Product Information Insert
Subject: Shipping Bracket Removal Instructions
Use With: Design 3 50-200 Pound Tumble Dryers

WARNING
To reduce the risk of electric shock, fire, explosion,
serious injury or death:
• Disconnect electric power to the machine before
servicing.
• Close gas shut-off valve to the machine before
servicing.
• Close steam gate valve to the machine before
servicing.
• Never start the machine with any guards/panels
removed.
• Whenever ground wires are removed during servicing, these ground wires must be reconnected to
ensure that the machine is properly grounded.
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1. Shipping Bracket
2. Drive Belt
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1. Remove the rear guard by unscrewing the six screws using a
5/16 inch wrench. After the screws are removed, lift the panel
off the positioning lugs located on the lower guard surface.
2. Before removing the shipping bracket, install the belt over the
drive motor pulley and the larger idler pulley. Center belt on
pulleys.
3. Remove the nuts from both ends holding the bracket in place
and remove the shipping bracket from the tumble dryer. The
belt will be tightened to the appropriate tension when the
bracket is removed.

Figure 1

NOTE: Keep bracket in case machine ever needs to be
relocated.
4. Re-install rear guard with hardware removed in Step 1. The
tumble dryer should be ready to put into service.
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製品情報インサート
題目： 出荷用ブラケットの取り外し手順：
共に使用： デザイン 3 50-200 ポンドタンブル乾燥機

警告
感電、火災、爆発、重傷、または死の危険を減らすため、
• サービス（供給）前に本機への電力を遮断します。
• サービス（供給）前に本機に通じるガス遮断弁を閉じ
ること。
• サービス（供給）前に本機に接続している蒸気仕切弁
を閉じます。
• ガードやパネルを取り外した状態で本機を始動させ
ないでください。
• サービス（供給）中に接地線が外れたときは、必ず再
接続して、確実に本機を正しく接地してください。
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1. 5/16 インチのレンチで 6 本のねじを外し、リアガードを
取り外します。ねじを外した後、下のガード面に配置さ
れている位置決めつまみからパネルを持ち上げます。
2. 出荷用ブラケットを取り外す前に、駆動モータープーリ
ーとそれより大きなアイドラープーリーにベルトを取
り付けます。プーリーの中央にベルトを配置します。
3. 所定位置にブラケットを固定している両端のナットを
外し、タンブル乾燥機から出荷用ブラケットを取り外し
ます。ブラケットを取り外すと、ベルトは適切な張力で
締められます。
注意: マシンを移動するときのためにブラケットをとって
おきます。
4. 再度、手順 1 で取り外した金具を用いてリアガードを取
り付けます。タンブル乾燥機はサービス開始の準備を
完了する必要があります。
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1. 出荷用ブラケット
2. ドライブベルト
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