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警告
このマニュアルをよく読んでからキャビネットをご使用
ください。

今後必要に応じて参照できるように、このマニュアルを
保管しておいてください。



安全上の注意事項

n警告
本マニュアルをよく読んでから、機器の操作、設置、ま
たはメンテナンスを行ってください。本マニュアルに
記載されている指示に従わない場合、物的損害や怪
我を招くだけでなく、死亡する恐れもあります。

n警告
UHCTHDは注意して持ち上げてください。本機器は、
重量が88.7kg（195.6ポンド）あります。一般的な安全
な持ち上げ方を用いて、3～4人でキャビネットを持ち
上げなければなりません。

n警告
UHCTHDの設置および検査が適切に行われていない
場合は、操作してはなりません。

n警告
UHCTHDの設定、操作、またはクリーニングを行う場
合は、加熱面に触れないようにしてください。

n警告
UHCTHDは屋外での使用には適していません。 本装
置を操作する際は、水平な面に設置しなければなりま
せん。

注意
本保証期間中に、お客様が、フライマスターフードサ
ービス機器で、フライマスター社あるいはそのいずれ
かの認可されているサービスセンターから直接購入
した未改造の新しい部品あるいはリサイクル部品以
外の部品を使用された場合、および/またはその当初
の構造が改造された部品を使用された場合、本保証
は無効となります。また、フライマスター社およびその
関連会社は、改造部品および/または認可されていな
いサービスセンターから受領した部品を取り付けたこ
とに、直接的または間接的、全体的または部分的に起
因する、いかなるクレーム、損傷、または出費に関する
責任も負いません。

n警告
スチームや排熱が出る機器の近くにUHCTHDを置か
ないでください。

n警告
UHCTHDのすべてのサービスパネルおよびアクセス
パネルが所定の位置に取り付けられ、適切に固定さ
れていない場合は、操作しないでください。

 危険
誤使用された、乱用された、手入れされていない、損
傷した、または製造時の仕様から改造/変更された機
器を設置または操作してはなりません。

 危険
電源コードを加熱面に近づけないでください。電源コ
ードやプラグを水につけないでください。電源コードを
テーブルやカウンターの端に引っ掛けないでください。

n警告
権限が与えられたサービス担当者は、業界基準の安
全手順に従わなければなりません。業界基準には、電
気、ガス、水およびスチームなどのあらゆるユーティリ
ティに関する切断/ロックアウト/タグアウト手順の現
地/国の基準などが含まれますが、これらに限定され
ません。

n警告
本機器または他のいかなる機器の近くでも、ガソリン
または他の可燃性の蒸気/液体を保管したり、使用し
たりしてはなりません。可燃性オイルに浸した布また
は可燃性のクリーニング剤をクリーニングに使用しな
いでください。

n警告
本機器の操作、設置および保守を行う際に、癌、出生異
常、その他の生殖害などを引き起こす可能性があるこ
とがカリフォルニア州で知られている化学物質/製造物
（ビスフェノールA（BPA）、グラスウール、セラミック線
維、結晶質シリカなど）に晒されるおそれがあります。詳
細は、www.P65Warnings.ca.govをご覧ください。

n警告
製造会社から提供された電気器具または付属品以外
は使用しないでください。

n警告
機器の金属面の端を扱う際は注意してください。

n警告
本機器は、16歳未満のお子様、身体的/感覚的/精神的
能力が十分ではない人物、または十分な経験や知識
を備えていない人物が使用できるように作られていま
せん。ただし、そうした人物の安全に対して責任を負う
人が本機器の使用を監督する場合を除きます。子ども
を本機器で遊ばせないでください。



n警告
本製品を水の近く（キッチンシンク、濡れている地下
室、プールなど）で使用しないでください。

n警告
本機器のすべての電源が切断されていない限
り、UHCTHDの部品の修理または交換を行ってはなり
ません。

注意
本機器は、業務で使用する目的でのみ作られており、
適切な資格を有する者のみが操作できます。 フライマ
スター認定サービサー (FAS) またはその他の適性な
資格を有する者が、設置、メンテナンス、修理を行わな
ければなりません。資格のない人物が機器の設置、メ
ンテナンスまたは修理を行った場合、該当するメーカ
ーの保証は無効となります。

注意
本機器は、商用目的で使用するための機器です。レス
トランのキッチン、学生/社員食堂、病院、営利目的の
店舗（パン屋や肉屋など）で使用するための機器であ
って、食品を大量生産するために作られた機器ではあ
りません。

n警告
ウォータージェットまたはスチームクリーナーを使用
して本機器を洗浄しないでください。また、ウォーター
ジェットが使われる場所に本機器を設置しないでくだ
さい。

注意
このアプライアンスは、食品を暖かく保つだけで、食
品を調理/焼くわけではありません。

注意
このアプライアンスの最大動作温度は250°F（121°C）
です。

ご使用の機器の性能を最大限引き出し、問題なく操作する
には、適切に設置や手入れ、メンテナンスを行うことが不
可欠です。最新のマニュアル、各国語に翻訳されたマニュ
アル、最寄りのサービス機関の連絡先は、フライマスター
ホームページ（www.frymaster.com）をご覧ください。

製造会社：

Frymaster, LLC
8700 Line Avenue,
Shreveport, LA
71106-6800
USA
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型番
モデル 詳細

UHCTHD6 6スロット
UHCTHD3 3スロット 

シリアル番号情報
UHCTHDのホールディングキャビネットのシリアル番号と
型番はデータプレートに記載されています。
部品の注文またはサービスの依頼をする際は、必ず、ご使
用の機器のシリアル番号を手元にご用意ください。

サービス担当者
資格のある/認可された/ライセンスのある/権限を与えら
れたサービス担当者が、フライマスター機器の保守を行わ
なければなりません。
資格のあるサービス担当者とは、フライマスターの機器
に精通し、本機器の保守を行うための認可をフライマス
ターから受けている者をいいます。認可を受けたサービ
ス担当者は全員、保守と部品に関するマニュアルをすべ
て所持し、フライマスター機器に必要な最低限の部品を
常備しておく必要があります。フライマスター工場認定サ
ービサー（FAS）のリストは、フライマスターのホームペ
ージhttp://www.frymaster.comに掲載されています。
資格のあるサービス担当者が保守を行わないと、使用さ
れている機器のフライマスター保証が無効になります。

