
ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。 
将来いつでもご使用できるように大切に保管してください。 

取扱説明書 



Canon、Canonロゴはキヤノン株式会社の商標です。
Microsoft®、Windows®、WindowsNT® は米国マイクロソフト社の米国、およびその他の
国における登録商標です。

その他の商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご注意

・本書に記載されている一部または全部を無断転記することは禁止されています。

・本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。

・運用した結果の影響については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

・本プリンタでお客様の不適切な使用により生じた損害、または改造・変更されたこと等

に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

・本書の内容について万一不備な点や記載もれ、また、お気づきの点がありましたらお近

くの販売店までご連絡ください。



はじめに
≪PP500≫

≪PP500≫

≪PP500≫

本取扱説明書中のシンボルマークとシグナル用語は、下記の意味を定義するもので
す。取扱説明書の指示を必ずお守りください。

取扱いをあやまった場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警

告事項が記載されています。安全にお使いいただくために、必ずこ

の警告事項をお守りください。

取扱いをあやまった場合に、傷害を負うおそれや物的損害が発生す

るおそれのある注意事項が記載されています。安全にお使いいただ

くために、必ずこの注意事項をお守りください。

操作上必ず守っていただきたい重要事項や禁止事項が記載されてい

ます。機械の故障や損傷、および誤った操作を防ぐために、必ずお

読みください。

操作上の指示、および補足説明が記載されています。お読みになり

ご活用ください。

操作の参考となる項目（ページ等）が記載されています。お読みに

なることをおすすめします。

® ®

® ®

® ®

® ®

® ®

® ®

®

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく
クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信
障害を引き起こすことがあります。
取扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

お願い

注意

警告
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この章では本プリンタの紹介と共に「安全にお使いいただくための必要事項」を記
載しています。必ずお読みください。

1.1 本プリンタの特長･････････････････････････････････････････････････ 6

1.2 同梱品の確認･････････････････････････････････････････････････････ 7

1.3 本体各部の名称･･･････････････････････････････････････････････････ 8

・前面･･･････････････････････････････････････････････････････････ 8

・背面･･･････････････････････････････････････････････････････････ 8

1.4 安全にお使いいただくために･･･････････････････････････････････････ 9
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1.1 本プリンタの特長

6

● 新しいプリンタの登場

● プレートにダイレクト鮮明印刷、ロール状シートセット可能

● 多機能そしてコンパクト

● Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP対応プリンタドライバ装備
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1.2 同梱品の確認

プリンタ本体 クリーニングカセット 

リボンカセット（黒） プリンタドライバ（CD-ROM） 

電源コード 
 取扱説明書（本書） 

サンプルプレート 
（30×100ｍｍサイズ） 

保証書 

アースコード 

7
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1.3 本体各部の名称

排出口 

オプション差込口 
（自動シートカッター） 

排気孔 
(P.9)

プレートガイド 
(P.26)

電源コード差込口 
(P.18)

パラレルインタフェース 
差込口 

アースコード 
取付け部 

(P.19)

(P.18)

給紙口 

固定ネジ 

給送テーブル 
(P.27)

幅規制ガイド 

取扱説明シール

(P.28)

電源スイッチ 
(P.25)

セットレバー 
(P.20)

ロール受けローラ 

クリーニングカセット装着部 

(P.31)

クリーニング補助ローラ 
(P.20)

クリーナーブラシ 
(P.27)

(P.28) スケール 
(P.76)

(P.14)
操作パネル 

補助トレイ 

トレイ 

(P.83)
印字ヘッド 

(P.83)
搬送ローラ 

クリーニングローラ 

取扱説明シール 

カセットカバー 

リボンカセット 
装着部 

(P.81)

8

● 背面

● 前面
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警　告

注　意

1.4 安全にお使いいただくために
本プリンタを安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

・設置場所について

●アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに、本プリンタを設置しないでください。
製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

●本プリンタの上に乗ったり重いものを置かないでください。故障の原因になること
があります。

●本プリンタの上に金属物や液体の入った容器を置かないでください。これらが製品内部
の電気部品などに接触すると、ショートして火災や感電の原因になることがあります。

●不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、
けがの原因になることがあります。

●湿度やホコリの多い場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火災や感
電の原因になることがあります。

●じゅうたんやカーペットなどの上に設置しないでください。またベッドやソファー、
毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口をふさがれると製
品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

●パラレルインタフェースケーブルは必ずIEEE1284規格に準拠したプリンタケーブル
を使用してください。ご使用にならない場合はノイズによる誤動作、または電波妨
害をまねくおそれがあります。

●パラレルインタフェースケーブルを接続する前に、次の手順を守ってください。故
障や感電の原因となることがあります。
①本プリンタの電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
②コンピュータの電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●本プリンタの設置にあたり背面の排気孔をふさがないでください。最長500mmのプ
レートまで印刷可能なため下記のようなスペースを確保してください。

プリンタ上面から見て

背面側 

前面側 

排出口側 給送口側 

9
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警　告

・電源について

●万一、煙が出ている、異臭がする等の異常状態が発生した場合、すぐに、電源スイ
ッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜き、お近くの販売店までご連絡く
ださい。

●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因になります。
●ふたまたソケット等を使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因
になります。

●電源プラグは確実に奥まで差込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れる
と、火災や感電の原因になります。

●付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。
●感電防止および火災防止のため、必ず付属のアースコードを接続してください。
●電源コード、アースコードは熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶
けるおそれがあります。

●アースコードを接続するときは、以下の点にご注意ください。
＜アースコードを接続してよいもの＞
・電源コンセントのアースコード端子
・設置工事（D種）が行なわれているアースコード端子
＜アースコードを接続してはいけないもの＞
・水道管
配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合にはアースの役
目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可した水道管にはア
ースコードを接続できます。

・ガス管
ガス爆発や火災の原因になります。

・電話線のアースや避雷針
落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因になります。

●AC100V（50/60Hz）でご使用ください。その他の電圧で使用しないでください。火
災や感電・故障の原因になります。

●電源コードを束ねたり、結んだりしたまま通電しないでください。火災や感電の原
因になります。

●清掃の時は、水に湿らせ固くしぼったガーゼを使用してください。アルコール、ベ
ンジン、シンナー等の引火性溶剤は使用しないでください。
また、清掃の時は電源スイッチをOFFにし、電源プラグを電源コンセントから抜い
てください。

