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1 はじめに

1.1 本書に関する情報

本書は本体の一部です。設置前に本書をよく読んでください。本書により本
体の安全な取扱いおよび適切な設置が可能になります。

本書の図は一例であり、本体と異なる場合があります。

本書は以下の機器に適用されます。

n iVario 2-XS

n iVario Pro 2-S

保管

設置マニュアルと取扱説明書は、本体のすぐ近くに保管してください。サー
ビス作業を実施する場合に、製造元に承認された専門技術者が設置マニュア
ルをいつでも使用できるようにしてください。

譲渡

本製品の所有者に設置マニュアルを渡してください。

シンボルの説明

a 作業の前に満たすべき必要条件がすべて記載されています。

1. 作業手順には、本書の読者が実施する行為が説明されています。

> 順調な途中経過が示されます。

2. その他の作業手順。

>> 作業の結果が示されます。

本体上のラベルの説明

IEC 60417-5021に基づいた等電位ボンディングのシンボル

IEC 60417-5036に基づいた危険電圧のシンボル
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1.2 本マニュアルの利用者
n 本書は、訓練および安全指導を受け、製造元に承認された熟練技術者を

対象としています。

n 設置作業、点検作業、メンテナンス作業、修理作業は訓練を受けた技術
者のみが実施できます。

n 製造元に承認された技術者のみが、点検作業、メンテナンス作業、修理
作業を行うことを推奨します。

n お子様が本製品の使用、洗浄、メンテナンスを行うことはできません。
本体を使って遊ばないでください。これは、監督のもとであっても禁止
されます。

n 身体的・感覚的・精神的な制限のある方、あるいは経験または知識が不
足している方は、本製品の使用、洗浄、メンテナンスを行うことはでき
ません。ただし、これらの人が安全担当者の監督を受け、本製品の危険
に関する注意指示を受けている場合は、その限りではありません。

n 事故の危険性や物的損害を防ぐために、製造元では技術者が定期的に訓
練や安全指導を受けることを推奨しています。

1.3 著作権

製品固有の情報を第三者に引き渡すことは許可されていません。製品の仕様
は改良などのため、予告なく変更することがあります。翻訳や複製の権利な
ど、すべての権利は当社に帰属します。

1.4 規格適合性

本製品の規格適合性は、納入時の本体全体に関するものです。追加機能の拡
張、変更、接続を実施した場合は、事業者が追加の規格適合性に関して責任
を負います。

n 電源接続は、EN 60335およびVDE 0700に準拠し、IEC 60335に基づいて
構築および検査されています。

n 給水接続は、EN 1717、DIN EN 13076 およびDIN EN 13077に準拠し、
IEC 61770に基づいて構築および検査されています。

n 排水接続は、SVGW/SSIGEによる関連規定に準拠しており、これに応じ
て検査および認定されています。
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n 本製品は海抜4,000 mまでの使用に適しており、IEC 60335に基づく認
証を取得しています。

ここに示す規格はドイツで適用されるものです。

その他のすべての国では、国または地域が定める、業務用調理器具の設置と
運転に適用される規格と規定を遵守してください。

1.5 責任および保証条件

責任

製造元に承認された専門技術者以外が設置作業および修理作業を行った場
合、または純正スペアパーツを使用しないでこれを実施した場合、あるいは
製造元が許可していない本製品の技術的変更があった場合、製造元の製造物
責任が失効することがあります。

保証

本設置マニュアルを順守しなかったことに起因する損傷については、保証の
範囲外となります。

また、以下も保証対象外となります。

n 不適切な使用、設置、メンテナンス、修理による破損

n 本来の用途以外での本体の使用

n 製造元が認めていない、本体における改造または技術的変更

n 製造元の純正スペアパーツ以外の使用
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1.6 本体の識別

銘板

銘板は設置用ケース上の左側パンの裏側にあります。
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銘板には下記の情報が記載されています。

型番
電源電圧
周波数
接続負荷

許容流れ圧力範囲

シリアル番号

商品名

機器タイプおよび型番

分類を次の表に示します。

銘板に示されている機器タイプと型番の記号は異なります。銘板上の型番は
本体用オプションに応じて桁が付け加えられています。
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銘板の本体サイズ ユニットサイズ

LMX.100AE … iVario 2-XS

LMX.100BE … iVario Pro 2-S

LMX.200BE … iVario Pro 2-S、加圧オプション付き
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2 安全性