規制認証
取得済み規制認証：

•  UL LLC（公衆衛生）
•          UL LLC（アメリカおよびカナダ）

保証情報
製品保証の登録は、fm-hal.frymaster.com/qsys.lib/cgi.
lib/swr290.pgmから行ってください。
1.1 保証規定
A.  フライマスター有限責任会社は、本機器およびそ

の交換部品についてその当初購入者に対しての
み以下の限定された保証を行います。

1.1.1  保証規定 - ユニバーサルホールディングキャビネット
A.  フライマスター有限責任会社は、すべての部品の

材料および製造上の欠陥を3年間保証します。
B.  ヒューズを除くすべての部品は、キャビネットの設

置日より3年間保証されます。

C  設置した日付から3年の間に、ヒューズを除くいず
れかの部品に不具合が生じた場合、部品交換に
必要な作業員の基本的な人件費を負。

1.1.2   部品の返却
A.  保証付き部品が故障した場合は、60日間の猶予

期間内にフライマスター認定サービスサーに返却
しなければなりません。60日を過ぎた場合は、い
かなる猶予も認めません。

1.2.3  保証の除外規定
本保証は、誤用、乱用、改造あるいは以下が原因の事故に
より損傷した機器は対象としません。
• 不適切な修理または認可されていない修理。
•  適切な設置指示および/あるいはお客様のMRCカ

ードに記載されている定期メンテナンス手順に従
わなかった場合。

• 不適切なメンテナンス。
• 配送時に受けた損傷。
• 異常な使用。
•  定格プレートを取り外した、改造した、またはなく

した場合。

また、本保証は以下に適用されません。
•  必然的な損傷（修理費または損傷した他の所有物

の交換費用）、労働時間の喪失、利益、または他の
あらゆる付随的損害。

いかなる黙示的保証、または特定の使用目的に対する商品
性もしくは適合性に関する黙示的保証も行なわれません。

部品の注文およびサービス情報

部品の注文は、お近くのフライマスター認定サービサー
（FAS）/代理店で直接承ります。

最寄りのフライマスターFASはwww.frymaster.comで検
索できます。または、フライマスターサービス部門までお
電話（1-800-551-8633または1-318-865-1711）でお尋ね
ください。Eメール（fryservice@welbilt.com）でのお問い
合わせも受け付けております。

ワイヤ/プラスチックトレイ、スタッキングキット、カート、お
よびキャスターは、お近くのキッチン設備配給会社（KES）

セクション1
概要
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概要 セクション 1

に注文しなければなりませんのでご注意ください。 フライ
マスターは、これらの付属品を提供していません。

お客様の注文に迅速に対応するために、以下の情報が必
要となります ：

型番 _____________________________________________
シリアル番号 _____________________________________
電圧 _____________________________________________
アイテム部品番号 _________________________________
必要な数量 ______________________________________
お近くのフライマスター認定サービサー/代理店に問い合
わせて、サービスを受けることも可能です。サービス情報
は、フライマスターサービス部門に電話して入手すること
ができます。お客様の要望に迅速かつ効率的に対応する
ためには、以下の情報が必要となります ：

型番 ____________________________________________
シリアル番号 ____________________________________
問題の特徴 _____________________________________

また、お客様のサービスの問題を解決するために役立つ
可能性のある情報もお寄せください。

今後必要に応じて参照できるように、本マニュアルを保管し
ておいてください。
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 危険
該当する法域で定められているすべての適切な防火
基準と衛生基準に従って設置しなければなりません。

 危険
設置や保守を行う際は、適切な安全装置を使用してく
ださい。

n警告 
トレーニングを受け、権限を与えられたサービス担当
者またはストアマネージャーのみがサービス画面に
アクセスしなければなりません。設定が適切に変更が
されないと、機器が故障する恐れがあります。

n警告
UHCHDを持ち上げる場合は慎重に行ってください。
本機器は、重量が88.7kg（195.6ポンド）あります。一般
的な安全な持ち上げ方を用いて、3～4人でキャビネッ
トを持ち上げなければなりません。

取り付け

ブラケットはKESによって提供され
ます。

必要なツール：

7/16エンドレンチまたは
ソケットとラチェット。

既存のボルトを使用し
ます。

ブラケットはキャビネッ
トの両側の下に滑り込み、既存の
キャビネットで使用されている1 / 
4x20 1インチボルトで下側にボル
トで固定します。

以下のブラケットは、キャビネット
に取り付けられており、準備テー
ブルに支えられています。

設置場所

n警告
他の方法（ブレーカーや切断スイッチなど）で電源を
切断する場合を除き、コンセントに届く場所に本機器
を設置しなければなりません。

n警告
電気コードに依存したり、負荷をかけたりせずに、本
機器を適切に固定しなければなりません。

n警告
不安定にならないように、設置場所は機器と商品の重
さを支えられる強度を備えていなければなりません。
また、機器の左右前後が水平になるようにしなければ
なりません。

n警告
この機器は、室内でのみ使用することができます。屋外
でこの機器を設置したり、操作したりしないでください。

機器を置く場所は、以下の条件を満たしていなければなり
ません。条件のうち一つでも満たしていない場合は、別の
場所を選択してください。
• ホールディングキャビネットは、室内でのみ使用するこ

とができます。
• 設置場所は水平で安定しており、機器の重さを支えら

れる強度を備えていなければなりません。
• また、可燃物のない場所に設置しなければなりませ

ん。
• 機器は、左右前後が水平になるように調整されていな

ければなりません。
• 傾いたり、滑ったりしない場所に機器を設置してくだ

さい。
• 推奨される周囲温度は100F（38C）を超えてはなりませ

ん。
• 取付金具を使用してテーブルに固定してください。
• UHCTHDを他の機器の蒸気または熱排気の近くに配

置しないでください。

セクション2
設置
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設置 セクション 2

定格電圧、サイクル、相、ワット、アンペア、電源コードの表
コンセント付きの機器には、約6～10フィートのコードが付属しています。

モデル 電圧、サイクル、相 ワット アンペア コンセント
UHCTHD6 200～240V、50/60H、単相 2,400～2,900 12.0 320P6W/316P6/31～38015 

