
 品番  WT0010-BP

 本書では困ったときの対処方法について説明しています。
 本書に記載の確認作業は商品管理者を対象としています。
 トラブル発生時には本書の症状と確認事項をご覧いただいた後に、弊社へお問い合わせいただきますようお願いします。

目次 各部の名称

 症状 1 ボールが打ち出されない p.2

 症状 2 ボールの打ち出し距離が異常と感じられた場合 p.3

 症状 3 打ち出し口ライトが赤点滅する（1回点滅） p.4

 症状 4 打ち出し口ライトが赤点滅する（2回点滅） p.4

 症状 5 打ち出し口ライトが赤点滅する（3回点滅） p.5-6

免責事項

● 取扱説明書に記載された条件以外で使用された場合
● 弊社以外で修理・改造をした場合 
● 天災・災害など、弊社の責任ではない要因による場合

トラブルシューティング



No. 確認事項 確認手順 判断基準

ボール感知センサーが 1. 電源を必ずOFFにして ●センサーから"カチッ"と鳴る
正常に動作しているか   電源コードを抜く :異常なし
確認してください （作業中にケガをする恐れがあるため）  確認事項No.2を確認してください

2. 右図のセンサー可動部を前後に動かす
3. センサーから"カチッ"と音が鳴るか ●センサーから"カチッ"と鳴らない
  確認する :弊社担当者へ連絡してください

ボール送りバーにある 1. 電源を必ずOFFにして ●バネが所定の位置に付いており
バネが所定の位置に   電源コードを抜く 本体の横もしくは正面に立ち  ホースクランプが付いてある
付いているかを （作業中にケガをする恐れがあるため） 目視で確認してください :異常なし
確認してください 2. 右図のバネの取付位置を  確認事項No.3を確認してください

  打ち出しカバーを覗き込まないように
  確認する    OK NG ●バネとホースクランプが

 所定の位置からズレている
:バネの位置を所定の場所に戻し、ホースクランプを
 締め直してください

●バネが所定の位置に付いておらず
 ホースクランプも無い
:弊社担当者へ連絡してください

打ち出し距離の 1. 打ち出し距離切替レバーを ●抵抗力がある
設定切り替え時に   押し下げながら移動させる :異常なし
抵抗力があるかを 2. 抵抗力があるかを確認する
確認してください ●抵抗力がない

:弊社担当者へ連絡してください

※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

2

症状 1 ボールが打ち出されない
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No. 確認事項 確認手順 判断基準

ボールの着弾点を 1. シューティングマシンを ●着弾点がフリースローラインを越える
確認してください   ゴール下に設置する :異常なし

2. ボールに空気が入っているかを  確認事項No.2を確認してください
  チェックする
3. 電源をONにする ●着弾点がフリースローラインを越えない
4. 打ち出し方向を1方向正面に設定する :すぐに部品交換する必要がある為
5. 打ち出し距離を「ショート」に  弊社担当者へ連絡してください
  設定する
6. 実際にボールを打ち出す  フリースローライン
7. ボールの着弾点を目視で確認する

打ち出し距離の 1. 打ち出し距離切替レバーを ●抵抗力がある
設定切り替え時に   押し下げながら移動させる :異常なし
抵抗力があるかを 2. 抵抗力があるかを確認する
確認してください ●抵抗力がない

:弊社担当者へ連絡してください

※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください
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症状 2 ボールの打ち出し距離が異常と感じられた場合
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症状 3 打ち出し口ライトが赤点滅する（1回点滅）:打ち出しモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

No. 確認事項 確認手順 判断基準

ボール打ち出しバーが 1. 打ち出し口付近に近づかないこと 本体の横に立ち ●ボール打ち出しバーの動作が止まらない
正常に動作しているか   打ち出しバーに当たってケガをする 目視で確認してください :部品交換となるため
確認してください   恐れがあります  弊社担当者へ連絡してください

