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“トーストクイック”
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TQ-400H
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取扱説明書
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警告

安全上のご注意

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造等は行わないで下さい。
発火したり異常作動してケガをしたり事故の原因となります。

禁止

本体のコンセント部やコントロール部には絶対に水をかけないで下さい。
器具の故障につながるだけではなく、ショート・感電の恐れがあります。

アース工事

アースは確実につないで下さい。アースが不完全の場合は感電の原因となります。

禁止

運転中は器具本体が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。火傷などのケガを
する恐れがあります。

電源コードは途中で接続したり延長コードを使用しないで下さい、また電源コード
並びに電源プラグは器具の電気容量に合った物を必ずご使用下さい、感電や発熱火災
の原因となります。

専用電源

部品の取付、取外しやお手入れをするときは必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故の原因となる恐れがあります。
＊電源プラグを抜く際には必ず機具のスイッチを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

強制
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このたびはお買い上げありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 

お読みになった後は、大切に保管してください。 

！この製品の電気仕様は「単相　２００Ｖ」です。よくご確認のうえ正しくお使いください。
！メンテナンスの際は、必ずスイッチを切ってから電源プラグを抜いてください。事故の原因となります。
！トースターの前後および上面は壁や天井から最低４ｃｍは離してください。
  また、側面は３ｃｍ離してください。火災の原因となります。
！電源コードをつかんで製品を動かさないでください。
！電源コードに損傷の痕が見受けられたら使用を中止してください。
！修理が必要の際は、必ず販売店にご連絡してください。
！修理の際は必ずハトコ純正部品をお使いください。

！トースターは扱いやすい適切な場所に設置してください。落下の原因となります。
！トースター上面には物を置かないでください。
！バターを塗ったり、チーズをのせたりしたパンを焼かないでください。
  庫内で発火する恐れがあります。
！トースター表面には熱くなる箇所があります。やけどの恐れがあるので触れないようにしてください。
！トーストクラムトレー(カス受)は必ず使用してください。
！この製品は防水性ではありません。屋外で使用しないでください。
！グリドルやフライヤーの側など温度が高い場所には設置しないでください。
  事故の原因となります。
！トースターの前後は通気をよくしてください。

〔トーストフィードランプ〕
  工場出荷時に取り付けられています。
  ご使用に応じて図のように調節してください。
！上にあげる際はパン投入時にやけどにご注意ください。

〔トーストクラムトレー(Ａ)〕
  コンベアベルト下のストップピン(Ｂ)まで通します。

〔パンの取り出し前後選択〕
  前後のどちらかにトーストが出てくるように選択することができます。

前から取り出す
ディスチャージシュート(Ｃ)とコレクターパン(Ｄ)を使用します。

後から取り出す
コレクターパンのみ使用します。

警告

注意

組立
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〔トーストフィードランプ〕
  工場出荷時に取り付けられています。
  ご使用に応じて図のように調節してください。
！上にあげる際はパン投入時にやけどにご注意ください。

〔トーストクラムトレー(Ａ)〕
  コンベアベルト下のストップピンまで通します。

〔パンの取り出し前後選択〕
  前後のどちらかにトーストが出てくるように選択する
  ことができます。

前から取り出す
ディスチャージシュートとコレクターパンを使用します。

後から取り出す
コレクターパンのみ使用します。

組立

投入口

CAUTION HOT

ストップピン

トーストトレイ

トーストクラムトレイ

TQ400-800 前面

コレクターパン
ディスチャージ

TQ400-800 背面

※ＴＱ１０にはコレクターが付いていません。

※ＴＱ１０にはコレクターが付いていません。

4 HP2020.6.1



1. 電源プラグをコンセントにさします。
2. オンオフスイッチを入れます、お好みにより上段・下段を選択して下さい。
3. 予熱１５分～２０分行います。
4. 予熱が完了したらトーストを数枚焼いてみて、お望みの焼き色になるようにスピードコントロール
   を調節してください。

トーストが焦げてしまう場合

コンベアスピードが遅すぎます。スピードコントロールを時計回りに回してコンベアスピードの調整
を行って下さい（反時計回りに回すとコンベアスピードは速くなります）。
マフィン、ライ麦パンを焼く場合
水分を含むパンを焼く場合はスピードコントロールを遅く設定してください。