UHCTHD3 200～240V、50/60H、単相 1,670～2,400 8.3～10.0 320P6W/316P6/31～38015 

機器の重さ
モデル 重さ

UHCTHD6 88.7kg（195.6ポンド）
UHCTHD3 54kg（120ポンド）

設置間隔に関する要件

 危険
最小設置間隔に関する要件は、燃えやすい場所でもそ
うでない場所でも同じです。機器を設置する床は、不
燃性の素材でできていなければなりません。

 危険
火事/ショックの危険性。すべての最小設置間隔を維持
しなければなりません。排気口や開口部を塞がないで
ください。

両側/裏側  25mm（1.0インチ）

サイズ
モデル 幅 奥行き 高さ

UHCTHD6 56.3cm 
（22.2インチ）

65.4cm 
（25.8インチ）

66.0cm 
（26.0インチ）

UHCTHD3 56.3cm 
（22.2インチ）

65.4cm 
（25.8インチ）

42.2cm 
（16.6インチ）

電気サービス

 危険
すべての配線（工場端子を含む）を確認してから操作
しなければなりません。出荷時や設置中に、接続が緩
むことがあります。

 危険
最低75°C（167°F）が最適な温度である銅線は、電源
接続に使用しなければなりません。

n警告
すべての機器は、接地された電源供給システムに接続
されなければなりません。

n警告
本機器は接地しなければなりません。また、現場の配
線は、該当する現地および国のすべての電気工事基
準に従わなければなりません。適切な電圧について
は、銘板を参照してください。エンドユーザーの責任
で、管轄権を有する司法当局が定める基準を満たす
切断方法を用いなければなりません。

n警告
電気で作動する機器はすべて、現地の基準、あるい
は現地の基準が存在しない場合は国の電気工事基
準、ANSI/NFPA NO。70-1990に従って電気的に接地
しなければなりません。

n警告
本機器は、感電の危険性から守るために3ピン接地プ
ラグが付いています。本機器は、適切に接地された3
極コンセントに接続しなければなりません。 このプラ
グのアース用ピンを切断したり取り外したりしないで
ください。

電圧
すべての電気作業（配線と接地）は、該当する地域、州、お
よび国の電気工事基準に従わなければなりません。次の
事前注意事項に従わなければなりません。
• 本機器は接地しなければなりません。
• ヒューズ/ブレーカーをそれぞれの機器に取り付けな

ければなりません。
• 資格を与えられた電気技師は、場所、使用される素材、

敷設区間の長さ (最小電流容量でワイヤサイズを選択
可能）に応じて、適切なワイヤサイズを決めなければな
りません。

• 電圧変動の最大許容範囲は、機器始動時（電気負荷が
一番高いとき）の定格電圧の±10%です。

• すべての緑色の接地ネジ、ケーブル、ワイヤがしっかり
取り付けられていることを確認してから始動させます。 
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n警告
スチームや排熱が出る別の機器の近くにUHCTHDを
置かないでください。

コードハンガーの取り付け
裏側に電源コードが付いている機器にコードハンガーを
取り付けます。キャビネットに標準装備されているキット
8262717に関する説明を参照してください。ジップタイを
所定の場所に固定します。

電源への接続
UHCTHDのプラグを電源に差し込みます:

商品トレイ
UHCTHDには、各列で3つの商品トレイを保持できる6列
のもの、または各列で3つの商品トレイを保持できる3列の
もがあります。
商品トレイには次の5つのサイズがあります:
A. 1/3サイズのプラスチックトレイ 
B. 1/3サイズのワイヤトレイ 
C. フルサイズのプラスチックトレイ 
D. 2/3サイズのプラスチックトレイ
E. 1/2サイズのプラスチックトレイ

使用する国の操作マニュアルとトレーニングマニュアルに
従って使用してください。

操作に関する重要なヒント
キャビネットにトレイを置く際は、トレイのハンドルのライ
ンがその列の縁と一致していることを確認します。

欠けたり、損傷したりしているトレイは廃棄してください。

トレイから使用する商品を取り出す場合は、トレイを必要
なだけ引き出して、すぐにスロットラインまでトレイを戻し
ます。

UHCTHD表のレイアウトに関しては、該当する地域の操作
方法を確認してください。

空のフードトレイを列の位置にセットする

グリルクリップの取り付け
 グリルクリップは、1/3サイズのグリルトレイを固定する
ためのものです。 グリルクリップをグリルに取り付けるこ
とで、グリルからUHCTHDへ
素早く安全に移すことができ
ます。

• グリルクリップ前面がグリ
ルの縁の下にくるように取
り付けます。

• 溝がグリルバーの上に乗
るまでクリップの後ろ側を
下げます。グリルクリップ
は、グリルの前面にしっか
り乗っていなければなり
ません。グリルクリップが
ぴったりはまらない場合は、グリルクリップの下に付い
ている4本の留めネジを緩めて、グリルクリップを前後
にスライドさせてグリルバーにしっかり押しつけます。
グリルクリップを適切に調整したら、4本の留めネジを
締めます。
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 危険
現場の監督者の責任として、オペレーターが機器の操
作に伴う危険性を認識していることを確認しなければ
なりません。

 危険
損傷したコードやプラグの機器を操作しないでくださ
い。資格のあるサービス会社がすべての修理を行わ
なければなりません。

 危険
本機器の上に立たないでください。本機器は、大人の
体重を支えられるように作られていません。本機器の
上に立つような誤った使い方をすると、機器が壊れた
り、倒れたりする恐れがあります。

n警告
可動部品に触らないでください。

n警告
すべてのカバーとアクセスパネルを所定の位置に取
り付け、適切に固定してから、本機器を操作しなけれ
ばなりません。

n警告
熱で封止された容器またはビニール袋をホールディ
ングキャビネットに入れないでください。食品や液体
は膨張しやすいため、容器が壊れたり、袋が破れたり
する可能性があります。加熱する前に、容器を開ける
か、袋に穴を開けてください。

n警告
使用中や使用後は、ラック、器具、ラックガイド、ホールデ
ィングキャビネットの表面は熱くなっている可能性があ
ります。必要に応じて、火傷防止に器具や保護服（パンの
グリップやオーブンミトンなど）を使用してください。

n警告
空洞部分に物を置かないでください。使用していない
ときに、紙製品や調理器具、食べ物を空洞部分に置き
っぱなしにしないでください。

,警告
ラックまたはホールディングキャビネットの他の場所
を金属箔で覆わないでください。

フライマスターのU H C T H Dホールディングキャビネット
は、食品サービスオペレーターが注文を受ける前にメニュ
ーを調理し、ホールディングビンに置いておけるように作
られています。注文を受けると、クルーがホールディングビ
ンから出来立ての温かい商品を取って、お客様の注文に応
じた商品を揃えることができます。そうすることで、オペレ
ーターは、高い商品品質基準を維持しながら、注文を受け
て商品を提供するまでの時間を短縮することができます。

