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● この取扱説明書を読み、理解するまでは、操作および保守・

点検を行わないでください。 

● この取扱説明書を、機械の操作および保守・点検を行う場合

に、いつでも調べられるよう機械の近くに大切に保管してく

ださい。 

GDR 25･30･35･40 VZ（3） 























































































































































7 困った時の対処  

表7－2 アラーム仙．一覧表  

アラーム帖   原  因   処 置 方 法   停止機能   

001   穀物が満量になった   ページ7－23、35項参照   ナシ   

002、004   灯油切れ（点火ミス）   ページ7－17、21項参照   002送風運転  

バーナ点火時のエア混入   004全停止  

E20、E21  熱風温度センサの異常   ページ7－6、3項参照   全停止   

E24、E25、E85  風圧センサの異常  ページ7－7、5項参照   全停止   zzzz

電震作動した  

E2ワ、E28  外気温度センサの異常   ページ7－6、4項参照   全停止   

E29   熱風温度センサの異常   ページ7－19、25項参照   ナシ   

E3（〕～E33、E45  各種ツマミの設定ミス   ページ7－18、22項参照   安全側で運転可   

E35～E39、E4  各種押しボタンスイッチの異常   ページ7－18、23項参照   ナシ   

E51   自動水分計の異常（測定できない）  ページ7－9、6項参照   送風運転   

E52   自動水分計の異常（異常水分測定）  ページ7－10、7項参照   送風運転   

E54 自動水分計の異常（モータの過負荷）  ページ7－10、8項参照   送風運転   

E61   ヒューズ切れ   ページ7－10、9項参照   全停止   

E62   元電源の異常   ページ7－5、1項参照   全停止   

※E恥E朗  自動切換パルプの異常   ページ7－11、10項参照   全停止   

巨細   本機モータの過負荷   ページ7－11、11項参照   送風停止   

モ別   スロウモータの過負荷   ページ7－12、12項参照   全停止   

E72   吸引ファンモータの過負荷   ページ7－13、13項参照   全停止   

E？3   昇降機モータの過負荷   ページ7－13、14項参照   送風停止   

E？4～E77  各モータのコネクタの異常   ページ7－14、15項参照   Eワ4、Eワワ送風停止．  

Eワ5、Eワ6全停止   

E81、巨83  熱風温度が低すぎる   ページ7－15、16項参照   E81は2段停止  

E83は送風運転   

E82、E郎  熱風温度が高すぎる   ページ7－15、17項参照   2段停止   

E93   フレームロッドのショート   ページ7－15、18項参照   送風運転   

∈96   バーナフアンの回転異常   ページ7－16、19項参照   送風運転   

軍学   バーナ燃焼時の消火   ページ7－18、24項参照   送風運転   

※オプションの自動切換パルプを装備している場合  

7－2   
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感震装置が作動した











































































 

 

緊急時の連絡先 
 

機械が異常な作動をし、原因が不明で適切な処置が行えない場合、または運転操作方法等に不明な

点がある場合は、下記連絡先へご連絡ください。 

［１］ＪＡ・販売店（購入時にお客様にてご記入ください） 

 

店 名： 

緊急時の連絡先： 

担 当 者： 

 

 

［２］最寄りの営業所 

●ＪＡ・販売店に連絡がつかない場合は、下記最寄りの営業所へご連絡ください。 

営業所／所在地 TEL（代表） FAX 〒 

北海道営業所／札幌市白石区菊水上町 3 条 2丁目 52-254 011 (812) 3666 011 (820) 2007 003-0813

北上営業所／岩手県北上市川岸1丁目 16-1（東北佐竹製作所内） 0197 (64) 0111 0197 (61) 0001 024-0032

秋田営業所／秋田市仁井田字中谷地 121-2 018 (839) 0891 018 (889) 6001 010-1423

仙台営業所／宮城県仙台市若林区六丁の目南町 2-20 022 (287) 2733 022 (390) 1017 984-0013

小山営業所／栃木県小山市駅南町 4丁目 31 0285 (27) 5060 0285 (31) 1002 323-0822

柏 営 業 所／千葉県柏市大室 1153 04 (7132) 1181 04 (7140) 8018 277-0813

新潟営業所／新潟市長潟 3丁目 8-16 025 (287) 0177 025 (257) 1103 950-0932

名古屋営業所／愛知県一宮市赤見 3丁目 10-6 0586 (73) 2177 0586 (26) 1040 491-0023

北陸営業所／石川県白山市源兵島町 793-1 076 (277) 2085 076 (277) 8010 924-0052

大阪営業所／大阪府豊中市庄内西町 5 丁目 1-76 06 (6331) 0558 06 (6335) 2066 561-0832

広島営業所／広島県東広島市西条西本町 2-30 082 (420) 8575 082 (420) 0010 739-8602

松山営業所／愛媛県伊予市市場 485-1 089 (982) 6990 089 (997) 3231 799-3122

福岡営業所／福岡県太宰府市国分 1丁目 7-1 092 (921) 6111 092 (920) 1030 818-0132

熊本営業所／熊本市西原 3丁目 3-29 096 (382) 2727 096 (386) 2007 861-8029

 

 

［３］ 製造元    

広島本社／広島県東広島市西条西本町 2-30 〒739-8602 

●最寄りの営業所に連絡がつかない場合は、下記連絡先へご連絡ください。 

 

■お客様相談窓口 ［カスタマサポート本部］ TEL：082 (420) 8543 FAX：082 (420) 0009 

■本 社 営 業 窓 口  ［調製機事業部］ TEL：082 (420) 8541 FAX：082 (420) 0005 

■大 代 表  TEL：082 (420) 0001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
サタケのホームページ 
 http://www.satake-japan.co.jp/ 

 

□広島本社／〒739-8602 広島県東広島市西条西本町 2-30 TEL 082(420)0001（大代表）

□東京本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-7-2 TEL 03(3253)3111（代表） 

□営業拠点／北海道、北上、秋田、仙台、小山、柏、東京、新潟、名古屋、北陸、大阪、

広島、松山、九州、福岡、熊本 

□サタケグループ／ 
株式会社サタケ（UK DIVISION, BEIJING OFFICE, BANGKOK OFFICE, YANGON 
OFFICE）, 株式会社東北佐竹製作所, 佐竹鉄工株式会社, 佐竹電機株式会社, 岐阜佐竹株

式会社, エス・エス・エンタープライズ株式会社, サタケシステムエンジニアリング株式会

社, サタケ・ビジネス・サポート株式会社, 財団法人サタケ技術振興財団、SATAKE USA 
INC.（WEST COAST OFFICE）, SATAKE (CANADA) INC., ESM (UK) LTD., SATAKE 
AMERICA LATINA LTDA., SATAKE AUSTRALIA PTY. LTD., SATAKE (THAILAND) CO., 
LTD., 佐竹機械（蘇州）有限公司（BEIJING OFFICE, HARBIN OFFICE, SHENYANG 
OFFICE, CHENGDU OFFICE, XIAMEN OFFICE）, 佐竹軟件技術（蘇州）有限公司 , 
SATAKE INDIA ENGINEERING PVT. LTD. 
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