
お客さま各位 2012年7月株式会社明城製作所平素は弊社機器をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。この度の計画停電における、弊社機器類の取り扱い及び対応について、以下の通りご連絡申し上げます。【【【【あらかじめごあらかじめごあらかじめごあらかじめご確認確認確認確認いただくこといただくこといただくこといただくこと】】】】あらかじめ、ご使用場所が計画停電の対象地域に入っているか、また入っている場合にはそのグループ、サブグループを確認しておいてください。計画停電実施時には、電力各社より事前に発表がありますので、お客さまのグループ及びサブグループが実施対象の場合は、可能な限り以下の対策をとり、停電中は運転を行わないことをお勧めします。計画停電開始前には、停電時及び復帰時の事故防止のため、配電盤のブレーカを切り、可能な場合はプラグをコンセントから抜いてください。やむを得ず、運転中に停電が開始された場合には、機器ごとにその動作及び対応が異なりますので、下表の内容に従ってください。停電が終了し、電源が復帰したら、機器の電源プラグをコンセントに差し込む前に、配電盤のブレーカを投入し、配電盤の状態を確認後電源プラグをつないでください。【【【【機器機器機器機器（（（（操作操作操作操作パネルパネルパネルパネル））））ごとのごとのごとのごとの対応一覧表対応一覧表対応一覧表対応一覧表】】】】
操作パネル（B型パネル）【使用機種】電気式、蒸気式食器消毒保管庫、器具保管庫等機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 止まる表示 庫内現在温度表示動作 続きから運転再開エラー表示 なし表示 エラーｺｰﾄﾞを表示動作 再開しないエラー表示 "E-56"表示 消える動作 動かない表示 エラーｺｰﾄﾞを表示動作 再開しないエラー表示 "E-57"【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。予約運転中 停電開始時停電復帰時

電力各社電力各社電力各社電力各社によるによるによるによる計画停電時計画停電時計画停電時計画停電時におけるにおけるにおけるにおける、、、、弊社機器類弊社機器類弊社機器類弊社機器類のののの対応対応対応対応についてについてについてについて

電力の状態 機器の動作待機中 停電開始時
運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償時間内（標準3分）停電補償時間外（経過後）

停電復帰時
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操作パネル（L型パネル）【使用機種】電気式食器消毒保管庫、器具保管庫機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 止まる表示 庫内現在温度表示動作 続きから運転再開エラー表示 なし表示 エラーｺｰﾄﾞを表示動作 再開しないエラー表示 "E-56"表示 消える動作 動かない表示 予約運転中表示動作 予約カウント再開（※）エラー表示 なし【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。（※） 停電中に運転開始時刻が経過するとその日の運転はジャンプします（運転しない）。翌日以降は設定通り運転します。
操作パネル（MSSパネル）【使用機種】電気式、蒸気式食器消毒保管庫、器具保管庫、野菜乾燥機、機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 止まる表示 運転中状態（庫内現在温度表示）動作 再開する（続きから）エラー表示 なし表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 再開しない（運転終了）エラー表示 なし表示 消える動作 止まる表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 再開しない（運転キャンセル）エラー表示 なし【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。

待機中 停電開始時停電復帰時
予約運転中 停電開始時停電復帰時

運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償時間内（標準3分）
電力の状態

予約運転中 停電開始時停電復帰時

待機中
運転中

機器の動作
停電復帰時

電力の状態

機器の動作
停電補償時間外（経過後）

停電開始時停電復帰時停電開始時停電補償あり（2004.02以降）停電補償なし（2004.01以前）
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操作パネル（マイコンタイプ）【使用機種】電気式、蒸気式食器消毒保管庫、器具保管庫等機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 止まる表示 運転中状態（庫内現在温度表示）動作 再開する（続きから）エラー表示 なし表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 再開しない（運転終了）エラー表示 なし表示 消える動作 止まる表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 再開しない（運転キャンセル）エラー表示 なし【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。
操作パネル（MMPパネル）【使用機種】野菜乾燥庫、多目的乾燥機機器の状態 機器の動作表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かないエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 停電開始時予約運転中

停電復帰時電力の状態 機器の動作

予約運転中 停電開始時停電復帰時

待機中 停電開始時
運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり停電補償なし

運転中 停電開始時
電力の状態

停電補償なし
停電開始時停電復帰時待機中

停電復帰時 停電補償あり
停電復帰時
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操作パネル（デジタルパネル）【使用機種】電気式、蒸気式食器消毒保管庫、器具保管庫等機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 電源ランプ点灯動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 電源ランプ点灯動作 動かないエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。
操作パネル（SESパネル）【使用機種】電気式食器消毒保管庫機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 なし動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 なし動作 動かないエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。予約運転中 停電開始時停電復帰時

