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手順1.
支柱の裏面についている①ユリヤネジ大/2本を外します。
外したユリヤネジで音声操作装置を取り付けます。

手順2.
プラグの芯形状（凹凸）を合わせ接続。接続後、
金蔵リングを両側から回して締める。
※１つは時計回り、もう１つは反時計回り

音声操作装置を取り付ける

手順1.
ベースからトラスネジとワッシャーを一旦外します。

手順3.
一旦外したトラスネジと
ワッシャーを使って
ベースに支柱を
しっかり締付ます。

手順2.
ベース裏面から
⑤皿ネジ2本を使って
ベースに本体柱を
しっかり締付けます。

音声操作装置

支柱

支柱とベースを取り付ける

ロードセル照明具

防水カバー

カップ

照明操作装置

シリコンマット

トレー

⑥ノブボルト

ブラケット

②ユリヤネジ小

③小ネジ/2本

ストッパー/左右１コ

①ユリヤネジ
　　大/2本

ベース

⑤皿ネジ/2本

④-2.ワッシャー

④-1.トラスネジ
本体柱

手順1.
一押くんに延長ノズルを
取り付ける

ボトルに一押しくんとカップを取り付ける

尖った方を下側に向けてください。

注意：隙間があいていると
使用時にお酒が噴き出します。

手順２.
一押しくんをボトル
に取り付けます。

　　　　緩んでいると滑らか
に注げません。

注意

パーツ・部品の取付位置

非接触型サーバースタンド 踏み酒 (4-5L 酒 PET 容器用 )

ベース

④-2.ワッシャー

④-1.トラスネジ

黄色

黄色

支柱にブラケットとトレーをセットする     ③ロードセル照明具（防水カ
   バー付）をトレーに設置

手順4.
照明操作装置を
支柱の裏面にある
マジックテープ箇所に
留める

両面の保護紙を
剥がしてください。
半透明の面を上側、
透明の面が下側
にして設置下さい。

手順3.

スライドピッチ穴

支柱裏面への
取り付け完了図

①トレーをブラ

   ケットに設置

②シリコンマット
   をトレーに設置

4

手順１.
シリコンマットの凸面を
上に向け、トレーから
はみ出ない様に敷いてく
ださい。
※シリコンマットがヨレたり、
シワにならないよう注意してください。

手順２.
ノブボルトを緩め、トレーを最下点
まで降ろした状態にしください
※トレーが、最下点まで降りている
ことを必ず確認してください

シリコンマット
ロードセル照明具の滑り止め

3

回転させながら奥迄挿入してください。

ユリヤネジ大
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USB A

USB C

USB A

USB A

5
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ノブボルトを
矢印の方向に
回すと容器が
上に上がって
いきます。

3 41

2 5
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使用方法：

スペック：

LEDモードスイッチ ( 選択できる２つのモード【A】【B】）: 

・LED モードスイッチで 照明モード【A】【B】を選択いただき、その後電源を入れます。
   ロードセル照明具 が 赤色点滅 。すまき置を）態状たせ被をプッカ（ 器容ルトボ、らたし始開を

・光度調整ダイヤルで LEDの明るさを調整できます。（３段階調整）
・ペダルを踏むと LEDがレインボーカラーに輝きます。
・ボトル容器内のお酒が少なくなった時、LEDが 赤色点滅 を繰り返します。
      800ｇ（容器含）程度以下になると赤色灯がよっくり点滅します。
      650ｇ（容器含）程度以下になると赤色灯が高速で点滅します。

・落ち着いた雰囲気を演出します。
・お酒の量で LEDの灯色が、白色→青色→赤色と変化します。

滅点色白 → ）量重含器容（度程 g0031 - g0085・    
滅点色青 → ）量重含器容（度程 g008 - g0031・    
滅点色赤 → ）量重含器容（度程 g056 - g008 ・    
滅点色赤速高 → ）量重含器容（ 下以度程g056 ・    

【A モード】

【Bモード】
・キラキラした雰囲気を演出します。
・ペダルを２回踏むと LEDの灯色が、図 1の様に変化します。

モバイルバッテリーでの使用（モバイルバッテリーをご用意ください）：
・コンセントが無い場所ではモバイルバッテリーで使用できます。
光度調整ダイヤルを「低」にすることで効率的な節電が行えます。

滅点の1図 → ）量重含器容（度程 g008 - g0085・    
滅点色赤 → ）量重含器容（度程 g056 - g008 ・    
滅点色赤速高 → ）量重含器容（ 下以度程g056 ・    