2.1 警告表示

 危険

危険の種類および原因

順守しなかった場合、重傷や死亡事故につながります。

防止措置

 警告

危険の種類および原因

順守しなかった場合、重傷や死亡事故につながる可能性があります。

防止措置

 注意

危険の種類および原因

順守しなかった場合、軽傷または中程度の負傷につながる可能性があり
ます。

防止措置

注意事項

注意事項を順守しなかった場合、物的損害につながる可能性がありま
す。

2.2 一般的な安全注意事項

本製品は、規定通りに設置された場合には危険を引き起こ
さないように設計されています。本製品の正しい設置方法
については、本書に記載されています。
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n 各国・地域の規定や規格に従ってください。

n 運搬時には運搬補助具（例：キャリーベルト）を使用し
てください。

n 運搬中および設置後は、横転防止のために本体を固定し
てください。

n 運搬および設置中は適切な保護服（例：保護手袋や安全
靴）を着用してください。

n 無風で凍結防止、保護された環境にのみ本体を設置して
ください。

n 気象条件下（例：雨）に本体をさらさないでください。

n 必ず、設置マニュアルおよび銘板に記載されているデー
タに従って本体を接続してください。

n 本体を電源から切り離すとき、または電源に接続すると
きは、本体のスイッチを切ってください。

n 使用開始後は、0 °C以上の周囲温度でのみ本体を運搬し
てください。

n 0 °C以上の周囲温度でのみ本体を保管してください。

n エアフィルターを装着しない状態で本体を使用しないで
ください。

n 運搬時の損傷がないか点検してください。運搬時に損傷
した疑いがある場合は、直ちに担当の販売店／運送業者
に連絡してください。



2 | 安全性

14 / 64 80.06.565_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_ja-JP

2.3 使用目的

本製品は食材の加熱調理のために開発されました。本製品は業務用途（レス
トランの厨房、病院内の食堂および業務用厨房、製パン業、食肉加工業な
ど）にのみ使用できます。本製品を屋外で使用することはできません。本製
品は食品の連続的、工業的大量生産には使用できません。

その他の使用法も目的外の使用に相当し、危険を伴います。目的外の使用の
結果に対しては、製造元は責任を負いません。
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3 製品説明

3.1 本体説明

注意事項

決して安全オーバーフローを塞いだり、パイプを設置したりしないでくだ
さい。

安全オーバーフローの断面積を減少させないでください。

安全オーバーフローは常にアクセス可能で遮る物がない状態でなければな
りません。これは、換気口および詰まった場合の排水口として機能しま
す。

設置用の接続部は本体背面の中央カバーの裏側にあります。

6

7

4

3

2

1

5

1 排水接続 5 オプション接続用PGケーブルグラ
ンド

2 給水接続 6 電気配線
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3 Ethernetネットワーク接続 7 安全オーバーフロー（接続なし）

4 オプション接続用PGケーブルグ
ランド

3.2 技術データ

保護等級

本製品は、防水保護等級 IPX5 に対応しています。

運転のための環境条件

n 周囲温度が 5°C [41°F] 以下のところには、本体を設置しないでくださ
い。

n 周囲温度が 5°C [41°F] 以下のところでは、本体を使用しないでくださ
い。

n 本体は必ず窓または換気フードで十分に換気できる室内に設置してくだ
さい。

騒音値

騒音値は 70 dB 未満です。

3.2.1 本体重量

ユニットサイズ 梱包材を除く重量kg [lbs] 梱包材を含む重量kg [lbs]

iVario 2-XS 110 [243] 145 [320]

iVario Pro 2-S 132 [291] 167 [368]

iVario Pro 2-S、加圧
オプション付き

154 [339] 178 [392]
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3.2.2 本体寸法

本体寸法は脚の長さ90 mm [3 35/64 Inch]に関するものです。

x y

z

a
ユニットサイズ  2-XS

幅mm [Inch] x 奥行きmm [Inch] y 奥行きmm [Inch] a 高さmm [Inch] z

1100 [43 2/8] 756 [29 6/8] 547 [21 17/32] 437 [17 2/8]

ユニットサイズ  2-S

幅mm [Inch] x 奥行きmm [Inch] y 奥行きmm [Inch] a 高さmm [Inch] z

1100 [43 2/8] 938 [36 7/8] 730 [28 47/64] 437 [17 2/8]

梱包寸法

ユニットサイズ  2-XS

幅mm [Inch] x 奥行きmm [Inch] y 高さmm [Inch] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 662 [26 1/8]

ユニットサイズ  2-S

幅mm [Inch] x 奥行きmm [Inch] y 高さmm [Inch] z

1250 [49 2/8] 1100 [43 2/8] 662 [26 1/8]

3.2.3 パン寸法

使用可能容量

ユニットサイズ 使用可能容量l [gal]

iVario 2-XS 17 [4,5]

iVario Pro 2-S 25 [6,5]
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パン内法

x

y

z

ユニットサイズ 幅mm [Inch] x 奥行きmm [Inch] y 高さmm [Inch] z

iVario 2-XS 341 [3/8] 370 [14 5/8] 155 [6 1/8]

iVario Pro 2-S 553 [21 6/8]

