




㈱ＩＨＩ物流産業システムは、この取扱説明書記載の指示事項をお守りいただけなかっ
たり、装置を改造、あるいは運転・保守作業にあたり、通常必要とされる注意または
用心をされないで生じた損害または障害に対しては一切責任を負いません。

重要なお知らせ

●

本装置は、国内での使用を前提にしています。従って、海外諸国での安全規格等の適用・
認定等は実施していません。

●

本取扱説明書は、日本語を母国語とする人を対象に作成しています。日本語を母国語と
しない人が本装置を取扱う場合は、取扱者に対して安全指導を徹底してください。

●

目次

障害の発生を避けるため、本来の使用目的以外の装置の使用やこの取扱説明書に述べ
ている以外の運転・保守作業はおやめください。

●

本装置を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を装置に添付してお渡しくだ
さい。

●

この取扱説明書の内容は装置改良のため、予告なしに変更する場合があります。●

装置とこの取扱説明書のイラストとは異なることがあります。またイラストの一部は、
装置内部の説明を容易にするために省略していることがあります。あらかじめご了承
ください。

●

この取扱説明書の最後に『保証書』が付いています。『保証書』は再発行致しませんので、
紛失しないように大切に保管してください。

●

この取扱説明書を紛失または損傷された場合には、速やかに当社にご注文ください。●
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本装置は電磁両立製について、電気用品安全法に適合していますが、微弱な信号を扱う
装置を近くで使用した場合、本装置から発生する電磁ノイズにより誤作動することがあり
ます。同時に使用することが必要な場合には、誤作動について事前にテストしてください。





販　売　名

電気定格

医療機器届出番号
分　類

一般的名称

スリッパ殺菌ディスペンサー

33B2X10006000001
一般医療機器
器具除染用洗浄器

AC100V　50/60Hz（スイッチによる切換式）
60VA

幅341×奥行445×高さ1207mm
31kg

100μW／cm2以上
10足

10～40℃
30～85%RH
700～1060hPa
10～40℃
30～85%RH
700～1060hPa

定格電圧・周波数
定格電源入力
外形寸法
重量

紫外線照射量
スリッパ収納数

温度
湿度
気圧
温度
湿度
気圧

外寸・重量

性能

使用環境

保存・
輸送環境
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取扱説明書　1部

案内文　1枚

保護シート　1枚
スポンジ　1個

（5）付属品

（6）定期交換部品

品　名 定期寿命

紫外線ランプ15W(型式GL15)×1灯
　　　　　  6W(型式GL6)×2灯 3,000h

グローランプ15W(型式FG1E)×1灯
　　　　　　　6W(型式FG7E)×2灯 点灯回数　6,000回

スリッパ 約1年間

交換部品は、装置お買い求めの販売店へご注文ください。

フード　1個

スリッパ殺菌ディスペンサー

取扱説明書

シキリバン　1個

クリーナ　1個

『スリッパ返却時のご案内』
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4 使用方法
（１）起動スイッチを入れる

（2）スリッパの取り出し

起動スイッチ
装置後ろ側の起動スイッチを入れてくだ
さい。
装置を使用しない時は、起動スイッチを
切ってください。

スリッパ取り出しスイッチを押してください。
スリッパ排出口よりスリッパが出てきます。

（3）スリッパの返却
スリッパ返却口に、つま先を奥に向けて置いてください。自動的に装置内部に収納されます。
付属品に『スリッパ返却時のご案内』がありますので、装置の近くに置いてご利用ください。

●スリッパを逆向き･横向きなど、正しい方向以外で返却した場合。
●返却口にきちんと収まっていない場合。
●スリッパを押し込んだ場合。
●スリッパが変形している場合。

下記の場合スリッパが正常に収納されませんのでご注意ください。

切 入
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7 定期交換および製品、部品の廃棄について

警告

（1）紫外線ランプ（15W）の交換

保守作業は、必ず電源コードをコンセントから抜いて行ってください。

パチン錠を解除し、フロントウィンドーを開けます。1.

右図の位置にある紫外線ランプ（15W）を手で90°
回して取り外します。

2.

新しい紫外線ランプ（15W）を元の位置にはめ込み、
90°回します。

3.

（2）グローランプ（15W）の交換

パチン錠を解除し、フロントウィンドーを開けます。1.

前項右図の位置にあるグローランプ（15W）を手で回して取り外します。2.

新しいグローランプ（15W）を取り付けます。3.

フロントウィンドー

紫外線ランプ
（15W）

パチン錠

グローランプ
（15W）

装置の性能を維持するために紫外線ランプ・グローランプの定期交換（7P）が必要になります。

●グローランプ（15W）は型番が「FG-1E  10～30型」のものを使用してください。
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（3）紫外線ランプ（6W）の交換

スリッパ排出扉を開いておきます。1.

右図の位置にある紫外線ランプ（6W）を手で90°回
して取り外します。（左右に各1本あります）

2.

新しい紫外線ランプ（6W）を元の位置にはめ込み、
90°回します。

3.

●ソケット部（樹脂製）は割れやすいので注意してください。

（4）グローランプ（6W）の交換

パチン錠を解除し、フロントウィンドーを開けます。1.

右図の位置にあるグローランプ（6W）を手で回して
取り外します。（左右に各1個あります）

2.

