
取扱説明書

この度は、お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。本製品の正
しい使い方と使用上の注意についてご理解いただくため、この取扱説明書をよくお
読み下さい。お読みになった後は、大切に保管して下さい。
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警告表示警告表示警告表示警告表示のののの意味意味意味意味 

取扱い説明書および製品では、次のような表示をしています。 

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。 

 

            警告警告警告警告  機械操作時、当事者および第三者が取扱いを誤り、その状況を回避

しない場合において死亡死亡死亡死亡または重傷重傷重傷重傷を招くおそれがあるところ。    

 

       注意注意注意注意  機械操作時、当事者および第三者が取扱いを誤り、その状況を回避

しない場合において中傷中傷中傷中傷または軽傷軽傷軽傷軽傷を招くおそれがあるところ。    

 

注意注意注意注意をををを促促促促すすすす記号記号記号記号                行為行為行為行為をををを禁止禁止禁止禁止・・・・強制強制強制強制するするするする記号記号記号記号    
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警告警告警告警告    
電源電源電源電源はははは適正配線適正配線適正配線適正配線されたされたされたされたコンセントコンセントコンセントコンセントからおからおからおからお取取取取りくださいりくださいりくださいりください 
・使用されるコンセントについては、取扱い説明書の“仕様”に記載している電源・電力が充分取れる

ことを確かめてからご使用ください。 

・タコ足配線や、延長コード（ドラムリール）で使用されますと機械が正常に動作せず、 

なおかつ火災火災火災火災の危険性がありますので絶対におやめください。 

・規定電圧以外の電源に接続すると機械が故障します。 

電源プラグをしっかりコンセントの根元まで差し込んでお使いください。 

また、プラグがぐらつかないか確認してください。プラグのぐらつきは、過熱過熱過熱過熱や発火発火発火発火の原因になります。 

 

 

分解分解分解分解やややや改造改造改造改造をしないでくださいをしないでくださいをしないでくださいをしないでください    
火災火災火災火災や感電感電感電感電の原因となります。内部の点検や修理は技術部(℡03-3558-8131)までご連絡ください。 

 

電源電源電源電源コードコードコードコードをををを傷傷傷傷つけないでくださいつけないでくださいつけないでくださいつけないでください    
電源コードを傷つけると、火災火災火災火災や感電感電感電感電の原因となります。 

・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 

・重いものを乗せたり引っ張ったりしない。 

・熱器具に近づけない。加熱しない。 

・電源コードを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜く。 

万一、コードが傷んだら、すぐに技術部（℡03-3558-8131）まで交換をご依頼ください。 

 

シールシールシールシール部部部部にににに手手手手をををを入入入入れないでくださいれないでくださいれないでくださいれないでください    
シール部は熱がこもって熱くなっており、手の挟み込み、火傷火傷火傷火傷をする可能性があります。 

 

シールシールシールシール部部部部にににに金属製金属製金属製金属製のののの物物物物をををを差差差差しししし込込込込まないでくださいまないでくださいまないでくださいまないでください    
金属製の物を手に持ったままシール部に差し込み、機械を動作させると感電感電感電感電する危険性があります。 

 

従業員以外従業員以外従業員以外従業員以外のののの人人人人にはにはにはには触触触触らせないでくださいらせないでくださいらせないでくださいらせないでください    
ケガ・火傷火傷火傷火傷・感電感電感電感電をする可能性があります. 

 

消耗部品消耗部品消耗部品消耗部品のののの交換交換交換交換はははは正正正正しいしいしいしい手順手順手順手順でででで行行行行なってくださいなってくださいなってくださいなってください    
・消耗品の交換は本書に記載(P.17 参照)しています。 

間違った方法でおこなうと、手の挟み込みや火傷火傷火傷火傷の危険性があります。 

・交換作業の前には必ず電源コードプラグをコンセントから抜き、正しい交換方法で作業を行ってください。 
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内部内部内部内部にににに水水水水やややや異物異物異物異物をををを入入入入れないでくださいれないでくださいれないでくださいれないでください     
水や異物が入ると火災火災火災火災や感電感電感電感電の原因となります。 

万一、水や異物がはいったときは、すぐに技術部（℡03-3558-8131）まで修理の依頼をお願いいたします。 

 

雷雷雷雷がががが鳴鳴鳴鳴りだしたらりだしたらりだしたらりだしたら、、、、電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグにににに触触触触れないでくださいれないでくださいれないでくださいれないでください    
感電感電感電感電の原因となります。 