●電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、
乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグ
を長時間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良
となり、火災の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重い
ものを置いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分
から漏電して火災や感電の原因になります。

10
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警　告

警　告

注　意
●いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグのまわりには物を置かないでくだ
さい。非常時に電源プラグが抜けなくなります。

●電源コードを抜く場合、コードを引っ張るとコードが傷つき、火災や感電の原因に
なることがありますので、必ずプラグ部を持ってまっすぐに抜いてください。

●本プリンタを長時間ご使用にならない場合、電源プラグを抜いてください。漏電の原因
になることがあります。また、電源プラグを差込んだまま長時間放置しないでください。

●延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。

・ご使用中やお手入れの際に

●印刷中および印刷直後に印字ヘッドには手を触れないでください。やけどの原因に
なります。

●本プリンタ、および付属品（コード等）は本製品以外で使用しないでください。
火災や感電の原因になります。本書での説明どおりに使用してください。

●本プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーの
ガスなどが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

●万が一、本製品を落としたり、破損した場合は、プリンタの電源スイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのま
ま使用すると火災・感電・故障の原因になります。

●異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、変なにおいがした場合は、直ちに電
源スイッチを切り、電源プラグを抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。そ
のまま使用すると、火災や感電の原因になります。

●本製品を分解したり、改造したりしないでください。内部には高圧・高温の部分が
あり、火災や感電の原因になります。

●本プリンタの上に重いものを置かないでください。置いたものが倒れたり、落ちて
けがの原因になることがあります。

●万一、異物（金属片、水、液体等）が本プリンタの内部に入った場合、まず、電源
スイッチをOFFしてください。電源プラグをコンセントから抜いてお近くの販売店
までご連絡ください。

●リボンは指定のリボンカセットをご使用してください。また、カセットを分解して、
他のリボンを入れて使用しないでください。

●印刷中、プレートやシートを無理に引っ張らないでください。印刷不良や故障の原
因になります。

●直射日光のあたる場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用、保管はおやめくださ
い。また、規定の温度、湿度にてのご使用、保管をお願いします。
＜本体・リボンカセット・クリーニングカセットの環境条件＞

11
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温度（℃） 湿度（%）

動作環境 15～32.5 10～85

保管環境 5～35 10～90
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●夜間等で長時間ご使用にならない場合は、安全のため電源スイッチを切ってくださ
い。また、連休等で長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源プラグを抜い
てください。

●リボンカセットなどの消耗品は、子供の手の届かないところに保管してください。
誤ってなめるなどすると危険です。

●カセットカバーやトレイは、指などをはさまないように静かに開閉してください。

●印刷中、カセットカバーを開け、下図の矢印の部分に指などを入れないでください。

●持ち運ぶときは、前面から抱え込むようにして左右側面の底を持ってください。

静かに開閉 

静かに開閉 

12
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この章では本プリンタを使うための準備について説明しています。

2.1 操作パネルの名称と働き･･･････････････････････････････････････････ 14

・表示ランプ･････････････････････････････････････････････････････ 14

・キー･･･････････････････････････････････････････････････････････ 14
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2.1 操作パネルの名称と働き

○POWER

○オンライン

○メッセージ

詳細はP.70

詳細はP.70

詳細は

P.68

14

● 表示ランプ

● キー
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15

プリンタの操作パネルと、コンピュータ（アプリケーションソフトウェアおよ
びプリンタドライバ）とで、同じ設定内容がある場合は、コンピュータでの設定
が優先的に印刷に反映されます。
特に、実際にプリンタにセットしてあるプレート／シートと、コンピュータで

設定した内容が異なる場合、正常に印刷したり給送できなくなることがあります
ので、ご注意ください。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「印刷機能の優先順位」

P.62をご覧ください。

「4.1 便利な機能」p.64をご覧ください。

1. ディスプレイのデータ受信メッセージ

「4.1 便利な機能」p.64をご覧ください。

2.1 操作パネルの名称と働き

● ディスプレイ

お願い

①色
R G B Y K
赤 緑 青 金 黒

②給送方法 ﾃｻﾞｼ：手差し、ﾚﾝｿﾞｸ：連続給送

ｱｸﾘﾙ：アクリル、P.V.C：硬質塩ビ
③プレートの種類 ﾂﾔｱﾘ：金・銀シール（つや有り）、ﾂﾔﾅｼ:銀シール（つや無し）、

ﾗﾍﾞﾙ：ダイカットシートロール（ラベルシート）

④プレートの幅、長さ
ﾌﾟﾚｰﾄ幅：10～80mm、ｼｰﾄ幅：40～80mm、
ﾌﾟﾚｰﾄ長さ：60～500mm、ｼｰﾄ長さ：45～500mm

⑤印刷濃度 1.2.3.4.5

⑥部数 1～999
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2. 操作パネルメニューモードの構成
・電源をONにします。

画像の印刷位置のずれを補正します。 

16

2.1 操作パネルの名称と働き
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“カットモード”“センタンカット”“カットイチチョウセイ”

については、オプションの自動シートカッターの取扱説明書を

ご覧ください。

シートの１枚ごと、または最後の１枚印刷後にカットするかを 
切り換えます。 

17

2.1 操作パネルの名称と働き
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2.2 電源コードの接続

電源コードの取扱いは、「1.4 安全にお使いいただくために」P.10をお守りくだ
さい。

18

お願い
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注　意

お願い

2.3 パラレルインタフェースケーブルの接続

本プリンタは、ネットワーク環境でのご使用には対応していませんのでご注意く
ださい。

●パラレルインタフェースケーブルは必ずIEEE1284規格に準拠したプリンタケ
ーブルを使用してください。ご使用にならない場合はノイズによる誤操作、
または電波妨害をまねくおそれがあります。

●パラレルインタフェースケーブルを接続する前に、次の手順を守ってくださ
い。故障や感電の原因となることがあります。
①本プリンタの電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
②コンピュータの電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