UHCTHDは、箱から取り出してすぐに使用できるように、タッチス
クリーンには通常メニューが設定された状態で届きます。

電源スイッチ

電源スイッチは、キャビネットの正面についています。電源スイッ
チをオン/オフにすると、機器の電源がオン/オフになります。

正面の電源スイッチ

キャビネットの操作
1.	 電源スイッチをオンにします。
2.	 ディスプレイのライトがつき、黄色い余熱画面が表示されま

す。キャビネットが設定温度になると、商品名が灰色で表示
されます。

3.	 適切な列に商品を置き、対応するタイマーボタンを押します。

セクション3
操作
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ユーザーインターフェイス

パスワード

•	 普段の操作では、ユーザーは、パスワードを入力せずにすべ
ての必要な画面にアクセスできます。

•	 工場出荷時のマネージャーパスワードは「1955」です。 

Press & Go画面アイコン
Press & Go画面には、次の5つのアイコンが表示され
ています:
•	 ホーム
•	 列の管理
•	 クリーン
•	 言語
•	 温度

                           

ホームアイコンを選択して、ホーム画面を表示します。

 ホームアイコン

ホーム画面
ホームメニューで[Press & Go]アイコンを選択して、Press & Go
画面に戻ります。

Press & Go画面

PRESS & GO画面
本機器の電源が入ると、ゾーンの予熱が始まります。商品選択画
面が表示されます。

Press & Go画面の予熱
 

機器で警告音が鳴り、すべてのホールディングゾーンが設定値に
なり、使用できる状態であることが知らされます。

Press & Go画面

トレイをセットしたら、その場所と対応する商品ボタンを押しま
す。 商品ボタンが黒で強調表示されているときに、2秒以内に商
品ボタンを再度押すと、押す度に時間が5分減ります。 この機能
は、商品を別の場所に移すときに役立ちます。

緑

Press & Go 
の5つのアイコン
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ディスプレイの数字は、キャビネットの場所と対応しています。数
字が緑で強調表示されると、商品タイマーがスタートします。

アクティブタイマー付きPress & Go画面 

トレイタイマーの色付きの部分は残り時間を表します。それぞれ
のメニューアイテムには、警告時間がプログラムされています。警
告時間になると、経過時間が黄色で表示され、警告音が鳴ります。

警告時間に達するタイマー

それぞれのメニューアイテムには、保持時間がプログラムされて
います。タイマーが切れると、対応するトレイタイマーが赤になり、
警告音が鳴って、「DISCARD!」（廃棄してください）と表示されます。

商品保持タイマー切れ

アラームが10秒鳴ります。プログラムされた保持時間を超えて商	
	
	

品が保持されている時間がタイマーに表示されます。トレイと食
品を取り出さなければなりません。設定された保持時間が切れた
トレイタイマーを選択してリセットします。
設定された保持時間が切れる前に、タイマーをキャンセルまたは
リセットする必要がある場合は、リセットするトレイタイマーを選
択します。「リセットしますか？」というメッセージがポップアップ
表示されたら、緑のチェックマークを選択してリセットします。赤
いXマークを選択して再開します。

ポップアップのリセット

トレイの仕様
同じ商品で最初に使用する
2つ同じ商品が有効にされている場合、残り時間が少ないほうの
商品が緑で強調表示され、もう1つの商品はグレーで表示されま
す。カウントダウンまたはタイマーの動作に変更はありません。最
初の商品がキャンセルまたはリセットされると、次の商品は緑色
に変わります。

強調表示されたトレイを最初に使用する

上げ底の要件
•	 商品名に下線が付いていない場合は、上げ底やワイヤラック
がこのトレイで使用されていないことを表します。

•	 商品名の下に破線が引かれている場合は、上げ底やワイヤラ
ックがこのトレイで使用されていることを表します。

メニューのグループ
商品名の下にドットが書かれている場合、メニューの商品はグル
ープに属します。ドットの書かれている商品をスワイプして、グル
ープから別の商品を選択します。
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時間帯の変更 

列の管理アイコンをタッチして、時間帯メニュー選択肢の下に
書かれているドットを左/右にスライドさせて、列ごとに時間帯
メニューを選択します。5つの時間帯（Breakfast, Change Over, 
Lunch	[ブレックファースト、チェンジオーバー、ランチなど])を使
用できます。時間帯アイコンを押すと、すべての列が同じ時間帯
に変わります。終了したら、[戻る]ボタンを押します。

列の管理アイコン

 

       時間帯の選択肢

有効なタイマーは、新しいメニューに繰り越されます。商品がリ
セットされると、新しい商品が表示されます。メニューが変更され
て、ゾーンの温度が変更されているけれども、そのゾーンの有効
なタイマーが前の温度のままの場合は、「待機中」と表示されま
す。前の温度に設定されている有効なタイマーがすべてクリアさ
れるまで、シェルフは新しい設定温度に加熱するのを待ちます。

新しいメニューと一緒に表示されている、 
強調表示された前回のメニューの有効なタイマー 

言語の変更 

言語にタッチして言語を変更します。言語アイコンに選択されて
いる言語が表示されます。

言語アイコン

ECOモード画面
個々のスロットをECOモードにすることができます。このモードで
は、使用していないときに、一時的に加熱温度が下がります。
列の管理ボタンをタッチしてからECOボタンをタッチして、スロッ
トをECOモードにします。 ECOボタンを再度押して、ECOモード
を終了します。 [戻る] ボタンを押して終了します。

列の管理アイコン

              ECOモード

スロットをオフにする
各スロットをオフにすることができます。
列の管理ボタンをタッチしてから、スロットの右側にあるボタン
をタッチしてスロットをオフにします。 ボタンを再度押して、スロ
ットをオンにします。[戻る]ボタンを押して終了します。

列の管理アイコン

  