 

 
機械内部機械内部機械内部機械内部にはにはにはには、、、、手手手手をををを触触触触れないでくだされないでくだされないでくだされないでくださいいいい    
機械使用中や使用直後は内部が高温になっており、火傷火傷火傷火傷をする恐れがあります。 

    

ぬれたぬれたぬれたぬれた手手手手でででで電源電源電源電源コードコードコードコードにににに触触触触れないでくださいれないでくださいれないでくださいれないでください 
感電感電感電感電の原因となることがあります。 

 

コードコードコードコードはははは正正正正しくしくしくしく配置配置配置配置してくださいしてくださいしてくださいしてください 
電源コードは足に引っかけたりして引っぱると、製品の落下や転倒などによりけがの原因となることが

あるため、充分に注意して接続・配置してください。 

 

機械機械機械機械はははは指定指定指定指定したしたしたした場所場所場所場所にににに置置置置いてくださいいてくださいいてくださいいてください 
・機械裏側(背面)と壁までの隙間を最低 10101010 ㎝㎝㎝㎝以上以上以上以上確保して下さい。 

 近づけ過ぎると熱がこもり、機械の故障につながる恐れがあります。 

・温度が高い場所や常温でない場所、または粉体の充満している場所に置くと、 

機械が正常に作動しない場合があります。 

・ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が倒れてけがの原因となることがあります。 

 

本体本体本体本体のののの上上上上にににに重重重重いものをいものをいものをいものを乗乗乗乗せたりせたりせたりせたり、、、、体重体重体重体重をかけたりしないでくださいをかけたりしないでくださいをかけたりしないでくださいをかけたりしないでください    
本体が歪む恐れがあり、故障の原因になります。 

 

上部上部上部上部ユニットユニットユニットユニットののののアクリルアクリルアクリルアクリル板板板板にはものをにはものをにはものをにはものを置置置置かないでくださいかないでくださいかないでくださいかないでください    
 アクリル板が破損する恐れがあります。 

 

必必必必ずずずず専用専用専用専用 DHDHDHDH フィルムフィルムフィルムフィルムおよびおよびおよびおよび専用専用専用専用 SFSFSFSF シュリンクシュリンクシュリンクシュリンク袋袋袋袋をおをおをおをお使使使使いくださいいくださいいくださいいください    
本機は純正 DH フィルムおよび純正シュリンク袋の素材特性に基づき設計されています。 

※ 純正フィルムは厚みや収縮率など、機械に合わせて開発しております。 

フィルムの性質が違いますと機械に不具合が生じたり、仕上がりが不十分になる恐れがあります。 

この場合、保証期間内であっても修理時の無償サービスの対象外とさせていただきます。 
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おおおお手入手入手入手入れやれやれやれやメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンスのののの際際際際、、、、電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグをををを抜抜抜抜いてくださいいてくださいいてくださいいてください    
電源プラグを差し込んだままお手入れやメンテナンスをすると、感電感電感電感電の原因となることがあります。 

 

 

当社指定当社指定当社指定当社指定のののの純正品以外純正品以外純正品以外純正品以外はははは使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください    
部品等を交換される時は、必ず当社指定の純正部品をお使いください。 

 

指定指定指定指定サイズサイズサイズサイズ以上以上以上以上のののの本本本本をををを包装包装包装包装しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください    
規定よりも大きな本を投入しますと、機械内部で引っかかり、過熱過熱過熱過熱やややや発火発火発火発火の原因になり危険です。 

必ず規定の範囲を守りご使用ください。 

 

※包装できる本の大きさ 

・自動包装  使用限界サイズ：厚さ 25mm×幅 210mm 以内 

・手差し包装 使用限界サイズ：厚さ 40mm×幅 290mm 以内 
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仕様仕様仕様仕様    

機種名 ＲＡＰＯ－１４００ 起動所要時間 10 分 

機械寸法 590×420×900(mm) 安全装置 誤投入防止扉 

逆入防止出口扉 

重量 上部 30kg・下部 31kg 電源コード 3ｍ 

仕様電源 ＡＣ100Ｖ・15Ａ 消費電力 1.4ｋｗ 

使用限界 

サイズ 

自動包装：厚さ 25mm×幅 210mm 以内 

手差し包装：厚さ 40mm×幅 290mm 以内 

※電源電圧は１００Ｖ±３％でご使用ください。 

各部各部各部各部のののの名称名称名称名称    

コントロールパネル 

シール部扉 

シールユニット 

正面扉 

バケット 

投入ピン 

下部ユニット 

専用台 

上部ユニット 

電圧計 

左フィルムカバ-開錠ボタン 

誤投入防止扉 

投入スイッチ 
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コントロールパネルコントロールパネルコントロールパネルコントロールパネル    