3.2.4 熱負荷

ユニットサイズ 潜在的熱負荷（kJ/h） 検出可能な熱負荷（kJ/h）

iVario 2-XS 14364 2873

iVario Pro 2-S 20866 4309

製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがあります。
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4 運搬

 注意

本体の重量により押しつぶされる危険性があります。

手、指、足が押しつぶされる可能性があります。

n 運搬時には適切な保護服を着用してください。

n 運搬補助具（例：搬送ベルト）を使用してください。

 注意

運搬時の転倒の危険性

人の上に本体が倒れることにより、押しつぶされる危険性があります。

n 本体の重心に注意してください。

n 本体を運搬する場合、または持ち上げる場合に本体が傾かないように注
意してください。

 注意

運搬補助具を使用した運搬時の斜面

斜面または平らでない床の上で運搬補助具を使用して運搬する場合、押し
つぶされたり負傷する危険性があります。

n 傾斜が10°以上の斜面は走行しないでください。

n 本体を慎重に運搬してください。
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注意事項

狭いスペースによる本体の損傷

運搬時の搬入経路の幅と高さに注意してください。

本体を運搬するときは必ず本体カバーを閉じてください。本体を仰向け
にした状態で運搬するときは、本体カバーをベルトで固定してくださ
い。本体を運搬、保管のために長時間にわたって仰向けにした状態にし
ないでください。

注意事項

不適切な運搬

本体を所定の設置場所へずらして移動させないでください。

本体脚部が損傷するおそれがあります。

本体は本マニュアルに従って適切に運搬してください。

a 本体は搬送用パレットの上に載っています。

a 本体脚部は搬送用パレットのカートン内の脚ガイドに収まりました。

a 所定の設置面は水平に調整されました。

a 本体カバーは閉じられました。

a 運搬する場合には、2人以上必要です。

1. 梱包材を取り除きます。

4.1 本体のリフトアップ位置

注意事項

不適切なリフトアップによる損傷

必ず所定のリフトアップ位置で本体を持ち上げてください。

重心

本体の重心が次の図に示されています。重心位置を示す寸法は参考のための
概略値です。
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 注意

重心に注意しないと、押しつぶされたり負傷する危険性があります。

重心に注意しないと、本体の運搬時や持ち上げるときに本体が傾くおそれ
があります。

n 本体の重量配分が均等になるように注意してください。

n 本体の重心に注意してください。

y

z

x

幅mm [Inch] x 奥行きmm [Inch] y 高さmm [Inch] z

iVario 2-XS 544 [21 7/16] 176 [6 31/32] 155 [6-1/8]

iVario Pro 2-S 544 [21 7/16] 182 [7 5/32] 161 [6 11/32] 
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本体のリフトアップ位置

1. 本体を持ち上げるときは図に示したベースフレームおよびパンカバーか
ら持ち上げてください。

4.2 パレットを使用した運搬

a 梱包材が取り除かれました。

a 本体は搬送用パレットの上に載っています。
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1. 搬送用パレット付きの本体を設置場所まで運搬します。

2. リフトアップ位置で本体を搬送用パレットから持ち上げて、所定の設置
面に下ろします。

>> 本体は所定の設置場所に下ろされ、設置準備が完了しました。

4.3 パレットなしでハンドリフトを使用した運搬

注意事項

保護材なしで運搬補助具を使用した運搬

可能なところまでパレットに載せて本体を運搬してください。保護材なし
で運搬補助具または同様の運搬補助材を使用して本体を運搬しないでくだ
さい。保護材としては木板などを使用してください。

注意事項

固定ベルトによる損傷

本体にベルトを装着する際に引っかき傷をつけたり、損傷させないでくだ
さい。
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注意事項

本体が傾くことによる本体脚部の損傷

本体を仰向けに倒したり、正立位置に戻したりするときに本体脚部を傷
つけないように注意してください。

a 梱包材が取り除かれました。

a 本体の損傷を防止するために木板などの保護材が用意されています。

1. 損傷防止のためにハンドリフトに保護材を置いてください。

2. リフトアップ位置で本体をパレットから持ち上げて、所定の設置面に下
ろします。

>> 本体は所定の設置場所に下ろされ、設置準備が完了しました。

4.4 パレットなしでハンドリフトを使用した垂直運搬

運搬中に狭い場所を通過する場合、短時間ならば本体を仰向けに倒して運搬
することができます。

1. 各パンとカバーをベルトで固定してください。
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2. ハンドリフトにより本体を設置場所までゆっくりと運搬してください。
運搬中は本体を固定しておいてください。

3. 本体をリフトアップ位置で持ち上げ、所定の設置面へ下ろします。

4. 固定ベルトを外します。

>> 本体は所定の設置場所に下ろされ、設置準備が完了しました。
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5 設置

