
型　式 A-TTA-SS010

取扱説明書

このたびは、弊社の卓球マシーンをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前に必ずお読みください。

Atoaピンポンパートナー Pro



安全上のご注意

※マシーンの取り扱いは、 マシーンの危険性をこの取扱説明書でよく理解した大人の方が行ってください。

※本書はマシーン使用者が、 いつでも読めるところに必ず保管してください。

※このマシーンは、 卓球の練習以外に使用しないでください。

事故を防ぐためにマシーン使用前にはマシーン本体 （ホイールなど）、 リード線に異常がないか点検

してください。 特にホイールは高速回転しますのでハガレ ・ キズ ・裂け目などの有無やホイールの樹

脂部にヒビ ・ ブレがないかを確認してください。

マシーン運転中にマシーンの振動が大きくなったり、 異音がした場合は、 リモコンの運転 /停止ボタ

ンで停止させ、 マシーンの電源スイッチを OFF にし、 マシーンの使用を中止してください。

ホイールの使用期限は３年です。 ご購入日より３年経過したホイールは必ず交換してください。 ホイー

ルは保管状況 ・使用頻度により寿命は変化します。

ホイールのウレタンは日々劣化していきます。 そのため樹脂部とウレタンの接着強度も落ちていきます。

古くなり劣化したホイール （ヒビ割れ、 弾力性が劣るなどの症状が見うけられるホイール） は高速回転

させると遠心力によりウレタンが欠けて飛び大変危険ですので絶対に使用しないでください。

割れたボール、 凹んだボール、 大きさの異なるボール、 傷みのひどいボール、 濡れたボールなどは

使用しないでください。 コントロールが悪くなり、 予想外の方向に飛ぶ恐れがあります。

マシーンは屋内で湿気やほこりの少ない場所に保管してください。 温度、 湿度の高い場所 （自動車

の車内や暖房器具の近くなど） や直射日光が長時間あたる場所、 ほこりの多い場所に保管すると故

障の原因になります。

マシーンの使用中は、 リモコンを衣服のポケットなどに入れないでください。 誤操作の恐れがあります。

回転している部分には、 絶対に触れないでください。
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硬式卓球 (40mm) 以外は絶対に使用しないでください。

マシーンは絶対に分解しないでください。
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電源プラグ、ＡＣ出力プラグは、 必ず根元を持って抜いてください。 コードを引っ張ると、 断線やショー

トの原因になります。

マシーンを長期間使用しないときは、 乾電池の液漏れを防ぐために、 リモコンから乾電池を取り出して

ください。

コードリールのコードは必ず全部引き出して使用してください。 巻いたまま使用すると、 コードが発熱し、

被覆が溶けてショートすることがあります。 （燃えることもあります。）

弊社指定部品以外は使用しないでください。

マシーンの移動は、 リモコンの運転／停止ボタンでマシーンを停止させ、 マシーンの電源スイッチを

OFF にして、 ホイールが完全に静止したのを確認してから、 転倒させたりぶつけたりしないように注意

して移動させてください。
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⑤

⑤電源ボタン

　　　長押しすると ON ・ OFF が切り替わります。

　　　　※リモコンのみの電源操作ですので、 本体の ON ・ OFF

　　　　　 切替は本体の電源ボタンで操作ください。

⑨

⑬

⑥

⑥運転 / 停止ボタン

⑦首振り停止ボタン

　　　首振り設定時の首振り運転中に押すと、 任意の左右方向

　　　位置で停止することができます。

⑧【◀】 【▶】 ボタン
　　　ランダム設定時の首振りスピードを調整します。

　　　　※詳細は P.８を参照ください。

⑨首振り開始ボタン

　　　不規則に左右方向へ振り分け投球されます。

⑩無回転ボタン

　　　ボールが無回転で投球されます。

⑪上回転ボタン

　　　ボールが上回転 ( トップスピン ) で投球されます。

⑫下回転ボタン

　　　ボールが下回転 ( バックスピン ) で投球されます。

⑬ピッチボタン

　　　一球一球の投球間隔を調整します。

⑧

⑩

⑪
⑫

⑧

⑦

ボールを投球する （基本設定）

1 「⑥運転 / 停止ボタン」 を押して、 本体を作動させます。
上下調整固定ねじ

緩む締まる

3 左右方向を調整します。

「⑨首振り開始ボタン」 押して、 投球部を首振り作動させます。

任意の左右方向位置に投球部が向いたら 「⑦首振り停止ボタン」 を押して、 首振り停止させます。

2 球速 ・ 上下方向を調整します。

●球速調整

　　→「⑩無回転ボタン」 で調整します。

●上下方向調整　　※右図参照

　　→上下調整固定ねじを反時計方向に回して緩めます。

　　　 投球部を任意の上下方向に向けて、 上下調整固定

　　　 ねじを時計方向に回して締めます。

※上下方向を調整するときは、 本体を停止状態にしてください。

4 投球間隔を調整します。

「⑬ピッチボタン」 で調整し、 設定完了になります。

5 本体を停止するときは、 「⑥運転 / 停止ボタン」 を押します。
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ランダムに投球する

●不規則に左右方向へ振り分け投球することができます。

1 「ボールを投球する」 (P.７) を参照し、 基本設定を行い、

作動状態にします。

2 「⑨首振り開始ボタン」 を押して、 投球部を首振り作動させます。

3 首振りスピードを調整します。

もう一度 「⑨首振り開始ボタン」 を押して、 下図のように設定

表示を切り替えます。

設定表示

【ボタン１回押し】 【ボタン２回押し】

「●」 が点滅

「⑧【◀】 【▶】 ボタン」 を押して首振りスピードを調整します。

【◀】 を押すと設定表示内の 「●」 が減り、 首振りスピードは遅くなります。

【▶】 を押すと設定表示内の 「●」 が増え、 首振りスピードは速くなります。

4 「⑦首振り停止ボタン」 を押すと、 基本設定 （一箇所投球） に切り替わり

ます。

ボールに回転を与える

⑧

⑦

⑨

●基本設定では、 投球部内の２つのホイールを同速回転で回し、

　 無回転に近いボールが投球されます。 これに加え、 上回転 ( ト

　 ップスピン )、 下回転 ( バックスピン ) で投球することができます。

球速表示

【上回転 ( トップスピン ) で投球する】

「⑪上回転ボタン」 を押して、 球速表示を切り替えます。

【基本設定】 【正回転設定】

20　40　60　80　100　120　140 20　40　60　80　100　120　140

「△」 「▽」 のボタンを押して、 回転差を調整します。

⑩

⑪
「⑩無回転ボタン」 を押すと、 基本設定 ( 上下同速 ) に切り替わります。
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Atoa はトーアスポーツマシーンのブランドです。