 列オフモード

温度画面
温度ボタンをタッチして、スロットの最高温度と最低温度を表示
します。

温度アイコン
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メニュー画面

ホーム画面でメニューアイコンを選択すると、メニュー画面が表
示されます。

メニューアイコン

メニュー画面にはナビゲーションアイコンがあります。
•	 最初のアイコンを選択すると、商品リスト画面に戻
ります。

•	 二番目のアイコンを選択すると、グループリスト画
面が表示されます。

•	 三番目のアイコンを選択すると、時間帯編集画面
が表示されます。

•	 ホーム画面に戻るには、戻る矢印を選択します。

メニュー、グループ、時間帯、ホームナビゲーション画面アイコン

メニュー画面には、高温保持装置で保存される商品がリストにさ
れます。100種類の商品を保存できます。

メニュー画面

3つのメニューページで変更をするには、パスコード「1955」を入
力しなければなりません。画面左下にあるロックを選択します。
ポップアップ表示される数値キーパッドでパスコード「1955」と
入力します。パスコードが認証されると、ロックアイコンが解除さ
れた状態になります。ホーム画面に戻るには、戻る矢印を選択し
ます。
ページのロックが解除されると、削除アイコン、編集アイコンおよ
び追加アイコンがメニュー画面に表示されます。

ロック解除、削除、編集および追加アイコン

商品を削除する
不要な商品を選択し、[X]ボタンを押してその商品を削除します。
確認ウィンドウがポップアップ表示されます。緑のチェックマーク
を選択して、商品を削除します。赤いXマークを選択して、メニュー
画面に戻ります。

商品確認ウィンドウを削除する

商品を編集/追加する
商品を追加するには、リストで使用していない商品を選択し
て、[+]ボタンを押します。
商品を編集するには、商品を選択して、鉛筆のアイコンを押します。
商品を編集/追加する際は、以下の仕様が必要です。
• Name（名前）：商品名
名前ボックス内をクリックすると、キーボードが表示されます。名
前を追加または編集したら、リターンキー（右下）を選択します。
他の言語が設定されている場合、スペースキーを左または右に
スワイプすると、他の言語のキーボードを使用できます。
• Upper Temp	(上限温度)：±5°Fに維持されるトレイの温度
•	 Lower Temp	(低温)：±5°Fに維持されるトレイの温度
• Hold Time	(保持温度)：商品を保持/提供できる最大時間。時
間を「時間：分：秒（00:00:00）」の形式で入力します。

• Cook More Alert Time	(アラート時間を増やす)：トレイに指
定の残り時間がある場合、アラームが鳴ります。タイマーバー
の経過時間が、緑色から黄色に変わります。

• Lid	type	(蓋の種類)：なし、通気孔なし、通気孔あり
• Bottom	type	(底の種類：)ノーマル、上げ底（トレイ付き）
• Zone	Splits	(ゾーンスプリット(：1/3 = 1/3サイズパン、1/2 = 

1/2サイズパン、2/3 = 2/3サイズパン、1- 完全な列またはフル
サイズパン。

• Color色：設定で有効になっている場合、製品に色を割り当てる
ことができます。
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フィールドを編集するには、フィールドを選択します。
温度と時間の編集には、タッチパッドを使用します。編集し終わっ
たら、戻る矢印を押して、最後の画面を閉じます。

タイマーの色を選択する場合は、カラーフィールドをクリックする
か、カラーパレットから色を選択するか、色が不要な場合は、左上
隅にある赤い線で囲まれたオプションを選択します。

チェックマークを選択して、編集した内容または追加した商品を
保存します。Xマークを選択して、編集をキャンセルし、商品リスト
に戻ります。

商品編集/追加画面

グループを編集/追加する

商品のグループを定義することができます。商品の蓋の種類、ゾ
ーンスプリット、および保持時間は同じでなければなりません。
保持時間、警告時間および商品温度はグループ内の商品で異な
ります。

メニュー画面でグループアイコンを選択します。グループページ
でプログラムされたグループがリストにされます。強調表示され
ているグループのグループID、グループ名、保持温度、ゾーンスプ
リット、蓋の種類、商品がリストにされます。

グループアイコン

グループ画面

グループページのロックが解除されると、削除アイコン、編集アイ
コンおよび追加アイコンがグループ画面に表示されます。

ロック解除、削除、編集および追加アイコン

不要なグループを選択してから、削除アイコン（X）を選択します。
確認画面がポップアップ表示されます。緑のチェックマークを選
択して、グループを削除します。赤いXマークを選択して、グループ
画面に戻ります。

削除するグループの確認ウィンドウ

編集されるグループを選択してから、編集アイコン（鉛筆）を選択
します。ポップアップウィンドウに選択したグループが表示されま
す。グループ名の編集および商品の追加または削除を行えます。
名前ボックス内をクリックすると、キーボードが表示されます。グ
ループ名を編集したら、戻るキー（右下）を選択します。
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ポップアップキーボード

名前の下はグループの仕様です。一致する商品のみが強調表示
され、追加できるようになります。
•	 グループの新しい商品を選択してから、緑の矢印を選択して
追加します。

•	 グループの既存の商品を選択してから、赤い矢印を選択して
削除します。

•	 グループのデフォルト商品（時間帯を選択したときに表示さ
れる商品）を選択するには、その商品ボタンを3秒間長押しし
ます。

•	 機器がPress & Goモードに入っているときに、グループで上
から順に一覧にされているのと同じ順に、名前を左から右に
スクロールすることができます。商品を削除してから、希望す
る順番で作成するために再度商品を追加します。 

編集を終えたら、左上隅のXを選択して、グループ画面に戻ります。

グループを追加するには、グループページ追加アイコン（+）を選
択します。ポップアップウィンドウが表示されます。名前ボックス
内をクリックしてから、キーボードでグループ名を入力します。戻

るキー（右下）を選択して、キーボードを閉じます。
注：グループに名前を付けて（「グ」または「グループ」で始まる名
前など）、グループとして認識できるようにします。グループを追
加するために時間帯を編集する際は、名前がスクロールリストに
表示されます。グループとして表示されない場合は、別の商品と
して表示されます。

ポップアップキーボード

グループの商品を選択してから、緑の矢印を選択して追加しま
す。最初の商品でグループの仕様が指定され、グループ名の下に
一覧にされます。誤った仕様の商品を追加すると、グループに追
加できず、グレーアウトで表示されます。引き続き、商品をグルー
プへ追加します。商品を削除するには、商品を選択してから、赤い
矢印を選択します。
編集を終えたら、左上隅のXマークを選択して、グループ画面に
戻ります。