 注意

設置時に押しつぶされる危険性

指、手、足が本体の下に挟み込まれる可能性があります。

n 設置時には適切な保護服を着用してください。

n 所定のリフトアップ位置でのみ本体を持ち上げてください。

必要条件

n 本体を架台に載せる場合は必ず本体の製造元の純正架台を使用してくだ
さい。

5.1 本体との最低間隔

注意事項

最低間隔が確保されていません。

本体の損傷や故障を防ぐために、熱源または火気から所定の最低間隔を
確保して本体を設置してください。

注意事項

本体背面付近の壁の損傷

安全オーバーフローから水や蒸気が流出することがあります。設置に際
してはこの注意事項に留意し、本体背面付近の壁の性状を確認してくだ
さい。

5.1.1 壁との間隔

本体背面との最低間隔は不要です。

a 設置場所の壁は地域の防火法規に適合しており、耐熱性があります。

1. 左右の壁との最低間隔を遵守してください。
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製造元による推奨値

1. 本体の清掃を適切に行えるように、本体と左右の壁との最低間隔 50 mm 
[2 Inch] を確保してください。

50 mm 
[2 Inch]

50 mm 
[2 Inch]

5.1.2 熱源との間隔

1. 本体は四方とも熱源との最低間隔 350 mm [14 Inch] を確保できるように
設置してください。

注意事項

高い周囲温度

フライヤーやその他の熱源を本体の横に置かないでください。
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注意事項

本体付近の裸火

本体が裸火との間隔が500 mm [19 3/8 Inch] 未満の場所に設置されている
場合は、必ず耐熱防護板を設けてください。

500 mm 
[19 5/8 Inch]

500 mm 
[19 5/8 Inch]

500 mm 
[19 5/8 Inch]

5.1.3 水源との間隔

 警告

露出した水源との最低間隔を守らないことによる火傷の危険

水が高温のパン、高温の液体または油に入って跳ねることがあります。

n 本体を最低間隔900 mm [35 3/8 Inch] を確保して設置してください。

n この間隔を確保できない場合は、本マニュアルに説明されている不燃
性の仕切り板を設けてください。
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1. 本体は露出した水源との最低間隔900 mm [35 3/8 Inch] を確保できるよう
に設置してください。

900 mm
[35 3/8 Inch]

900 mm
[35 3/8 Inch]

1. この間隔を確保できない場合は、本体と水源との間に高さ350 mm
[13 6/8 Inch] の不燃性の仕切り板を設けてください。

2. 本体の清掃を容易にするために、壁との最低間隔の推奨値を遵守してく
ださい。

350 mm 
[13 6/8 Inch]

50 mm 
[2 Inch]
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5.2 本体の設置

 注意

設置面への設置時の転倒の危険性

人の上に本体が倒れることにより、押しつぶされる危険性があります。

n 本体の重心に注意してください。

n 本体を持ち上げる際に傾かないように注意してください。

注意事項

衛生規定が遵守されません。

調整式脚部の高さが45 mmの場合、この高さでは本体の下を適切に清掃
できないため、衛生上の理由から、本体の下にシールソケットを配置す
る必要があります。このシールソケットにより、液体や食品が本体の下
に入り込むことを防止できます。

a 設置面が水平に調整されました。

a 最低間隔が遵守されます。

1. 本体に45 mmの調整式脚部が装備されている場合は、シールソケットが
取り付けてられていることを確認してください。

2. 本体を所定の設置面に設置してください。

>> 本体が設置面上にあり、水平方向の調整の準備が完了しました。

5.2.1 本体の調整

本体脚部は工場出荷時に高さが調整式脚部に適合するように設定されていま
す。設置面が水平に調整されている場合は、本体の水平状態の調整は最小限
度で済みます。

a 本体は所定の設置面上にあります。
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1. 右側パンの上に水準器を置き、本体脚部（1）を介して本体を水平に調整
します。

1

2. 右側パンの上に水準器を置き、両方の本体脚部を介して本体を水平に調
整します。
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3. 左側パンの上に水準器を置き、両方の本体脚部を介して本体を水平に調
整します。

4. 両側のパンが水平であることを確認してください。

>> 本体は水平に調整されました。

5.3 本体の架台への設置

この説明は水平調整可能なプラスチック製脚部を備えた標準架台に関するも
のです。本体サイズ 2-XS / 2-S 用の架台については、オリジナルの設置マ
ニュアルに記載の架台のその他のすべての設置方法および指示事項に従って
ください。

a 架台は水平に調整されました。

a 最低間隔が遵守されます。
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1. 本体脚部を架台のピンに位置決めしてください。

>> 本体は架台上にあり、滑らないように固定されました。

5.4 本体の固定

製造元は本体を設置面に固定することを推奨しています。

特殊接着剤、ねじおよびダウエルが含まれている本体固定用キットは納品範
囲には含まれていませんが、品番 60.72.905 により製造元に別途注文するこ
とができます。
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6 電気配線