 

    

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

メインスイッチ 
・ 本体の主電源です。ランプランプランプランプがががが点灯点灯点灯点灯するまでするまでするまでするまで(約２秒間)押し続けてください。 

起動させるとスタンバイと表示され１０分間の暖気運転を行います。 

・ メインスイッチを長押し(ランプが消灯するまで押す)することにより強制終了させることができます。

本体の不具合などにより正常に電源が切れない場合にのみ、ご使用ください。 

詳しくは、P.7｢強制終了について｣を参照してください。 

仕上がりコントローラー 
・ シュリンクの仕上がりを調節するコントローラーです。 

「強」にすると収縮が強くなります。「弱」にすると収縮が弱くなります。 

タッチパネル 
・  操作パネルです。画面の詳細は P.8～9｢タッチパネル画面｣で解説します。 

左フィルムカバー 

コネクター 

取手 

メインスイッチ 

仕上がりコントローラー 

タッチパネル 

左側左側左側左側    右側右側右側右側    

手差し扉開錠ボタン 

出口扉 

右フィルムカバー 

オプション B接続口 

取手 
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強制終了強制終了強制終了強制終了についてについてについてについて 

 

・ 強制終了強制終了強制終了強制終了とはとはとはとは 

コントロールパネルのメインスイッチをランプが消えるまで長押しすると、本体を強制終了させることができます。 

強制終了ではクーリング(冷却運転)が行われないため、本体内に熱がこもり、フィルムを収縮させてしまう

ことがあります。 

また、熱により電装品にダメージを与え、寿命を著しく縮める恐れがあります。 

 

・ 本体動作中本体動作中本体動作中本体動作中ブレーカーブレーカーブレーカーブレーカーがががが落落落落ちたちたちたちた、、、、またはまたはまたはまたはコンセントコンセントコンセントコンセントがががが抜抜抜抜けてけてけてけて不意不意不意不意にににに電源電源電源電源がががが落落落落ちてしまったちてしまったちてしまったちてしまった場合場合場合場合    

 

本体の電圧計をチェックし、電気が来ていることを確認してから起動させてください。 

この時、本体は放熱していない状態なのでスタンバイ画面で１０分間待つ必要がない場合があります。

本体が正常に動作する状態かどうかを確認するためには、スタンバイ画面左下のシールカットを押して、

手動でシールカットを行ってください。 

しっかりと切れたことが確認できたら、スタンバイ画面右上のショートカットを押してメニュー画面に移行し、

通常通り本を投入してください。 

 

※ 接合がうまくいかない場合は 4～5 分程おいてから、もう一度お試しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 終了準備中不意終了準備中不意終了準備中不意終了準備中不意にににに電源電源電源電源がががが落落落落ちてしまったちてしまったちてしまったちてしまった場合場合場合場合 

再起動させ必必必必ずずずずクーリングを最後まで行ってください。 

メニューメニューメニューメニュー画面画面画面画面    
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タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネル画面画面画面画面    

    

①①①①スタンバイスタンバイスタンバイスタンバイ画面画面画面画面 

本体が暖まるまでの準備（ウォーミングアップ）時間を 

表示している画面で、起動後はこの画面になります。 

準備が完了すると、自動的に②メニュー画面に切り替わります。 

 

・ ショートカット･･②メニュー画面に切り替わります。 

※ 準備時間が十分でない状態で本を投入しないでください。 

 

・ シューター･･オプションBをご利用の場合にのみ使用します。 

・ シールカット･････手動シールを行います。 

 

 

 

②②②②メニューメニューメニューメニュー画面画面画面画面    
メニュー画面では各画面への切り替えやリセット、 

本体を終了することができます。 

 

・ 投入････････誤投入防止扉を手動で上げます。 

・ シールカット･･④シール画面へ切り替わります。 

・ 冊････⑤トータルカウンター画面へ切り替わります。 

・ バケット･･バケットの位置をリセットします。 

※ バケットが下りたままの場合に使用します。 

 