操作

清掃

メインテナンス作業はスイッチを切り、場合はコンセントを抜いてから行ってください。

部品の取付、取外しやお手入れをするときは必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故の原因となる恐れがあります。
電源プラグを抜く際には必ず器具のスイッチを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

表面部分のクリーニング
表面は毎日布でふいてください。落ちにくい汚れはステンレス専用クリーナー、または研磨剤
が入っていない洗剤を使ってふき取ってください。

トーストクラムトレー、コレクターパンに溜まったパンカスなどは廃棄し中性洗剤などで
洗浄し、よく乾かしてから再び取付けてください。

強制

禁止

運転中は器具本体が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。火傷などのケガを
する恐れがあります。

ＴＱ１０
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ON

OFF

ON

OFF

TOP HEAT BOTTOM HEAT

TOAST-QWIK
CONVEYOR TOASTER

ヒーター（上段）
On/Off Switch

ヒーター（下段）
On/Off Switch

コンベアスピードコントロール

COLOR CONTROL
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1. 電源プラグをコンセントにさします。
2. オンオフスイッチをONにします。
3. 予熱をします。
   ヒーターコントロール（上下）を最高温度まで時計回りで合わせます。
4. コンベアスピードコントロールを（１）に合わせます。
5. そのまま１５～２０分予熱を行います。
6. 予熱が完了したらトーストを数枚焼いてみて、ヒーターコントロール（上下）および
   コンベアスピードコントロールを調節してください。

トーストが焦げてしまう場合
温度調節が高すぎるまたはコンベアスピードが遅すぎますます。
ヒーターコントロール(上下)とコンベアスピードコントロールを調節します。
※新たに調整した温度に達するまでには約15分の時間を要します。

マフィン、ライ麦パンを焼く場合
水分を多く含むパンを焼く場合はコンベアスピードコントロールを高く設定してください。

〔パワーセーブモード〕
TQ-400H/800H/1800H   シリーズには省電力モードが搭載されております。
インジケートライトが点滅している間は待機状態として、約50%の電力を節約します。
使用方法は作動中にパワーセーブボタンを押すだけです。
復帰させるにはパワーセーブボタンを押すか、どれかのノブを回します。
完全に復帰するには約5～10分要します（庫内設定温度による）。

操作

清掃
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POWER SAVE

ON

OFF

ON/OFF スイッチ

パワーセーブモード

ヒーターコントロール（下段）

ヒーターコントロール（上段） コンベアスピードコントロール

TOP
HEAT

BOTTOM
HEAT

メインテナンス作業はスイッチを切り、場合はコンセントを抜いてから行ってください。

部品の取付、取外しやお手入れをするときは必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故の原因となる恐れがあります。
電源プラグを抜く際には必ず器具のスイッチを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

表面部分のクリーニング
表面は毎日布でふいてください。落ちにくい汚れはステンレス専用クリーナー、または研磨剤
が入っていない洗剤を使ってふき取ってください。

トーストクラムトレー、コレクターパンに溜まったパンカスなどは廃棄し中性洗剤などで
洗浄し、よく乾かしてから再び取付けてください。

強制

禁止

運転中は器具本体が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。火傷などのケガを
する恐れがあります。

