 
 使用条件を拒否する 

■暗証番号入力   ０ 
         ０ 
  △▽選択  ○決定 
     停止：戻る 

■生産個数：３１４０

機械・ヒーター停止中

使用法はメニュー参照

   有  有  ２５０

■生産個数：３１４０ 
※前扉センサトラブル 
運転中は開けないこと 
   有  有  ２５０ 

される責任者だけ予め 
通知された暗証番号の 
入力で使用可能です。 
 △：戻る  ▽：次へ 

メモリー電池の交換が必要 
なのでご連絡願います 
停止：解除     有 

 