時間帯を編集/追加する

メニュー画面にはナビゲーションアイコンがあります。戻る矢印
の隣に時間帯編集アイコンがあります。

時間帯編集アイコン

時間帯編集アイコンを選択すると、ブレックファースト商品が最
初に表示されます。画面をスワイプして他の時間帯へ移動します
（ブレックファーストからランチ/ディナーへなど）。

ブレックファースト商品

ゾーンから商品を削除するには、商品ボタンを3秒間長押ししま
す。ポップアップウィンドウが表示され、削除の確認が促されま
す。商品は右から左へ削除します。
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空のゾーンを素早く押して高温保持ゾーンを選択し、商品を追加
または変更します。ポップアップウィンドウでゾーンに追加される
商品を選択します。グループを追加することもできます。ゾーンス
プリットとゾーン温度では特定の商品が除外されます。選択でき
ない商品はグレイアウトで表示されます。緑のチェックマークを
選択して保存し、戻ります。

ブレックファースト商品を選択する

設定画面

ホーム画面で設定アイコンを選択すると基本設定画面が表示さ
れます。これが、8つの設定画面の最初の画面です。サービス画面
の下部には8つのドットが表示されており、中が空洞の円は現在
のページを表します。ドットをタッチして、メニューを表示します。
メニューから特定の画面を選択して移動します。画面を右から左
へスワイプして画面間を移動します。

設定アイコン

ドットの列

基本設定画面

• Use First	(最初に使用) – 共通の商品の最初のトレイをチェ
ックすると緑で強調表示され、最初のトレイがなくなるか時
間切れになるまで、二番目のトレイがグレーで表示されます。
チェックが外されると、共通の商品の両方のトレイが緑で表
示されます。

•	 フォントサイズは24～48に調節できます。
•	 ボリュームは10～100に調節できます。
•	 温度単位 - 華氏または摂氏を選択します。
ディスプレイの右側にあるスライダーボタンを使用して、次の設
定セットまでスクロールダウンします。

•	 有効になっている場合は、画面のクリーンモードを提案する
と、必要な時間に画面のクリーニングを求めることができま
す。	関数がneverに設定されている場合、関数はプロンプトを
表示しません。

•	 タイマーの色を有効にすると、製品ボタンを色分けして簡単
に選択できるようになります。	有効にすると、製品の色を編集
または製品の追加機能で選択できます。	機能を無効にする
には、[無効]を選択します。

•	 緑のチェックマークを選択して変更を実行するか、赤のX印を
選択して破棄します。

日時画面
この画面で変更を行うには、パスコードを入力しなければなりま
せん。画面左下にあるロックを選択します。ポップアップ表示され
る数値キーパッドでパスコードを入力します。パスコードが認証
されると、画面の周囲に黄色いリングが表示されます。

日時画面
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• NTPボックスにチェックが入り、UHCTHDがインターネットに
接続されると、日時が自動的に設定されます。UTCが適切な
設定（東部標準時間の場合「UTC -5:00」、中部標準時間の場合
「UTC -6:00」など）になっていることを確認します。 
UHCTHDがインターネットに接続されていない、またはNTP
ボックスにチェックが入っていない場合は、日時を手動で設
定する必要があります。

•	 画面右上で、24時間表記と午前/午後の12時間表記を選択で
きます。

•	 矢印で月と年を選択し、カレンダーで日にちを選択します。
•	 夏時間がチェックされている場合、時計の時間は1時間先に
進められます。夏時間のボックスのチェックを外すと、時計の
時間が1時間戻されます。この機能を適切に使用するには、夏
時間の最初の日のボックスをチェックし、夏時間が終わる次
の日のボックスのチェックを外します。

• Time Zone	(タイムゾーン) - ドロップダウンボックスを使用し
て機器で使用されるタイムゾーンを選択します。NTPボックス
にチェックが入っている場合、タイムゾーンの設定が日時の
設定で有効にされます。

言語画面

言語画面

使用可能な言語のリストから言語を選択します。店舗や会社で作
成されたメニューアイテムは、新しい言語に変更されません。見
出しと説明のみ（サービスページのタイトル、カレンダーの月、商
品のパラメーター、メニューページタイトルなど）が新しい言語に
変更されます。

このリストで使用する言語を確認し、メイン画面の言語アイコン
から複数の言語に切り替えられるようにします。

時間帯画面

時間帯画面

使用可能な時間帯のリストから時間帯を選択します。使用する時
間帯にチェックが入っていることを確認します。 確認を終えたら、
緑のチェックマークを押します。

ゾーン診断画面
この画面で保持キャビネットの温度を監視することができます。
現在のヒーターの温度を確認するために、パスワードを入力する
必要はありません。
この画面でサービステストを実行するには、サービスパスコード
を入力する必要があります。画面左下にあるロックを選択します。
ポップアップ表示される数値キーパッドでサービスパスコードを
入力します。パスコードが認証されると、画面の周囲に黄色いリ
ングが表示されます。

ゾーン診断画面

ゾーン診断画面では、各ヒーターの設定温度と現在のユニット温
度が表示されます。設定温度が+/- 3°C（+/- 5°F）の場合、現在の
温度は緑色で強調表示されます。現在の温度が設定温度よりも
高いと赤で、低いと青で強調表示されます。
1.	 設定温度を変更して、機器をテストします。テスト中、画面に
は赤線が表示されます。
	- サービステストを選択して設定温度を工場既定のテスト
温度に変更します。

または



3-10 

操作 セクション3

	- 白色で強調表示されているゾーン設定温度をタッチしま
す。表示される数値キーパッドで、使用する温度を入力し
て、緑のチェックマークをタッチします。 
 
注：182.2℃（360°F）以上の温度を入力すると、常にヒー
ターがオンになります。0℃/°Fを入力すると、ヒーターが
オフになります。ゾーンの両ヒーターの温度は同じ温度
に設定されます。

2.	 設定を終えて「テストをキャンセル」を選択すると、画面の赤
線が黄色い線に変わります。

音声&画面テスト
この画面ではパスコードは必要ありません。

音声&画面テスト

音声と画面機能をテストするための画面です。
スピーカーアイコンを選択すると、3つのビープ音が鳴ります。
画面アイコンを選択すると、3つの画面で診断画面機能をサポー
トするためのサイクルが実行されます。
ユーザーはUIカスタマイゼーションボタンを使用できません。

