
Motor cover

Spindle cover
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5 Turn the Z-adjust screw in the direction 
of the arrow to release.

Turn the Z-adjust screw in the direction 
of the arrow to lock.

Use a hexagonal wrench (1.5 mm) to 
loosen the mounting screws, and replace 
the spindle.

Provisionally secure the motor cover in 
place.

Remove the cover for the carriage.
(A Phillips screw driver is required.)

Remove the spindle belt and spindle tip.2

Remove only 
when replacing 
the ZS-23

Spindle belt

Loosen the four screws

Motor cover

Spindle cover
Motor cover

Secure the motor cover in place.

Take care to ensure that 
the motor cover and 
spindle cover do not 
touch.

Tighten the screws to 
install the spindle cover 
so that it is positioned 
at "0."
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Z-adjust screw

Z-adjust screw

View as seen from 
the left of the unit

Top view

For PNC-2300/EGX-300
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ZM-23
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Spindle tip

Spindle

Switch on the power to the unit and 
make sure that the spindle cover is 
positioned at "0."

R e m o v e t h e o l d s p i n d l e m o t o r 
and replace with the new motor.  If 
necessary, also replace the motor 
brushes (see the user's manual) and the 
spindle belt.
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スピンドルモーターを外して交換しま
す。必要な場合はモーターブラシ（取扱
説明書参照）、スピンドルベルトも交換
します。

モーターカバー

スピンドルカバー
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5 Ｚアジャストスクリューを矢印の方向に
回して解除します。

Ｚアジャストスクリューを矢印の方向に
回してロックします。

セットスクリューを市販の六角レンチ
（1.5 mm）で緩め、スピンドルを交換し
ます。

モーターカバーを仮止めします。

キャリッジ部のカバーを取り外します。
（市販のプラスドライバーが必要です）

スピンドルベルトとスピンドル先端部
を取り外します。
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ZS-23 交換時のみ
　取り外します

スピンドルベルト

ビス４本を緩める

モーターカバー

スピンドルカバー

モーターカバー

モーターカバーを固定します。

モーターカバーとスピンド
ルカバーが接触しないよう
に注意してください。

"0" の位置になるように
スピンドルカバーを取
付けます。
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Ｚアジャストスクリュー

Ｚアジャストスクリュー

右側から見た図

上から見た図

PNC-2300/EGX-300 用
スピンドルユニット ZS-23・モーター ZM-23（共通）  交換方法説明書
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ZM-23
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スピンドル先端部

スピンドル

本体の電源を入れ、スピンドルカバーが
"0" の位置にあることを確認します。
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