TQ400H/TQ800H/1800H

警告ランプ
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定期的なお手入れ

確認
時期 確認内容　必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください

毎日 マグネットフィルターの洗浄

毎週 清掃（本体外側，投入スロープ，カス受けトレイ，シューター，受皿）

脚の異常（緩み，変形）

電源コード・プラグの異常（ホコリ付着、キズ、焦げ跡）

投入スロープ，カス受けトレイ，シューター，受皿の異常（変形、破損）

コンベアベルトの異常（変形，破損）

毎年 冷却ファン、および電装室のホコリを除去 （トラブル＆シューティング8番参照）

異常を発見しましたら使用を中止し、部品交換もしくは修理をご依頼ください

異常があるままのご使用は事故・ケガ・火災の原因となります

ハトコ　コンベアトスーター　TQシリーズ　トラブルシューティング

番号 症状 確認内容 対応方法

1
電源プラグがコンセントから
抜けていませんか？

電源プラグをコンセントに
差し込みます

2
ブレーカーは遮断されて
いませんか？

ブレーカーを入れてください

3
電源コードを揺らしたら
通電されますか？

揺らして作動する際は接触不良
電源コード（および電源プラグ）の
交換が必要です

4

コンベアベルトの終点付近に
異物が詰まっていませんか？

注意！
電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜き、
庫内が冷めた状態で
確認してください

異物を取り除いてください

5
モーターチェーンがギアに
ロックしていれば解除してください
詳細は次ページを参照

6
回転不良のため
モーター交換が必要です

7
操作盤の下の排気孔に
ホコリが詰まっていませんか？

マグネットフィルターを
取りはずして洗浄し、
排気孔は乾いた布で
ホコリを拭きとってください

8

本体底面のファンおよび
電装室内にホコリが
詰まっていませんか？

注意！
電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜き、
庫内が冷めた状態で
確認してください

冷却不良による
温度過昇防止装置の作動です

本体下部のパネルをはずし(＋ネジ4本)、
掃除機でファンのホコリを吸引します

それでも同症状が再発するようでしたら、
電装室内のホコリ除去も必要です
販売店にご相談ください

電源スイッチを入れたら、
ヒーターは温まり、
コンベアも回転するが、
しばらくすると
警告ランプが点灯し、
コンベアが止まり、
ヒーターも消える

【警告】

毎月

電源スイッチを入れても
コンベアが回転しないし、
ヒーターも温まらない

電源スイッチを入れたら、
ヒーターは温まるが、
コンベアが回転しない

モーターが起動している音は
していますか？
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コンベアトスーター　ギア（スプロケット）にロックしているモーターチェーンの解除マニュアル

！警告！
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、庫内が冷めた状態で作業してください
重大な怪我、事故の原因となります
電気技術者以外の方は、販売店にご相談ください

番号 手順 詳細

1 電源スイッチを切る

2 電源プラグをコンセントから抜く

3
本体背面のネジ
（右上、左上、左の3個）をはずす

ネジは「＋」

4 天板をはずす
天板の手前（トースト投入口側）が
引っ掛かるようにはまっています

5
（本体を正面から見て）
右側のパネルをはずす

天板の手前（トースト投入口側）、
ならびに本体下部側に引っ掛かるようにはまっています

6

側面パネルをはずすと、
モーターチェーンが現れます
歯車のようなギア(スプロケット)に引っ掛かっている
モーターチェーンを解除する

大半は普通に引っ張れば解除できます

7

チェーンが著しく弛んでいる場合は、
モーター位置を少し左に寄せます。
ネジ（3個）を少し緩め、左に寄せた状態で、
ネジを締めてください

ネジは「－」

チェーンの弛みに多少のアソビが必要です
目安としましては、チェーンが張っている状態で
チェーンをドライバーで少し揺らして、
少し揺れるぐらいです

8

向かって左側のギアを確認してください
ギアはモーターの軸に
穴付きネジで固定されています
ギアをつまんでギア自体が前後に動かせる場合は、
緩んでいますので固定してください

ネジの穴サイズは3/32インチ
同サイズの六角レンチが必要です

ギアを固定する場合はチェーンが
水平に回転するように位置を合わせて固定してください

9 側面パネル、天板を元通りに組み立てます
天板は手前（トースト投入口側）を
引っ掛かけるように組み立ててください
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POWER SAVE

ON

OFF

ON/OFF スイッチ

パワーセーブモード

ヒーターコントロール（下段）

ヒーターコントロール（上段）
コンベアスピードコントロール

TOP
HEAT

BOTTOM
HEAT

1

2

3

4

5

6

7
TOP HEAT

TOAST-QWIK
CONVEYOR TOASTER

ヒーター（上段）
On/Off Switchコンベアスピードコントロール

COLOR CONTROL

TQ-10 & TQ-15　後部

TQ-10 & TQ-15　前面

CAUTION HOT

ストップピン

トーストトレイ

トーストトレイ

投入口

TQ400-800 背面

TQ400-800 前面

コレクターパン
ディスチャージ警告

安全上のご注意

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造等は行わないで下さい。
発火したり異常作動してケガをしたり事故の原因となります。

禁止

本体のコンセント部やコントロール部には絶対に水をかけないで下さい。
器具の故障につながるだけではなく、ショート・感電の恐れがあります。

アース工事

アースは確実につないで下さい。アースが不完全の場合は感電の原因となります。

禁止

運転中は器具本体が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。火傷などのケガを
する恐れがあります。

電源コードは途中で接続したり延長コードを使用しないで下さい、また電源コード
並びに電源プラグは器具の電気容量に合った物を必ずご使用下さい、感電や発熱火災
の原因となります。