・ 状態････⑥状態モニター画面に切り替わります。 

・ 終了････････････⑦終了画面に切り替わります。 

 

 

 

 

③③③③ロックロックロックロック画面画面画面画面    
一定時間以上操作していないと安全装置が働き、 

誤投入防止扉が上がって投入口をロックします。 

 

・ ロック解除･･ロックを解除し本を投入できる状態にします。 

①①①①スタンバイスタンバイスタンバイスタンバイ画面画面画面画面    

③③③③ロックロックロックロック画面画面画面画面    

②②②②メニューメニューメニューメニュー画面画面画面画面    
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                            ④④④④シールシールシールシール画面画面画面画面 

シールする時間をオートとマニュアルから選択できます。 

・ auto･････････････シール時間が自動的に調整されます。（推奨） 

・ Hi Mid Lo･････シールする時間を 3段階に変更することができます。 

・ 手動シール･･･････手動シールでフィルムを接合します。 

・ ティーチング･････シールユニットの原点出し(位置調整)を行います。 

※シールユニットの調子が悪い場合にご使用ください。 

                            ・戻る･･････････････②メニュー画面に戻ります。 

 

⑤⑤⑤⑤トータルカウンタトータルカウンタトータルカウンタトータルカウンターーーー画面画面画面画面    
   投入した本の総数を確認することができます。 

・ カウンター･･････････電源を切ると冊数がリセットされます。 

・ サブカウンター･･････電源を切っても冊数はリセットされませんが、  

          RESTを押すことでリセットされます。 

・ トータルカウンター･･･冊数はリセットされません。 

・ RSET･････････サブカウンターがリセットされ冊数が 0になります。 

・ 戻る･･･････････②メニュー画面に戻ります 

 

⑥⑥⑥⑥状態状態状態状態モニターモニターモニターモニター画面画面画面画面    
各センサーの状況を確認します。 

センサーが機能していない場合は表示が●から○に変わります。 

・ 戻る･･･････････････････②メニュー画面に戻ります。 

 

 

 

            ⑦⑦⑦⑦終了画面終了画面終了画面終了画面    
機械を安全に終了させるための準備画面です。 

クーリング(冷却運転)が終わり次第電源が落ちます。 

 

・リセット･････････････････⑧復帰画面に切り替わります。 

 

 

⑧⑧⑧⑧復帰画面復帰画面復帰画面復帰画面    
クーリングを中断し、再びウォーミングアップ(暖機運転)します。 

このときクーリングされた時間により、復帰するまでの待機時間が変わります。 

・ 終了画面から 1分以内にリセット･････････10秒後復帰 

・ 終了画面から 1分～7分以内にリセット.･･･3分後復帰

④④④④シールシールシールシール画面画面画面画面    

⑤⑤⑤⑤トータルカウンタートータルカウンタートータルカウンタートータルカウンター画面画面画面画面    

⑥⑥⑥⑥状態状態状態状態モニターモニターモニターモニター画面画面画面画面    

⑦⑦⑦⑦終了画終了画終了画終了画面面面面    

⑧⑧⑧⑧復帰画面復帰画面復帰画面復帰画面    
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注意注意注意注意・・・・エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示    本体部本体部本体部本体部 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

・ 投入時投入時投入時投入時にににに異常異常異常異常がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。    

 異常個所を解消(詰まった本を取り除くなど)後、 

  リセットを押して、復帰を押すと解除されます。 

 

・ フィルムフィルムフィルムフィルムがががが正常正常正常正常にににに送送送送られないられないられないられない場合場合場合場合にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。    

異常個所を解消(詰まった本を取り除くなど)後、 

復帰を押すと解除されます。 

フィルムが終了した場合は、新しいフィルムに交換し、

復帰を押すと解除されます。 

※フィルムの接合を破って異常個所を解消した場合や、

フィルム交換後は復帰の前に手動シールでフィルムを

接合させてください。 

 

・ 機械本体内部機械本体内部機械本体内部機械本体内部でででで本本本本がががが詰詰詰詰まったまったまったまった    

場合場合場合場合にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。    

正面扉を開け、機械内部を確認し、

詰まった本を取り除いたのち、 

復帰を押すと解除されます。 

 

・ 出口出口出口出口にににに本本本本がががが停滞停滞停滞停滞するとするとするとするとブザーブザーブザーブザーがががが鳴鳴鳴鳴るとるとるとると共共共共にににに表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。 