2. ボール送りガイドのボールを
  全て排出する ●ボール打ち出しバーが作動しない
3. 電源をONにする :部品交換となるため
4. ボールを1球のみセットして  弊社担当者へ連絡してください
  スタートボタンを押す
5. ボール打ち出しバーの動きを ※ボール打ち出しバーが1回作動することが正常な状態です
  本体から離れて目視で確認する

※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

症状 4 打ち出し口ライトが赤点滅する（2回点滅）:ボール送りモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

No. 確認事項 確認手順 判断基準

ボール送りレバーが 1. ボール送りガイドのボールを 本体の横に立ち ●ボール送りレバーの上下の動きが
正常に動作しているか   全て排出する 目視で確認してください  ゆっくりでガタガタしている
確認してください 2. 電源をONにする  【異常あり】上下往復で1秒以上かかる場合

3. ボールが無い状態で  【異常なし】上下往復で1秒未満の場合
  ボール送りレバーの動きを :部品交換となるため
  目視で確認する  弊社担当者へ連絡してください

※ 人工皮革もしくはゴムボールを ●ボール送りレバーが動かない、もしくは動作が止まらない
  使用されている場合は :部品交換となるため
  ボール送りレバーの後ろ部分に  弊社担当者へ連絡してください
  引っかかっていることがあるため
  必ずボールが無い状態で ※ボール送りレバーが1回作動することが正常な状態です
  確認してください

※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください
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症状 5 打ち出し口ライトが赤点滅する（3回点滅）:首振りモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

No. 確認事項 確認手順 判断基準

ネット部分にボールが 1. 右図の部分にボールが ●ボールが詰まっている
詰まっていないかを   詰まっていないかを確認する :ボールを手で流して、詰まりを解消してください
確認してください 2. ボール5球以上を同時に  

  使用していないかを確認する ●ボールが詰まっていない
:異常なし
 確認事項No.2を確認してください

ボール回収ネットを 1. ゴムロープの取り付け位置を ●ボール送りガイドに取り付けている
固定するゴムロープが  目視で確認する    OK              NG :ネット取り付けベースに付け替えてください
ネット取り付けベースに  
取り付けてあるかを ●ネット取り付けベースに取り付けている
確認してください :異常なし

 確認事項No.3を確認してください

首振り回転部に 1. 電源を必ずOFFにして           ボールガイド横を持って首振りを確認する ●ネジ等が外装パーツの底に挟まっている
配線コードやネジ等が   電源コードを抜いてください :電源がOFFであることを確認して
挟まっていないかを   作業中にケガをする恐れがあります  ネジを取り除いてください（手作業で問題ありません）
確認してください 2. 右図の通り手動で首振りしながら :ネジの脱落箇所が不明な場合は

  引っ掛かりが無いかを確認する  弊社担当者へ連絡してください

●コードが引っかかっている
:外装パーツを外して配線の調整を行う必要があるため
 弊社担当者へ連絡してください

●回転部に何も挟まっていない
:異常なし
 確認事項No.4を確認してください（次ページ）
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症状 5 打ち出し口ライトが赤点滅する（3回点滅）:首振りモーターへの過負荷を保護する安全装置が作動している状態

No. 確認事項 確認手順 判断基準

首振り動作が 1. ボール送りガイドのボールを ●首振り動作が開始しない
設定通りであるか確認する  全て排出する :部品交換となるため

2. 電源をONにする  弊社担当者へ連絡してください
3. 打ち出し方向を5方向に設定する
4. 手動で本体を右90度方向に向ける ●首振り動作が途中で停止する

:部品交換となるため
 弊社担当者へ連絡してください

5. スタートボタンを押す
6. 首振り動作を目視で確認する

※ 上記のご確認後も解決されない場合は、弊社担当者へ連絡してください

発売元 株式会社モルテン
東京都墨田区横川5丁目5-7
電話 03-3625-8302
www.molten-b-plus.com
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