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1. はじめにはじめにはじめにはじめに    

11..11..  MMeessssaaggeePPRROO必必必必必必必必要要要要要要要要シシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムム  
MessagePRO を動作させるためには、以下のようなシステムが必要です。 

 

①： OSOSOSOS…Microsoft Windows 2000、Windows XP、Windows 7（32bit 版） 

②：コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ本体本体本体本体…上記 OS が正常に動作するコンピュータ。 

③：メモリメモリメモリメモリ…512MB 以上推奨。 

④：ハードディスクハードディスクハードディスクハードディスク…30MB 以上の空き容量。 

⑤：ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ…1024×768 以上の高解像度ディスプレイアダプタを推奨。 

⑥：ポートポートポートポート…USB ポート（カードリーダ接続に必要。） 

⑦：そのそのそのその他他他他…キーボード、マウス 

11..22..  MMeessssaaggeePPRROOののののののののイイイイイイイインンンンンンンンスススススススストトトトトトトトーーーーーーーールルルルルルルル・・・・・・・・アアアアアアアアンンンンンンンンイイイイイイイインンンンンンンンスススススススストトトトトトトトーーーーーーーールルルルルルルル  

1.2.1. インストールインストールインストールインストール 
MessagePRO のインストール用プログラムは、U2 内蔵の SD カード内に保存されています。以下の手順に従

ってインストールを行ってください。なお、以下の手順は Windows XP でのものです。他の OS では、画面

表示などが異なります。 

 

① SDSDSDSD カードカードカードカードのののの用意用意用意用意…U2 コントローラの電源が落ちていることを確認した後、コントローラ上部から SD カ

ードを抜いてください。この際、一旦下に押し込むと、上へ飛び出してきます。 

 

 
 

② PCPCPCPC へのへのへのへの接続接続接続接続…付属のカードリーダを PC に挿し込み、そのカードリーダに SD カードを挿し込んでくだ

さい。（カードリーダ内蔵の PC の場合は、そちらを利用しても構いません。） 
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③ インストーラインストーラインストーラインストーラのののの呼呼呼呼びびびび出出出出しししし１１１１…Windows のスタートボタンスタートボタンスタートボタンスタートボタン→ファイルファイルファイルファイル名名名名をををを指定指定指定指定してしてしてして実行実行実行実行をクリックします。フフフフ

ァイルァイルァイルァイル名名名名をををを指定指定指定指定してしてしてして実行画面実行画面実行画面実行画面が表示されますので、参照参照参照参照ボタンボタンボタンボタン をクリックして、参照画面参照画面参照画面参照画面を

表示させ、ファイルファイルファイルファイルのののの場所場所場所場所で今挿し込んだ SD カードのドライブ名を選択し、さらにその中にある

auprnauprnauprnauprn フォルダフォルダフォルダフォルダを選択し、さらに U2 ProgramU2 ProgramU2 ProgramU2 Program フォルダフォルダフォルダフォルダを選択して、開開開開くくくくボタンボタンボタンボタン をクリック

します。 

 

 
 

④ インストーラインストーラインストーラインストーラのののの呼呼呼呼びびびび出出出出しししし 2222…ファイル一覧にある U2_MessagePRO *.*.****.***.exeU2_MessagePRO *.*.****.***.exeU2_MessagePRO *.*.****.***.exeU2_MessagePRO *.*.****.***.exe（*.*.****.***はバージ

ョン番号）を選択し、開開開開くくくくボタンボタンボタンボタン をクリックします。ファイルファイルファイルファイル名名名名をををを指定指定指定指定してしてしてして実行画面実行画面実行画面実行画面に戻っ

たら OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックします。 

 

 
 

⑤ MessagePROMessagePROMessagePROMessagePRO インストーラインストーラインストーラインストーラのののの起動起動起動起動…以下のような画面が表示されますので、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリッ

クします。 
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⑥ 使用言語使用言語使用言語使用言語のののの選択選択選択選択…以下のような使用言語選択画面使用言語選択画面使用言語選択画面使用言語選択画面が表示されますので、JapaneseJapaneseJapaneseJapaneseが選択されていること

を確認し、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックします。 

 

 
 

⑦ インストールインストールインストールインストールのののの実行実行実行実行…以下のような画面が表示されますので、次次次次へへへへボタンボタンボタンボタン をクリックします。 

 

 
 

⑧ インストールインストールインストールインストール先先先先のののの指定指定指定指定…以下のような、MessagePRO のインストール先フォルダを指定する画面が表示さ

れます。通常は値を変更せずに、インストールボタンインストールボタンインストールボタンインストールボタン をクリックし、インストールを実行し

てください。もし、インストール先フォルダを変更する場合は、参照参照参照参照ボタンボタンボタンボタン をクリックし、

インストール先を指定します。 
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⑨ インストールインストールインストールインストールのののの完了完了完了完了…プログラム終了後は、閉閉閉閉じじじじるるるるボタンボタンボタンボタン をクリックし、インストールを終了

してください。インストール終了後、デスクトップ上に以下のようなショートカットアイコンが表示さ

れます。MessagePRO を使用する場合は、こちらのアイコンをダブルクリックしてください。 

 

   
 

⑩ ファームウェアファームウェアファームウェアファームウェア用用用用データデータデータデータのののの更新更新更新更新…U2 ProgramU2 ProgramU2 ProgramU2 Program フォルダフォルダフォルダフォルダに U2 FW_*.*.**.exeU2 FW_*.*.**.exeU2 FW_*.*.**.exeU2 FW_*.*.**.exe（*.*.**はバージョン番号）が

存在している場合は、先ほどのインストーラ同様に実行します。実行しますと次の左のような画面が表

示されますので InstallInstallInstallInstall ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。インストール終了後、CloseCloseCloseClose ボタンボタンボタンボタン

をクリックしてください。 

 

 
 

⑪ SDSDSDSD カードカードカードカードをををを戻戻戻戻すすすす…インストール完了後、SD カードは、U2 コントローラの SD カードスロットへ戻してく

ださい。 

 

※※※※ごごごご注意注意注意注意：インストール作業を行う際は、システム変更権限をもつユーザでログオンしてください。 

1.2.2. アンインストールアンインストールアンインストールアンインストール 
MessagePRO をアンインストールする場合は、以下の手順に従って行ってください。 

 

① アンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラムのののの起動起動起動起動…Windows のスタートボタンスタートボタンスタートボタンスタートボタン→すべてのすべてのすべてのすべてのプログラムプログラムプログラムプログラム→ANSER PRODUCTANSER PRODUCTANSER PRODUCTANSER PRODUCT→

U2 MeU2 MeU2 MeU2 MessagePROssagePROssagePROssagePRO のグループを選択した後、Uninstall U2 MessagePROUninstall U2 MessagePROUninstall U2 MessagePROUninstall U2 MessagePRO をクリックし、アンインストール

プログラムを実行してください。 
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② アンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラム実行実行実行実行のののの確認確認確認確認…以下のような確認画面確認画面確認画面確認画面が表示されますので、アンインストールを

実行する場合は、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン をクリックします。 

 

 
 

③ データデータデータデータ削除削除削除削除のののの確認確認確認確認…アンインストール実行中、以下のような、作成したデータや設定などの削除を行う

かどうかの確認画面確認画面確認画面確認画面が表示されますので、作成したデータや設定などを削除しない場合は、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン

を、削除する場合は、いいえいいえいいえいいえボタンボタンボタンボタン をクリックします。 
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④ アンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラムのののの終了終了終了終了…プログラム終了後は、閉閉閉閉じるじるじるじるボタンボタンボタンボタン をクリックし、アン

インストールを終了してください。 

 

 
 

⑤ アンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラムアンインストールプログラム終了終了終了終了のののの確認確認確認確認…以下のような画面が表示されますので、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン を

クリックします。 

 

 
 

11..33..  MMeessssaaggeePPRROOににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  
MessagePRO は、U2 で実際に印刷を行う前に、印刷したい画像をパソコン上で編集したり、設定を変更した

りするためのソフトウェアです。Windows 2000、XP、7（32bit 版）上で動作確認しています。このソフトウ

ェアでは画像、テキスト、カウンタ、時刻、賞味期限などの配置、設定をすることができます。また、

MessagePRO では Windows の TrueType フォントの全てを使用することができます。 

 

【MessagePRO で編集したイメージ例】 
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なお、MessagePRO では、SD カード内のデータを直接編集、設定します。ご使用の際は、U2 コントローラ

に挿入されている SD カードを抜き、付属のカードリーダを挿した PC に挿し込んでから MessagePRO を起

動してください。（カードリーダ内蔵の PC の場合は、そちらを利用しても構いません。） 

 

 MessagePROMessagePROMessagePROMessagePRO 起動前起動前起動前起動前にににに SDSDSDSD カードカードカードカードををををセットセットセットセット 

 

11..44..  MMeessssaaggeePPRROOのののののののの画画画画画画画画面面面面面面面面構構構構構構構構成成成成成成成成  
MessagePRO の基本画面は、メッセージ画面、各種設定画面、PC ツール画面の 3 画面あり、それぞれ以下の

ように構成されています。画面左側のアイコンをクリックし、それぞれの画面を呼び出します。 

 

 
 

また、画面右下には、SD カードの状態がアイコンで表示されています。状態の詳細は以下の通りです。 

 

…SD カードが使用できる状態です。 

…SD カードが初期化されていません。SD カードを一旦 U2 コントローラに挿し、初期

化してください。 

…SD カードがありません。メッセージの編集は可能です。 
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1.4.1. メッセージメッセージメッセージメッセージ画面画面画面画面 
編集や設定を行いたいメッセージを選択する画面です。 