本を取り除くことで自動的に解除されます。 

※極端に薄い本や、反っている本は逆入防止出口扉で詰まる

恐れがあります。その場合は逆入防止出口扉を手動で開け、本を

取り除いてください。 

 

・ 正面扉正面扉正面扉正面扉をををを開開開開けるとけるとけるとけると表示表示表示表示されますされますされますされます。。。。    

正面扉を閉めることで自動的に解除されます。 

扉を開けた状態で手動シールをする場合には、

画面右下のシールカットを押してください。 

 



4.操作手順
STEP 1 本体を組み立てる

1-2 配線の接続と機械の配置

1-1 上下ユニットの組み立て

手のはさみ込みの恐れがあります。ご注意ください！

故障につながる恐れがあります。ご注意ください！

本体は、上部ユニット・下部ユニット・専用台の3分割式になっています。

下部ユニットのゴム足が専用台上面の穴にはまるように、また上部ユニット

のゴム足が下部ユニット上面の穴にはまるように慎重に載せてください。

※この際コネクターを挟み込まないようにご注意ください。

組み立てた機械の側面にあるコネクター（A,B,C）を確認してください。

コネクターA

上部コネクターB

下部コネクターC

挿入口A

11

上部ユニット 下部ユニット 専用台



上部コネクターBと下部コネクターCの接続

機械の配置

①上部コネクターBと下部コネクターCを向かい合わせ

て差し込みます。

※コネクターには方向があり、正しい方向でないと差

し込むことができません。

②上のものを下部コネクターCのツメがカチッというま

で差し込みます。 ※写真参考

※上部コネクターBと下部コネクターCを外すときは、

下部コネクターCのツメを左右に開いて引き抜いてくだ

さい。

①電源プラグをコンセントに差し込みます。このとき

電圧計が100v±3%位であることを確認してください。

②機械裏側（背面）と壁までの隙間を熱を逃がす為に

最低10cm以上確保してください。また、すぐに機械を

使用される場合は電源を入れてください。10分間の暖

気運転に入ります。

コネクターAと挿入口Aの接続

①上部ユニットから出ているコネクターAを下部ユニッ

トにある挿入口Aにカチッっという音がするまで差し込

んでください。

※コネクターAを外すときは両端をつまんで引き抜いて

ください。

10cm以上
12

カチッ

カチッ



STEP
操作手順 2 フィルムをセットする

2-1 フィルムのセット方法

③　40cm～50cmぐらいフィルムを引き出し、シール部に通します。

④　左右のカバーを閉めます。

①左右のフィルムカバーを開けます。左カバーは開錠ボタンを押しながら
あけます。

②左右共にローラーの上にフィルムをセットし、フィルムを引き出します。
※この際フィルムの引き出し方向が逆にならないように注意してください。

右

左フィルム

右フィルム

※必ず2本のバーの上を通してください。

13

左



2-2 フィルムの接合

①タッチパネルがスタンバイ画面からメニュー画面にかわっていることを確
認してご使用ください。

※スタンバイ画面でも接合は出来ますが、シールがうまくいかない場合があ
りますのでご注意ください。

②上下フィルムの左右のズレやたるみがあったら修正してください。

③正面扉を開き、手を中に入れフィルムを軽く引きます。このときシール部
の下には手、腕を絶対に入れないでください。非常に危険です。

⑤接合部の余分なフィルムを取り出し、正面扉を閉めます。

手のはさみ込み、やけどの恐れがあります。ご注意ください！

④タッチパネルのメニュー画面にあるシールカットを押してシール画面を出
します。シール画面の　　　  を1秒以上押し、上下のフィルムを繋げます。

軽く引く

左フィルム

右フィルム

10分後

14



自動・手動包装をする

まずはじめに
自動包装をする場合も手動包装をする場合も、まず電源を入れて10分間の暖気運転を
行ってください。
スタンバイ画面のカウントダウンが終わり、メニュー画面に変わったら準備完了です。

