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Read these instructions for the proper use of this machine.

After having read these instructions, keep them in a convenient place so you 

or the operator can refer to them whenever necessary.
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カウンター取扱説明書

・ ご使用の前に、 この説明書をよく読んでお使いください。

・ お読みになったあとは、 いつでも見られるところに

  大切に保管してください。

自動ネジ供給機

NJ/NSB　シリーズ

Automatic Screw Feeder

NJC1MA01J01b
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静電気等による誤動作を防ぐため、 本体にアースを接続してご使用ください。

アース線は、機器の　　マークの近くのネジを一旦弛め、アース線を取付けてください。

１． カウンター付自動ネジ供給機について

この度は OHTAKE のカウンター付自動ネジ供給機をお求め頂き、 誠にありがとうございます。

この製品は、 弊社ＮＪシリーズ及びＮＳＢシリーズにカウンターを装着した製品です。

本取扱説明書は、 カウンターの操作 ・ 使用方法を説明しています。

自動ネジ供給機本体各部の調整方法や仕様等は別紙のＮＪシリーズ及びＮＳＢシリーズの取扱説明書をご覧下さい。

別紙のＮＪシリーズ及びＮＳＢシリーズの取扱説明書と本書を良く読み、 本機を有効にご活用下さい。

本体底面

２． 動作について

２- １． ネジの取出し
ネジを１ヶ取出す毎にＳＥＴカウンター表示がカウントダウンし、 セット数最後の１ヶを取出すと

“１セット終了” したことを示すブザーが鳴り、 ＬＥＤが点灯します。

この時同時にＳＥＴカウンター表示はセット数表示に戻り、 ＳＥＴ ＴＯＴＡＬカウンター表示はカウントアップします。

２- ２．  ネジの数合わせ
ネジ取出し時にネジを落としたりして使用できなかったときは、

カウントをノーカウントにする為、 ＮＯ ＣＯＵＮＴボタンを押します。 押すと同時にＳＥＴカウンター表示とＬＥＤが点滅します。

新たに確実にネジを取出すと点滅が収まり、 カウントの数合わせができ、 通常のカウント動作に復帰します。

点滅中にもう一度、 ＮＯ ＣＯＵＮＴボタンを押すと点滅が収まり、 通常のカウント動作に復帰します。

３． ＬＣＤカウンターについて

ＬＣＤカウンターの表示及び設定については次頁以降を参照してください。
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《セット数表示》

・ セット数を表示します。

・ ネジを取出す毎に、 カウントダウンします。

・ セット数のネジを取出すと、 セット数に戻ります。

・ セット数の変更中に、 点滅します。

・ セット数取出し中に、 NO COUNT ボタンを操作すると点滅します。

・ ネジが取出し部にあると供給機は停止し、

　取出し部にネジがないと、 供給機は動作します。

《セットトータル表示》

・ セット数の取出しトータルを表示します。

・ ネジをセット数取出す毎に、 カウントアップします。

・ ネジが取出し部にあると供給機は停止し、

　取出し部にネジがないと、 供給機は動作します。

《ＬＥＤ表示》

・ ネジをセット数取出すと、 点灯します。

　点灯後、 次のネジを取出すと、 消灯します。

・ セット数取出し中に、 NO COUNT ボタンを操作すると点滅します。

・ ブザー音質変更中に点滅します。

《設定ボタン》

・ 各設定を変更します。

・ 停電の時や電源スイッチが切られたり場合でも、 ＬＣＤパネルの各表示、 各設定は記憶されています。

セットトータル表示 セット数表示

ＬＥＤ表示 設定ボタン

 ＬＣＤパネル表示説明
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・ 停電の時や電源スイッチが切られたり場合でも、 ＬＣＤパネルの各表示、 各設定は記憶されています。

《セット数の変更　→　ＰＲＥ ＳＥＴ》

・ セットトータル表示を “００００” にすると変更ができます。

　セットトータル数のクリアをしてください。 （次頁参照）

・ ＰＲＥ ＳＥＴボタン右側で１桁目の数字、

　ＰＲＥ ＳＥＴボタン左側で２桁目の数字を変更できます。

・ ＰＲＥ ＳＥＴボタンを押し続けると、 約２秒後にブザーが鳴り、

　その２秒後に再度、 ブザーが鳴り、 数字表示が点滅します。

・ 点滅中にＰＲＥ ＳＥＴボタンをチョン押しする毎に点滅中の数字を

　変更できます。

・ 点滅中にＰＲＥ ＳＥＴボタンを操作しないと、

　その数字が設定されます。

　点滅中に操作していない側のボタンを押しても、 数字が設定されます。

《音質の変更　→　ＶＯＬＵＭＥ ＳＥＴ》

・ ＶＯＬＵＭＥ ＳＥＴボタンを同時に約４秒間押すと、

　ＬＥＤが点滅し、 音質の変更ができます。

・ ＬＥＤが点滅している状態で、 右側のボタンをチョン押しする毎に

　“音質中 → 音質大 → 音無 → 音質小 → 音質中 → ･････”