 

 
 

各機能各機能各機能各機能アイコンアイコンアイコンアイコン：：：：MessagePRO のメッセージを操作する上で必要な機能をアイコンにしたもの

です。操作したいメッセージをメッセージメッセージメッセージメッセージ一覧一覧一覧一覧からクリックして選択した後、

各アイコンをクリックします。各アイコンの詳細は、以下の通りです。 

 

    新規新規新規新規アイコンアイコンアイコンアイコン…新規にメッセージを作成する場合、クリックします。作

成方法の詳細については 2.2.1 章をご覧ください。 

    編集編集編集編集アイコンアイコンアイコンアイコン…既存のメッセージを編集する場合、クリックします。編

集方法の詳細については 2.2.2 章をご覧ください。 

    印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置アイコンアイコンアイコンアイコン…メッセージの印刷開始位置を設定する場合、ク

リックします。クリック後、印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面が表示されますので、数値を入

力し、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

    検索検索検索検索アイコンアイコンアイコンアイコン…選択したいメッセージをメッセージ名で検索する場合、

クリックします。クリック後、検索画面検索画面検索画面検索画面が表示されますので、検索したいメッ

セージ名を入力し、方向方向方向方向を選択してから、、、、次次次次をををを検索検索検索検索ボタンボタンボタンボタン をク

リックしてください。なお、このアイコンは、メッセージ名を表示する設定に

なっている場合だけ使用できます。 

    削除削除削除削除アイコンアイコンアイコンアイコン…既存のメッセージを削除する場合、クリックします。ク

リック後、警告画面警告画面警告画面警告画面が表示されますので、削除する場合は、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン

をクリックしてください。 

 

プレビューズームプレビューズームプレビューズームプレビューズーム：：：：プレビュー画面のズーム状態を表示しています。ズームの倍率を変更す

るには、ズームアイコンズームアイコンズームアイコンズームアイコン 、 をクリックするか、プルダウンメニューから

縮尺のパーセントを選択してください。 

印刷印刷印刷印刷プレビュープレビュープレビュープレビュー：：：：選択されているメッセージをプレビュー表示しています。 
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メッセージメッセージメッセージメッセージ一覧一覧一覧一覧：：：：編集等を行いたいメッセージを選択するための一覧です。選択したいメッ

セージを左クリックしてください。また、右クリックしますと、以下のような

サブメニューが表示されます。サブメニューの詳細は、以下の通りです。 

 

 
 

コピーコピーコピーコピー…既存のメッセージをコピーし、新規メッセージを作成する場合、クリ

ックします。クリック後、コピーコピーコピーコピー画面画面画面画面が表示されますので、コピー先のメッセメッセメッセメッセ

ージージージージ番号番号番号番号を選択し、またメッセージ名を表示する設定になっている場合は、メメメメ

ッセージッセージッセージッセージ名名名名も入力して、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

名前変更名前変更名前変更名前変更…既存のメッセージの名前を変更する場合、クリックします。クリッ

ク後、新規新規新規新規メッセージメッセージメッセージメッセージ名画面名画面名画面名画面が表示されますので、メッセージメッセージメッセージメッセージ名名名名を入力し、OKOKOKOK

ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

インクインクインクインク情報情報情報情報…選択されたメッセージの印刷回数を知りたい場合、クリックしま

す。クリック後、インクインクインクインク情報画面情報画面情報画面情報画面に、42cc のインクカートリッジで何回印刷可

能かが表示されます。確認後、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

選択選択選択選択…メッセージ番号の前にあるアイコンが変化します。 

 

メッセージメッセージメッセージメッセージ詳細詳細詳細詳細：：：：選択されているメッセージの番号、名前、ラインモードを表示します。 

 

1.4.2. 各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面 
印刷に関する各種設定を行う画面です。 
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各設定各設定各設定各設定アイコンアイコンアイコンアイコン：：：：MessagePRO の設定内容をアイコンにしたものです。設定したい内容の各ア

イコンをクリックしますと、設定内容設定内容設定内容設定内容の部分に入力項目が表示されます。各ア

イコンの詳細は、以下の通りです。 

 

    そのそのそのその他設定他設定他設定他設定アイコンアイコンアイコンアイコン…使用単位、画面バックライト節電、サマータイム

制の設定を行う場合、クリックします。設定の詳細については 4.1 章をご覧く

ださい。 

    アラームアラームアラームアラーム設定設定設定設定アイコンアイコンアイコンアイコン…カウンタアラーム、プッシュ音の設定を行う場

合、クリックします。設定の詳細については 4.2 章をご覧ください。 

    編集設定編集設定編集設定編集設定アイコンアイコンアイコンアイコン…年（暦）設定、ロールオーバー、メッセージ名、カ

ウンタ自動リセット、ゼロサプレス、シフトコード、日付・時刻書式の設定を

行う場合、クリックします。設定の詳細については 4.3 章をご覧ください。 

    印刷設定印刷設定印刷設定印刷設定アイコンアイコンアイコンアイコン…印刷方向、使用ノズル、プレパージ、センサ、エン

コーダ・ライン速度の設定を行う場合、クリックします。設定の詳細について

は 4.4 章をご覧ください。 

    システムシステムシステムシステム情報情報情報情報アイコンアイコンアイコンアイコン…MessagePRO のバージョン情報、SD カードの情

報を確認する場合、クリックします。情報の詳細については 4.5 章をご覧くだ

さい。 

 

各設定各設定各設定各設定タブタブタブタブ：：：： 選択された設定内容により表示されるタブです。設定したい内容の各タブをク

リックします。 

設定内容設定内容設定内容設定内容：：：： 選択された設定の詳細内容が表示されます。内容は選択されている設定によっ

て異なります。 

 

1.4.3. PCツールツールツールツール画面画面画面画面 
ユーザアカウント、システムバックアップ・リストア、その他（ロゴ、登録）の各機能を呼び出す画面です。

各アイコンをクリックしますと、各機能が呼び出されます。各機能の詳細については 5章をご覧ください。 
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11..55..  おおおおおおおお断断断断断断断断りりりりりりりり  
お使いいただいている MessagePRO のバージョンによっては、本マニュアルの記述内容と若干異なる場合が

あります。予めご了承ください。 

 

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国、及びその他の国における商標、または登録商標で

す。 

HP はヒューレット・パッカード社の商標、または登録商標です。 

 

なお、本文中では™ 、®マークは明記していません。 
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2. メッセージメッセージメッセージメッセージ作成作成作成作成・・・・編集編集編集編集・・・・印刷印刷印刷印刷のののの流流流流れれれれ    
MessagePRO でのデータ作成・編集、および印刷までの概要、および流れについて説明いたします。 

22..11..  メメメメメメメメッッッッッッッッセセセセセセセセーーーーーーーージジジジジジジジ編編編編編編編編集集集集集集集集画画画画画画画画面面面面面面面面のののののののの基基基基基基基基本本本本本本本本  
印刷に使用するメッセージの作成、編集画面で、下図のように構成されています。 

 

 
 

機能機能機能機能アイコンアイコンアイコンアイコン：：：：メッセージの編集を行うための機能をアイコンにしたものです。使用したい

機能の各アイコンをクリックします。各アイコンの詳細は、以下の通りです。 

 

    追加追加追加追加アイコンアイコンアイコンアイコン…オブジェクトを追加配置するためのアイコンです。設定

の詳細については 3.1.1 章をご覧ください。 

    削除削除削除削除アイコンアイコンアイコンアイコン…編集領域上のオブジェクトを削除するためのアイコンで

す。設定の詳細については 3.1.3 章をご覧ください。 

    コピーアイコンコピーアイコンコピーアイコンコピーアイコン…オブジェクトをコピーするためのアイコンです。設定

の詳細については 3.1.5 章をご覧ください。 

    貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけアイコンアイコンアイコンアイコン…コピーしたオブジェクトを貼り付けるためのアイコ

ンです。設定の詳細については 3.1.6 章をご覧ください。 

 ズームアイコンズームアイコンズームアイコンズームアイコン…メッセージ編集領域のズームをするためのアイコン

です。倍率を変更するには、ズームアイコンズームアイコンズームアイコンズームアイコン 、 をクリックするか、プル

ダウンメニューから縮尺のパーセントを選択してください。 

    編集編集編集編集アイコンアイコンアイコンアイコン…既存のオブジェクトを編集するためのアイコンです。 

    ラインモードアイコンラインモードアイコンラインモードアイコンラインモードアイコン…新規作成時、メッセージの行数を指定するた

めのアイコンです。クリックしますと行数画面行数画面行数画面行数画面が表示されます。ラインモードラインモードラインモードラインモード

は、行数を指定するか、しないかの選択します。行数行数行数行数を選択した場合、その下

の項目から何行使用するかを選択してください。行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなしを選択した場合、
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オブジェクトをフリーで配置することが可能なメッセージを作成できますが、

そのメッセージは U2 コントローラ上からは編集できません。また、ラインモ

ードで行数行数行数行数を選択した場合、文字高文字高文字高文字高ささささで、使用する文字の高さをプルダウンメ

ニューから選択します。使用できる文字の高さは、選択した行数により異なり

ます。1メッセージで使用できる文字高さは 1種類だけですので、異なる文字

高さのオブジェクトを配置したい場合は、ラインモードで行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなしを選択

してください。設定後、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

    印刷位置印刷位置印刷位置印刷位置アイコンアイコンアイコンアイコン…メッセージの印刷開始位置を指定するためのアイコ

ンです。クリックすると印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面が表示されます。数値を入力し、OKOKOKOK

ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

    保存保存保存保存アイコンアイコンアイコンアイコン…作成・編集したメッセージを保存するためのアイコンで

す。 

    キャンセキャンセキャンセキャンセルアイコンルアイコンルアイコンルアイコン…編集した内容をキャンセルするためのアイコンで

す。 

 

メッセージメッセージメッセージメッセージ情報情報情報情報：選択されているメッセージの番号、名前、ラインモードを表示します。 

横方向横方向横方向横方向スケールスケールスケールスケール：横方向の長さの目盛りを、使用単位で選択されている長さの単位で表示し

ます。 

メッセージメッセージメッセージメッセージ編集領域編集領域編集領域編集領域：各種オブジェクトを配置して、実際に印刷したいイメージ（原稿）を

作成するための領域です。 

解像度解像度解像度解像度：選択されているメッセージの解像度を表示しています。通常は、300x400DPI です。 

縦方向縦方向縦方向縦方向スケールスケールスケールスケール：縦方向の長さの目盛りを、使用単位で選択されている長さの単位で表示し

ます。 
 

22..22..  メメメメメメメメッッッッッッッッセセセセセセセセーーーーーーーージジジジジジジジ作作作作作作作作成成成成成成成成・・・・・・・・編編編編編編編編集集集集集集集集手手手手手手手手順順順順順順順順  
MessagePRO を使用してメッセージを新規作成する場合、または既存のメッセージを編集する場合の手順を

説明します。 

2.2.1. メッセージメッセージメッセージメッセージのののの新規作成手順新規作成手順新規作成手順新規作成手順 
 

① SDSDSDSD カードカードカードカードのののの用意用意用意用意…U2 コントローラの電源が落ちていることを確認した後、コントローラ上部から SD カ

ードを抜いてください。この際、一旦下に押し込むと、上へ飛び出してきます。 

 

 
 



 

MessagePRO ユーザマニュアル 

 

17 

② PCPCPCPC へのへのへのへの接続接続接続接続…付属のカードリーダを PC の USB コネクタに挿し込み、そのカードリーダに SD カードを

挿し込んでください。（カードリーダ内蔵の PC の場合は、そちらを利用しても構いません。） 

 

 
 

③ MessagePROMessagePROMessagePROMessagePRO のののの起動起動起動起動…次のショートカットアイコンをダブルクリックして、MessagePRO を起動してく

ださい。 

 

 
 

④ ログインログインログインログイン…ログイン機能を使用している場合は、ログインログインログインログイン画面画面画面画面が表示されます。ユーザユーザユーザユーザ名名名名を入力、また

は選択、パスワードパスワードパスワードパスワードを入力し、ログインボタンログインボタンログインボタンログインボタン をクリックしてください。 

 

 
 

⑤ メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面のののの呼出呼出呼出呼出…メッセージ画面左上にある新規新規新規新規アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックしてください。 
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⑥ メッセージメッセージメッセージメッセージのののの設定設定設定設定…新規メッセージの設定を入力する画面が表示されますので、それぞれの項目の設定を

行ってください。項目の詳細については、以下の通りです。 

 

 
 

新規新規新規新規メッセージメッセージメッセージメッセージ設定設定設定設定のののの詳細詳細詳細詳細 
 

メッセージメッセージメッセージメッセージ番号番号番号番号：プルダウンメニューにメッセージが登録されていないメッセージ番号が表

示されます。任意の番号を選択してください。 

Message Name：メッセージ名を使用する設定の場合、表示されます。任意のメッセージ名を

入力します。使用できる文字は、アルファベット大文字と数字、記号です。 

ラインモードラインモードラインモードラインモード：行数を指定するか、しないか、選択します。行数行数行数行数を選択した場合、その下の

項目から何行使用するかを選択してください。行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなしを選択した場合、

オブジェクトをフリーで配置することが可能なメッセージを作成できますが、

そのメッセージは U2 コントローラ上からは編集できません。 

フォントフォントフォントフォント： 変更できません。 

文字高文字高文字高文字高ささささ： ラインモードで行数行数行数行数を選択した場合、使用する文字の高さをプルダウンメニュ

ーから選択します。使用できる文字の高さは、選択した行数により異なります。

1 メッセージで使用できる文字高さは 1種類だけですので、異なる文字高さの

オブジェクトを配置したい場合は、ラインモードで行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなしを選択してく

ださい。 
 

⑦ メメメメッセージッセージッセージッセージののののデザインデザインデザインデザイン…メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面が表示されます。3章をご覧になり、様々なオブジェクトを

配置、設定して、メッセージをデザインしてください。 
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⑧ メッセージメッセージメッセージメッセージのののの保存保存保存保存…デザインが終わりましたら、メッセージを保存します。保存保存保存保存アイコンアイコンアイコンアイコン をクリック

してください。保存しない場合は、キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルアイコンアイコンアイコンアイコン をクリックしてください。 

 

 
 

⑨ SDSDSDSD カードカードカードカードをををを戻戻戻戻すすすす…編集完了後、SD カードは、U2 コントローラの SD カードスロットへ戻してください。 

2.2.2. 既存既存既存既存メッセージメッセージメッセージメッセージのののの編集手順編集手順編集手順編集手順 
 

① SDSDSDSD カードカードカードカードのののの用意用意用意用意…U2 コントローラの電源が落ちていることを確認した後、コントローラ上部から SD カ

ードを抜いてください。この際、一旦下に押し込むと、上へ飛び出してきます。 

 

 
 

② PCPCPCPC へのへのへのへの接続接続接続接続…付属のカードリーダを PC に挿し込み、そのカードリーダに SD カードを挿し込んでくだ

さい。（カードリーダ内蔵の PC の場合は、そちらを利用しても構いません。） 
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③ MessagePROMessagePROMessagePROMessagePRO のののの起動起動起動起動…次のショートカットアイコンをダブルクリックして、MessagePRO を起動してく

ださい。 

 

 
 

④ ログインログインログインログイン…ログイン機能を使用している場合は、ログインログインログインログイン画面画面画面画面が表示されます。ユーザユーザユーザユーザ名名名名を入力、また

は選択、パスワードパスワードパスワードパスワードを入力し、ログインボタンログインボタンログインボタンログインボタン をクリックしてください。 

 

 
 

⑤ メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面のののの呼出呼出呼出呼出…画面下部に表示されているメッセージメッセージメッセージメッセージ一覧一覧一覧一覧から編集したいメッセージ番号を

クリックし、メッセージ画面上部にある編集編集編集編集アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックしてください。 
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⑥ メッセージメッセージメッセージメッセージのののの編集編集編集編集…3章をご覧になり、オブジェクトの追加や削除、再配置、再設定して、メッセージを

編集してください。 

 

 
 

⑦ メッセージメッセージメッセージメッセージのののの保存保存保存保存…編集が終わりましたら、メッセージを保存します。保存保存保存保存アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックして

ください。保存しない場合は、キャンセキャンセキャンセキャンセルルルルアイコンアイコンアイコンアイコン をクリックしてください。 

 

 
 

⑧ SDSDSDSD カードカードカードカードをををを戻戻戻戻すすすす…編集完了後、SD カードは、U2 コントローラの SD カードスロットへ戻してください。 
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3. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト    
MessagePRO では、様々なオブジェクトを自由に貼り付けることにより、好みのデザインの印刷が可能です。

これらのオブジェクトは、オブジェクト貼付けアイコンによりメッセージ編集領域に貼り付き、賞味期限や

バーコード、画像など印刷することが可能です。オブジェクトの種類は、左上から、テキストテキストテキストテキスト、WindowsWindowsWindowsWindows フフフフ

ォントォントォントォント、ロゴロゴロゴロゴ、現在日付現在日付現在日付現在日付、未来日付未来日付未来日付未来日付、シフトコシフトコシフトコシフトコードードードード、カウンタカウンタカウンタカウンタ、ロットロットロットロット・・・・ボックスカウンタボックスカウンタボックスカウンタボックスカウンタ、バーコードバーコードバーコードバーコード、

文字列文字列文字列文字列となっています。 

 

 
 

33..11..  オオオオオオオオブブブブブブブブジジジジジジジジェェェェェェェェククククククククトトトトトトトトににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  
印刷のためにオブジェクト貼り付けアイコンによって作成され、メッセージ編集領域に配置されるテキスト

やバーコード、画像のことを総称してオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトと呼びます。 

 

【オブジェクト配置例】 
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3.1.1. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの新規追加新規追加新規追加新規追加 

メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面で追加追加追加追加アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックし、オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画面追加画面追加画面追加画面を表示させます。作成したい

オブジェクトのアイコンをクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。すると自動的にその

オブジェクトが編集領域に貼り付きます。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面も表示されますので、任意の値を入力

し、終了したら画面右上の××××ボタンボタンボタンボタンをクリックします。貼り付いたオブジェクトをドラッグして、任意の場

所で移動してください。 

3.1.2. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの移動移動移動移動 
移動したいオブジェクトにカーソルを合わせ、ドラッグすると、任意の場所へ移動できます。また、オブジオブジオブジオブジ

ェクトェクトェクトェクト詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面の XXXX 軸位置軸位置軸位置軸位置、YYYY 軸位置軸位置軸位置軸位置（行数指定なし選択時）の値を変更することでも移動できます。

行数指定時、縦方向の位置は、ドラッグのみでしか移動できず、決められた場所にしか配置できません。 

3.1.3. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの削除削除削除削除 

削除削除削除削除アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックするか、キーボードの DeleteDeleteDeleteDelete キーキーキーキーを押下することにより削除されます。削

