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自動販売機マニュアル 
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Cautions 注意 
 

1. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, 
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction. 
本製品は、体力・感覚・知識の低下した人(子供を含む)や、経験・知識の乏しい

人が使用することは想定しておらず、安全担当者による使用方法の指導・監督を

受けている方のみが使用できます。 
 

2. Children being supervised not to play with the appliance 
子供が本自販機で遊ばないように注意してください。 
 

3. The appliance incorporates a functional earth, which should be connected for the 
purposes of earth leakage protection only.   
本製品には機能アースが組み込まれており、漏電保護の目的でのみ接続する必要
があります。 

 
4. The maximum and minimum ambient temperatures for correct operation are 40C and 

0C.  
正常な動作のための最高および最低周囲温度は 40°C ～0°C です。 
 

5. The appliance is not suitable for installation in an area where a water jet could be used. 

ウォータージェットが使用される可能性のある場所への設置には適していませ
ん。 
 

6. The appliance has to be placed in a horizontal position. 

本製品は水平位置に配置する必要があります。 
 

7. The appliance is only to be installed in locations where its use and maintenance is 
restricted to trained personnel. 

本製品は、その使用とメンテナンスが訓練を受けた担当者に制限されている場所
にのみ設置する必要があります。 

 
 

8. The service compartment should be locked by a key always except during the service 
period. The key to the service compartment door should be kept by the supervisor of 
the service worker and is provided to the service worker only for the service purpose. 
The access to the service compartment is restricted to persons having knowledge and 
practical experience of the appliance, in particular as far as safety and hygiene are 
concerned. 
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サービスコンパートメントはサービス期間以外常に鍵でロックされるべきです。

サービスコンパートメントドアのキーは、サービスワーカーのスーパーバイザに

よって保持されなければならなくて、サービス目的だけのためにサービスワーカ

ーに提供されなければなりません。サービス コンパートメントへのアクセス

は、特に安全性と衛生に関する限り、アプライアンスの知識と実践的な経験を持

つ人に制限されています。 
 

9. The appliance must not be cleaned by a water jet. 

本製品はウォーター ジェットで洗浄しないでください。 
 

10. The connector must be removed before the appliance is cleaned and that the appliance 
inlet must be dried before the appliance is used again 

本製品を清掃する前にコネクタを取り外し、本製品を再度使用する前に器具のイ

ンレットを乾燥させる必要があります。 
 

11. The appliance is only to be installed in locations where its use and maintenance is restricted 
to trained personnel or where it can be overseen by trained personnel. 

本製品は、その使用とメンテナンスが訓練を受けた担当者に制限されている場

所、または訓練を受けた担当者が監視できる場所にのみ設置する必要がありま

す。 
 

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent 

or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. サプライコードが損傷した場

合、危険を避けるために、メーカー、そのサービス代理店、または同様の資格を

有するもの以外の対応を禁じます。 

 

13. The AC power supply for this vending machine should be 100V, 50 / 60Hz. 本機の AC 電

源は、100V、50/60Hz としてください。 

 

14. This vending machine is suitable for indoor use only.  
この自動販売機は室内用のみに適しています。 
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Overview of the Vending Machine 
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Operating Procedures 
 

① Wada Bento Hot Vending Machine is equipped with a LCD touch 

screen display. The LCD display shows the types of bento available 

for the day. FIG. 1 shows a typical example with 5 choices. 

 

FIG. 1 

② Payment method selection dialogue box will pop up when customer 

pressed the desired Bento.  
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FIG. 2 

③ After settling the payment, the Bento will send to the pick up 

chamber. The chamber door will open and customer can collect the 

bento. The door will close automatically with some delay after Bento 

been picked. 

 

FIG.3 
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Installation Procedures 
 

Cautions 注意: 

• Installation of the vending machine is restricted to persons having 
knowledge and practical experience of Wada Hot Vending Machine. 自販機
の設置は、和田温蔵自販機の知識や実務経験を有する者に限定され
ています。 

• The maximum load of the wheels of the vending machine is 600kg. 自動販
売機の車輪の最大荷重は 600kgです。 

① A new vending machine comes with some protective measures to 

safe guard the machine during transportation. Before turning on the 

machine, Styrofoam (the white blocks between bento box trays) 

should be removed. In addition, there are cable ties mounting the 

bento box trays to the X-Y carrier rack (cable ties on both left and 

right side). The cable ties must be removed also. 