19
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お願い

お願い

2.4 クリーニングカセットのセット

クリーニングローラを清掃するために、クリーニングカセットを必ずセットして
ください。クリーニングローラが汚れたままで使用されますと、印字ヘッドを破
損するおそれがあります。

クリーニングカセットをセットする場合、リボンカセットを外してください。リ
ボンカセットが装着されたままセットするときちんとセットされない場合があり
ます。

セットレバー 

クリーニングローラ クリーニング補助ローラ 

20
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お願い

クリーニングカセットのセット後、ガイドの爪が確実にカセットの溝に固定され
ていることを確認してください。カセットが浮いた状態のままでは、正常にクリ
ーニングされないことがありますのでご注意ください。

クリーニングカセット 

テープの引き出し方 

クリーニングテープ 

ガイドの爪 クリーニング補助ローラ 

クリーニングテープの粘着面 リードテープ 

21

2.4 クリーニングカセットのセット
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お願い

クリーニングテープが補助ローラに沿って、張っている状態にしてください。張
っていない場合は、セットレバーを解除して、クリーニング補助ローラを上げて
クリーニングカセットを取り外した後、クリーニングテープを巻いてたるみをな
くしてください。たるんだ状態で印刷すると、クリーニングローラにテープが巻
きついてつまりの原因になります。

たるんでいる 張っている 

巻き方向 

22

2.4 クリーニングカセットのセット

 PP500-第2章  05.6.17  17:52  ページ22



お願い

・クリーニングカセットの外し方

クリーニング補助ローラの固定を解除しないままクリーニングカセットを取り外
すとクリーニングテープの破損の原因になりますのでご注意ください。

23

2.4 クリーニングカセットのセット
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お願い

2.5 リボンカセットのセット

リボンカセットが浮いた状態、あるいはリボンがたるんだ状態でセットされると、
“リボンヲセットシテクダサイ”メッセージが表示されます。たるみを取り、確
実に奥まで押してセットしてください。

「4.3 プリンタのメッセージ」P.78をご覧ください。

リボンのたるみを 
なくす 

24
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お願い

2.6 電源スイッチのON/OFF

印刷中に電源スイッチをOFFにしないでください。印字ヘッドやリボンカセット
等を破損させ故障の原因になります。

25

● ONする場合

● OFFする場合
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お願い

2.7 プレートのセット

「4.1 便利な機能」P.64をご覧ください。

“シート給送モード”（ディスプレイには“シート”と表示されます）で、プレー
トを給送しないでください。クリーニングローラの破損の原因になります。

補助トレイ 

トレイ 

26
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お願い

お願い
プレートの先端を給紙口に差し込むときは、奥まで差し込みすぎないでください。
差し込みすぎると”プレートヲハズシテセットシナオシテクダサイ”メッセージ
が表示されます。この場合は、プレートを取り出して再度差し込んでください。
また、プレートがプリンタ内部へ給送され“ピッ”音が鳴り、プレートがロック
されてしまった場合は、 キーを押してプレートを取り出し、再度差し
込んでください。

●プレートは、硬質プラスチック（アクリル、P.V.C、ポリエステル）のものを
使用してください。市販のプレートの中には、本プリンタで正常に印刷でき
ないものがありますのでご注意ください。詳しくはお近くの販売店までご相
談ください。

●周囲の端部にバリがあるプレートをそのまま使用すると、印刷部の不良が発
生したり、印字ヘッドを損傷する原因となります。特に、金属粉が付着して
いると印字ヘッドを損傷しますので、保管、取扱いに十分ご注意ください。
これらのプレートを使用し印字ヘッドを損傷しても、一切責任を負いかねま
す。あらかじめご了承ください。

●ゴミまたは油等（手脂含）が付着したプレートには鮮明な印刷ができません。
印刷不良が発生しますのでご注意ください。

「4.5 プレートの清掃・保管」P.84をご覧ください。

給送口 

クリーナーブラシ プレート 

27

2.7 プレートのセット
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お願い

お願い
幅規制ガイドを狭くしすぎたり、または幅規制ガイドとプレートに隙間があった
りすると、プレートがまっすぐに給送されません。プレートに軽くあたるように
して、幅規制ガイドを動かしてください。

固定ネジを締める時に、締めすぎに注意してください。また、固定ネジを緩める
時は幅規制ガイドの移動ができる程度まで緩め、それ以上回さないでください。
ネジの破損の原因になりますのでご注意ください。

固定ネジ 

把手部 

幅規制ガイド 

28

2.7 プレートのセット
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「3.4 プリンタドライバの使いかた」P.56をご覧ください。

給送口 

29

2.7 プレートのセット
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お願い

2.8 ロール状シートのセット

「4.1 便利な機能」P.64をご覧ください。

●“プレート給送モード”（ディスプレイには“プレート”と表示されます）で、
シートを給送しないでください。正しく給送できなくなります。

●印刷面の表面性や材質により、印刷できないものがありますので、お近くの
販売店までご相談ください。

●剥離紙が付いている場合、剥離紙の厚みは0.15mm以上のものをご使用くださ
い。

補助トレイ 

トレイ 

30
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お願い
●シートの先端に巻きぐせがある場合、平らに直してからセットしてください。

●シートの先端が斜めにカットされていると正常な印刷ができませんので、垂
直にカットしてください。

●金属粉がシートに付着していると印字ヘッドを損傷しますので、保管、取扱
いに十分ご注意ください。これらのシートを使用し、印字ヘッドを損傷して
も、一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●ゴミまたは油等（手脂含）が付着したシートには鮮明な印刷ができません。
印刷不良が発生しますのでご注意ください。

ロール受けローラ 

31

2.8 ロール状シートのセット
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「3.4 プリンタドライバの使いかた」P.56をご覧ください。

たるみ 

給送口 

把手部 

固定ネジ 

2.8 ロール状シートのセット
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お願い

お願い
ロール状シートの搬送中、ロールに手を触れないでください。触れた場合印刷不
良になるおそれがあります。また、異音が発生することがありますのでご注意く
ださい。

「3.4 プリンタドライバの使い

かた」P.56

1．連続ロール状シート（ロールシート（つや有り・つや無し））

2．ダイカットシートロール（ダイカットラベル）

ロール状シート、またはカットシートについては、保管状況もしくは環境により
剥離紙とシートにズレが生じ「のり面」が露出しているものがあります。そのよ
うなシートに印刷するとプリンタそのものを破損させるおそれがありますので十
分注意してください。その場合は先端をカットしてからご使用ください。