除したいオブジェクトをクリックした後、削除削除削除削除アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックするか、DeleteDeleteDeleteDelete キーキーキーキーを押下しま

す。削除の確認画面が表示されますので、削除する場合は、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン をクリックしてくださ

い。 

3.1.4. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの各種情報変更各種情報変更各種情報変更各種情報変更 
オブジェクトはそれぞれ、サイズや位置、書式などの各種情報を持っています。これらの情報は、オブジェオブジェオブジェオブジェ

クトクトクトクト詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面で値を入力することにより変更することができます。情報を変更したいオブジェクトをク

リックした後、編集編集編集編集アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックしてオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト詳細設定画面表示詳細設定画面表示詳細設定画面表示詳細設定画面表示させてから、値を入力して

ください。 

3.1.5. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトののののコピーコピーコピーコピー 
MessagePRO では、他の Windows アプリケーション同様、コピーや貼り付けをすることが可能です。コピー

をしたい場合は、コピーするオブジェクトをクリックした後、コピーアイコンコピーアイコンコピーアイコンコピーアイコン をクリックするか、キー

ボードの CtrlCtrlCtrlCtrl キーキーキーキー + C + C + C + C キーキーキーキーを押下します。 

3.1.6. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけ 

コピーしたオブジェクトは、貼り付けることが可能です。貼り付ける場合は、貼貼貼貼りりりり付付付付けけけけアイアイアイアイコンコンコンコン をクリ

ックするか、キーボードの CtrlCtrlCtrlCtrl キーキーキーキー + V + V + V + V キーキーキーキーを押下します。貼り付き後、自動的にオブジェクオブジェクオブジェクオブジェク

トトトト詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面詳細設定画面も表示されますので、任意の値を入力し、終了したら画面右上の××××ボタンボタンボタンボタンをクリックします。

貼り付いたオブジェクトをドラッグして、任意の場所で移動してください。 

33..22..  テテテテテテテテキキキキキキキキスススススススストトトトトトトト        
U2 コントローラ上からも編集できるテキストを印刷できます。ただし、こちらに入力できる文字は、アル

ファベット大文字、数字、記号のみです。また、フォントは ARIAL しかありません。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画追加画追加画追加画

面面面面のテキストアイコンテキストアイコンテキストアイコンテキストアイコン をクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックすると、編集領域にテキ
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ストオブジェクトが貼り付きます。また、編集時は、該当オブジェクトをクリックします。詳細設定につい

ては下記の通りです。 

 

テキストテキストテキストテキスト詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
 

内容内容内容内容－－－－内容内容内容内容：：：： テキストの内容を入力します。こちらに入力できる文字は、アルファベット大

文字、数字、記号のみです。 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、フォントの高さをプルダウンメニューより選択し

ます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

33..33..  WWiinnddoowwssフフフフフフフフォォォォォォォォンンンンンンンントトトトトトトト        
内容の変わらないテキストを印刷できます。MessagePRO がインストールされているパソコン内のフォント

が自由に選択できるため、アルファベット大文字、数字以外でも、アルファベット小文字、ひらがな、カタ

カナ、漢字など印刷できます。またサイズも自由です。ただし、U2 コントローラ上からは内容を編集でき

ません。オオオオブジェクトブジェクトブジェクトブジェクト追加画面追加画面追加画面追加画面の WindowsWindowsWindowsWindows フォントアイコンフォントアイコンフォントアイコンフォントアイコン をクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン

をクリックすると、編集領域に Windows フォントオブジェクトが貼り付きます。また、編集時は、

該当オブジェクトをクリックします。詳細設定については下記の通りです。 

 

Windowsフォントフォントフォントフォント詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
 

内容内容内容内容－－－－内容内容内容内容：：：： テキストの内容を入力します。 

フォントフォントフォントフォント－－－－フォントフォントフォントフォント名名名名：：：：使用したいフォントをプルダウンメニューより選択します。なお、

内容内容内容内容に漢字やひらがな等の 2 バイト文字を入力した場合、日本語に対応したフ

ォントを選択しないと文字化けします。 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：：：：フォントのサイズをプルダウンメニューより選択します。 

フォントフォントフォントフォント－－－－スタイルスタイルスタイルスタイル：：：：文字飾りを行いたい場合、その項目にチェックを入れます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

太字太字太字太字－－－－ズームズームズームズーム 幅幅幅幅：テキストの幅を入力します。 

太字太字太字太字－－－－ズームズームズームズーム 高高高高ささささ：テキストの幅を入力します。 

 

33..44..  ロロロロロロロロゴゴゴゴゴゴゴゴ        
会社のロゴやケアマークなど、予め作成、登録してあるロゴファイルを印刷できます。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画追加画追加画追加画

面面面面のロゴアイコンロゴアイコンロゴアイコンロゴアイコン をクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をすると、また、編集時は、該当オブジ

ェクトをクリックしますと、次のような画像ファイル選択画面呼び出すための画面が表示されます。さらに

開開開開くくくくボタンボタンボタンボタンをクリックすると、ロゴロゴロゴロゴをををを開開開開くくくく画面画面画面画面が表示されます。 
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画面左側のロゴファイル一覧から貼り付けたいロゴファイルをクリックします。画面右下の OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン

をクリックすると、編集領域にロゴオブジェクトが貼り付きます。詳細設定については下記の通

りです。 

 
 

ロゴロゴロゴロゴ詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
 

内容内容内容内容：：：： 開開開開くくくくボタンボタンボタンボタンをクリックして、ロゴロゴロゴロゴをををを開開開開くくくく画面画面画面画面から、配置したいロゴを選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

33..55..  現現現現現現現現在在在在在在在在日日日日日日日日付付付付付付付付        
システム日付や時刻を印刷できます。フォントは ARIAL しかありません。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画面追加画面追加画面追加画面の上図現現現現

在日付在日付在日付在日付アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックすると、編集領域に現在日付オ

ブジェクトが貼り付きます。また、編集時は、該当オブジェクトをクリックします。詳細設定については下

記の通りです。 

 

現在日付詳細設定現在日付詳細設定現在日付詳細設定現在日付詳細設定 
 

内容内容内容内容－－－－ ：：：： このボタンをクリックすると、日付時刻書式を選択する画面が

表示されます。使用したい日付時刻書式をプルダウンメニューより選択してく

ださい。選択肢に使用したい書式がない場合は、左下の書式編集書式編集書式編集書式編集ボタンボタンボタンボタン

をクリックし、日付時刻書式編集日付時刻書式編集日付時刻書式編集日付時刻書式編集画面画面画面画面を表示させた後、新規新規新規新規
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ボタンボタンボタンボタン をクリックして書式を追加します。書式の追加方法の詳細

につきましては、4.3.4.1 章をご覧ください。 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、フォントの高さをプルダウンメニューより選択し

ます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

33..66..  未未未未未未未未来来来来来来来来日日日日日日日日付付付付付付付付        
賞味期限や消費期限など、システム日付から何日後というような未来の日付を自動的に印刷できます。フォ

ントは ARIAL しかありません。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画面追加画面追加画面追加画面の未来日付未来日付未来日付未来日付アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックし、OKOKOKOK

ボタンボタンボタンボタン をクリックすると、編集領域に未来日付オブジェクトが貼り付きます。また、編集時は、

該当オブジェクトをクリックします。詳細設定については下記の通りです。 

 

未来日付詳細設定未来日付詳細設定未来日付詳細設定未来日付詳細設定 
 

内容内容内容内容－－－－ ：：：： このボタンをクリックすると、日付時刻書式の選択と、何日後

の日付かを入力する画面が表示されます。使用したい日付時刻書式をプルダウ

ンメニューより選択し、何日後の日付かを入力してください。選択肢に使用し

たい書式がない場合は、左下の書式編集書式編集書式編集書式編集ボタンボタンボタンボタン をクリックし、

日付時刻書式編集画面日付時刻書式編集画面日付時刻書式編集画面日付時刻書式編集画面を表示させた後、新規新規新規新規ボタンボタンボタンボタン をクリックし

て書式を追加します。書式の追加方法の詳細につきましては、4.3.4.1 章をご

覧ください。 

 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、フォントの高さをプルダウンメニューより選択し

ます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

33..77..  シシシシシシシシフフフフフフフフトトトトトトトトココココココココーーーーーーーードドドドドドドド        
印刷する時刻によって内容が変わる、シフトコードを印刷できます。ただし、こちらに入力できる文字は、

アルファベット大文字、数字、記号です。また、フォントは ARIAL しかありません。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画追加画追加画追加画

面面面面のシフトコードアイコンシフトコードアイコンシフトコードアイコンシフトコードアイコン をクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックすると、編集領域に

シフトコードオブジェクトが貼り付きます。また、編集時は、該当オブジェクトをクリックします。詳細設

定については下記の通りです。 
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シフトコードシフトコードシフトコードシフトコード詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
 

内容内容内容内容－－－－ ：：：： このボタンをクリックすると、シフトコードを設定する画面が

表示されます。何時にどのシフトコードを印刷するかの設定を行います。設定

できるシフトは 5つまでです。また、シフトコードは最大 3文字です。シフトシフトシフトシフト

名名名名 に印刷したいシフトコードを入力し、開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻にそのシフトコードの印刷

を開始する時刻を入力してください。入力後、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリック

してください。 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、フォントの高さをプルダウンメニューより選択し

ます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

33..88..  カカカカカカカカウウウウウウウウンンンンンンンンタタタタタタタタ        
印刷する度に数値が上がるカウンタを印刷できます。フォントは ARIAL しかありません。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追追追追