新しいグローランプ（6W）を取り付けます。3.

●グローランプ（6W）は型番が「FG-7E  4～10型」
　のものを使用してください。

（5）製品の廃棄について

（6）部品の廃棄について

●事業所でのご使用の場合は、産業廃棄物処理業者に依頼してください。

●ご家庭でのご使用の場合は、自治体の処理方法にしたがってください。

●本製品のUVランプ（３本）には、水銀を微量含有しています。
　廃棄物処理法、自治体の指針に従い、適切に処理してください。

グローランプ（6W）

紫外線ランプ（6W）
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9 アフターサービスについて
保証書について

●この装置には取扱説明書の最後に『保証書』が添付されています。
●保証書は販売店で所定事項を記入しますので、
　所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
●保証期間はお買上げ日から１年間です。（ただし消耗品は除く。）
●保証期間中の修理は、保証書の記載内容にもとづいて修理させていただきます。
　詳しくは保証書をお読みください。
●保証期間経過後の修理については、修理によって機能が維持できる場合は、
　ご希望により有料修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

（１）製品名　　スリッパ殺菌ディスペンサー
（２）製造番号　本体裏側の銘板に表示してあります。
（３）故障状況　できるだけ詳しくお願いします。
（４）お買い上げの年月日は保証書に明記されています。

ご不明な点は

●アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

●修理を依頼される前に、『8.こんなときは？（15ページ）』をよくお読みになって再度点検し
てください。それでも異常がある場合にはお買い上げの販売店へご連絡ください。
●修理を依頼されるときは、次の事項をお知らせください。

以下のような現象の場合は、対処方法に従ってお確かめください。
直らない場合は、装置をお買い求めの販売店までお問い合わせください。

8 こんなときは？

現　象 チェック項目

装置が動かない
電源プラグがしっかりと差し込まれていますか。

対処方法
電源プラグをコンセントにしっかり根元まで差し
込んでください。

フロントウインドーがしっかりと閉まっていますか。 フロントウインドーをしっかりと閉めてください。
満杯ランプが点灯、点滅していませんか。 11ページの（4）スリッパの詰まりと対処方法に従ってください。

紫外線ランプをランプソケットにしっかり固定してください。
紫外線ランプに付随しているグローランプをしっかり締め付けてください。

紫外線ランプが
点灯しない

紫外線ランプが
暗い。または
明るすぎる。

電源プラグがしっかりと差し込まれていますか。 電源プラグをコンセントにしっかり根元まで差し
込んでください。

フロントウインドーがしっかりと閉まっていますか。 フロントウインドーをしっかりと閉めてください。
満杯ランプが点灯、点滅していませんか。 11ページの（4）スリッパの詰まりと対処方法に従ってください。
紫外線ランプが切れていませんか。
紫外線ランプがゆるんでいませんか。
グローランプがゆるんでいませんか。

紫外線ランプのヘルツ切り換えスイッチの設定
が間違っていませんか。

8ページの3.設置のしかた「●電源周波数の切換」に従って、お使い
の地域に合わせた電源周波数に正しく設定してください。明るすぎる
場合はスリッパが色褪せしたり、ランプ寿命が著しく短くなります。

紫外線ランプを交換してください。

スリッパが
出てこない

電源プラグがしっかりと差し込まれていますか。 電源プラグをコンセントにしっかり根元まで差し
込んでください。

フロントウインドーがしっかりと閉まっていますか。 フロントウインドーをしっかりと閉めてください。
満杯ランプが点灯、点滅していませんか。 11ページの（4）スリッパの詰まりと対処方法に従ってください。

装置内にスリッパが詰まっていませんか。 11ページの（4）スリッパの詰まりと対処方法に従ってください。
装置内にスリッパが入っていますか。 スリッパを補充してください。



SSDXスリッパ殺菌ディスペンサー保証書
製造番号

＊お買い上げ日 ＊お客様 お名前 ご住所　電話

＊販売店 店　名 住所　電話保証期間

1年間

＊印欄にご記入のない場合は有効となりませんので、必ずご記入の有無を確認して下さい。

●　本書は、取扱説明書、本体貼付の安全銘板などの注意書による正常なご使
用で、上記の保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理さ
せていただくことをお約束するものです。

●　上記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店へ出張修理をご
依頼の上、修理に際して本書をご提示して下さい。

●　本書の再発行は致しませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。
●　ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店へご相談下さい。
●　本書は、日本国内においてのみ有効です。

有料修理規定

1.   保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
 （1）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 （2）お買い上げ後の落下、輸送などによる故障および損傷。
　 （3）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電
  圧による故障および損傷。
　  （4）本書のご提示がない場合。
　  （5）本書の＊印欄にご記入のない場合、あるいは字句がかきかえられた場
  合。
　  （6）船舶などに備品として使用した場合に生ずる故障及び損傷。
　  （7）定期交換部品の交換
2.  離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要す

る実費を申し受けます。

■ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束
する物です。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限
する物ではありません。

　 保証期間経過後の修理についてご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い
合わせ下さい。

切
り
取
り
線

環境ソリューションＢＵ　品質保証グループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528   FAX 086-942-9030
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改訂内容
社名の変更
届出番号の訂正

改訂履歴

改訂番号
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