シール のり面 カット 

セパレータ 

裏面 

33

2.8 ロール状シートのセット

● ロール状シートの種類
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2.9 プレートやシートの取り外し

「4.2 困ったときには」P.69をご覧ください。

34
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お願い

2.10 ロール状シートの切り取り

シートの先端が斜めにカットされていると正常な印刷ができませんので、垂直に
カットしてください。

35
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この章ではプリンタドライバのインストールから基本的な入力、印刷の操作方法に
ついて説明しています。
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お願い

3.1 プリンタドライバのインストール

●インストールする前に、付属のCD-ROMの下記フォルダに収録されている
「ソフトウェア使用許諾契約書」をご確認ください。
“D:¥使用許諾.txt”
（“D:¥”の部分は、お使いのコンピュータのCD-ROMドライブ名を指定して
ください）

●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あ
らかじめ終了しておいてください。

●Windows XPにインストールする場合は、［コンピュータの管理者］の権限を
もつユーザ名でログオンする必要があります。

●Windows 2000/NT 4.0にインストールする場合は、Administratorsのグループ
としてログオンする必要があります。

●インストール処理中はユーザーの切り替えを行なわないでください。

38

● 使用環境

● インストール
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3.1 プリンタドライバのインストール
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3.1 プリンタドライバのインストール
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3.1 プリンタドライバのインストール
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3.1 プリンタドライバのインストール

● アンインストール
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3.2 使ってみよう

「3.1 プリンタドライバのインストール」P.38

「2.2 電源コードの接続」P.18

「2.3 パラレルインタフェースケーブルの接続」P.19

「2.4 クリーニングカセットのセット」P.20

「2.5 リボンカセットのセット」P.24をご覧ください。

43

● 準備

● データの作成
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・用紙サイズシート

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「用紙登録シートの設定」

P.59をご覧ください。

・余白シート

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「印刷領域」P.62をご覧

ください。

［上］：5mm
［下］：5mm
［左］：10mm
［右］：10mm

［用紙サイズ］：サイズ指定
［幅］ ：100mm
［長さ］ ：30mm
［印刷の向き］：横

44

3.2 使ってみよう
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お願い

・用紙トレイシート

余白／用紙サイズ／印刷の向き／用紙トレイの設定について

●お使いのアプリケーションソフトウェアによって、余白［上下左右］や用紙
サイズ［用紙サイズ/幅/長さ］、印刷の向き［縦/横］、用紙トレイ［手差し/連
続給送］などの設定方法は異なります。詳しくはアプリケーションソフトウ
ェアの取扱説明書をご覧ください。

●アプリケーションソフトウェアでの設定が優先的に印刷に反映されます。必
ず設定を行なってください。特に、実際にプリンタにセットしてあるプレー
ト／シートと設定が異なる場合、正常に給送できなくなることがありますの
で、ご注意ください。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「印刷機能の優先順位」

P.62をご覧ください。

［1ページ目］：手差し

45

3.2 使ってみよう
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46

「2.6 電源スイッチのON／OFF」P.25をご覧ください。

「2.1 操作パネルの名称と働き」P.14をご覧ください。

・メインシート

・グラフィックスシート

［色合い］：モノクロ
［鏡印刷］：鏡印刷なし
［濃度］ ：3

［用紙名］ ：30×100mmサイズのプレ
ートをプルダウンリストか
ら選択します。ページ設定
の［用紙サイズ］シートで
設定したサイズと同じもの
を選択します。

［コピー部数］：1
［用紙の向き］：横
［メディア］ ：アクリルプレート
［給送方法］ ：手差し

3.2 使ってみよう

● 印刷
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お願い

用紙サイズを登録したり、目的に合わせて印刷の設定を変えた

い場合は、「3.4 プリンタドライバの使いかた」P.56をご覧くだ

さい。

表示されないときや、表示させないようにするには、プリンタ

の確認設定機能を利用します。「4.1 便利な機能」の「コンピュ

ータの設定を印刷前に確認したい」P.64をご覧ください。

「2.7 プレートのセット」P.26をご覧ください。

Word 2000の［ページ設定］や、［印刷］のプリンタドライバのプロパティ設定
での設定に合わせ、プリンタにシート／プレートをセットしてください。
合っていない場合、リボンカセットのリボンが切れることがあります。万が一切
れた場合は、新しいリボンカセットに交換する必要がありますので、ご注意くだ
さい。

「3.2 使ってみよう」の「印刷」の手順（9）をご覧ください。

47

3.2 使ってみよう

● 印刷の中止
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3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう

48
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“カラープリントモード”などの機能の設定によって異なります。

「4.1 便利な機能」の「カラー印刷を早くしたい」P.66をご覧く

ださい。

3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう

● ワンポイントカラー印刷
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「2.6 電源スイッチのON／OFF」P.25をご覧ください。

「2.1 操作パネルの名称と働き」P.14をご覧ください。

・メインシート

［用紙名］ ：30×100mmサイズのプレ
ートをプルダウンリストか
ら選択します。ページ設定
の［用紙サイズ］シートで
設定したサイズと同じもの
を選択します。

［コピー部数］：1
［用紙の向き］：横
［メディア］ ：アクリルプレート
［給送方法］ ：手差し

50

3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう

 PP500-第3章  05.6.17  17:54  ページ50



お願い

51

・グラフィックスシート

用紙サイズを登録したり、目的に合わせて印刷の設定を変えた

い場合は、「3.4 プリンタドライバの使いかた」P.56をご覧くだ

さい。

表示されないときや、表示させないようにするには、プリンタ

の確認設定機能を利用します。「4.1 便利な機能」の「コンピュ

ータの設定を印刷前に確認したい」P.64をご覧ください。

「2.7 プレートのセット」P.26をご覧ください。

Word 2000の［ページ設定］や、［印刷］のプリンタドライバのプロパティ設定
での設定に合わせ、プリンタにシート／プレートをセットしてください。
合っていない場合、リボンカセットのリボンが切れることがあります。万が一切
れた場合は、新しいリボンカセットに交換する必要がありますので、ご注意くだ
さい。

