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How to Unpack the PNC-3200   開梱方法
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●開梱・設置・移動は2人以上で行ってください。　本体が落下し、けがをすることがあります。
●移動するときは、前後の取っ手を持ち、2人以上で行ってください。　
　後部のカバーを持つと、本体が落下し、けがをすることがあります。

●Unpacking, installation, and moving must be carried out by two or more persons.
    Failure to do so may result in falling of the unit, leading to injury.
●Moving the unit is an operation that must be carried out by two or more persons,

grasping the grips at the front and rear of the unit.
    If grasped by the rear cover, the unit may fall, resulting in injury.
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How to Repack the PNC-3200   再梱包方法
Repack the PNC-3200 in the reverse order of this procedure.

再梱包するときは、「開梱方法」と逆の手順で再梱包してください。
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After installing, remove the four screws and the
grips at the rear, as shown in the figure.

設置後、後部の取っ手と図のビス(4個)を外してくだ
さい。 5

Remove the pad that is on the XY table.
Switch on the unit and press the [ENTER] key. The head rises all
the way, and the XY table moves inward and to the right as far as
it will go. Wait for operation to stop, then remove.

XYテーブル上のパッドを取り外します。
本体の電源をONにし、[ENTER]キーを押します。ヘッドがいっぱ
いまで上がりXYテーブルが右奥へ移動します。動作が止まるのを
まって取り外してください。

Accessories box
The wrenches, grips, and
manuals are inside this
box.

付属品箱
スパナ・取っ手・マ
ニュアルは、この中に
入っています。

As shown in the figure, take off the upper carton
and take out the accessories box.

図のように上箱を抜き、付属品箱を取り出してくだ
さい。

The packing materials,
retaining plates, bolts,
grips, screws, and pads
are required when
repacking the unit. Do not
discard them.

梱包材・固定板・ボル
ト・取っ手・ビス・
パッドは、再梱包する
ときに必要です。捨て
ないでください。

grips
取っ手

Attach the two grips to the rear of the unit.
Grasp the grips at the front and rear, take the unit out of the
carton, and set it down in a suitable location. (Refer to User's
Manual 1 -- "3  Setting Up and Connection.")

取っ手(2本)を本体後部に取り付けます。
前後の取っ手を持って本体を箱から取り出し、適切な場所に設置
してください。(ユーザーズマニュアル 1_「3  設置と接続」参照)

pad
パッド

Use the wrench (17 mm (0.67 in.)) to remove the
four bolts, then detach the two plates at the front
and rear.

スパナ(17 mm)を使ってボルト(4本)を外し、前後
の板(2枚)を取り外してください。

A desiccant is packed with the product to protect it. It is composed mainly of
calcium chloride. Dispose of it with general nonburnable refuse.

製品保護のため、乾燥剤を同梱しています。
主成分は塩化カルシウムです。一般的な不燃物として廃棄してください。