　を繰返します。

・ ボタンを操作しないと、 ＬＥＤの点滅が止まり、

　その時点の音質に設定されます。

電源を入れ、 供給機が停止しているときに各設定を変更します。

《ＰＲＥ ＳＥＴ》

セット数を
セットします

《ＶＯＬＵＭＥ ＳＥＴ》

音質を
セットします

 ネジ取出し前のＬＣＤパネルの設定
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《セット数取出し途中のリセット　→　ＲＥＳＥＴ》

・ セット数取出し途中でＲＥＳＥＴボタンを約２秒間押すと、

　ブザーが鳴り、 セット数の表示にリセットできます。

電源を入れ、 供給機が停止しているときに各設定を変更します。

《セットトータル数のクリア　→　ＣＬＥＡＲ》

・ ＣＬＥＡＲボタンを約２秒間押すと、

　ブザーが鳴り、 セットトータルを ” ００００” に設定できます。

《取出しミスのノーカウント　→　ＮＯ ＣＯＵＮＴ》

・ 取出したネジを落としたり、 ドライバーの空振りなどで、

　セット数表示がカウントダウンした時にノーカウントできます。

・ セット数取出し途中で、 ＮＯ ＣＯＵＮＴボタンをチョン押しすると、

　ブザーが鳴り、 セット表示とＬＥＤ表示が点滅します。

・ その後、 正常にネジを取出すとセット表示とＬＥＤの点滅が止まり

  ます。

　この時、 セット数表示はカウントダウンしません。

　その後は通常のカウントダウン動作に戻ります。

・ セット数表示とＬＥＤが点滅中に、 再度 ＮＯ ＣＯＵＮＴボタンを

　押すとブザーが鳴り、 点滅が止まり、 通常のカウントダウン動作

  に戻ります。

《ＲＥＳＥＴ》

セット数取出し途中に、
セット数にリセットします

《ＣＬＥＡＲ》

セットトータルを
” ００００” にします

《ＮＯ ＣＯＵＮＴ》

ネジ取出しミスを
ノーカウントします

 ネジ取出し中のＬＣＤパネルの設定
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カウント感度調整方法（NJCの場合）

カウントは、レールのストッパの動きを検知して行っています。

カウントにばらつきがある場合や、レールを交換した際には、レー

ルのスイッチリンク受けの角度を調整してください。

通常はマイクロスイッチが押された状態です。

ネジを取り出すときにストッパが開くと腕がスイッチリンクの

ローラを押しマイクロスイッチが動作します。

ラジオペンチ等でスイッチリンク受けを挟み、曲げ具合を調整

し、レールからねじを取り出した時のストッパの動きでマイクロ

スイッチが動作するような角度に調整して下さい。

カウントがされにくい場合は、外側に開くようにします。

開きすぎてカウントされなくなった場合は、少し内側に戻します。

ストッパがレール幅の 2/3 まで開いた

ときにマイクロスイッチが動作するこ

とが理想です。

使用ねじや実際の取出しに合わせて調

整してください。

スイッチリンク受けの腕を
曲げて調整する

内側

外側

スイッチリンク受け

点線部拡大

レール



- ６ -

カウント感度調整方法（NSBCの場合）

カウントは、レールのストッパの動きを検知して行ってい

ます。カウントにばらつきがある場合や、レールを交換し

た際には、マイクロスイッチの位置を調整してください。

通常はマイクロスイッチが押された状態です。

ネジを取り出すときにストッパが開くとマイクロスイッチ

が動作します。

前カバーを外し、固定ネジを付属の六角レンチで緩め、マ

イクロスイッチを左右に動かし、レールからねじを取り出

した時のストッパの動きでマイクロスイッチが動作するよ

うな位置に調整して下さい。

ストッパがレール幅の 2/3 まで開いた

ときにマイクロスイッチが動作するこ

とが理想です。

使用ねじや実際の取出しに合わせて調

整してください。

固定ネジ
(2 ヶ所 )

前カバーを外した状態

カウント用
マイクロスイッチ
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「Quicher」 「OHTAKE」 「OHTAKE ・ ROOT KOGYO」 are trademarks or/and registered trademarks of OHTAKE ・ ROOT KOGYO CO.LTD.]
「Quicher( クイッチャー）」 「OHTAKE」 「OHTAKE ・ ROOT KOGYO」 は、 株式会社 大武 ・ ルート工業の商標又は登録商標です。

The specifications and/or design may be altered, without notice, whenever there are changes or improvements. 
改良のため、 予告なくデザイン、 性能、 仕様等を変更することがあります。

Photocopying, reproduction or publication, in whole or in part, of this manual, without permission, is strictly prohibited by copyright law.
この取扱説明書の一部または全部の無断転載、 複製を禁じます。
© Copyright OHTAKE ・ ROOT KOGYO CO.,LTD.
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