3‐1 自動包装〔対象サイズ：文庫・新書・B6・A5〕

①タッチパネルがメニュー画面であることを確認
し、本を横向きに背表紙側を下にして投入ピンに
置いてください。

②連続して包装する場合、同様に投入ピンが立ち
上がってから本を置くようにしてください。

キレイに仕上げるには・・・

①左右のガイドの中心と本の中心が合うように置いてください。

②投入ピンに本を立て、そのまま手を離すように置くと上手に投入できます。

③極端に軽い本や反っている本は、置い
ても投入スイッチを押さないことがある
ので、本の上から指で投入スイッチを押
すようにしてください。

STEP
操作手順 3

投入ピン

投入スイッチ

タッチパネル

ガイドの中心

本の中心

ガイドの中心

本の中心

15



①ボタンを押しながら手差し扉を開けます。

②シュリンク袋に入れた本を袋の口の開いた方から投入してください。

※手差し扉を使用しているときは自動包装をしないでください。

3-2　手動包装〔対象サイズ：A5厚手 SF200～写真集 SF290〕

キレイに仕上げるには・・・

①表紙を下にすると、キレイに仕上がります。

②袋の端を背表紙側に寄せた状態で投入すると、キレイに仕上がります。

③タコ足配線や延長コードをご使用されますと、電圧が下がり仕上りが
　悪くなる恐れがありますのでおやめください。

手差し扉開錠ボタン

16



テフロンシートをずらす

ポイント

どんなときに・・・？
・包装した本のフィルム接合が黒く焦げた色になってきたとき

①シール部扉を開きます。

②2つあるテフロンシート用のツマミの上側を反時計回

りに回し、先に3mm程度ゆるめます。

③次に下側のツマミを反時計回りに回し、テフロンシー

トが軽く張るまでしめてください。

こうすることで、シール面のテフロンシートをずらすこ

とができます。
※テフロンシートを張りすぎると受けの部分が曲がり、

故障の原因になりますので、ご注意ください。

消耗したテフロンシート

・シールの接合部が破れやすい、切れが悪いとき

・テフロンシートが裂けたり、破れたとき

ツマミを3mm巻き込めば新しい部分で使用できます。

1回の巻き込み量を3mm程度にすることでテフロンシートを無駄なく使用で

きます。

②

③

17

手順

①

5.メンテナンス手順



機械内部の清掃 シールユニットの取り外し方

② シールユニットを取り外す

① コネクターを抜く
シールユニット扉を開けて、コネクター左右のツメを押さえながら平行に

コネクターを抜きます。

①レバーを軽く引くと取手が立ちます。

②レバーを時計回りに９０度ひねって開錠します。

③レバーをそのまま手前に引くと、シール部本体を引き抜くことができます。

※取り出す時は必ずシールユニット下部を両手で持ち、シール部を持った

り触れたりしないでください。

レバーをそのまま手前に引くと、シール部本体を引き抜くことができます。

やけどの恐れがあります。ご注意ください！  

 

18

シール部

※機械内部に埃が溜まらないよう月に１度を目安に清掃を行って下さい。



機械内部の清掃 シールユニットの取り付け方

①シールユニットを機械にセットする

①レバーを反時計回りに９０度ひねってロックします。

②レバーを下に倒します。

シールカット部を引き上げ、本体のシールユニット扉を開けて、シールユ

ニットを取り付けます。

シール部のミゾBに本体側にある突起Aを通します。ミゾBに突起Aが通って

いないとシールユニットが固定されません。

シールユニット取り外し方の逆順を行います。

突起Ａ ミゾＢ

19

※シールカット部が下がっていると、取り付けできません。



②コネクターを差し込む

コネクターを必ず隙間がないように奥まで差し込んでください。

※奥まで差し込まないと故障の原因となります。

隙間

フィルムおよびシュリンク袋の保管方法について

お手入れ法

本機は必ず当社純正のDHシュリンクフィルムおよびSFシュリンク袋をお使い

ください。

　※純正フィルムは厚みや収縮率など、機械に合わせて開発しております。

　　フィルムの性質が違いますと機械に不具合が生じたり、仕上がりが不　

　十分になる恐れがあります。この場合、保証期間内であっても修理時の　

　無償サービスの対象外とさせて戴きます。

フィルムおよびシュリンク袋は直射日光を避け、25℃以下の場所に保管して

ください。35℃以上になると自然収縮しますので、保管場所に十分注意して

ください。

お手入れ前には必ずメインスイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

機械外部のお手入れは外観の汚れを取る程度に留めてください。湿った布で

拭いた後、乾いた布でもう一度拭いてください。汚れがひどい場合には、中

性洗剤等を使用してください。（ベンジン・シンナー等では、拭かないでく

ださい。）

シールユニット部は、テフロンシート交換の際に、合わせてホコリやフィル

ムカスを取り除いてください。

カチッ

20
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 おおおお客様客様客様客様ごごごご自身自身自身自身でででで解決解決解決解決できるかもしれませんできるかもしれませんできるかもしれませんできるかもしれません！！！！    