エラーログ画面
この画面ではパスコードは必要ありません。

エラーログ画面

すべてのボタンをクリアすると、エラーログ画面のすべてのエン
トリが削除されます。エラーログをクリアするには、サービスパス
コードが必要です。

リフレッシュボタンをタッチすると、エラーリストがアップデート
されます。このページでスワイプアウェイしてからスワイプバック
しても、新しいエラーを含むエラーログリストがリフレッシュされ
ます。

パスワード設定画面

パスワード設定画面

工場出荷時のマネージャーパスコードは「1955」です。このパス
コードは、パスワードサービス画面で変更できます。マネージャ
ーパスコードを入力してからオープンボックスを選択すると、新
しいピン番号数値キーパッドがポップアップ表示されます。新し
いマネージャーパスコードを入力してから、緑のチェックマーク
を選択して確定します。

新しいピン番号数値キーパッド

パスコードを工場出荷時のデフォルトにリセットするには、イー
ジータッチロゴを10回連続して軽くタッチします。最後の5回タッ
プするときには、メニューバーが暗くなりますが、そのままタップ
を続けます。ポップアップ画面に、マネージャーのピン番号がリセ
ットされたことを伝える確認メッセージが表示されます。

イージータッチロゴ
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システム情報画面
この画面ではパスコードは必要ありません。この画面で実行すべ
きアクションはありません。

システム情報画面

この画面ではキャビネットのシリアル番号、型番、現在のファーム
ウェアバージョンがリストにされます。 

ユーティリティ画面
ユーティリティ画面でデモモードを実行するには、サービスパス
コードを入力する必要があります。画面左下にあるロックを選択
します。ポップアップ表示される数値キーパッドでサービスパス
コードを入力します。パスコードが認証されると、画面の周囲に
黄色いリングが表示されます。
デモモードではすべてのヒーターがオフにされ、最小消費電力
での動作がシミュレーションされます。電源がオンでもオフでも、
この画面で通常の動作に戻されるまで、機器はデモモードで動
作します。
Export	Menu	Files	(メニューファイルをエクスポート) - USBポー
トカバーを外します。USBドライブをマスター/外部ポートに差し
込みます。[メニューファイルをエクスポート]ボタンを押します。
機器を再起動します。
Import	Menu	Files	(メニューファイルをインポート) - USBポー
トカバーを外します。エクスポートされたメニューファイルの入っ
たUSBドライブをマスター/外部ポートに差し込みます。[メニュー
ファイルをインポート]ボタンを押します。機器は、ユーティリティ
画面からエクスポートされたファイルタイプのみ検索してインポ
ートします。
Cancel All Holding	(保持しているすべてのタイマーをキャンセ
ル) - タイマーが有効にされているトレイが外されたまま機器に
戻されていない場合、アクティブなタイマーの情報がメモリに保
存されます。保守で「保持しているすべてのタイマーをキャンセ
ル」を押すと、不要な情報がメモリから削除されます。
Platform Info	(プラットフォーム情報) - ポップアップ画面
に、Linuxカーネルやボードサポートパッケージなどのファームウ
ェア仕様が一覧表示されます。

ユーティリティ画面

エコモードのオプション

この画面では、ECOモードのさまざまなオプションを使用できま
す。この画面で変更するには、マネージャーパスコードを使用し
ます。画面左下のロックを選択します。ポップアップの数字パッド
にパスコードを入力します。

エコモードオプション画面	

国固有のメニューファイルの読み込み

これにより、国固有のメニューファイルをロードできます。
1.	 HOMEボタンを押します。

2.	 USBボタンを押します。

3.	 左下のロックボタンを押します。

4.	 159357と入力し、チェックを押します。

5.	 更新ボタンを3秒間押し続けます。

6.	 目的の国のメニューまでスクロールし、強調表示した状態で
チェックを押します。

7.	 メニューファイルをインポートしたら、閉じるボタンを押し
ます。

8.	 戻るボタンを押して終了します。
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 危険
すべてのユーティリティの接続と固定は、該当する地
域と国の基準に従って維持管理しなければなりませ
ん。

 危険
機器の所有者の責任で、個人用保護具が必要な危険
性があるかどうかを評価し、メンテナンス手順を実施
する際に適切な保護が講じられるようにしなければな
りません。

 危険
電源をコンセントから抜かないと、深刻な怪我または
死亡する恐れがあります。電源スイッチでは、すべての
入力電力が切断されません。

 危険
保守が行われるすべての機器のコンセントを抜いて
電源を切ります。入力ライン電圧が適切な極性である
ことを確認します。極性が適切でないと、動作が不安
定になります。

n警告
クリーニング液や化学薬品を使用する場合は、ゴム手
袋と保護眼鏡（またはフェイスシールド）を着用しなけ
ればなりません。

,警告
本マニュアルに記載されている通り、クリーニング以
外のメンテナンス作業や保守作業は、権限を与えられ
ているサービス担当者が行わなければなりません。

クリーニング手順および予防保全手順

概要
本マニュアルの指示に従って、機器のメンテナンスを行わ
なければなりません。メンテナンス手順は、保証の対象で
はありません。

メンテナンス
4時間ごと 毎日 長期間停止さ

せた後
始動時

外側 - X X X
内側 - X X X

プラスチッ
クトレイとラ
ック

X X X X

4時間ごと - トレイ/ラックのクリーニング

1. すべてのプラスチックトレイとワイヤトレイを外しま
す。トレイ/ラックを洗うためにシンクに運びます。

2. シンクプロポーショナーを使って流し込んだ熱いマク
ドナルド用オールパーパススーパーコンセントレイト
（APSC）液、または3.8リットル（1ガロン）の溶液にマ
クドナルド用APSCを混ぜた10 ml（0.3オンス）の溶液
でトレイを洗浄します。お湯でトレイ/ラックをよくすす
ぎます。

3. �トレイ/ラックは、マクドナルド用シンク消毒剤（HCS）
の溶液（水38リットル（10ガロン）あたり1パック）、また
はマクドナルド用消毒（HCS）液（水38リットル（10ガロ
ン）あたり4パック）に、最低1分間浸して消毒しなけれ
ばなりません。消毒液を流して、自然乾燥させます。

画面のクリーニング
1.� クリーンモードボタンを押します。
2.� ロックボタンを押します。
3.� 画面は10秒間ロックされ、クリーニング
が可能になります。

この機能は、設定した時間が経過するとプロ
ンプトが表示されるように設定できます。�セ
クション3の「キャビネット設定」の「画面クリ
ーンモードの提案」を参照
してください。