強
中 弱

A
B

B A

光度調整スイッチ 消耗時間（H） 消耗時間（H）

【低】省エネ光 5.6H 144%

110%

100%

4.3H

3.9H

【中】通常光

【高】輝光

※消耗時間は、5000mAh モバイルバッテリーを使用した場合の目安です。   使用状況により消耗時間は異なります。

白色橙色黄色青色ピンク

※注意２
ボトル容器をロードセル照明具の上に置

いた時、暫く LEDが 赤色点滅 することが
あります。ボトル容器内の揺れが収まり
暫くすると赤色点滅は消えます。

※注意１
本製品の対応可能重量は 5800ｇです。
市販の４－５Ｌ酒ＰＥＴ容器が 5800ｇ
を超えることはあり得ません。
ロードセル照明具の上に過剰な荷重物を
置かないでください。

※注意 3
Aモードの状態で光度調整を行う際は、
電源を一旦切ってから行ってください。

非接触型サーバースタンド 踏み酒 (4-5L 酒 PET 容器用 )

光度調整ﾀﾞｲﾔﾙ

強
中

弱

LEDモードスイッチ

照明操作装置の説明
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使用方法：

スペック：

音声モードダイヤル ( 選択できる３つのモード）:

。すまし存保にドーカ DSの属付を）3-PM（ルイァフ声音・ 
。すまし入挿にルトッロスDSの置装作操声音をドーカDS・ 

・ペダルを１回踏むと音声ファイル１つが再生されます。
・音声が流れている間は、ペダルを踏んでも次の音声ファイルは再生されません。
・音声モードダイヤルで用途に合ったモードが選択できます。(60°回転させるとモードが変わる）

。すまれさ生再、がルイァフ声音の迄つ６大最・ 
。すで順たし存保にドーカDSをルイァフ声音、は番順るれさ生再・ 

。すまれさ生再プールり戻にルイァフ声音の目つ１、後たれ流が声音の後最・ 
。すまし生再り戻にルイァフ声音の目つ１、とく空上以秒01が隔間む踏をルダペ・ 

➡活用シーン：たとえば「おもてなし」を音声 STORY で演出することができます。

① 順列モード

。すまれさ生再）率確等均（ムダンラがルイァフ声音たし存保にドーカDS・ 
。すまきで生再をルイァフ声音の迄個」91「大最・ 

。すまきでもとこるす整調を率確生再、時いたしや増を数生再けだ声音の定特・ 
➡活用シーン：たとえば、当たりくじゲームを行う時には当選確率を調整できます。
     調整方法）
     音声ファイルを SDカードに保存する際、再生数を増やしたい音声ファイルだけを複数個保存します。
     注意点：同じファイル名だと SDカードに保存できません。ファイル名を変更して保存してください。

②ランダムモード

。すまし生再をけだルイァフ声音のそ、し択選けだつ１をルイァフ声音たし存保にドーカDS ・ 
たし存保へドーカDS、はルイァフ声音な能可生再、りあつ３がルネンャチはにドーモ択選・ 

     順番が、１つ目から３つ目の音声ファイルです。
➡活用シーン：たとえば、利用状況に応じた利用マナーの案内便利ですがラクに行えます。
    マナーの良い時、通常の時、悪い時といった情況が想定されます。３つの状況に応じた案内（３つの音
    声ファイル）を SDカードに保存し、実際の状況に応じた案内を流します。利用状況が急変した時でも、
    チャンネルを切り替え、即座に対応（案内を変更）できます

イッキ飲みを助長するような音声コンテンツ（飲みコールなど）での使用はご遠慮ください。

③選択モード

無音

表面シールを強く押すと
スピーカーを痛める
原因になります。

音声操作装置の説明

意
注



&

P8

手順 1.
電源スイッチのついたUSB ケーブルを
照明操作装置のUSB ポートに接続します。 
（type-C 接続）

手順 2-2.
モバイルバッテリーで使用する場合：
電源スイッチのついたUSB ケーブルを
モバイルバッテリーに接続します。
（type-A 接続）
※適応するモバイルバッテリーは、
USB-A 出力ポート（PSE 技術基準適合）、
オートパワーオフ（スリープモード）の
ない製品をご用意ください。