［色合い］：カラー
［鏡印刷］：鏡印刷なし
［濃度］ ：3

3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう
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「2.5 リボンカセットのセット」P.24をご覧ください。
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3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう

 PP500-第3章  05.6.17  17:54  ページ52



●本プリンタでのカラー印刷は、ワンポイントカラー印刷にご使用ください。
複雑な多色刷りのグラフィックス印刷には適しません。同じ場所に複数の色
を重ねる印刷の結果についても、保証できません。

●複数色のリボンカセットを使用して印刷するときは、黒リボンカセットを最
後に使用することをお勧めします。

53

お願い

3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう
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2部以上のコピー印刷時の操作（ワンポイントカラー印刷時）

54

3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう

＜コンピュータ（プリンタドライバ）の給送方法の設定が［手差し］の場合＞
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3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう

＜全コピー総合計長さが500mm以下の場合＞

＜コピー総合計長さが500mmより長い場合＞

＜コンピュータ（プリンタドライバ）の給送方法の設定が［連続］の場合＞
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3.4 プリンタドライバの使いかた

＜アプリケーションソフトウェアから表示する＞

＜［スタート］メニューから表示する＞

56

● プリンタドライバの設定画面の表示方法

 PP500-第3章  05.6.17  17:54  ページ56



57

お願い

用紙名　　：印刷に使う印字媒体（プレート／シート）のサイズを、プルダウンリストから選択します。
プリンタドライバのインストール直後は「Default Plate（40x150）」のみ表示されます。
印刷に使うサイズがリストにない場合は、［用紙登録］シートを利用し、サイズを
登録します。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「用紙登録シートの設定」
P.59をご覧ください。

コピー部数：印字部数を設定します。1～999部の範囲で設定できます。

用紙の向き：印刷に使う印字媒体（プレート／シート）の向きを設定します。［縦］または［横］
で設定します。

メディア　：印字媒体の材質を選択します。プレートに印刷するときは［アクリルプレート］または
［塩ビプレート］、ロール状シートに印刷するときは［ロールシート（つや有り）］［ロー
ルシート（つや無し）］［ダイカットラベル］からクリックし、選択します。

給送方法　：ロール状シートに印刷するときは［連続］、プレートに印刷するときは［手差し］
をクリックし、選択します。

●［連続］を選択したときは［メディア］は［ロールシート（つや有り）］［ロールシー
ト（つや無し）］［ダイカットラベル］から、［手差し］を選択したときは［アクリルプ
レート］または［塩ビプレート］から選択されていることを確認してください。

バージョン：プリンタドライバのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、
［バージョン情報］ダイアログボックスが表示されます。

3.4 プリンタドライバの使いかた

● メインシートの設定
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お願い

お願い
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色合い　　：印刷データを、カラー金緑赤青色と黒色リボンカセットを使って印刷するか黒色リ
ボンカセットのみで印刷するかを設定します。［カラー］または［モノクロ］をク
リックし、選択します。アプリケーションソフトウェアでカラー印刷データを作成
しても、［モノクロ］を選択すると黒色一色で印刷されます。

鏡印刷　　：［鏡印刷あり］をクリックして選ぶと、鏡に写したように反転して印刷します。透明なプ
レートに鏡文字で印刷すると、貼り付けたときに印刷面を保護することができます。

鏡印刷に金色リボンカセットを使うと正しく印刷できませんので、使わないようにしてください。

濃度　　　：濃度“3”に設定して印刷したとき、印刷結果が薄すぎたり濃すぎたりしたときに
設定を変えます。1～5の範囲で選択できます。通常は“3”で印刷します。

●［濃度］は、通常は設定を変えません。“3”に設定しておきます。いろいろな印字媒
体や、印刷時の温度・湿度などの環境によって印刷が薄くなったり濃くなったりした
ときに設定を変えてください。

●塗りつぶしが多い画像を印刷するときに、濃度を上げて印刷すると、リボンカセット
のリボンが切れたり、印刷不良の原因となります。

バージョン：プリンタドライバのバージョンや著作権情報を確認できます。クリックすると、
［バージョン情報］ダイアログボックスが表示されます。

3.4 プリンタドライバの使いかた

● グラフィックスシートの設定
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59

用紙名　　：登録名を入力します。

単位　　　：登録する印字媒体のサイズを、［mm］単位か［inch］単位かを選択します。

幅　　　　：登録する印字媒体の幅サイズを入力します。

［単位］が［mm］のときは0.1単位、［inch］のときは0.01単位で入力します。

長さ　　　：登録する印字媒体の長さサイズを入力します。

［単位］が［mm］のときは0.1単位、［inch］のときは0.01単位で入力します。

決定　　　：入力した［用紙名］［幅］［長さ］の印字媒体を登録します。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「プリンタドライバの設
定画面の表示方法」P.56をご覧ください。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「プリンタドライバ
の設定画面の表示方法」P.56をご覧ください。

3.4 プリンタドライバの使いかた

● 用紙登録シートの設定
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用紙名　　：削除する印字媒体を、プルダウンリストから選択します。

幅　　　　：［用紙名］で選択した印字媒体の幅サイズが表示されます。

長さ　　　：［用紙名］で選択した印字媒体の長さサイズが表示されます。

削除　　　：クリックして、［用紙名］に表示している印字媒体を削除します。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「プリンタドライバの設
定画面の表示方法」P.56をご覧ください。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「プリンタドライバ
の設定画面の表示方法」P.56をご覧ください。
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3.4 プリンタドライバの使いかた

● 用紙削除シートの設定
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＜用紙情報の保存＞

ファイル名：用紙情報のファイル名称を入力します。

参照　　　：クリックして、用紙情報ファイルの保存先フォルダを指定します。
保存　　　：クリックして、［ファイル名］に入力した名称で用紙情報ファイルを保存します。

＜用紙情報の読み込み＞

ファイル名：読み込む用紙情報ファイル名称を入力します。

参照　　　：クリックして、用紙情報ファイルの読み込み先フォルダを指定します。
読み込み　：クリックして、［ファイル名］に入力した用紙情報ファイルを読み込みます。［メイ