加画面加画面加画面加画面のカウンタアイコンカウンタアイコンカウンタアイコンカウンタアイコン をクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックすると、編集領域に

カウンタオブジェクトが貼り付きます。また、編集時は、該当オブジェクトをクリックします。詳細設定に

ついては下記の通りです。 

 

カウンタカウンタカウンタカウンタ詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
 

内容内容内容内容－－－－ ：：：： このボタンをクリックすると、カウンタを設定する画面が表示

されます。開始値開始値開始値開始値、終了値終了値終了値終了値、ステップステップステップステップ値値値値（1 回で加算・減算される数）を入力

してください。入力後、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、フォントの高さをプルダウンメニューより選択し

ます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

33..99..  ロロロロロロロロッッッッッッッットトトトトトトト・・・・・・・・ボボボボボボボボッッッッッッッッククククククククススススススススカカカカカカカカウウウウウウウウンンンンンンンンタタタタタタタタ        
通常カウンタと設定の異なるカウンタを印刷できます。フォントは ARIAL しかありません。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト

追加画面追加画面追加画面追加画面のロットロットロットロット・・・・ボックスボックスボックスボックスカウンタアイコンカウンタアイコンカウンタアイコンカウンタアイコン をクリックし、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリック

すると、編集領域にロット・ボックスカウンタオブジェクトが貼り付きます。また、編集時は、該当オブジ

ェクトをクリックします。詳細設定については下記の通りです。 

 

カウンタカウンタカウンタカウンタ詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
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内容内容内容内容－－－－フィールドフィールドフィールドフィールド名名名名：：：：使用したいカウンタをプルダウンメニューより選択します。ボックスボックスボックスボックス

カウンタカウンタカウンタカウンタ、ロットカウンタロットカウンタロットカウンタロットカウンタから選択してください。 

内容内容内容内容－－－－ ：：：： このボタンをクリックすると、ロットカウンタ、ボックスカウ

ンタを設定する画面が表示されます。それぞれの開始値開始値開始値開始値、終了値終了値終了値終了値、ステップステップステップステップ値値値値

（1回で加算・減算される数）を入力してください。入力後、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン

をクリックしてください。 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、フォントの高さをプルダウンメニューより選択し

ます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

補足補足補足補足：：：：通常カウンタとの違い 

ロットとボックスは、共通のパラメータを持つため、それぞれのカウンタを配置した場合、連動したカウン

トを行います。また、ロットは、ボックスの設定に基づいてカウントを行います。具体的には、ボックスの

値が最大値、または最小値に達した時、ロットのカウントが加算、または減算されます。 

 

例例例例 1111： ボックスの値  ロットの値 

 最大値：2  最大値：999 

 最小値：1  最小値：1 

 ステップ：1  ステップ：1 

 現在値：1  現在値：1 

 

 印刷されるロットカウンタ： 001、001、002、002、003、003、004… 

 印刷されるボックスカウンタ：  1、  2、  1、  2、  1、  2、  1… 

 

例例例例 2222： ボックスの値  ロットの値 

 最大値：3  最大値：999 

 最小値：1  最小値：1 

 ステップ：1  ステップ：5 

 現在値：1  現在値：10 

 

 印刷されるロットカウンタ： 010、010、010、015、015、015、020… 

 印刷されるボックスカウンタ：  1、  2、  3、  1、  2、  3、  1… 

33..1100..  ババババババババーーーーーーーーココココココココーーーーーーーードドドドドドドド        

各種バーコードを印刷できます。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画面追加画面追加画面追加画面のバーコードアイコンバーコードアイコンバーコードアイコンバーコードアイコン をクリックし、

OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックすると、編集領域にバーコードオブジェクトが貼り付きます。また、編集時

は、該当オブジェクトをクリックします。詳細設定については下記の通りです。 

 

バーコードバーコードバーコードバーコード詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
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内容内容内容内容－－－－バーコードバーコードバーコードバーコード種類種類種類種類：：：：バーコードの書式をプルダウンメニューより選択します。選択でき

る書式は、CODECODECODECODE----128128128128、CODECODECODECODE----39393939、CODEBARCODEBARCODEBARCODEBAR、DUN14DUN14DUN14DUN14、EANEANEANEAN----128128128128、EANEANEANEAN----13131313、EANEANEANEAN----8888、

INTER25INTER25INTER25INTER25（（（（ITFITFITFITF））））、SCCSCCSCCSCC----14141414、SSCC18SSCC18SSCC18SSCC18、UPCAUPCAUPCAUPCA、UPCEUPCEUPCEUPCE です。 

内容内容内容内容－－－－幅幅幅幅レベルレベルレベルレベル：：：：バーコードの幅をプルダウンメニューより選択します。1111～10101010 から選択し

てください。 

内容内容内容内容－－－－テキストテキストテキストテキスト：：：：バーコード下部にヒューマンリーダブルを表示するかどうかをプルダウン

メニューより選択します。表示表示表示表示、非表示非表示非表示非表示から選択してください。 

内容内容内容内容－－－－内容内容内容内容：：：： バーコードの内容を入力します。 

内容内容内容内容－－－－ ：：：：このボタンをクリックすると、バーコード内の文字列に関する設定

を行う画面が表示され、可変データを含むバーコードを作成することができま

す。設定の詳細については、後述の説明をご覧ください。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 

 

高度高度高度高度なななな設定設定設定設定についてについてについてについて 

日付やカウンタ等の可変データを含んだバーコードを作成する機能です。以下の手順で設定してください。 

 

① データデータデータデータ種類種類種類種類のののの選択選択選択選択…バーコードに取り込みたいデータの種類をプルダウンメニューより選択します。 

 

 
 

② データデータデータデータ詳細詳細詳細詳細のののの設定設定設定設定…データの詳細を設定します。固定データの場合は、値項目値項目値項目値項目に直接、値を入力します。

その他のデータは、フィールドフィールドフィールドフィールドを選択後、パラメータボタンパラメータボタンパラメータボタンパラメータボタンをクリックし、各パラメータの設定を行っ

てください。パラメータは、各オブジェクトのパラメータと同様です。 
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③ データデータデータデータ種類種類種類種類のののの追加追加追加追加…データ種類を追加したい場合は、画面左中ほどの＋＋＋＋ボタンボタンボタンボタン をクリックします。 

 

 
 

④ データデータデータデータ種類種類種類種類のののの削除削除削除削除……データ種類を削除したい場合は、内容一覧内容一覧内容一覧内容一覧から削除したいデータ種類をクリック

し、画面左中ほどの－－－－ボタンボタンボタンボタン をクリックします。 

 

 
 

⑤ データデータデータデータ種類種類種類種類のののの入入入入れれれれ替替替替ええええ…データ種類の順番を入れ替えたい場合は、内容一覧内容一覧内容一覧内容一覧から入れ替えたいデータ種

類をクリックし、画面中ほどの↑↑↑↑ボタンボタンボタンボタン 、↓↓↓↓ボタンボタンボタンボタン を使用し、入れ替えます。 
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⑥ 設定終了設定終了設定終了設定終了…設定が終了したら、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックし、画面を閉じます。 

 

 
 

33..1111..  文文文文文文文文字字字字字字字字列列列列列列列列        
文字列とは、同じ番号の文字列が配置されていれば、同時に内容が変更できるテキストです。この文字列を

印刷できます。ただし、こちらに入力できる文字は、アルファベット大文字、数字、記号のみです。また、

フォントは ARIAL しかありません。オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト追加画面追加画面追加画面追加画面の文字列文字列文字列文字列アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックし、

OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックすると、編集領域に文字列オブジェクトが貼り付きます。詳細設定について

は下記の通りです。 

 

文字列詳細設定文字列詳細設定文字列詳細設定文字列詳細設定 
 

内容内容内容内容－－－－フィフィフィフィールドールドールドールド名名名名：：：：使用したいフィールド名（文字列）をプルダウンメニューより選択し

ます。String1String1String1String1（（（（文字列文字列文字列文字列 1111））））～String5String5String5String5（（（（文字列文字列文字列文字列 5555））））から選択してください。 

内容内容内容内容－－－－ ：：：： このボタンをクリックすると、文字列を設定する画面が表示さ

れます。文字列文字列文字列文字列 1111～文字列文字列文字列文字列 5555 をそれぞれ入力してください。入力後、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン

をクリックしてください。 

フォントフォントフォントフォント－－－－サイズサイズサイズサイズ：行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、フォントの高さをプルダウンメニューより選択し

ます。 

位置位置位置位置－－－－回転回転回転回転： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの角度をプルダウンメニューより選択しま

す。 

位置位置位置位置－－－－X軸軸軸軸： オブジェクトの X 座標を入力します。座標は左上が 0になります。単位はポ

イントです。 

位置位置位置位置－－－－Y軸軸軸軸： 行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなし選択時、オブジェクトの Y 座標を入力します。座標は左上が 0

になります。単位はポイントです。 
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4. 各種設定各種設定各種設定各種設定    
U2 を使用していく上で必要な、操作の基本の設定を行います。以下のような各種設定が行えます。お客様

の使用する環境に合わせて、また使用しやすいように設定を行ってください。 

44..11..  そそそそそそそそのののののののの他他他他他他他他設設設設設設設設定定定定定定定定  
使用単位、画面バックライト節電、サマータイム制についての設定を行います。 

4.1.1. 使用単位使用単位使用単位使用単位 
U2 で使用する長さの単位を選択します。メートルメートルメートルメートル、インチインチインチインチから選択してください。 

