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対象製品名：

ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

節電力 約 414 W

節電割合 約 34%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業 1 サイドビルボードおよびフロントビルボード内の電球形蛍光灯を 10 個取り
外します。

2 アッパードア内部の蛍光灯 2 個を取り外します。
3 スピーカーユニットのハロゲンランプ 4 個を取り外します。

参考）添付資料 「取扱説明書」 (420-7263) 抜粋 P. 94 - P. 101
※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先
株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）

フリーダイヤル　0120-412-159（全国共通）
基本受付時間　平日　9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 18:30

※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。
※ 携帯電話、PHS からもご利用になれます。

このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではございません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

E0-1106
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�� 蛍光灯、ランプの交換

●	 作業を安全、確実に行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安
定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。

●	 プラスチック製部品の取り扱いには注意してください。破損時や破片により負傷す
る場合があります。

●	 蛍光灯やランプはガラス製です。また、容易に外れない構造です。破損しないよう
に慎重に取り外してください。不用意に取り外そうとすると、破損して、負傷する
場合があります。

●	 プラスチック製部品を固定する際はネジを締め付け過ぎないように注意してください。
締め付け過ぎると破損して、破片、ヒビや欠けによって負傷する場合があります。

●	 ドアの開閉時、部品の取り付け、取り外すときに手や指を挟まれないように注意し
てください。

●	 部品をしっかり支持しながら、固定するネジを外してください。固定ネジを全て外
すと部品が落下して、事故の原因となります。

●	 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま作業すると、感電、
短絡事故の原因となります。

●	 熱くなった蛍光灯やランプにより火傷をする危険があります。交換時には十分注意
してください。

●	 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐
れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交
換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常がないか確認してください。

●	 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災、
故障の原因となります。

	12	 蛍光灯、ランプの交換

●	ネジや工具、取り外した部品を落とさないように注意してください。部品破
損や表面損傷の恐れがあります。

●	ハロゲンランプの正面のガラス部分には素手で触れないでください。汗など
が付着すると、焼損する恐れがあります。

●	本製品で使用するハロゲンランプは 2	種類あります。外観は同じです。ラン
プ横の印字にて区別してください。
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蛍光灯、ランプの交換 ��

12-1　蛍光灯の交換

12-1-1　サイドビルボード

 1  マスターキーで解錠し、サテライト 1-2
側のセンタードアを開きます。

 2  電源スイッチをOFF にします。

 3  ネジ 2種類計 7 個を外し、サイドビル
ボードを取り外します。

 4 	 FL ランプを交換してください。

サテライト 1-2 側

12

センタードア

解錠

サイドビルボード

ネジ（黒）2個
M4× 8、平、バネ座金付

FL ランプ　21W
390-6781

トラスネジ（クロム）各 5個
M4× 8、大型平座金使用
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�� 蛍光灯、ランプの交換

12-1-2　フロントビルボード

 1  マスターキーで解錠し、サテライト 1-2
側のセンタードアを開きます。

 2  電源スイッチをOFF にします。

 3  ネジ 2種類計 7 個を外し、サイドビル
ボードを取り外します。

 4 	 手順 3を参照し、反対側のサイドビルボードを取り外してください。

 5 	 トラスネジ 2個を外し、フロントビルボードを取り外します。取り付ける場合は、サイド
ランプボックスの角穴にフロントビルボードのフックを引っかけてください。

サテライト 1-2 側

サテライト 1-2 側

12

センタードア

解錠

トラスネジ（クロム）2個
M4× 8、大型平座金使用

フロントビルボード

角穴にフックを引っかける

サイドビルボード

ネジ（黒）2個
M4× 8、平、バネ座金付

トラスネジ（クロム）各 5個
M4× 8、大型平座金使用

中央部のフックに引っかける

蛍光灯、ランプの交換 ��

 6 	 ネジ 2個を緩め、ボールランプカバーを
取り外します。

 7 	 FLランプを交換してください。

12

ボールランプカバー

ネジ　2個
M4× 12、平、バネ座金付

FL ランプ　21W
390-6781	
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�� 蛍光灯、ランプの交換

12-1-3　アッパードア内部

 1  マスターキーで解錠し、サテライト 1-2
側のセンタードアを開きます。

 2  電源スイッチをOFF にします。

 3  マスターキーで解錠し、アッパードアを
開きます。

 4 	 ビルボードを上にスライドし、取り外
します。
取り付ける場合は、ビルボードのフッ
クを四角穴に引っかけ、取り付けてく
ださい。

サテライト 1-2 側

12

センタードア

解錠

アッパードア

解錠

ビルボード

蛍光灯、ランプの交換 ��

 5 	 蛍光灯を交換してください。

12

グロー球

四角穴

蛍光灯　32W
390-5251-32-01

390-5638-5P

フック
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�00 蛍光灯、ランプの交換

12-2-1　スピーカーユニット

 1  マスターキーで解錠し、サテライト 1-2
側のセンタードアを開きます。

 2  電源スイッチをOFF にします。

 3  トラスネジ 2個を緩め、ハロゲンアウターカバーを横にスライドし取り外します。

サテライト 1-2 側

12-2　ハロゲンランプの交換

12

センタードア

解錠

トラスネジ ( 黒 )　2	個 ハロゲンアウターカバー
M4× 8

蛍光灯、ランプの交換 �0�

4 ネジ 2個を緩め、ハロゲンインナーカバーを上にスライドさせ取り外します。

 5 	 ハロゲンランプを交換してください。

12

ネジ　2個 ハロゲンインナーカバー
M3× 6、平、バネ座金付

ハロゲンランプ	(JDR110V40WLW/K)
390-6732-40W
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