セクション4
予防保全
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毎日 - キャビネットの洗浄

1. 1日の終わりに、すべての保持時間が終了またはキャ
ンセルされていることを確認します（保
持時間のキャンセルについては3-3ペー
ジを参照してください）。

2. [クリーンモード]ボタンを押します。

3. [クリーンモード]ボタンを押します。

4. 機器に「Enter Cleaning Mode?」��(クリーニ
ングモードに入りますか)と表示されます。 
チェックマークを押して続行します。

5. キャビネットを冷ましている間、機器に「COOLING 
DOWN」（冷却中）と表示されます。

注：マクドナルド用シンク消毒液（HCS）を使用してユニバー
サルホールディングキャビネットの外側を洗浄 しないでく
ださい。

6. 機器に「Safe to Clean」（安全にクリーニング可能）と
表示されるまで機器を冷まします。 

7. キャビネットクリーニングブラシを使用して、スロット
の上に付いている油カスなどをキャビネットの反対側
に押し出して取り除きます。

注：キャビネットスロットの掃除では、キャビネットクリーニ
ングブラシのみ使用してください。 ワイヤーブラシ、磨きパッ
ド、または金属へらなどを使用すると、キャビネットスロット
の表面に消えない傷が残ります。

注：マクドナルド用オールパーパススーパーコンセントレイ
ト（APSC）以外のクリーナーを使用しないでください。 他の
合成洗剤を使用すると、制御部品が損傷する可能性があり
ます。

8. 濡らした清潔な/消毒済みのタオルとキャビネットクリ
ーニングブラシを使用してスロットを掃除します。 各
スロットの底面と上面をきれいにします。

9. マクドナルド用オールパーパススーパーコンセントレ
イト（APSC）に浸した消毒済みの清潔なタオルで、キ
ャビネットの外側をすべて拭いてきれいに
します。

10. ロックボタンを押して画面を掃除します。

11. 機器にロックカウンターが表示さ
れます。画面の掃除は、画面がロ
ックされている間に行うことがで
きます。

12. [戻る]ボタンを押します。

13. 機器に「Exit Clean?」�(クリ
ーニングを終了しますか)と
表示されます。

14. チェックボタンを押して終了
します。

15. 機器の電源を切ります。

n警告
掃除をする際は、高圧ウォータージェットを使用した
り、ホースで水をかけたり、機器の外側や内側を水浸
しにしたりしないでください。電気洗浄装置、スチール
ウール、スクレーパー、またはワイヤブラシをステンレ
ススチールや塗装面で使用しないでください。

,警告
外装パネルの洗浄に酸性の洗浄液を使用しないでく
ださい。多くの食品には酸性のものが含まれているた
め、加工が損なわれる可能性があります。すべての食
品のステンレススチール面をきれいにしてください。

,警告
ホールディングキャビネットまたはホールディングキ
ャビネットの空洞部で腐食性のクリーナーを使用しな
いでください。表面を傷つけない刺激の少ない石鹸ま
たは洗剤をスポンジか柔らかい布につけて使用して
ください。先の尖った器具や粗い研磨剤をホールディ
ングキャビネットで使用しないでください。
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セクション5
トラブルシューティング

トラブルシューティング表

問題 原因 解決方法
キャビネットが作動しない ヒューズが切れているか、ブレーカーが落ち

ている。
ヒューズを交換するか、ブレーカーを入れ直
します。

電源コードが外れている。 電源コードを差し込みます。
主電源が切れている。 主電源を入れます。

ディスプレイの加熱ゾーン/無効タ
イマーに平行線が表示される

ヒーターパッドのコネクタが緩んでいる ヒーターパッドを交換します。
ヒーターパッドが故障している。 ヒーターパッドを交換します。
ヒーターパッドのI/O回路基板が正常に機能
していない。

I/Oボードを交換します。

熱電対ワイヤ接続が正常に機能していない。 ヒーターパッドを交換します。
筐体への熱電対ワイヤが短絡している。 ヒーターパッドを交換します。
熱電対ワイヤが剥き出しになっている。 ヒーターパッドを交換します。
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メニューと設定は、USBサムドライブへエクスポート/インポート
することができます。  

ファイルのエクスポート 

1. ホームアイコンを選択して、ホーム画面を表示します。

 ホームアイコン

ホーム画面

2. ホームメニューから、設定アイコンを選択します。

 設定アイコン

基本設定画面が表示されます。 

3. 「Utilities」[ユーティリティ]画面を右に1回スワイプします。

設定アイコン

4. 左下隅のロックアイコンを押します。

5. キーパッドで「159357」と入力してチェックボタンを押します。

アイコンがロック解除に変わります。

6. 「Files Import/Export」[ファイルのインポートまたはファ
イルのエクスポート]ボタンを押します。

付録A
メニューと設定のインポート/エクスポート
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7. フライマスターロゴの裏側に付いているUSBポートをスライ
ドさせて開きます。

8. USBドライブをUSBポートに差し込みます。

9. 「Check Flash Drive」[フラッシュドライブを確認]ボタンを
押します。

10. 「Export Menu Files」[メニューファイルをエクスポート]
ボタンを押します。

 画面に「Menu files exported!」[メニューファイルがエクスポ
ートされました]と表示されます。

11. 「Close」[閉じる]ボタンを押します。

12. 「Close」[閉じる]ボタンを再度押します。

13. 左下隅にある[ロック解除]ボタンを押して、画面
をロックします。

14. [戻る]ボタンを押します。

15. [Press & Go]アイコンを押して、Press & Go画面に戻り
ます。



 付録A-3

付録 A 操作

ファイルのインポート 

1. 前のセクションの手順1～7に従います。
2. UHCTHDキャビネットからエクスポートされたファイルが入

っているUSBドライブをUSBポートに差し込みます。

3. 「Check Flash Drive」[フラッシュドライブを確認]ボタンを
押します。

4. 「Import Menu Files」[メニューファイルをインポート]ボ
タンを押します。

5. 画面に「Menu files imported!」[メニューファイルがイン
ポートされました]と表示されます。

6. 「Close」[閉じる]ボタンを押します。

7. 「Close」[閉じる]ボタンを再度押します。

8. 左下隅にある[ロック解除]ボタンを押して、画面をロックし
ます。

9. [戻る]ボタンを押します。

10. 「Press & Go」アイコンを押して、Press & Go画面に戻り
ます。
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