4.1.2. 画面画面画面画面バックライトバックライトバックライトバックライト節電節電節電節電 
操作していない時に画面のバックライトをオフにする機能です。使用使用使用使用するするするする、使用使用使用使用しないしないしないしないから選択してくださ

い。また、使用使用使用使用するするするするを選択した場合、操作を止めてから何分後にライトをオフにするか設定します。消灯ま

での時間をプルダウンメニューから選択してください。 

4.1.3. サマータイムサマータイムサマータイムサマータイム制制制制 
サマータイム制を導入している地域で使用する場合で、サマータイム期間になると自動的にシステム時刻を

変更する機能です。使用使用使用使用しないしないしないしない、アメリカアメリカアメリカアメリカ、ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパから選択してください。 

44..22..  アアアアアアアアララララララララーーーーーーーームムムムムムムム設設設設設設設設定定定定定定定定  
アラームに関連する項目についての設定を行います。 

4.2.1. アラームキットアラームキットアラームキットアラームキット 
この項目は、まだ使用できません。 

4.2.2. カウンタアラームカウンタアラームカウンタアラームカウンタアラーム使用使用使用使用 
カウンタが設定された最大値に達した場合、印刷を終了してメッセージを表示する設定を行います。この機

能を使用する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。 

4.2.3. プッシュプッシュプッシュプッシュ音使用音使用音使用音使用 
キーを押下した時、“ピッ”というプッシュ音を出すか、出さないかの設定を行います。この機能を使用す

る場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。 

4.2.4. 印刷時印刷時印刷時印刷時ビープビープビープビープ音音音音 
印刷した時、“ピッ”というビープ音を出すか、出さないかの設定を行います。この機能を使用する場合は、

チェックボックスにチェックを入れてください。 

44..33..  編編編編編編編編集集集集集集集集設設設設設設設設定定定定定定定定  
編集作業に関連する項目についての設定を行います。以下の項目のタブをクリックし、設定画面を開いてく

ださい。 
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4.3.1. そのそのそのその他他他他 

4.3.1.1. 年年年年（（（（暦暦暦暦））））設定設定設定設定 

西暦以外の年（和暦等）を使用して印刷したい場合、こちらで設定を行います。現在の年（和暦等）を入力

してください。 

4.3.1.2. ロールオーバーロールオーバーロールオーバーロールオーバー時刻時刻時刻時刻 

日付は通常 0：00 で切り替わりますが、この日付の切り替わるタイミングを任意の時刻に設定できる機能が、

ロールオーバー時刻です。ロールオーバーしたい時刻を入力してください。 

4.3.1.3. メッセージメッセージメッセージメッセージ名名名名 

メッセージ一欄に、メッセージ番号だけでなく、メッセージ名も表示させる設定です。使用使用使用使用するするするする、使用使用使用使用しなしなしなしな

いいいいから選択してください。 

4.3.1.4. カウンタカウンタカウンタカウンタ自動自動自動自動リセットリセットリセットリセット 

印刷開始時、カウンタのリセットを行うかどうかの確認画面を表示させる設定です。カウントアップのカウ

ンタの場合、最小値、カウントダウンのカウンタの場合、最大値へリセットされます。使用使用使用使用するするするする、使用使用使用使用しなしなしなしな

いいいいから選択してください。 

4.3.2. ゼロサプレスゼロサプレスゼロサプレスゼロサプレス 
時刻、日付、カウンタにおいて、ゼロサプレスを行うかどうかの設定をします。時刻、日付、カウンタにつ

いてそれぞれ設定できるようになっています。ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示（例、001）、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示せずせずせずせず右寄右寄右寄右寄せでせでせでせで空白空白空白空白にすにすにすにす

るるるる（例、__1）、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示せずせずせずせず左寄左寄左寄左寄せでせでせでせで空白空白空白空白にするにするにするにする（例、1__）、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示せずせずせずせず左詰左詰左詰左詰めにするめにするめにするめにする（例、1）

の中から選択してください。なお、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示せずせずせずせず左詰左詰左詰左詰めにするめにするめにするめにする設定は、カウンタには適用できません。 

4.3.3. シフトコードシフトコードシフトコードシフトコード 
印刷する時刻によって印刷の内容を変えたい場合に使用する、シフトコードの設定を行います。シフトシフトシフトシフト名名名名 

に印刷したいシフトコードを入力し、開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻にそのシフトコードの印刷を開始する時刻を入力してくださ

い。入力後、保存保存保存保存ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。なお、シフトは最大で 5 つまで、シフト

名は最大 3文字まで登録できます。また、使用できる文字はアルファベット大文字、数字、記号です。 

 

 
 

4.3.4. 日付日付日付日付・・・・時刻書式時刻書式時刻書式時刻書式 
U2 には、予めいくつかの日付書式が登録されていますが、この書式以外で印刷を行いたい場合、新規で書

式を登録できます。また、削除もできます。以下の手順で追加、削除を行ってください。 
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4.3.4.1. 書式書式書式書式のののの追加追加追加追加    

① 日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面のののの表示表示表示表示…新規新規新規新規ボタンボタンボタンボタン をクリックして、日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面を表示させます。 

 

 
 

② 必要書式必要書式必要書式必要書式のののの選択選択選択選択…書式書式書式書式ボタンボタンボタンボタンの内、必要な桁（例えば年の下 2 桁であれば、YYYY の 3つ目、4つ目）

のボタンをクリックしていってください。不要な桁を入力してしまった場合は、キーボードの DeleteDeleteDeleteDelete

キーキーキーキーを使用して、不要な桁を削除してください。 

 

 
 

③ 記号記号記号記号のののの入力入力入力入力…間にコロン（：）やスラッシュ（/）、ハイフン（－）が必要な場合は、日付日付日付日付・・・・時刻書式時刻書式時刻書式時刻書式

欄欄欄欄の任意の位置にカーソルを合わせ、キーボードから直接入力してください。 
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④ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…書式書式書式書式プレビュープレビュープレビュープレビューで実際に印刷される日付・時刻を確認しましたら、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン を

クリックしてください。 
 

 
 

4.3.4.2. 書式書式書式書式のののの削除削除削除削除 

削除したい書式を選択して、削除削除削除削除ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 

 

 
 

4.3.4.3. 書式書式書式書式のののの編集編集編集編集 

編集したい書式を選択して、編集編集編集編集ボタンボタンボタンボタン をクリックし、日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面を表示させてください。

日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面日付時刻書式画面表示後は、4.3.4.1 章と同様の手順で書式を編集してください。 
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補足補足補足補足：書式のジュリアン、週について 

ジュリアンとは、その日が、年の何日目なのかを表した数字です。週の書式については、大文字 WW がそ

の年の何週目なのか（週初めが月曜日のカレンダ基準）、小文字 wがその週の何日目なのか（月曜日が 1～

日曜日が 7）を表した数字です。 

 

 
 

44..44..  印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷設設設設設設設設定定定定定定定定  
印刷に関連する項目についての設定を行います。以下の項目のタブをクリックし、設定画面を開いてくださ

い。 

4.4.1. プリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドプリントヘッド 
プリントヘッドに関する設定を行います。 

4.4.1.1. チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル 

HP のインクカートリッジにはノズルが 2 つあります。このノズルの内、片方だけ使用するか、両方使用す

るかをプルダウンメニューから選択します。片方片方片方片方、両方両方両方両方から選択してください。 

4.4.1.2. 印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 

印刷する方向を選択します。選択肢の中から、上下方向、左右方向の合った印刷方向を選択してください。 

4.4.1.3. 使用使用使用使用ノズルノズルノズルノズル 

チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルで片方片方片方片方を選択した場合だけ表示される項目で、どちらのノズルを使用するか選択します。左左左左ノズノズノズノズ

ルルルル、右右右右ノズルノズルノズルノズルから選択してください。 

4.4.2. プレパージプレパージプレパージプレパージ 
印刷の擦れを防ぐために、ごく少量のインクを定期的に噴射させる機能の設定を行います。この機能を使用

する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。また、ご使用環境の乾燥度合いを 5段階の中

から選択してください。 

4.4.3. センサセンサセンサセンサ 
使用するセンサ、およびモードの選択を行います。 

4.4.3.1. ソースソースソースソース 

プルダウンメニューより内蔵内蔵内蔵内蔵センサセンサセンサセンサ、外付外付外付外付けけけけセンサセンサセンサセンサから選択してください。 

4.4.3.2. モードモードモードモード 

モードモードモードモードで外付外付外付外付けけけけセンサセンサセンサセンサを選択した場合だけ表示される項目で、センサのモードを選択します。通常通常通常通常は、セン

サが覆われた時、逆逆逆逆はセンサの覆いが外れた時に印刷を開始します。プルダウンメニューより通常通常通常通常、逆逆逆逆から

選択してください。 
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4.4.4. エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ・・・・ラインラインラインライン速度速度速度速度 
ライン速度を検出するエンコーダを使用するか、使用しない場合は、ライン速度をいくつにするかの設定を

行います。 

4.4.4.1. エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダをををを使用使用使用使用しないしないしないしない場合場合場合場合 

エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダのプルダウンメニューより使用使用使用使用しないしないしないしないを選択します。ラインラインラインライン速度速度速度速度には、実際のコンベアのライン

速度入力します。範囲は 1.0～57.1m/分です。DPIDPIDPIDPI はプルダウンメニューより任意の解像度を選択します。

標準の解像度は 400 です。 

4.4.4.2. エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダをををを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合 

エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダのプルダウンメニューより使用使用使用使用するするするするを選択します。U2 オプションの標準エンコーダをご使用の

