
当製品を安全に、また正しくお使いいただくために必ず

本取扱説明書をお読みください。誤った使いかたをする

と、事故を引き起こすおそれがあります。

お読みになった後も必ず製品に近接して保存してください。

STK39P





STK39P

ポット土入れ機STK39Pの
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1.安全に作業をするために
ここに記載されている注意事項を守らないと、

死亡を含む障害や事故、機械の破損が生じるおそれがあります。

電機部品・コードを必ず点検する

配線コードが他の部品に接触していないか、被覆のはがれや

接触部のゆるみがないかを毎日作業前に点検してください。

【守らないと】

ショートして、火災事故を起こすおそれがあります。

警告

子供を近づけない

子供には充分注意し、近づけないようにしてください。

【守らないと】

障害事故を引き起こすおそれがあります。

警告

濡れた手で差込みプラグを差込んだり抜いたりしない

【守らないと】

感電事故のおそれがあります。

警告

２人以上で作業をする時は、 

お互いに合図しながら機械を始動する

【守らないと】

思わぬ事故になることがあります。

警告
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点検・整備時には必ず電源を 

「OFF」にし、差込みプラグを抜く

点検・整備は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、
差込みプラグを抜いてから行ってください。

【守らないと】

思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。

警告

こんな時は作業しない

過労・病気・薬物の影響、その他の理由により作業に集中

できないとき。

酒を飲んだとき。

妊娠しているとき。

18才未満の人。

注意

使用前に取扱説明書を必ず読む

使用前に取扱説明書をよく読んで、安全で正しい作業をして

ください。

【守らないと】

傷害事故や機械の破損を引き起こします。

注意

作業に適した服装をする

はちまき・首巻き・腰タオルは禁止です。

作業に適した、だぶつきの無い服装をしてください。

【守らないと】

機械に巻き込まれたりするおそれがあります。

注意

点検・整備を行う

機械を使用する前と後には必ず点検・整備をしてください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

注意
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機械の改造をしない

純正部品や指定以外のアタッチメントを取付けないでください。

また、改造はしないでください。

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

注意

後始末を忘れずにする

長時間使用しない時は、差込みプラグをコンセントから

抜いてください。

【守らないと】

火災事故や、感電故障をまねくおそれがあります。

注意

電機部品には絶対に水をかけない

【守らないと】

事故・ケガ、機械の故障をまねくおそれがあります。

注意

土入れ作業中ホッパー内のかくはん棒が回転していますので

手を入れないでください。

　【守らないと】
かくはん棒に巻き込まれケガをするおそれがあります。
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電源は単相交流１００Ｖ専用コンセントに接続する 

また、タコ足配線はおやめください。

【守らないと】

火災事故の原因となります。

注意

作業中停電した場合は、必ず電源スイッチ 

  を切る

【守らないと】

通電時、急にまわりだし、思わぬ傷害事故を起こします。

注意

作業を中断・終了した場合は、 

必ず電源を「OFF」にする

【守らないと】

ショートして、火災の原因になることがあります。

注意

カバー類は必ず取付ける

点検・整備などで取り外したカバー類は、必ず取付けて

ください。

【守らないと】

機械に巻き込まれて、傷害事故を引き起こすおそれがあります。

注意

機械を他人に貸す時は、取扱い方法を 

説明する

取扱い方法をよく説明し、使用前に「取扱説明書」を必ず

読むように指導してください。

【守らないと】

傷害事故や、機械の破損をまねくおそれがあります。

注意
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2.安全銘板の貼り付け位置
安全に作業をしていただくために安全銘板の貼り付け位置を示したものです。

安全銘板は常に汚れや破損のないように保ち、もし破損・紛失した場合は、新しい物に

貼り直してください。

紛失または破損された場合には、当社へ下記の表を参考にご注文ください。

No 部品番号 部品名称

（1） 00992－40070 注意ラベル CL-5 
（2） 00992－40110 注意ラベル CL-8 
（3） 00992－40120 注意ラベル CL-9 