手順 2-1.
コンセントで使用する場合：
電源スイッチのついたUSB ケーブルを
USB-AC アダプターのケーブルに接続します。

）続接A-epyt（ 
Good 
  Job

新入り？、
  先輩？

アドバンスメニュー

ご準備いただくもの）
・3㎜厚のスチレンボード　・A４サイズのラベルシール
・シートマグネット４枚（縦 30×幅 20×厚１㎜程度 /枚）
※サークルカッターがあると便利です。
作り方）
①デザインをラベルシールにプリントします。
②デザインしたラベルシールをスチレンボードに貼り合わせます。
③スピーカー配置位置とフレームをカットします。（スピーカー径：39 ㎜）
※スピーカーの配置位置は、前頁の「注意」参照
④裏面にシートマグネット４枚を貼ります。
貼り位置は音声看板の範囲ですが、スピーカーから離れた位置が好ましい。

設置位置を固定して利用する場合、床固定金具をご使用ください。
床固定金具には、径８㎜の穴が開いています。
M6 アンカー ボルトやM6 コンクリートビス、M6木ネジなど
で、床材に応じた設置固定が行えます。

シートマグネット

スピーカー用の穴

&

& &



　　　　　　　　                保 　証 　規 　定
1. 取扱説明書の記載内容に従った正常な使用状態で、お買い上げ後1 年以内に
　故障した場合には 故障箇所を無償修理いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、品質保証書の販売代理店に
　先ずはご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
　（a）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
　（b）お買い上げ後の落下や水濡れなどによる故障および損傷。
　（c）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、
　　  指定外の使用電源などによる故障および損傷。
　（d）品質保証書の提示がない場合。
　（e）品質保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売代理店名の
　　   記入のない場合、またはお買い上げを証明するものがない場合。
　（f）その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 品質保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 品質保証書は本規定に明示した期間、条件のもとにおいて
　無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書に
　よってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
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音声装置の不具合
以下の様な誤った状態で使用された場合
「音が鳴らない」といった問題が発生します。

照明装置の不具合
以下の様な誤操作をおこなったり、誤った状態で使用された場合
照明が光らない、適切に変化しない、といった問題が発生します。

トラブルシューティング /電気機器の保証

原因
SDカードに保存する音声ファイルの形式が
「MP-3」でない場合

「MP-3」形式の音声ファイルをSDカードに保存してください。

SDカードが、SDカードスロットルに正しく
挿入れていない時 組立手順  7  を確認してください。

音声装置のボリュームが「小」の時 【音声操作装置の説明（2-2）】を確認してください。
音声モードダイヤルが「無音」の位置になっ
ている時 【音声操作装置の説明（2-2）】を確認してください。

ケーブルのコネクターが、正しく接続されて
いない時

組立手順  ２  と  7  を確認してください。
※コネクターが適正確実に接続している状態を確認

対応

原因
電源を入れる前に、ボトル容器をロード
セル照明具の上に置いた時

一旦電源を切り、セッティング手順  1  からやり直
してください。

電源を入れた後で、LEDモード（A/B）
を切り替えた時

一旦電源を切り、セッティング手順  1  からやり直
してください。

一押しくんのポンプ部がカップの内壁に
接触している時 セッティング手順  2  と  3  を確認してください。

ユリアネジ小でトレーを固定していない時 セッティング手順  4  を確認してください。

電源が適切に確保されていない時 組立手順  7  を確認してください。
※USB-ACアダプターは上のポート（2.4A）をお使いください。 

ブラケットがスライドピッチ穴に確実に
固定されていない時 セッティング手順  6  を確認してください。

ケーブルのコネクターが、正しく接続されて
いない時

組立手順  ２  と  7  を確認してください。
※コネクターが適正確実に接続している状態を確認

トレー、シリコンマット、ロードセル照明具、
防水カバーが、同心円状に重なっていない時 組立手順  4  を確認してください。

本製品の使用時間が、連続12時間を超えた時 電源を一旦切って1時間程度のインターバルをおいてから
ご使用ください。     ※営業時間外など使用しない時は、
電源を必ず一旦切ってください。

対応

　　　　　　　　　　　品　質　保　証　書
このたびは、当社の製品をお買い求めいただき ありがとうございます。 
製品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。 
しかし通常のご使用において万一、不具合が発生した場合には、 保証規定により
お買い上げ後、1年間は無償にて修理いたします。 
※製品の使用は、日本国内での場合に限ります。以下の事を必ず行ってください 
・ 本品質保証書を保管いただく。  
・ 販売店で発行されたお買い上げを証明するもの（レシートやシールでも可）
   を本品質保証書に貼付または保管いただく。

キリトリ線

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3-7-6 翔和鍛冶町ビル 7F 
株式会社アイズファクトリー
 TEL 03-6684-3552　 FAX 03-6684-3218
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