 

FIG. 4 

② Connect the main power line from the back of the machine. The AC 

power should be 100V. Maximum current is 10A. 



 

9 

 

FIG.5 

③ Open the door of the service compartment and turn on the leakage 

circuit breaker first (you can press the yellow button to test whether 

it can operate normally). 

 

FIG.6 

Cautions 注意: 

• Opening the door of the service compartment of the vending machine is 
restricted to persons having knowledge and practical experience of Wada 
Hot Vending Machine.is restricted to persons having knowledge and 
practical experience of Wada Hot Vending Machine. 自動販売機のサービ
スコンパートメントのドアを開けることは、和田温蔵自販機の知識
や実務経験を有する者に限定されています。 
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④ Then turn on the servo control box switch 

 

FIG.7 

⑤ After power on, the lights in the cabinet will light up and proceed 

self-testing immediately. The car will go from bottom to top, right to 

left, and finally return to bottom right corner to complete self-testing. 

 

FIG.8 
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Maintenance Procedures 
 

① The maximum and minimum ambient temperatures for correct 

operation are 40C and 0C. 

② The staff should put the bento into vending machine according to 

different types and quantities.  

 
FIG.9 

 

③ Use QR code to enable the ‘Edit Bento Inventory Map’ function  

 
FIG.10 

 

④ Enter the inventory record and press the “Updated quantity” button. 
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FIG.11 

 

⑤ To clean the maintenance area of the machine: 

a. Open the glass door of the maintenance compartment; 

b. Remove any unsold bento daily; 

c. Use detergent to swipe the places that may have contact with 

bento boxes. For example, bento lanes, carrier car elevator, etc.    

d. Close the door after the detergent is evaporated.  

⑥ The type of food for which the appliance is suitable is prepacked 

ready-to-eat food. 

⑦ The accessories that are used with the appliance include: 

a. Detergent; 

b. Dry cloth. 
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Professional Service  
 

Cautions 注意: 

• Access to the service area of the vending machine is restricted to persons 
having knowledge and practical experience of Wada Hot Vending 
Machine.is restricted to persons having knowledge and practical experience 
of Wada Hot Vending Machine. 自販機のサービスエリアへのアクセス
は、和田温蔵自販機の知識や実務経験を有する者に限定されていま
す。 

 

• The service compartment should be locked by a key always except during 
the service period. サービスコンパートメントはサービス期間以外常に
鍵でロックされるべきです。 

 

• The key to the service compartment door should be kept by the supervisor 
of the service worker and is provided to the service worker only for the 
service purpose. The access to the service compartment is restricted to 
persons having knowledge and practical experience of the appliance, in 
particular as far as safety and hygiene are concerned. サービスコンパート
メントドアのキーは、サービスワーカーのスーパーバイザによって
保持されなければならなくて、サービス目的だけのためにサービス
ワーカーに提供されなければなりません。 サービス コンパートメン
トへのアクセスは、特に安全性と衛生に関する限り、アプライアン
スの知識と実践的な経験を持つ人に制限されています。 

 

This service manual focuses on-site services. Access to the service area 

of the vending machine (in particular access the right compartment of 

the machine) is restricted to persons having knowledge and practical 

experience of Wada Hot Vending Machine. The service compartment 

should be locked by a key always except during the service period. 
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The corresponding cabinet door key and door lock are engraved with the 

same serial number. The vending machine has two doors. On the left is 

the hot compartment door; on the right is the control compartment door. 

Each door has its own key. The keys are not interchangeable. 

        

FIG. 12 

Check the Environment: 

Is the surrounding wet or the vending machine being wet? 

If not wet, go to next check point. 

If wet, switch off the electric power and unplug the power plug of the 

vending machine. 