予約運転中 停電開始時停電復帰時

電力の状態 機器の動作待機中 停電開始時停電復帰時
運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり

電力の状態 機器の動作停電開始時

停電補償なし

停電復帰時
運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり停電補償なし
待機中
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操作パネル（L型パネル・ガス式）【使用機種】ガス式食器消毒保管庫（2012.06～）機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 動かない表示動作エラー表示表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かないエラー表示 なし表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 再開しないエラー表示 なし【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。
操作パネル（MSSパネル・ガス式）【使用機種】ガス式食器消毒保管庫（1997～2012.06）機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 動かない表示動作エラー表示表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かないエラー表示 なし表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 再開しないエラー表示 なし【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。

予約運転中 停電開始時

電力の状態待機中
運転中

停電開始時停電復帰時電力の状態

停電復帰時 停電補償あり停電補償なし

予約運転中 停電開始時停電復帰時

停電復帰時

運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり停電補償なし
待機中

機器の動作停電開始時停電復帰時停電開始時

機器の動作
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操作パネル（デジタルパネル・ガス式）【使用機種】ガス式食器消毒保管庫（～1997）機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 電源ﾗﾝﾌﾟ点灯動作 動かない表示 消える動作 動かない表示動作エラー表示表示 電源ﾗﾝﾌﾟ点灯動作 動かないエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 適切な消毒時間、温度が確保されてない可能性があります。念の為に、もう一度、消毒を行ってください。
操作パネル（L型パネル・温蔵庫）【使用機種】電気温蔵庫・AS/AGタイプ（2010.10～）機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 止まる表示 庫内現在温度表示動作 続きから運転再開エラー表示 なし表示 エラーコードを表示動作 再開せず、排水するエラー表示 "E-56"表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。

電力の状態
停電開始時停電復帰時

予約運転中 停電開始時停電復帰時
運転中 停電開始時

機器の動作
停電復帰時 停電補償あり停電補償なし

待機中 停電開始時停電復帰時電力の状態

停電補償時間内（標準3分）停電補償時間外（経過後）
機器の動作待機中 停電開始時停電復帰時

予約運転中 停電開始時停電復帰時
運転中
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操作パネル（マイコンパネル・温蔵庫）【使用機種】電気温蔵庫・GMタイプ機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 庫内現在温度表示動作 動かないエラー表示 なし表示 消える動作 止まる表示 待機状態（庫内現在温度表示）動作 再開しない（運転キャンセル）エラー表示 なし【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。
操作パネル（押しボタンスイッチ・温蔵庫）【使用機種】電気温蔵庫・S/Gタイプ機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 電源ﾗﾝﾌﾟ点灯停止ﾗﾝﾌﾟ点灯庫内現在温度表示動作 動かない表示 消える動作 止まる表示 電源ﾗﾝﾌﾟ点灯停止ﾗﾝﾌﾟ点灯庫内現在温度表示動作 動かない表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。

停電復帰時
電力の状態

停電開始時停電復帰時

機器の動作待機中 停電開始時停電復帰時
運転中

予約運転中 停電開始時停電復帰時

予約運転中
停電補償あり停電補償なし

停電開始時

機器の動作待機中 停電開始時停電復帰時電力の状態
運転中 停電開始時停電復帰時
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操作パネル（MMPパネル・ホットワゴン）【使用機種】ホットワゴン（2009.07～）機器の状態 表示 なし動作 動かない表示 なし動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 庫内現在温度表示動作 動かないエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。
操作パネル（ホットワゴン）【使用機種】ホットワゴン（～2009.07）機器の状態 表示 なし動作 動かない表示 なし動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 運転ランプ点灯、庫内現在温度表示動作 動くエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転中の停電の場合、停電補償時間を過ぎて運転を停止すると、中の食品は時間の経過とともに劣化していきますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。

予約運転中 停電開始時停電復帰時

待機中 停電開始時停電復帰時電力の状態
停電復帰時 停電補償あり停電補償なし

機器の動作

停電復帰時 停電補償あり停電補償なし

停電開始時運転中

予約運転中 停電開始時停電復帰時

電力の状態
運転中 停電開始時

機器の動作停電開始時待機中 停電復帰時
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操作パネル（MMPパネル・殺菌庫）【使用機種】うす型殺菌庫（MEK-300B/500B）機器の状態 表示 なし動作 動かない表示 なし動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 設定時間表示動作 しないエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転中に停電した場合、復帰後は停止したままなので、念のため再度運転を行ってください。
操作パネル（スナップスイッチ）【使用機種】うす型殺菌庫（MEK-300/500、-300A/-500A）、包丁まな板殺菌庫（MEK-065/085）他機器の状態 表示 なし動作 動かない表示 なし動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 乾燥タイマーカウントランプ点滅動作 最初から動作するエラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転スイッチがON側の状態であれば、停電復帰後は最初から運転します。予約運転中 停電開始時停電復帰時