専用電源

部品の取付、取外しやお手入れをするときは必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故の原因となる恐れがあります。
＊電源プラグを抜く際には必ず機具のスイッチを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

強制

このたびはお買い上げありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。 

お読みになった後は、大切に保管してください。 

！この製品の電気仕様は「単相　２００Ｖ」です。よくご確認のうえ正しくお使いください。
！メンテナンスの際は、必ずスイッチを切ってから電源プラグを抜いてください。事故の原因となります。
！トースターの前後および上面は壁や天井から最低４ｃｍは離してください。
  また、側面は３ｃｍ離してください。火災の原因となります。
！電源コードをつかんで製品を動かさないでください。
！電源コードに損傷の痕が見受けられたら使用を中止してください。
！修理が必要の際は、必ず販売店にご連絡してください。
！修理の際は必ずハトコ純正部品をお使いください。

！トースターは扱いやすい適切な場所に設置してください。落下の原因となります。
！トースター上面には物を置かないでください。
！バターを塗ったり、チーズをのせたりしたパンを焼かないでください。
  庫内で発火する恐れがあります。
！トースター表面には熱くなる箇所があります。やけどの恐れがあるので触れないようにしてください。
！トーストクラムトレー(カス受)は必ず使用してください。
！この製品は防水性ではありません。屋外で使用しないでください。
！グリドルやフライヤーの側など温度が高い場所には設置しないでください。
  事故の原因となります。
！トースターの前後は通気をよくしてください。

〔トーストフィードランプ〕
  工場出荷時に取り付けられています。
  ご使用に応じて図のように調節してください。
！上にあげる際はパン投入時にやけどにご注意ください。

〔トーストクラムトレー(Ａ)〕
  コンベアベルト下のストップピン(Ｂ)まで通します。

〔パンの取り出し前後選択〕
  前後のどちらかにトーストが出てくるように選択することができます。

前から取り出す
ディスチャージシュート(Ｃ)とコレクターパン(Ｄ)を使用します。

後から取り出す
コレクターパンのみ使用します。

警告

注意

組立

〔トーストフィードランプ〕
  工場出荷時に取り付けられています。
  ご使用に応じて図のように調節してください。
！上にあげる際はパン投入時にやけどにご注意ください。

〔トーストクラムトレー(Ａ)〕
  コンベアベルト下のストップピンまで通します。

〔パンの取り出し前後選択〕
  前後のどちらかにトーストが出てくるように選択する
  ことができます。

前から取り出す
ディスチャージシュートとコレクターパンを使用します。

後から取り出す
コレクターパンのみ使用します。

組立

投入口

CAUTION HOT

ストップピン

トーストトレイ

トーストクラムトレイ

TQ400-800 前面

コレクターパン
ディスチャージ

TQ400-800 背面

※ＴＱ１０にはコレクターが付いていません。

※ＴＱ１０にはコレクターが付いていません。

1. 電源プラグをコンセントにさします。
2. オンオフスイッチをONにします。
3. 予熱をします。
   ヒーターコントロール（上下）を最高温度まで時計回りで合わせます。
4. コンベアスピードコントロールを（１）に合わせます。
5. そのまま１５～２０分予熱を行います。
6. 予熱が完了したらトーストを数枚焼いてみて、ヒーターコントロール（上下）および
   コンベアスピードコントロールを調節してください。

トーストが焦げてしまう場合
温度調節が高すぎるまたはコンベアスピードが遅すぎますます。
ヒーターコントロール(上下)とコンベアスピードコントロールを調節します。
※新たに調整した温度に達するまでには約15分の時間を要します。

マフィン、ライ麦パンを焼く場合
水分を多く含むパンを焼く場合はコンベアスピードコントロールを高く設定してください。

〔パワーセーブモード〕
TQ-400/800/1800シリーズには省電力モードが搭載されております。
インジケートライトが点滅している間は待機状態として、約50%の電力を節約します。
使用方法は作動中にパワーセーブボタンを押すだけです。
復帰させるにはパワーセーブボタンを押すか、どれかのノブを回します。
完全に復帰するには約5～10分要します（庫内設定温度による）。