場合、他の項目は変更しないでください。 

4.4.5. 繰返繰返繰返繰返しししし印刷印刷印刷印刷 
同じ内容を繰返し印刷させる機能の設定を行います。 

4.4.5.1. 状態状態状態状態 

繰返し印刷を使用するか、しないかをプルダウンメニューから選択します。使用使用使用使用するするするする、使用使用使用使用しないしないしないしないから選択

してください。 

4.4.5.2. トリガーモードトリガーモードトリガーモードトリガーモード 

トリガーモードを使用するか、しないかをプルダウンメニューから選択します。トリガーモードを使用する

場合、センサが覆われている状態の時、印刷が行われます。また、使用しない場合、印刷可能状態の間、印

刷が行われます。使用使用使用使用するするするする、使用使用使用使用しないしないしないしないから選択してください。 

4.4.5.3. 設定設定設定設定 

トリガーモードを使用する場合、繰返し印刷の設定をプルダウンメニューから選択します。通常印刷通常印刷通常印刷通常印刷の場合、

繰返繰返繰返繰返しししし回数回数回数回数で指定した回数だけ繰返し印刷を行います。繰返繰返繰返繰返しししし印刷印刷印刷印刷の場合、センサが覆われている状態の間、

繰返し印刷を行います。通常印刷通常印刷通常印刷通常印刷、繰返繰返繰返繰返しししし印刷印刷印刷印刷から選択してください。 

4.4.5.4. 初期間隔初期間隔初期間隔初期間隔 

トリガーモードを使用する場合、設定します。センサが覆われてから 1つめの印刷がされるまでの距離を入

力します。範囲は 0～4161mm です。 

4.4.5.5. 繰返繰返繰返繰返しししし間隔間隔間隔間隔 

印刷の間隔を入力します。範囲は 10～4161mmです。印刷の幅より広い間隔を指定しなければなりません。 

4.4.5.6. 繰返繰返繰返繰返しししし回数回数回数回数 

トリガーモードを使用する場合で、通常印刷通常印刷通常印刷通常印刷が選択されている場合、設定します。印刷を繰返す回数を入力

します。範囲は 1～65535 回です。 

4.4.6. 印刷画面印刷画面印刷画面印刷画面モードモードモードモード 
印刷中に表示させる画面の選択を行います。プルダウンメニューより印刷情報印刷情報印刷情報印刷情報、印刷印刷印刷印刷プレビュープレビュープレビュープレビューから選択し

てください。 
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44..55..  シシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムム情情情情情情情情報報報報報報報報  
システムに関する情報を表示します。 

4.5.1. MessagePRO 

MessagePRO のバージョン情報と注意書きが表示されます。 

4.5.2. SDカードカードカードカード 
SD カードの各種情報が表示されます。 
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5. PCPCPCPC ツールツールツールツール    
U2 では、その他にも便利で安全にご使用いただけるよう、各種の機能を用意しています。 

55..11..  ユユユユユユユユーーーーーーーーザザザザザザザザアアアアアアアアカカカカカカカカウウウウウウウウンンンンンンンントトトトトトトト  
U2 では、セキュリティを考慮し、ユーザアカウントを作成して、ログインユーザとパスワードを設定する

ことが可能です。また、作成したユーザにはそれぞれ、どの権限を付与するかの指定が可能です。 

5.1.1. ログインログインログインログイン設定設定設定設定 

 
ログイン機能を使用するか、しないかの設定を行います。以下の手順で作業してください。 

 

① ログインログインログインログイン設定設定設定設定のののの開始開始開始開始…ログインログインログインログイン設定設定設定設定アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックして、ログインログインログインログイン設定画面設定画面設定画面設定画面を表示させます。 

 

 
 

② ログインログインログインログインのののの設定設定設定設定…ログイン機能を使用する場合は、ログインログインログインログイン機能使用機能使用機能使用機能使用にチェックを入れてください。ま

た、その下の全全全全ユーザユーザユーザユーザ一覧一覧一覧一覧にチェックを入れますと、ログイン時、ユーザ名をプルダウンメニューから

選択できるようになります。 
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5.1.2. ユーザユーザユーザユーザ管理管理管理管理 

 
ログイン機能を使用する設定にした場合、表示されるアイコンで、ユーザの管理を行います。ユーザの追加、

削除、コピー、変更が行えます。上図ユーザユーザユーザユーザ管理管理管理管理アイコンアイコンアイコンアイコンをクリックしますと、ユーザユーザユーザユーザ管理画面管理画面管理画面管理画面が表示され

ます。表示後、以下の手順でそれぞれの作業を行ってください。 

 

 
 

5.1.2.1. ユーザユーザユーザユーザのののの追加追加追加追加 

ユーザの新規追加方法です。以下の手順で設定してください。 

 

① 追加追加追加追加アイコンアイコンアイコンアイコンののののクリッククリッククリッククリック…追加追加追加追加アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックし、ユーザ追加可能状態にします。 
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② ユーザユーザユーザユーザ情報情報情報情報、、、、権限権限権限権限のののの設定設定設定設定…ユーザユーザユーザユーザ名名名名には作成したいユーザ名を、パスワードパスワードパスワードパスワードには設定したいパスワードを、

パスワードパスワードパスワードパスワード確認確認確認確認にはパスワードパスワードパスワードパスワードで設定したパスワードをそれぞれ入力します。また、権限権限権限権限欄からは、そ

のユーザに持たせてもよい権限にチェックを入れます。全ての権限を持たせる場合は、権限 1つずつ、

全部にチェックを入れていく方法の他、全全全全てててて選択選択選択選択ボタンボタンボタンボタン をクリックしても全権限にチェ

ックが入ります。 
 

 
 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終わりましたら、保存保存保存保存ボタンボタンボタンボタン をクリックして、ユーザ情報を登録してください。 
 

 
 

5.1.2.2. ユーザユーザユーザユーザのののの削除削除削除削除 

ユーザの削除方法です。以下の手順で設定してください。 

 

① 削除削除削除削除したいしたいしたいしたいユーザユーザユーザユーザのののの選択選択選択選択…ユーザユーザユーザユーザ一覧一覧一覧一覧から削除したいユーザ名をクリックします。 
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② 削除削除削除削除のののの実行実行実行実行…削除削除削除削除アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックしますと、確認画面確認画面確認画面確認画面が表示されますので、削除する場合は、

はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 
 

 
 

5.1.2.3. ユーザコピーユーザコピーユーザコピーユーザコピー 

ユーザのコピー方法です。ユーザ名以外の全ての情報が同じユーザが作成されます。以下の手順で設定して

ください。 

 

① 削除削除削除削除したいしたいしたいしたいユーザユーザユーザユーザのののの選択選択選択選択…ユーザ一覧からコピーしたいユーザ名をクリックします。 

 

 
 

② コピーコピーコピーコピーのののの実行実行実行実行…ユーザコピーアイコンユーザコピーアイコンユーザコピーアイコンユーザコピーアイコン をクリックしますと、コピーされたユーザが追加されます。

なお、コピーされたユーザのユーザ名は、元のユーザ名の後に（1）が付与されたものです。必要があ

れば、5.1.2.4 章をご覧になり、ユーザ名の変更を行ってください。 
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5.1.2.4. ユーザユーザユーザユーザのののの変更変更変更変更 

ユーザ情報の変更方法です。以下の手順で設定してください。 

 

① 変更変更変更変更したいしたいしたいしたいユーザユーザユーザユーザのののの選択選択選択選択…ユーザ一覧から情報を変更したいユーザ名をクリックします。 

 

 
 

② 変更変更変更変更アイコンアイコンアイコンアイコンののののクリッククリッククリッククリック…変更変更変更変更アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックし、ユーザ情報変更可能状態にします。 

 

 
 

③ ユーザユーザユーザユーザ情報情報情報情報、、、、権限権限権限権限のののの設定設定設定設定…ユーザユーザユーザユーザ名名名名、パスワードパスワードパスワードパスワード、権限権限権限権限の内、変更したい情報について再設定を行ってく

ださい。パスワードパスワードパスワードパスワードを変更した場合は、パスワードパスワードパスワードパスワード確認確認確認確認にも同じパスワードを再入力してください。 
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④ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終わりましたら、保存保存保存保存ボタンボタンボタンボタン をクリックして、ユーザ情報を再登録してください。 

 

 
 

5.1.3. ログアウトログアウトログアウトログアウト 

 
ログイン機能を使用する設定にした場合、画面左下に表示されるアイコンで、現在ログインしているユーザ

から抜けることが可能です。上図ログアウトアイコンログアウトアイコンログアウトアイコンログアウトアイコンをクリックしますと、ログアウトログアウトログアウトログアウト画面画面画面画面が表示されます。

別ユーザでログインし直す場合はユーザユーザユーザユーザ変更変更変更変更アイコンアイコンアイコンアイコン 、MessagePRO を終了する場合は終了終了終了終了アイコンアイコンアイコンアイコン

、ログアウトしない場合はキャンセルボタンキャンセルボタンキャンセルボタンキャンセルボタン をクリックしてください。 

 

 
 

55..22..  シシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムムババババババババッッッッッッッッククククククククアアアアアアアアッッッッッッッッププププププププ・・・・・・・・リリリリリリリリスススススススストトトトトトトトアアアアアアアア        
U2 の各種データは、お客様お手持ちの PC に保存しておくことが可能です。不測の事態が起こり、万が一コ

ントローラ内部のデータが消えてしまっても、データを外部の PC に保存しておけば安心です。 
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5.2.1. バックアップバックアップバックアップバックアップ 