機器の動作待機中 停電開始時停電復帰時
運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり停電補償なし

電力の状態

運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり停電補償なし予約運転中

機器の動作電力の状態

停電復帰時停電開始時
待機中 停電開始時停電復帰時
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操作パネル（スナップスイッチ）【使用機種】ウォーマーテーブル機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 電源ランプ点灯動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 電源ﾗﾝﾌﾟ点灯、運転ﾗﾝﾌﾟ点灯動作 動く（ヒーターに通電）（※）エラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転スイッチがON側の状態であれば、停電復帰後は自動的に運転を再開します。（※） 運転中に停電し、復帰後運転が再開しても、停電時間によっては湯温が下がり、食品が劣化している可能性がありますので、摂取したり提供したりしないようにしてください。
操作パネル（スナップスイッチ）【使用機種】ディッシュウォーマーテーブル機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 電源ランプ点灯動作 動かない表示 消える動作 止まる表示動作エラー表示表示 電源ﾗﾝﾌﾟ点灯、運転ﾗﾝﾌﾟ点灯動作 動く（ヒーターに通電）エラー表示 なし表示動作表示動作エラー表示【特記事項】 運転スイッチがON側の状態であれば、停電復帰後は自動的に運転を再開します。

予約運転中 停電開始時停電復帰時
運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり

電力の状態
停電補償なし

機器の動作待機中 停電開始時停電復帰時

電力の状態 機器の動作待機中 停電開始時停電復帰時
停電開始時停電復帰時

運転中 停電開始時停電復帰時 停電補償あり停電補償なし予約運転中
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蒸し器【使用機種】MST-66B機器の状態 表示 消える動作 動かない表示 給水ランプ点灯後、約30秒で準備ランプ点灯動作 動かない表示 消える動作 動かない給水ランプ点灯後、約30秒で準備・着火・燃焼ランプ点灯【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、着火スイッチがONのままになっているため、停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。不意の事故防止のため、停電時には着火スイッチをOFFに戻してください。
蒸し器【使用機種】MST-66BT機器の状態 表示 消える動作 動かない給水ランプ点灯後、約30秒で準備ランプ点灯庫内現在温度表示動作 動かない表示 消える動作 動かない給水ランプ点灯後、約30秒で準備・着火・燃焼ランプ点灯庫内現在温度表示動作 動く（バーナー着火）【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、着火スイッチがONのままになっているため、停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。不意の事故防止のため、停電時には着火スイッチをOFFに戻してください。

機器の動作電力の状態待機中 停電開始時停電復帰時運転中 停電開始時 表示動作

運転中

停電復帰時

電力の状態 機器の動作

動く（バーナー着火）

表示
表示停電開始時待機中 停電開始時停電復帰時

停電復帰時
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蒸し器【使用機種】MST-66F機器の状態 表示 なし動作 動かない表示 なし動作 動かない表示 消える動作 動かない表示 燃焼ﾗﾝﾌﾟ点灯【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、運転スイッチがONのままになっているため、停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。不意の事故防止のため、停電時には着火スイッチをOFFに戻してください。
蒸し器【使用機種】MST-66FT機器の状態 表示 消える動作 動かない電源ﾗﾝﾌﾟ点灯庫内現在温度表示動作 動かない表示 消える動作 動かない電源ﾗﾝﾌﾟ点灯運転ﾗﾝﾌﾟ点灯庫内現在温度表示燃焼ﾗﾝﾌﾟ点灯動作 動く（ﾊﾞｰﾅ－着火）＊ﾀｲﾏｰｶｳﾝﾄ開始（ﾀｲﾏｰﾓｰﾄﾞ時のみ）【特記事項】 運転中に停電が発生した場合、運転スイッチがONのままになっているため、停電復帰後に、自動的に着火し、運転を再開します。不意の事故防止のため、停電時には運転スイッチをOFFに戻してください。

※ その他、旧製品や特注対応品につきましては、下記までお問い合わせください。

運転中 停電開始時停電復帰時

運転中 停電開始時停電復帰時 表示

待機中 停電復帰時

電力の状態 機器の動作

動作
機器の動作停電開始時電力の状態

動く（バーナー着火）

待機中 停電開始時停電復帰時 表示

株式会社明城製作所　修理センター   担当： 松村TEL. 079-293-8015      FAX. 079-292-0079e-mail: service@meijo-ss.com- 12 / 12 -