・簡単に機械の調子を良くできる可能性があります。 

・(1)～(5)の解決リストを参考にしてみてください。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((((((((((111111111111))))))))))))   電電電電電電電電電電電電源源源源源源源源源源源源            

スイッチスイッチスイッチスイッチをををを入入入入れてもれてもれてもれても本体本体本体本体がががが全全全全くくくく動動動動かないかないかないかない    

コンセントに電気がきていない可能性が 

あります。 

コンセントの電源(ブレーカー)が落ちて

いないか確認してください。 

本体に電気がきていない可能性があります。 

 

本体側面の２本のコネクターが外れていな

いか確認してください。 

コネクターが外れている場合は、奥までしっ

かりと差し込んでください。（P.11～12参照） 

また、本体下部ユニットの電圧計(P.5,12参照)

が動いていない場合はコンセントに原因が

ある可能性があります。 

((((２２２２) ) ) ) 本本本本本本本本本本本本のののののののののののの投投投投投投投投投投投投入入入入入入入入入入入入 

本本本本をををを置置置置いてもいてもいてもいても投入投入投入投入ピンピンピンピンがががが降降降降りないりないりないりない    

フィルムの送りが悪くなっている可能性が

あります。 

 

左右のフィルムカバーを開けて、 

フィルム接合部を裂き、右のフィルムを左に、 

左のフィルムを右にセットし直してください。

（P.13～14 参照） 

フィルムを載せるローラーにフィルムが

絡まっている可能性があります。 

左右のフィルムカバーを開け、 

フィルムを外して、再度セットしてください。

（P.13～14 参照） 

本が反っているため投入スイッチが

押されていない可能性があります。 

本の上から投入スイッチを押してください。 

（P.15 参照） 

投入投入投入投入ピンピンピンピンがががが降降降降りてりてりてりて本本本本はははは入入入入るがるがるがるが、、、、途中途中途中途中でででで止止止止まってしまうまってしまうまってしまうまってしまう    
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((((３３３３) ) ) ) シシシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルルカカカカカカカカカカカカッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトト   

シールの温度が上がりきっていない可能性が 

あります。 

 

温度が上がるまで１０分程度待ってから、

もう一度シールカットしてください。 

中に本が残っている場合は手動シールをして

本を切り離してください。 

「テフロンシート」が消耗している可能性が

あります。 

まず、「テフロンシート」をずらしてくださ

い。(P.17 参照)再度症状が出る場合は「シー

ル画面」のスピードモードで LoLoLoLo(P.9 参照)を

選択してください。 

それでも解消されない場合は技術部までお

電話ください。（℡03-3558-8131） 

 

““““内部詰内部詰内部詰内部詰まりまりまりまり！！！！””””ののののエラーエラーエラーエラー表示表示表示表示がががが出出出出てててて本本本本がつまってしまうがつまってしまうがつまってしまうがつまってしまう    

シールの温度が上がりきっていない可能性が

あります。 

 

スタンバイ画面からショートカットでメ

ニュー画面に移行し、スタート OK の表示

がされていてもシールが切れない事があ

ります。１０分程度待ってから再度本を

投入してください。 

再度症状が出る場合は上記のシールカッ

トの切れが悪いを参照してください。 

本本本本ははははシールカットシールカットシールカットシールカット部部部部にににに入入入入るがるがるがるが、、、、シールカットシールカットシールカットシールカットがががが降降降降りてこないりてこないりてこないりてこない    

シールユニットのセンサーにホコリや汚れが 

付いている可能性があります。 

 

状態モニター画面(P.9参照)のシールSの表示を

確認してください。 

シール S の表示が●ではなく○の場合、

シールユニット中心にある丸い穴の中の

センサーをティッシュ等の柔らかいもの

で軽く拭いてください。 

シールカットシールカットシールカットシールカットのののの切切切切れがれがれがれが悪悪悪悪いいいい    

シールユニットの原点出し(位置調整)が

正常でない可能性があります。 

 

シール画面のティーチングを押してください。

自動で原点出しされます。(P.9 参照) 

再度症状が出る場合は「テフロンシート」を 

ずらしてください。 
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((((４４４４) ) ) ) ババババババババババババケケケケケケケケケケケケッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトト

バケットバケットバケットバケット(P.5(P.5(P.5(P.5 参照参照参照参照))))がががが全全全全くくくく動動動動かなかなかなかないいいい。。。。正面扉正面扉正面扉正面扉をををを開開開開けてもけてもけてもけても動動動動かないかないかないかない    

機械上部ユニットと下部ユニットを繋ぐ 

コネクターが外れている可能性があります。 

機械側面の２本のコネクターが外れて

いないか確認してください。 

コネクターが外れている場合は、 

奥までしっかりと挿し込んでください。 

本本本本がががが斜斜斜斜めにめにめにめに落落落落ちてちてちてちてバケットバケットバケットバケット部部部部でででで詰詰詰詰まってしまうまってしまうまってしまうまってしまう    

シールカットの片端の切れが悪く、 

本が斜めに落ちている可能性があります。 

シールカットの切れが悪いを参照して

ください。 

左右のフィルムの接合がずれている可能性が 

あります。 

左右のフィルムカバーを開け、 

フィルム接合部を裂き、フィルムを外して、 

再度セットしてください。（P.13～14参照) 

((((５５５５) ) ) ) 仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕仕上上上上上上上上上上上上ががががががががががががりりりりりりりりりりりり 

出出出出てきたてきたてきたてきた本本本本のののの接合部接合部接合部接合部にににに穴穴穴穴がががが開開開開いているいているいているいている    

表紙が特殊印刷されている場合に現象が出る

可能性があります。 

穴の開いてしまった本のみ、表紙を通常と逆

（表紙を上）にして投入してください。 

出出出出てきたてきたてきたてきた本本本本のののの接合部接合部接合部接合部からからからから糸糸糸糸くずのようなものがくずのようなものがくずのようなものがくずのようなものが出出出出ているているているている    

シールカット部にフィルムのカスが付いている

可能性があります。 

「テフロンシート」をずらしてください。

（P.17 参照） 
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弊社では購入していただいたお客様に対して、徹底徹底徹底徹底したしたしたしたアフターサービスアフターサービスアフターサービスアフターサービスを行っております。 

※保証期間中に正常な使用状況で、万一故障が生じた場合には、保証書記載事項に基づき「無償修理無償修理無償修理無償修理」

をいたします。また、保証期間経過後の修理については「有償修理有償修理有償修理有償修理」をいたしますので、 

技術部（03-3558-8131）までご連絡ください。 

 

※弊社では、運送便にて修理する場合、代替機を無料で貸し出しさせて頂いております。 

代替機の２往復分の運送代を弊社にて全て負担いたします。 

※有償修理についてはお見積もり提出後、お客様の了解を得た上で修理を開始いたします。 

※作業完了後、動作テスト・クリーニングをして返送いたします。 

 

機械機械機械機械のののの修理手順修理手順修理手順修理手順    

    

 

運送便運送便運送便運送便のののの梱包作業梱包作業梱包作業梱包作業についてについてについてについて            

運送便を利用した修理において、弊社はお客様に修理機および代替機の梱包作業をお願いしております。

１回の修理において「代替機到着・修理機発送」および「修理機到着・代替機返却」の２回にわたって作業を

していただくこととなります。お手数ですが、安全に作業をしていただきますようお願いいたします。 

 

※ 機械破損およびケガ防止のため、２人以上による梱包作業をお願いいたします。 



 

 

フィルムおよびシュリンク袋の保証について 

 本機は必ず当社純正の DH シュリンクフィルムおよび SF シュリンク袋をお使いください。 
※ 純正フィルムは厚みや収縮率など、機械に合わせて開発しております。 
フィルムの性質が違いますと機械に不具合が生じたり、仕上がりが不十分になる恐れがあります。 
この場合、保証期間内であっても修理時の無償サービスの対象外とさせていただきます。 
 
 
 
 
 

● 修理・アフターサービス他ご不明な点は、下記までお問い合わせください！ 
 

 

 

～メンテナンス担当までご用命ください！～ 

 

★東京本社：〒174-0043 東京都板橋区坂下 1-34-27 

電話番号 ０３－３５５８－８１３１（代） 

FAX 番号 ０３－３５５８－８１３２    

      ★大阪支店：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-2-1 ＯＮＫビル 

電話番号 ０６－６１９０－５７３１（代） 

   FAX 番号 ０６－６１９０－５７３２       
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