 危険

電源接続時に高電圧

高電圧の作業による生命の危険。

n 電源との接続を切り離してください。

n 本体に電圧が印加されないようにしてください。

 危険

接続を誤ると感電の危険性があります。

ケーブル芯線の接続を誤ると、生命の危険があります。

説明の通りに、カラーコードに従って芯線を正しく接続してください。

 注意

不適切な設置により負傷する危険性があります。

ユーザー側で接点間隔が3 mm [0.12 Inch] 以上の全極遮断器を用意して
ください。

注意事項

電源電圧が本体の電圧と一致していません。

接続する前に、電源電圧が本体の銘板に記載されている必要な電圧と一
致しているか確認してください。

6.1 電気配線に関する規定
n VDE規定および地域の電力会社の規定に従ってください。

n 有効な国内規定に従って本体を接続してください。

n 規格化された電力供給網に本体を接続してください。

n ケーブルの消費電流、ヒューズ、ケーブル断面積は、以下の要因に応じ
て異なります。
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– 地域の規定

– ケーブル長さ

– ケーブル品質

– 電力供給

n 適切な電源接続のために、接続値を地域の条件や要件に合わせて調整し
てください。

n IEC 60364の要件またはIEC 60364の国別の要件を遵守してください。

注意事項

n 接続ケーブルの断面積は、電力消費および設置された地域の規定に従っ
てください。

芯線のカラーコード

芯線のカラーコードと各国ごとの相違に注意してください。

芯線のカラー 芯線の機能

黄緑色 アース線

青色 中性線

茶色、灰色、または黒色 位相L1、L2、L3

漏電遮断器

すべてのユニットには基本的にアース線コネクターが備えられています。各
国の規格および規定に基づいて、追加でタイプAまたはタイプB（RCDタイプ
A、RCDタイプB）を本体の設置に含める必要が生じる場合があります。



6 | 電気配線

36 / 64 80.06.565_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_ja-JP

6.2 電装部を開く

 警告

設置面からの本体の落下

本体の転倒または回転により、押しつぶされたり負傷する危険性があり
ます。

n 設置面で本体を傾けないでください。

n 本体を回転させる場合は、本体の重量が均等に配分され、すべての本
体脚部が設置面についていることを確認してください。

 注意

ハウジングの鋭いエッジ

電装部内の作業の際にハウジングで創傷を負う危険があります。

保護手袋を着用してください。

注意事項

電装部の湾曲したカバー

電装部を均等に密閉するために、カバーには予荷重がかかっています。
電装部のカバーは取り外した状態では湾曲します。

注意事項

電装部のカバーの穴の損傷

電装部のカバーの取外しやねじの締付けの手順を誤ると、カバーの予荷
重により穴が損傷することがあります。

電装部は本体背面の右側カバーの裏側にあります。

a 本体は所定の設置面上にあります。

a 本体カバーは閉じられました。

a プラスドライバーが用意されています。
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a すべての電源が外部の遮断器によって遮断されました。

1. 印の付いたプラスねじ（1）を外し、カバーを上に引いて外します
（2）。

1 1

2

2. ねじの周辺のカバーを軽く押して、ねじ（1）と（2）を外します。

1 2
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3. ねじ（3）、（4）、（5）と（6）を順に外します。

3 4

5

6

4. 電装部のカバーを取り外します。

>> 電装部が開きました。

6.3 等電位ボンディング

1. 接続部を取り付ける前に等電位ボンディングを接続します。
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6.4 本体と電源の接続

主電源ケーブルおよび接続ポイントに関する注意事項

n 製造元は可撓性の主電源ケーブルの使用を推奨しています。硬質の主電
源ケーブルは接続が難しく、本体の位置に影響を及ぼすことがありま
す。

n 本体は固定式接続あるいはコネクターにより接続することができます。

n 主電源ケーブルの接続点は電装部内のメインコンタクター付近にありま
す。

n 本体には主電源ケーブルは同梱されません。

n 本体ごとに個別の電源ラインを用意します。

n 可撓性の主電源ケーブルはタイプH07RN-F以上を使用してください。

n 硬質の主電源ケーブルはタイプU-1000R02V以上を使用してください。

メインコンタクターの接続ケーブルの最大断面積：

n iVario 2-XS：6 mm²

n iVario Pro 2-S：35 mm²

接続作業の実施

a 漏電遮断器タイプAまたはタイプBがあります。

a 電装部が開きました。

1. ケーブルグランドのねじを外します。

2. 主電源ケーブルをケーブルグランドから電装部内の接続点に通します。

3. ケーブルグランドの開口部を締め付けます。

4. 適当な工具を用いて接続端子を開き、芯線を接続します。下記のカラー
コードに注意してください。

5. アース線を黄緑色の端子に接続します。

6. 中性線を青色の端子に接続します。

7. 灰色の芯線をコンタクターK1に直接接続します。

8. 各芯線が正しく接続されていることを確認してください。

9. ケーブルグランドのねじを締めます。

10. 主電源ケーブルを電源に接続します。
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>> 電源接続が実行されました。