ン］シートの［用紙名］プルダウンリストに、読み込んだ情報が表示されて選択で
きるようになります。

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「プリンタドライバの設
定画面の表示方法」P.56をご覧ください。

3.4 プリンタドライバの使いかた

● 用紙情報の保存・読み込みシートの設定
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「5.1 主な仕様」P.88をご覧ください。

最大印刷長さ495mm

最
大
印
刷
幅
54
m
m

最小左余白2mm

最小上余白2mm

最小下余白2mm

最小右余白3mm

62

3.4 プリンタドライバの使いかた

● 印刷領域

● 印刷機能の優先順位
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この章ではプリンタエラーが発生した場合の対処方法やお客様の必要に応じたプリ
ンタの設定、日常の清掃・保管について説明しています。

4.1 便利な機能･･･････････････････････････････････････････････････････ 64
・コンピュータの設定を印刷前に確認したい･････････････････････････ 64
・ロール状シートの印刷品位を上げたい･････････････････････････････ 64
・プレートかシートに合った給送をしたい･･･････････････････････････ 65
・カラーの印刷を早くしたい･･･････････････････････････････････････ 66
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4.1 便利な機能

「2.1 操作パネルの名称と働き」P.14をご覧ください。

・確認設定モード　

・プリントモード　

● コンピュータの設定を印刷前に確認したい

● ロール状シートの印刷品位を上げたい
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お願い

・給送モード　

給送モードは、コンピュータ上での設定（手差し/連続）が優先されます。プリ
ンタとコンピュータとで、プレートとシートの設定が異なる場合、プリンタの設
定はコンピュータの設定に合わせて自動設定されます。コンピュータの設定と実
際にセットしてあるプレートかシートとが異なる場合、正常に給送できなかった
り、クリーニングローラを傷つけることがあります。

「2.7 プレートのセット」P.26

「2.8 ロール状シートのセット」P.30

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「印刷機能の優先順位」

P.62をご覧ください。

65

4.1 便利な機能

● プレートかシートに合った給送をしたい
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・カラープリントモード　

「3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう」の 「2部以

上のコピー印刷時の操作」P.54をご覧ください。

・自動クリーンモード　

66

4.1 便利な機能

● クリーニングローラを清掃するタイミングを変更したい

● カラーの印刷を早くしたい
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「4.4 日常の清掃」P.80をご覧ください。

クリーニングローラを清掃したいときに実行します。

機　能　… クリーニングローラの汚れを取り除き印字不良を解消します。
参照先　…「2.4 クリーニングカセットのセット」P.20

「4.4 日常の清掃」P.80

プリンタ単体でテストプリントができます。

機　能　… プリンタの印刷が可能であるか確認します。
参照先　…「4.6 テストプリント」P.86

プレートやシートを搬送します。

機　能　… プレートの詰まりやプレートを取り外すときに使用します。
参照先　… 「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送できない」

P.70の「プレート、シートが詰まっていませんか?」

印刷画像の位置ずれを補正します。

機　能　… 印刷画像が欠けていたり、印刷開始位置がずれているときに使用し
ます。

参照先　…「4.2 困ったときには」の「印刷位置がずれている」P.74

67

4.1 便利な機能

● 印刷位置のずれを直したい

● クリーニングローラを清掃したい

● テストプリントをしたい

● プレートやシートを取り除きたい
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お願い

・タグモード　

タグモード“ｱﾅ ﾑｼ”を選択すると穴を無視して印刷を行ないます。穴空きタ
グプレートの穴に印刷すると印字ヘッドを破損させるおそれがありますので下記
のようにあらかじめ編集データの余白を設定してください。

「3.2 使ってみよう」P.43をご覧ください。

68

● 印刷を止めたい

● タグプレートに印刷したい

4.1 便利な機能
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4.2 困ったときには

・電源コードは正しくコンセントに接続されていますか?

「2.2 電源コードの接続」P.18をご覧ください。

・電源スイッチはONされていますか?

「2.6 電源スイッチのON/OFF」P.25をご覧ください。

・カセットカバーがきちんと閉まっていますか?

・リボンカセットが正常にセットされていますか?

「2.5 リボンカセットのセット」P.24をご覧ください。

・パラレルインタフェースは正しく接続されていますか?

「2.3 パラレルインタフェースの接続」P.19をご覧ください。

・コンピュータに本プリンタ用のプリンタドライバがインストールされていますか?

「3.1 プリンタドライバのインストール」P.38をご覧ください。

・印刷プリンタの設定は正しくされていますか?

「3.4 プリンタドライバの使いかた」P.56をご覧ください。

69

● 電源が入らない

● オンラインにならない

● 印刷ができない（通信ができない）
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・編集データの色が中間色ではありませんか?

「3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう」P.48をご覧くださ

い。

・プレート、シートが詰まっていませんか?

・取り出しモード　

70

4.2 困ったときには

● 何も印刷されない

● プレート、シートが正常に搬送できない
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お願い
●ロール状シートが詰まったときは、 キーを押しながら、シートを持
ち上げて引っ張るようにして取り除いてください。（下図）

●プリンタの“給送モード”およびプリンタドライバの“用紙名”“メディア”
での設定と、プリンタに実際にセットしてあるシートまたはプレートが異な
る場合、詰まりの原因になりますのでご注意ください。また、本プリンタで
の使用可能なシートおよびプレートの種類やサイズ以外のものを使用すると、
詰まりの原因になります。仕様を確認して印刷を行なってください。

・クリーニングテープが詰まっていませんか？

「2.6 電源スイッチのON/OFF」P.25をご覧ください。

「2.5 リボンカセットのセット」P.24を参考に取り外してくださ

い。

71

4.2 困ったときには

 PP500-第4章  05.6.17  17:57  ページ71



お願い
クリーニングテープは、はさみなどで切り取らないでください。切り取ってし

まうと使用できなくなります。必ず巻き取ってください。

セットのしかたは「2.4 クリーニングカセットのセット」P.20を

ご覧ください。

・幅規制ガイドの幅合わせが合っていますか?

「2.7 プレートのセット」P.26

「2.8 ロール状シートのセット」P.30をご覧ください。

 

クリーニングローラ セットレバー クリーニング 
テープ 

クリーニングカセット 
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4.2 困ったときには
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・濃度が高く設定されていませんか?