Clean up the wet surrounding and dry the vending machine 

thoroughly. 

Test for electric leakage (due to vending machine been wet before). 

If electric leakage still happen, send the machine back to service 

center. 

Check the Power Inlet and Switch on Machine: 

Is the power plug being pull out from the power socket? 

When checked no electric leakage, reconnect the power supply. 
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Switch on the vending machine. The main power switch is the big 

red switch on the servo control box. 

FIG. 13 
 

The vending machine should go through a sequence of initial servo 

control self-tests (including testing of all mechanical movements and 

the detection of input sensors). The car will go from bottom to top, 

right to left, and finally return to bottom right corner to complete self-

testing. 

 

If the servo control checking passed, go to next check point. 

If vending machine does not start, check connectivity of all power 

connections. For example, 

* Is the circuit breaker tripped? 

* There is an overload on the vending machine? 

* There is a ground fault? 

* Open circuit or shout circuit somewhere? 

 



 

16 

FIG.14 

If problem cannot be identified, consult service center and send the 

machine back to service center upon the approval of the service 

center. 
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自動販売機の概要 
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自動販売機の使用 
 

① 和田温蔵弁当自動販売機は、液晶タッチスクリーンディスプレイを
搭載しています。LCD ディスプレイには、購入可能な弁当の種類が表
示されます。図 1は、5種類の弁当を表示するテンプレートです。 

 
図 1 

 
② 特定の弁当が品切れとなっている場合と、購入予約されている場合
は購入ボタンが選択できなくなります。タッチパネル上では(SOLD 
OUT)または(RESERVED)と表示されます。 
図 2は、すべての品目が完売した例です。 
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図 2 

 
③ 決済後、弁当はピックアップ室に送られます。扉がひらき、購入者
が弁当を取り出せるようになります。弁当が取り出された数秒後、

自動的に取り出し口の扉は閉まります。 

 
図 3  
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自動販売機の設置 
 

Cautions 注意: 

• Installation of the vending machine is restricted to persons having 
knowledge and practical experience of Wada Hot Vending Machine. 自販機
の設置は、和田温蔵自販機の知識や実務経験を有する者に限定され
ています。 

• The maximum load of the wheels of the vending machine is 600kg. 自動販
売機の車輪の最大荷重は 600kgです。 

① 新しい自動販売機には、輸送中に機械を安全に保護するための保護
材が付属しています。自動販売機に電源を入れる前に、スチロフォ

ーム(ベントボックストレイ間の白いブロック)を外す必要がありま
す。さらに、ベンドボックストレイを X-Y キャリアラックに取り付け
るケーブルタイが左右にあります。ケーブルネクタイも外してくだ

さい。 

 
図４  
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② 本機の背面から主電源ラインを接続します。AC 電源は 100V である必
要があります。最大電流は 10Aです。 

 

図５ 

③ サービスコンパートメントのドアを開けて、漏電遮断器を最初にオ
ンにします(黄色のボタンを押して正常に作動するかどうかをテスト
できます)。 

図６ 

 

Cautions 注意: 

• Opening the door of the service compartment of the vending machine is 
restricted to persons having knowledge and practical experience of Wada 
Hot Vending Machine.is restricted to persons having knowledge and 
practical experience of Wada Hot Vending Machine. 自動販売機のサービ
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スコンパートメントのドアを開けることは、和田温蔵自販機の知識
や実務経験を有する者に限定されています。 

 

④ その後、サーボコントロールボックスのスイッチを ONにします。 

図７ 

 
⑤ 電源を入れると、キャビネット内のライトが点灯し、すぐにセルフ
テストに進みます。キャリアは下から上へ、右から左へ、そして最

後に右下へと戻って自己テストを完了します。 

図８ 
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自動販売機のメンテナス 
 

① 正常な動作のための最高および最低周囲温度は 40°C ～0°C です。 
② 弁当は、種類や数量を確認し、店員が自動販売機に補充します。 

 
図９ 

 

③ QRコードを使用して、【弁当在庫マップの編集】機能を有効にしま

す。 

 

図 10 

④ 在庫記録を入力し、「数量更新」ボタンを押します。 
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図 11 