接続端子のカラーコード

接続 芯線のカラー 接続端子 工具

相 灰色、茶色または
黒色

L1、L2、L3 六角レンチ

中性線 青色 N マイナスドライバ
ー

アース線 黄緑色 PE マイナスドライバ
ー

6.5 デモモード用ユニットと電源の接続

デモモードではユニットの基本機能を利用してデモンストレーションが行わ
れます。

次の表に示す接続用のカラーコードに注意してください。

デモモード用接続端子のカラーコード

接続 芯線のカラー 接続端子 工具

相 灰色 L1 六角レンチ

中性線 青色 N マイナスドライバ
ー

アース線 黄緑色 PE マイナスドライバ
ー

デモモードでは下記の機能が有効化または無効化されます。

n 調理プロセスのシミュレーションが行われます（プロセスは加速されま
す）

n パン／本体カバーの動作は有効です

n 加熱は無効化されました

ユニットがデモモードで接続される場合は下記の接続で十分です。

n 単相

n 中性線

n アース線
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n 等電位ボンディング

6.6 電装部を閉める

a 主電源ケーブルが本体に接続されました。

1. カバーを電装部上に置きます。

2. ねじを挿入します。
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3. ねじ（1）、（2）、（3）と（4）を順にしっかりと締めます。

1

2

3 4

4. ねじ（5）と（6）を挿入します。

5. ねじの周辺のカバーを軽く押して、ねじ（5）と（6）を順にしっかりと
締めます。

5 6
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>> 電装部が閉じられ、水や湿気の侵入から保護されました。

6.7 各種電圧タイプの接続値

最大電源電圧

n 入力電圧の最大許容誤差：- 10%～10%

n 本製品は周波数50 Hz～60 Hzの範囲では技術的変更なく使用することが
できます。

注意事項

ここに示した導体断面積の値は、主電源ケーブルの最大長さ 2 m [78 Inch]
に対応しています。使用する主電源ケーブルの長さと品質に従って導体断
面積を計算してください。

3 AC 400 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 14 20 20 2,5

iVario Pro 2-S 21 30 32 4

3 AC 415 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 15 20 25 2,5

iVario Pro 2-S 22 31 32 4

3 AC 200 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 13 37 40 6

iVario Pro 2-S 19 55 63 10

3 AC 208 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 15 48 50 10

iVario Pro 2-S 23 64 70 16

3 AC 220 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 13 33 40 6

iVario Pro 2-S 19 50 50 10
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3 AC 230 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 14 34 40 6

iVario Pro 2-S 21 51 51 10

3 AC 240 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 15 35 35 6

iVario Pro 2-S 22 53 60 10

3 AC 400 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 14 20 20 2,5

iVario Pro 2-S 21 30 32 4

3 AC 415 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 15 20 20 2,5

iVario Pro 2-S 22 31 32 4

3 AC 440 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 13 17 20 3

iVario Pro 2-S 19 25 25 4

3 AC 480 V 消費電力kW 消費電流A ヒューズA 導体断面積mm²

iVario 2-XS 15 18 20 2,5

iVario Pro 2-S 22 27 30 4

6.8 本体内のソケットの機能点検

本体内のソケットの接続値

漏電遮断器なしの標準仕様：

本体内のソケットには標準装備として 10 A ヒューズがあります。供給可能
な最大電力は 2,3 kW です。
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漏電遮断器付きの仕様：

オプションとして、漏電の際にソケットの電源を遮断する漏電遮断器を内蔵
したソケットが本体内にあります。初回のセットアップ前に本体内のソケッ
トの機能を確認してください。

機能点検

本体を起動させたときにソケットが無効です。

a 本体は電源に接続されました。

1. LEDボタンReset/Onを押します。

> Reset/OnのLEDボタンが点灯し、ソケットは正常に機能します。

2. LEDボタンTest/Offを押します。
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> Test/OffのLEDボタンが点灯し、ソケットが正常に機能しません。

>> ソケットの機能が点検されました。

本体内のソケットの機能不良

両LEDボタンが点灯しません。

n LEDボタンTest/Offを押しても消灯しない場合は漏電遮断器の不具合の
可能性があります。

n 漏電遮断器のヒューズの不具合の可能性があります。

n ヒューズが正常に機能しない場合は漏電遮断器の不具合の可能性があり
ます。
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7 ネットワーク接続