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「グラフィックスシート

の設定」P.58をご覧ください。

・ローラ類の汚れ、すべりが発生していませんか?

「4.4 日常の清掃」P.80をご覧ください。

・クリーニングローラは正しくセットされていますか?

「4.4 日常の清掃」P.80をご覧ください。

・プレート、シートは正しくセットされていますか?

「2.7 プレートのセット」P.26

「2.8 ロール状シートのセット」P.30をご覧ください。

・印字物の排出スペースは確保されていますか?

「1.4 安全にお使いいただくために」の「設置場所について」

P.9

・汚れやゴミ等がプレート、シートに付着していませんか?
また、打痕、傷、バリがありませんか?

「4.5 プレートの清掃・保管」P.84をご覧ください。

・クリーニングローラ、プラテン、幅規制ガイドが汚れていませんか?

「4.4 日常の清掃」P.80をご覧ください。

4.2 困ったときには

● 印刷物が汚れている
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・プレートに反りがありませんか?

「4.5 プレートの清掃・保管」P.84をご覧ください。

・印字ヘッドが汚れていませんか?

「4.4 日常の清掃」P.80をご覧ください。

・本プリンタで使用できる印字媒体ですか？

「5.1 主な仕様」P.88をご覧ください。

セット方向 

印刷面 

74

4.2 困ったときには

● 印刷部の上下が薄い、スジが入る

● 印刷物の一部に横スジが入る

● 印刷位置がずれている
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・先端補正モード　

・濃度が高く設定されていませんか？

「3.4 プリンタドライバの使いかた」の「グラフィックスシート

の設定」P.58をご覧ください。

・本プリンタで使用できる印字媒体ですか？

「4.2 困ったときには」の「印刷位置がずれている」P.74をご覧

ください。

・罫線の線の太さが細くありませんか？

75

4.2 困ったときには

● 印刷画像や罫線が欠けている
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・交換するクリーニングカセットはありますか?

「2.4 クリーニングカセットのセット」P.20

「4.1 便利な機能」P.64

「4.4 日常の清掃」P.80をご覧ください。

・プリンタドライバの印刷設定でグラフィックスの“カラー”を選択していますか?

「3.4 プリンタドライバの使いかた」P.56をご覧ください。

・編集データの色が中間色ではありませんか?

「3.3 ワンポイントカラー印刷をしてみよう」P.48をご覧くださ

い。

・印刷で設定したプレートのサイズに合っていますか?

「1.2 本体各部の名称」P.8

「3.4 プリンタドライバの使いかた」P.56

「4.1 便利な機能」の「コンピュータの設定を印刷前に確認した

い」P.64をご覧ください。

76

4.2 困ったときには

● クリーニングテープがなくなってしまったら

● カラー印刷ができない

● プレートのサイズがわからない
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・プレート、シートが詰まっていませんか？

「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送でき

ない」の「プレート、シートが詰まっていませんか？」P.70を

ご覧ください。

・クリーニングテープが詰まっていませんか？

「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送でき

ない」の「クリーニングテープが詰まっていませんか？」P.71

をご覧ください。
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4.2 困ったときには

● 印刷物が排出されない
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4.3 プリンタのメッセージ

カバーが開いている。

対　策　…カセットカバーを閉じ、 キーを押してください。

印刷可能な状態でカセットカバーを開閉した。

対　策　… カセットカバーを閉じ、 キーを押してください。

印刷開始時に、シートが無い。

対　策　… シートをセットしてください。
参照先　…「2.8 ロール状シートのセット」p.30

プレートをセットするとき、“ピッ”音が鳴るまで挿入しなかった。

対　策　… プレートを再セットしてください。
参照先　…「2.7 プレートのセット」P.26

印刷の開始時に、プレートが無い。

対　策　… プレートをセットしてください。
参照先　…「2.7 プレートのセット」P.26

プレートの頭出し処理が完了しなかった。

対　策　… セットしたプレートを1度、引き抜き、再度プレートを挿入してく
ださい。

参照先　…「2.7 プレートのセット」P.26

リボンカセットのリボンを使い切った。

対　策　… 新しいリボンカセットをセットしてください。
参照先　…「2.5 リボンカセットのセット」P.24

リボンカセットがセットされていない。

対　策　… リボンカセットをセットしてください。
参照先　…「2.5 リボンカセットのセット」P.24
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● お知らせメッセージ
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お願い

内部の温度が異常に上がった。

対　策　… 内部の温度が下がるまでお待ちください。
平温になったら自動的に解除し、処理を再開します。

クリーニングテープが終了した。または、クリーニングテープが詰
まった。

対　策　… クリーニングカセットを交換してください。
また、クリーニングテープが詰まっている場合は、詰まったテープ
を取り除いてください。

参照先　…「2.4 クリーニングカセットのセット」P.20
「4.2 困ったときには」の「印刷物が排出されない」P.77

シートまたはプレートが詰まった。

対　策　… シートまたはプレートがプリンタ内に詰まると、自動的に表示され
るメッセージです。詰まったものを取り除きます。

参照先　… 「4.2 困ったときには」の「プレート、シートが正常に搬送できな
い」の「プレート、シートが詰まっていませんか?」P.70

オプションの自動シートカッターをお使いの場合に表示されるメッ
セージです。
オプションの自動シートカッターの取扱説明書「3.6 プリンタメッセ
ージ」をご覧ください。

印字ヘッドが損傷している恐れがある。

対　策　… キーか キーで表示を消します。このメッセー
ジが表示されても印字動作は行いますが、印字ヘッドが損傷してい
るおそれがありますので販売店にご相談ください。

本プリンタの部品が損傷しているおそれがあります。

上記の操作をしてもサービスマンコールが消えないときは、ディスプレイのエラ
ーコードをメモした後、電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜き、お
買い求めの販売店にご相談ください。（巻末）