3.本製品の使用目的について
本製品は、ポット・セルトレーへの土入れ作業機としてご使用ください。

目的以外の作業や改造などは、決してしないでください。

(2)(3)
(1)
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4.各部の名称

5.仕 様

型    式 STK39P 

機 体 寸 法 

全    長 2,300mm 

全    幅 620mm 

全    高 2 段式 1,450mm （1,550mm） 

重    量 142kg 

動     力 

搬    送 30W（ブラシレスモータ） 

養土ホッパー 30W（ブラシレスモータ） 

回収コンベアー 25W（ギャードモーター） 

養土ﾎｯﾊﾟｰ容量 69 

適用トレイ(ポット込み) 幅 400mm迄 高さ 160mm迄 

能力（50Hz,60Hz） 200～400 トレイ／時 
☆能力は、土の供給量、及び搬送トレー、育苗箱のサイズによって異なります。 

☆本機は、別売の仕切板、及びカゴトレー、ポッティングトレー（PT トレー）、 

水稲用育苗箱が必要です。 

（仕切板及び仕切蓋は、用途に合わせて製作いたします。） 

ハンドル

操作ボックス

回転ブラシ

テンション

オートセンサ

回収装置

調節脚 キャスター

補助ホッパー

ガイド板



（1）脚は2段階で調節する事ができます。

　　作業状態に合わせて、調節してください。

　※工場出荷状態は一番低い状態にて組付けてあります。

（2）調節脚のバネヒラ組込六角ボルト（Ｍ6×16）の2か所

　　を緩め、オビナットと一体のまま所定の位置に移動し

　　長穴部左側に寄せてから確実に締付けてください。

　　（4か所）

2





（1）各スイッチをOFFにして、駆動部から出ているコードプラグを単相100Vの電源に差込

　　んでください。



（1）床土の供給は、床土スイッチを『ON』にします。

（2）床土量の調節は、

　　①ホッパー正面にあるシャッターの開閉で

　　　行います。

　　　養土の操出が悪い時などは開けてください。

　　②床土部のダイヤルを回して行います。

　　　数値は、『50～100』で表示されます。

　　　床土量（コンベア速度）に対しての“％表示”

　　　をしています。シャッター開閉と合わせて適当

　　　な速度にしてください。

　操作ボックス上の搬送部のダイヤルを回して

行います。数値は、『50～100』で表示されます。

搬送速度に対しての“％表示”をしています。

床土供給量との関係及び作業形態から適当な

速度にしてください。

ミニコン・延長・振動のスイッチは、



　注）落下しない様確実に！　





－１５－

（１）作業終了後洗浄・・場合・、電源コー・・コンセント・・外・、モーター、スイッ チ、コ

ンセント及・速度制御部・水・掛・・・・下・・。

（２）良・乾・・・後、チェ ーン、ス・ロ・ット、コン・アー・各軸受部・必・給油・・・・保

管・・下・・。

（３）本機・格納・・ム、・ラスチック、・ルト等・使用・・・・・・・、直射日光・・・・、

風通・・良・所・保管・・下・・。

　　（保管温度・５０℃ 以下、湿度８５％以下・・・下・・。）
（４）搬送コン・ア・前後ローラー・・、スクレッ・ー・組・込・・・・・・。土・溜・・・・

・・時 点々検・、エアー等・吹・飛・・下・・。

テンショ ン部・良・清掃・・下・・。

・ルト・内側・土・入・・・様・注意・・下・・。

８ ．点検・整備及・保管上・注意
（1）作業終了後洗浄する場合は、電源コードをコンセントから外し、モーター、スイッチ、コンセント

　　及び速度制御部へ水を掛けないでください。

（2）良く乾かした後、チェーン、スプロケット、コンベアーの各軸受部へ必ず給油してから保管

　　してください。

（3）本機の格納はゴム、プラスチック、ベルト等を使用していますので、直射日光を避けて、風通し

　　の良い所へ保管してください。

（4）搬送コンベア、の前後ローラーには、スクレッパーが組み込まれています。土が溜まっていないか

　　時々点検し、エアー等で吹き飛ばしてください。テンション部も良く清掃してください。

　　ベルトの内側に土が入らない様に注意してください。

（5）近くで落雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて雷が治まるのを待ってください。

　　入れたままにしておきますと、雷によっては機器を破壊し火災の原因になります。

（6）付属部品

　・延長口（Ｓ）

　　ミニコンＳＣＳ208、ＳＣＳ3500とセットして作業する場合の予備部品です。

　　本機の調節脚を高い位置にセットした際、標準の延長口はホッパー内部に深く入り込みます。

　　標準の延長口との交換を推奨します。

　・センサブラケット

　　満了センサMS-5をセットして作業する場合の予備部品です。

　　標準のブラケットに組付け、センサ部を、2段階延長する事ができます。

　　センサの利きを早める事が出来ます。
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9.播種モーターの異常とその対策
オリエンタルモーター㈱製 NexBLブラシレスモーターユニット BMUシリーズ 取扱説
明書より抜粋（版番号：HM-5138-4）

9.1

搬送・養土モーターの異常とその対策
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9.2
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