7.1 ネットワーク接続に関する注意事項

ネットワーク接続を介して、本体をネットワークに組み込み、本体と
ConnectedCookingを接続することが可能です。

イーサネット接続（Local Area Network）

n オプションとしてイーサネット接続部を備えた本体を注文するか、ある
いは後付けすることができます。

n 後付けキットは品番 87.01.643S により製造元から入手できます。

n ネットワークへの接続には少なくとも1本のカテゴリー6のネットワーク
ケーブルを使用してください、規格：CAT-6。

n ネットワーク接続部は本体背面にあります。

n ネットワーク接続方法の詳細についてはオリジナルの取扱説明書を参照
してください。

WLAN（Wireless Local Area Network）

本体に内蔵されたWLANアダプターは市場に応じてオプション装備であり、
国によっては提供されません。

n 製品シリーズ iVario 2-XS の機器にはWLANはオプションとして提供され
ます。

n 製品シリーズ iVario Pro 2-S の機器にはWLANは標準装備されます。

7.2 本体のネットワーク接続

イーサネットケーブル（LAN）の接続

1. LAN接続部のねじを外します。

2. キャップを外します。

3. シールプラグを取り外します。

4. イーサネットケーブルをユニオンナットに挿入します。

5. イーサネットケーブルをラバーグロメットに挿入します。

6. ラバー グロメットをクランプリングに再び差し込みます。

7. イーサネットケーブルをソケットに挿入します。
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8. 接続部をねじ止めします。

9. キャップを締め付けます。

>> イーサネットケーブルが接続され、使用可能になりました。
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8 給水接続

8.1 給水接続に関する規定

注意事項

軟水への接続

本体を軟水に接続する場合は、水の残留硬度が4°dH以上であることを確認
してください。軟水接続は必須ではありません。

給水ホース

n 現場で本体ごとに個別の給水栓を用意してください。

n 少なくともIEC 61770、EN 61770、EN 13618の要件を満たしているか、
あるいは同等品質の給水ホースを使用してください。

n 使用済みの給水ホースは使用しないでください。

n EN 61770準拠の給水ホースが本体に同梱されています。この給水ホース
の材質はKTW、DVGW W270、FDAの各規定に適合しています。

飲料水保護

飲料水網に接続するためには、EN 1717の要件に従った飲料水保護が必要で
す。

n 飲料水網への接続に関しては、各国の規格および規定、特に衛生上の要
件を遵守してください。

水圧

n 給水パイプ内の水圧（流れ圧力）は 1,5 bar～6 bar [22 psi～87 psi] で
す。

n 3 bar [43 psi]の水圧を推奨します。

水温

n 冷水の最高温度：30 °C [86 °F]

8.2 給水ラインの接続

a 給水ホースは飲料水ホースに関する各国の衛生上の要件を満たしていま
す。
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a 冷水接続用の共通配管：3/4 Inch

a 水の最小硬度は 4°dH です。

1. 本体の給水口に給水ホースを接続します。

2. 給水栓を開けます。

>> 給水ラインが接続されました。
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9 排水接続

9.1 排水接続に関する規定

注意事項

排水パイプが規定に適合していません。

タイプPP配管以上に相当する、蒸気温度に耐えられる排水パイプを使用
してください。ホースは使用しないでください。

注意事項

汚れた、油分を含む排水

排水を浄化するために、グリーストラップが現場に設置されていることを
確認してください。

注意事項

決して安全オーバーフローを塞いだり、パイプを設置したりしないでくだ
さい。

安全オーバーフローの断面積を減少させないでください。

安全オーバーフローは常にアクセス可能で遮る物がない状態でなければな
りません。これは、換気口および詰まった場合の排水口として機能しま
す。

注意事項

排出パイプの不適切な設置

本体排水口に排水パイプを接着または溶接しないでください。

レデューサーを介して排水パイプと本体の排水口を接続しないでくださ
い。

n すべてのユニットに対して、壁排水口または床排水口を設置することが
可能です。
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n 臭気の発生を防ぐためにサイフォンを使用します。

n サイフォンのない既存の床排水口を使用する場合は、20 mm [3/4 Inch]
以上の空いている流路を確保してください。

n 排水パイプを5 %または3°以上の一定勾配で接続します。

要件

n 本体ごとに個別の排水接続が必要です。

n 本体排水口DN 40を含むキットは本体には同梱されていません。キット
は品番 87.00.747 により製造元から別途入手可能です。

9.2 排水パイプの接続
n 排水接続部は本体背面にあります。

n 本体排水口の直径：DN 40 mm

本体背面の排水口への排水接続部の取付け

a 排水パイプは本体排水口 DN 40 mm 用に設計されました。

a 排水パイプは少なくともタイプPPに対応し、蒸気温度に耐性がありま
す。

1. 排水パイプには最初の配管部材として90°エルボを使用してください。
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2. 排水パイプを横向き、または下に向けて接続します。