 

⑤ 機械のメンテナンスエリアを掃除するために: 

a. メンテナンス コンパートメントのガラス ドアを開きます。 

b. 売れ残った弁当は毎日撤去する。 

c. 洗剤を使用して、弁当箱と接触する可能性のある場所 (例: 弁当

レーン、運搬車のエレベーターなど) を拭きます。 

d. 洗剤が蒸発したらドアを閉めます。 

⑥ 本製品が適している食品の種類は、包装済みの調理すみ食品です。 

⑦ 機械のメンテナンスエリアと一緒に使用する付属品には次のものが
あります。 

a. 洗剤; 

b. 布 
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プロフェッショナルサービス 
Cautions 注意: 

• Access to the service area of the vending machine is restricted to persons 
having knowledge and practical experience of Wada Hot Vending 
Machine.is restricted to persons having knowledge and practical experience 
of Wada Hot Vending Machine. 自販機のサービスエリアへのアクセス
は、和田温蔵自販機の知識や実務経験を有する者に限定されていま
す。 

 

• The service compartment should be locked by a key always except during 
the service period. サービスコンパートメントはサービス期間以外常に
鍵でロックされるべきです。 

 

• The key to the service compartment door should be kept by the supervisor 
of the service worker and is provided to the service worker only for the 
service purpose. The access to the service compartment is restricted to 
persons having knowledge and practical experience of the appliance, in 
particular as far as safety and hygiene are concerned. サービスコンパート
メントドアのキーは、サービスワーカーのスーパーバイザによって
保持されなければならなくて、サービス目的だけのためにサービス
ワーカーに提供されなければなりません。 サービス コンパートメン
トへのアクセスは、特に安全性と衛生に関する限り、アプライアン
スの知識と実践的な経験を持つ人に制限されています。 

 

このサービスマニュアルは現場サービス用です。自動販売機のサービス

エリアへのアクセス、特に機械右側のコンパートメントへのアクセス

は、和田温蔵式自販機の知識と実務経験を有する者に限定されます。自

販機右側のコンパートメントは、サービス期間中を除き、常に施錠する

必要があります。 
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対応するキャビネットドアキーとドアロックは、同一のシリアル番号が

記載されています。自動販売機には 2つの扉があります。左側がホット
コンパートメントドア、右側が制御コンパートメントドアです。各ドア

にはそれぞれ独自の鍵があり、キーは互換性がありません。 

        
図 12 

 

環境をチェックする: 

自販機本体や周辺は濡れていないか確認してください。 
濡れていなければ、次のチェックポイントへ。 
濡れている場合は、電源を切り、自動販売機の電源プラグを抜いてくだ

さい。 
周辺の水気をふき取り、自動販売機をしっかり乾かして、漏電テストを

行って下さい。 
漏電が発生する場合は、サービスセンターにコンタクトしてください。 

図 13 
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本機の電源インレットとスイッチを点検する: 

電源プラグが電源ソケットから外されている事を確認して下さい。 
漏電がないことを確認したら、電源を再接続します。 
自動販売機のスイッチを入れます。 
主電源スイッチは、サーボコントロールボックスの大きな赤いスイッチ

です。 
自動販売機は、一連の初期サーボ制御セルフテスト(すべての機械的動
作のテストおよび入力センサーの検出を含む)を実施する必要がありま
す。キャリアは下から上へ、右から左へ、そして最後に右下へと戻って

自己テストを完了します。 
サーボ制御チェックが通過したら、次にチェックポイントに行きます。 
自動販売機が始動しない場合は、すべての電源接続を確認してくださ

い。主な確認ポイントは以下の項目です。 
* 遮断器がトリップしていませんか? 
* 自動販売機にオーバーロードがありませんか? 
* アースは取れていますか？ 
* 電流は正常なルートを流れていますか？（ショートやオープンの
確認） 

図 14 

問題がある場合は、サービスセンターにコンタクトしてください。問題

が特定できない場合は、サービスセンターに相談し、サービスセンター

の承認を得てサービスセンターに戻してください。  

 