操作

清掃
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POWER SAVE

ON

OFF

ON/OFF スイッチ

パワーセーブモード

ヒーターコントロール（下段）

ヒーターコントロール（上段） コンベアスピードコントロール

TOP
HEAT

BOTTOM
HEAT

メインテナンス作業はスイッチを切り、場合はコンセントを抜いてから行ってください。

部品の取付、取外しやお手入れをするときは必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故の原因となる恐れがあります。
電源プラグを抜く際には必ず器具のスイッチを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

表面部分のクリーニング
表面は毎日布でふいてください。落ちにくい汚れはステンレス専用クリーナー、または研磨剤
が入っていない洗剤を使ってふき取ってください。

トーストクラムトレー、コレクターパンに溜まったパンカスなどは廃棄し中性洗剤などで
洗浄し、よく乾かしてから再び取付けてください。

強制

禁止

運転中は器具本体が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。火傷などのケガを
する恐れがあります。

TQ400/TQ800/1800

警告ランプ

警告ランプについて

TQ400H/TQ800H/TQ1800Hにはオーバーヒートをお知らせする”警告ランプ”が付いています。
警告ランプは、電子部品をオーバーヒートにより発生する熱から保護するために、トースターの過熱を停止
させたことをお知らせする機能です。

オーバーヒートは電子部品が収納されているスペースの吸気または排気が十分でない場合に起こります。
本体の前面下部から吸気し、後方から排気しています。故障の原因となりますので、後方には十分な排気
スペースを確保していただき、前面下部の吸気口の前には吸気を妨げるものを置かないようにお願いい
たします。
また、吸気口にはマグネット脱着式のフィルターが装着されています。フィルターはマシン内部のファンに、
ほこりなどが蓄積するのを防ぐための大切な部品となります。フィルターは定期的に取り外し、ブラシや流水
などを使用し、目詰まりの無いように保ってください。

警告ランプが点灯した場合には、トースターの電源をOffにし、30分ほどトースターを休ませ、フルターに
目詰まりが無いことを確認してから、再度電源をOnにしてください。
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POWER SAVE

ON

OFF

TOP
HEAT

BOTTOM
HEAT

吸気口/フィルター

警告ランプ

片手で簡単に取り外すことができます。

フィルターを付けないでご使用を続けると、
内部ファンの故障の原因となりますので、
必ずフィルターを取付けてご使用ください。禁止

フィルターの目詰まりを定期的に確認し、目詰まり
がある場合はブラシや流水などを使用し目詰まり
が無いように保ってください。
清掃後はよく乾かしてから装着してください。

　　  ハトコ
コンベアトースター
"トーストクイック"

      TQ-10
      TQ-400H
      TQ-800H
      TQ-1800H
      

　　取扱説明書

電源プラグをコンセントにさします。
2. オンオフスイッチを入れます、お好みにより上段・下段を選択して下さい。
3. 予熱１５分～２０分行います。
4. 予熱が完了したらトーストを数枚焼いてみて、お望みの焼き色になるようにスピードコントロール
   を調節してください。

トーストが焦げてしまう場合

コンベアスピードが遅すぎます。スピードコントロールを時計回りに回してコンベアスピードの調整
を行って下さい（反時計回りに回すとコンベアスピードは速くなります）。
マフィン、ライ麦パンを焼く場合
水分を含むパンを焼く場合はスピードコントロールを遅く設定してください。

操作

清掃

メインテナンス作業はスイッチを切り、場合はコンセントを抜いてから行ってください。

部品の取付、取外しやお手入れをするときは必ず器具のスイッチを切り電源プラグを
抜いて下さい。手を引き込まれたり感電事故の原因となる恐れがあります。
電源プラグを抜く際には必ず器具のスイッチを切り、プラグ部分を持って抜いて下さい。

表面部分のクリーニング
表面は毎日布でふいてください。落ちにくい汚れはステンレス専用クリーナー、または研磨剤
が入っていない洗剤を使ってふき取ってください。

トーストクラムトレー、コレクターパンに溜まったパンカスなどは廃棄し中性洗剤などで
洗浄し、よく乾かしてから再び取付けてください。

強制

禁止

運転中は器具本体が大変熱くなりますので手を触れないで下さい。火傷などのケガを
する恐れがあります。

ＴＱ１０
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ON

OFF

ON

OFF

TOP HEAT BOTTOM HEAT

TOAST-QWIK
CONVEYOR TOASTER

ヒーター（上段）
On/Off Switch

ヒーター（下段）
On/Off Switch

コンベアスピードコントロール

COLOR CONTROL
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販売店
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