79

4.3 プリンタのメッセージ

● 故障のメッセージ
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4.4 日常の清掃

清掃のときは電源スイッチをOFFにし、電源プラグを電源コンセントから抜いて
ください。

・メニューのクリーニングモード

「4.1 便利な機能」の「クリーニングローラを清掃するタイミン

グを変更したい」P.66をご覧ください。

80

警　告

● クリーニングローラの清掃
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・清掃（メンテナンス）

ゴミ ガーゼ 

クリーニングローラ 

クリーニングローラ 
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4.4 日常の清掃
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●本プリンタにはクリーニングローラの“クリーニングモード”がありますが、
汚れが取りきれない場合、ローラを取り外し清掃してください。

●クリーニングローラの清掃時に、爪等でローラの表面を傷つけると表面がは
がれるおそれがありますのでご注意ください。また、清掃後は完全に乾燥し
てからセットしてください。

●クリーニングローラは消耗品です。ローラを清掃し、プラテンなどその他の
箇所を清掃しても効果がない場合はローラを交換してください（目安1年毎）。
交換するクリーニングローラのお求めはお近くの販売店にお問い合わせくだ
さい。（巻末）
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お願い

4.4 日常の清掃
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印字ヘッドを金属の固いものや、金属粉の付着しているもので、擦ると傷になり
その部分の印刷ができなくなりますので、清掃の際は十分ご注意ください。

・クリーニングローラ

幅規制ガイド 

ガーゼ 

印字ヘッド 

印字ヘッド 

搬送ローラ 

プラテン 

クリーニングローラ 

クリーナーブラシ 
ロール受けローラ 
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注　意

4.4 日常の清掃

● その他の清掃箇所

清掃箇所 用　具 作業内容/注意事項

ローラ類 ガーゼ ローラの汚れ、油分の清掃

印字ヘッド ガーゼ、綿棒 付着した汚れを拭き取る
ヘッド部に傷を付けないよう
十分注意してください

クリーナーブラシ 綿棒 ブラシに付着したゴミの除去

幅規制ガイド ガーゼ ガイドに付着したのりの除去

プラテン 綿棒 汚れ、ゴミの除去

● 交換部品
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4.5 プレートの清掃・保管

印刷面に指紋や手脂を 
付けないように清掃する 

バリ 

印刷面に指紋や手脂を 
付けないように取り除く 
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● プレートの清掃
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お願い
●ビニール袋等に入れ、ホコリ、ゴミが付着しないようにしてください。

●硬質プレートは、乱雑にせず平らな場所に置き、曲がり、反りが発生しない
ようにしてください。

●ロール状シートは折り目が入ったり、形が崩れないようにしてください。

●保管場所は、温度0℃～40℃、湿度10%～85%を保ってください。短時間でも
高温になる車中などは曲がりや反りが発生しますので放置しないでください。
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4.5 プレートの清掃・保管

● プレート、シートの保管
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4.6 テストプリント

「2.1 操作パネルの名称と働き」P.14

「2.6 電源スイッチのON/OFF」P.25

「2.7 プレートのセット」P.26

「2.8 ロール状シートのセット」P.30

をご覧ください。
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この章では、本プリンタの主な仕様について説明しています。

5.1 主な仕様･････････････････････････････････････････････････････････ 88
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5.1 主な仕様

プレートの種類 硬質プラスチック（アクリル、P.V.C、ポリエステル）

とサイズ※1 厚み……0.2～3.0mm

サイズ…幅：10～80mm、長さ：60～500mm

シートの 軟質プラスチック（P.V.C、ポリエステルフィルム）

種類とサイズ 厚み：0.2～1.0mm、幅：40～80mm、長さ：45～500mm

ロール状シート最大径：Φ140mm

印字方式 熱転写方式

解像度 300dpi

印字速度 プレート：30mm/sec、

シート：30mm/sec（品質優先）、47mm/sec（速度優先）

処理速度 プレート：3.7枚/分（長さ100mmプレート）

シート：9枚/分（品質優先）、14枚/分（速度優先）（長さ100mmシート）

最大給送サイズ 幅：80mm、長さ：500mm

最大印刷可能領域 幅：54mm、長さ：495mm

給送方式 ロール状シート：自動給送、プレート：手差し給送

インクリボン 黒色リボンカセット（130m巻）、その他の色：赤、青、緑、金（別売）

インタフェース IEEE1284準拠パラレルインタフェース（アンフェノール36ピン）

動作環境 15～32.5℃、10～85%（ただし結露なきこと）

保管環境 5～35℃、10～90%（ただし結露なきこと）

電源 AC100V 50-60Hz

最大消費電力 52W

本体寸法 W423mm×D240mm×H208mm

本体重量 9.5kg

オプション※2 自動シートカッター（ロール状シート専用）
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お客様ご相談窓口について

お客様相談センター 050-555-90064全国共通電話番号

受付時間 ［平日］9:00～12:00 / 13:00～17:00

（土・日・祝祭日と年末年始、弊社休業日は休ませていただきます）

＊海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は

043-211-9319をご利用ください。音声ガイダンスに従って「カードプリンタ」とお

話しください。

＊受付時間は予告無く変更する場合が有ります。あらかじめご了承ください。

● 製品には保証書が同梱されています。必要な事項が記入されているかどうか確
認の上、大切に保管してください。万一の故障のときの本体無償修理期間はご
購入後半年間です。ただし、消耗品類(紙類、カセット等)は、保証の対象とはな
りません。

● 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打
ち切り後7年間です。

● その他アフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、ご購入の販
売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。

● 修理を依頼されるときは下記の修理対応窓口までご連絡ください。

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
札幌 〒060-0051 札幌市中央区南一条東2-8  SRビル TEL 011-211-3211
仙台 〒981-0912 仙台市青葉区堤町1-1-2  エムズ北仙台9F TEL 022-234-1171
東京 〒136-0075 東京都江東区新砂2-3-15 

日本通運(株)東京流通センター1号棟M2 TEL 03-3648-9101
名古屋 〒454-0869 名古屋市中村区岩塚本通2-1-2 MSビル2F TEL 052-419-5411
大阪 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-6-12  サンマリオン大阪ビル4F TEL 06-4704-3251
広島 〒733-0833 広島市西区商工センター2-6-1  NTTコムウエア-広島ビル4F TEL 082-270-3131
高松 〒761-8055 高松市紙町36-6 TEL 087-869-2611
福岡 〒812-0017 福岡市博多区美野島1-2-1 TEL 092-474-4541
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