5 %/3°

3. 本体を純正架台上に設置する場合は、排水パイプを架台の切欠き部に通
してください。

5% / 3°
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4. 排水溝と排水パイプの間は少なくとも最低間隔 20 mm [3/4 Inch] を確保
してください。製造元は清掃を容易にするため、最低間隔として 50
mm [2 Inch] を推奨しています。

20 mm
[3/4 Inch]  
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5. カバーを被せ、2本のねじを締めます。

>> 排水パイプは水密性を保って本体排水口に取り付けられました。

>> 排水パイプは5 %または3°以上の一定勾配で接続されました。

>> 接続部のカバーが本体にねじ止めされました。

本体前面の排水口への排水接続部の取付け

排水パイプを本体前面に設置する場合は、90 mm [3 35/64 Inch] の高さの本
体脚部が必要です。

排水パイプは固定クランプで調整式脚部に固定します。排水パイプ固定具は
本体接続キットに含まれています。

a 高さ 90 mm [3 35/64 Inch] の調整式脚部が取り付けられました。

a 本体の前には排水溝と排水グリッドがあります。
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1. 調整式脚部の切欠き部に固定クランプを挿入します。

2. DN 40 mmの排水パイプを5 %または3°以上の一定勾配で接続し、固定
クランプを通して本体前面に取り回します。
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3. 排水溝と排水パイプの間は少なくとも最低間隔 20 mm [3/4 Inch] を確保
してください。

20 mm 
[3/4 Inch]

5 %/3°

4. 本体を純正架台上に設置する場合は、排水パイプをホルダーで架台に固
定することができます。

>> 排水パイプは5 %または3°以上の一定勾配で、排水口と共に前方へ取り付
けられました。

>> 排水パイプと排水溝の間隔は少なくとも 20 mm [3/4 Inch] です。
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10 使用停止

10.1 使用停止に関する注意事項

本体の使用を停止する場合は、下記の注意事項を遵守してください。

n 本体が電源から切り離され、電圧がかかっていないことを確認します。

n 本体から給水接続および排水接続をすべて取り外します。

n 本体を運搬する必要がある場合は、本体を脚部との固定部から取り外
し、また壁に固定されている場合は固定具（固定チェーン）を取り外し
ます。

n 使用停止後も本体内に水が残っていることに注意してください。水が凍
ると膨張して本体が損傷することがあります。本マニュアルの安全に関
する一般的注意事項を遵守してください。

10.2 廃棄処理

iVario および iVario Pro などの電気・電子機器は別途廃棄しなければなりま
せん。

1. 本製品を家庭ごみとして廃棄したり、地方自治体の清掃センターのごみ
処理施設へ廃棄しないでください。

2. 機器の廃棄に関する各国の規定を遵守してください。

3. 必要に応じて、廃棄情報について製造元にお問い合わせください。
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11 オプション

11.1 設置オプション

本体は下記のオプションを使用して設置することができ、下記の品番により
製造元に注文することができます。

ユニットサイズ iVario 2-XS iVario Pro 2-S

プラスチック製脚部付き架
台

60.31.221 60.31.319

キャスター付き架台 60.31.317 60.31.320

ステンレス製脚部付き架台 60.31.538 60.31.539

脚部なし架台（台座式設
置）

60.31.540 60.31.541

高さ調整式架台 60.31.326 60.31.327

厨房組み込み用架台カバー 60.76.120 60.76.121

オリジナルの設置マニュアルの本体サイズ 2-XS / 2-S 用架台に関する説明と
注意事項を遵守してください。

11.1.1 架台脚部高さ45 mmへの変更

 注意

本体の重量により押しつぶされる危険性があります。

本体の重量により手を押しつぶされる危険性があります。

n 手が本体の下に挟み込まれないように注意してください。

注意事項

衛生規定が遵守されません。

調整式脚部の高さが45 mmの場合、この高さでは本体の下を適切に清掃で
きないため、衛生上の理由から、本体の下にシールソケットを配置する必
要があります。このシールソケットにより、液体や食品が本体の下に入り
込むことを防止できます。
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本体脚部の高さが 90 mm [3 35/64 Inch] である場合、脚部の高さを 45 mm
[2 Inch] に変更することができます。前側の調整式脚部および本体脚部のプ
ラスチック製カバーは取り外し可能です。

a シールソケットが用意されています。

1. 本体を軽く持ち上げ（1）、調整式脚部の2本のM5ねじ（2）を外しま
す。

1 1

2

> 調整式脚部の補強部は取り外されました。

2. 本体脚部のプラスチック製カバーを順に回して外します。

3. 脚部上の本体を再度調整します。

4. 本体を軽く持ち上げ、シールソケットを下側から本体に接着します。
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5. 本体脚部が位置決めピンの上に取り付けられていることを確認してくだ
さい。

>> プラスチック製カバーが取り外され、シールソケットが接着されまし
た。

>> 本体は水平に調整されました。
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