 
SD カードに保存されている U2 コントローラのデータを、お手持ちの PC に保存する機能です。以下の手順

で作業してください。 

 

① バックアップバックアップバックアップバックアップのののの開始開始開始開始…バックアップアイコンバックアップアイコンバックアップアイコンバックアップアイコン をクリックして、バックアップバックアップバックアップバックアップ画面画面画面画面を表示させます。 

 

 
 

② ファイルファイルファイルファイル名名名名のののの入力入力入力入力…任意のバックアップファイル名を入力し、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてくださ

い。 

 

 
 

③ バックアップバックアップバックアップバックアップ後後後後のののの確認確認確認確認…バックアップ終了後、情報画面情報画面情報画面情報画面が表示されますので、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリ

ックしてください。 
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5.2.2. リストアリストアリストアリストア 

 
バックアップ機能を使用して、PC に保存したデータを、SD カードに戻す機能です。 

5.2.2.1. リストアリストアリストアリストアのののの実行実行実行実行 

リストアを行う場合は、以下の手順で作業してください。 

① リストアリストアリストアリストアのののの開始開始開始開始…リストアアイコンリストアアイコンリストアアイコンリストアアイコン をクリックして、リストアリストアリストアリストア画面画面画面画面を表示させます。 

 

 
 

② ファイルファイルファイルファイルのののの選択選択選択選択…リストアしたいポイントのバックアップファイル名を選択し、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をク

リックしてください。 
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③ リストアリストアリストアリストアのののの確認確認確認確認…警告画面警告画面警告画面警告画面が表示されますので、リストアする場合は、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン をクリッ

クしてください。 
 

 
 

④ リストアリストアリストアリストア後後後後のののの確認確認確認確認…リストア終了後、情報画面情報画面情報画面情報画面が表示されますので、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックして

ください。 
 

 
 

5.2.2.2. リストアポイントリストアポイントリストアポイントリストアポイントのののの削除削除削除削除 

不要なリストアポイント（バックアップファイル）は、削除することが可能です。削除する場合は、以下の

手順で作業してください。 

 

① リストアリストアリストアリストア画面画面画面画面のののの表示表示表示表示…リストアアイコンリストアアイコンリストアアイコンリストアアイコン をクリックして、リストアリストアリストアリストア画面画面画面画面を表示させます。 
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② リストアポイントリストアポイントリストアポイントリストアポイントのののの選択選択選択選択…削除したいリストアポイント（バックアップファイル）を選択し、削除削除削除削除ボタンボタンボタンボタン

をクリックしてください。 
 

 
 

③ 削除削除削除削除のののの確認確認確認確認…警告画面警告画面警告画面警告画面が表示されますので、削除する場合は、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン をクリックして

ください。 
 

 
 

55..33..  そそそそそそそそのののののののの他他他他他他他他  

5.3.1. ロゴロゴロゴロゴ 

 
U2 で画像を印刷できるよう、画像データを取り込み印刷させる機能です。ロゴの追加、削除、名称変更が

行えます。上図ロゴアイコンロゴアイコンロゴアイコンロゴアイコンをクリックしますと、ロゴロゴロゴロゴ画面画面画面画面が表示されます。表示後、以下の手順でそれぞ

れの作業を行ってください。 
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5.3.1.1. ロゴロゴロゴロゴのののの登録登録登録登録（（（（インポートインポートインポートインポート）））） 

パソコン上で予め作成した画像（ビットマップ）を、こちらの機能にて U2 コントローラに登録し、使用で

きるようにします。以下の手順で作業してください。 

 

① インポートインポートインポートインポートのののの開始開始開始開始…インポートアイコンインポートアイコンインポートアイコンインポートアイコン をクリックして、ファイルファイルファイルファイルをををを開開開開くくくく画面画面画面画面を表示させます。 

 

 
 

② ファイルファイルファイルファイルのののの選択選択選択選択…まず、登録したいビットマップファイルが保存されているフォルダを指定し、登録した

いビットマップファイルを選択して、開開開開くくくくボタンボタンボタンボタン をクリックします。 

 

 
 

5.3.1.2. ロゴロゴロゴロゴのののの削除削除削除削除 

既に登録されているロゴの削除を行います。以下の手順で作業してください。なお、予め登録されている漢

字ロゴ（賞味期限、製造年月日等）を削除しますと、再登録するにはビットマップファイル作成から行わな

ければならなくなりますので、ご注意ください。 

 

① 削除削除削除削除したいしたいしたいしたいロゴロゴロゴロゴのののの選択選択選択選択…ロゴの一覧より削除したいロゴを選択します。 
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② ロゴロゴロゴロゴのののの削除削除削除削除…削除削除削除削除アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックします。 

 

 
 

③ 削除削除削除削除のののの確認確認確認確認…警告画面警告画面警告画面警告画面が表示されますので、削除する場合は、はいはいはいはいボタンボタンボタンボタン をクリックして

ください。 

 

 
 

5.3.1.3. ロゴロゴロゴロゴのののの名称変更名称変更名称変更名称変更 

ロゴの名称を変更できます。使用できる文字は、アルファベットと数字です。以下の手順で作業してくださ

い。 

 

① 名称変更名称変更名称変更名称変更したいしたいしたいしたいロゴロゴロゴロゴのののの選択選択選択選択…ロゴの一覧より名称変更したいロゴを選択します。 
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② ロゴロゴロゴロゴのののの名称変更名称変更名称変更名称変更…名称変更名称変更名称変更名称変更アイコンアイコンアイコンアイコン をクリックして、名称変更画面名称変更画面名称変更画面名称変更画面を表示させます。 
 

 
 

③ ファイルファイルファイルファイル名名名名のののの入力入力入力入力…任意のロゴ名を入力し、OKOKOKOK ボタンボタンボタンボタン をクリックしてください。 
 

 
 

5.3.1.4. ロゴロゴロゴロゴのののの元元元元データデータデータデータにににに使用使用使用使用するするするするビットマップビットマップビットマップビットマップについてについてについてについて    

ロゴの元データを作成する際、ビットマップは以下の高さを上限にしてください。 

 

● 12.7mm（1 行）用…75 ピクセル 

● 5.5mm（2 行）用…35 ピクセル 

● 3.6mm（3 行）用…24 ピクセル 

● 2.7mm（4 行）用…17 ピクセル 

 

5.3.2. 登録登録登録登録 
この機能は、弊社からの指示がある場合を除き、使用しません。



 

MessagePRO ユーザマニュアル 

 

52 

 

6. トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング    
● 文字高文字高文字高文字高さのさのさのさの異異異異なるなるなるなるオブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトがががが配置配置配置配置できできできできないないないない。。。。⇒⇒⇒⇒行数指定しているメッセージでは、異なる文字高さ

のオブジェクトは配置できません。異なる文字高さのオブジェクトを配置したい場合は、ラインモードラインモードラインモードラインモード

で行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなしを選択してください。 

● オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトをををを任意任意任意任意のののの場所場所場所場所にににに配置配置配置配置できないできないできないできない。。。。⇒⇒⇒⇒行数指定しているメッセージでは、縦方向の位置は、決

められた場所にしか配置できません。任意の場所にオブジェクトを配置したい場合は、ラインモードラインモードラインモードラインモードで

行数指定行数指定行数指定行数指定なしなしなしなしを選択してください。 

● ラインモードラインモードラインモードラインモードのののの変更変更変更変更ができないができないができないができない。。。。⇒⇒⇒⇒オブジェクトが 1つでも配置されているメッセージは、ラインモー

ドの変更はできません。メッセージ上のオブジェクトを全て削除してからラインモードを指定し直すか、

新規でメッセージを作成してください。 

● WindowsWindowsWindowsWindows フォントフォントフォントフォントのののの内容内容内容内容がががが文字化文字化文字化文字化けするけするけするけする。。。。⇒⇒⇒⇒Windows フォントオブジェクトを貼り付けた際、文字化け

してしまう場合は、まず文字化けしているオブジェクトをダブルクリックして、設定画面を表示させま

す。フォントタブフォントタブフォントタブフォントタブをクリックして、フォントの設定画面を表示させ、フォントフォントフォントフォント名名名名から日本語用フォント

（MS 明朝、MS ゴシック等）を選択してください。 

● アルファベットアルファベットアルファベットアルファベットのののの小文字小文字小文字小文字がががが指定指定指定指定できないできないできないできない。。。。⇒⇒⇒⇒Windows フォントオブジェクト以外のオブジェクトには、

アルファベットの小文字は使用できません。 

● 特定特定特定特定のののの作業作業作業作業ができないができないができないができない。。。。⇒⇒⇒⇒メッセージ編集ができない、印刷設定ができない等、特定の作業に関するア

イコンがクリックできず、その作業が行えない場合、その作業をする権限のないユーザでログインして

いる可能性があります。権限のあるユーザでログインし直してください。 
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印刷開始位置の設定方法
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U2の印刷の開始位置設定について、通常は、印刷開始位置キー　　　を押して、開始位置の値を入力し、設定しますが、

現在この機能は改善中のため、0mmと設定しなければなりません。したがいまして、印刷の開始位置はデザイン上に空白

を挿入して設定していただく必要があります。データ作成時、以下の方法で設定を行ってください。

また、外付けセンサを使用していただく必要もあります。外付けセンサの取り付け、設定方法は、ユーザマニュアルを

ご参照ください

ENTER
YES
＋

NO
－

ToolsFunction

ESC Tab |  A→

F1 F2 F3 F4

F5 F6 F7 F8

Print On Print Off

Tab |  A→

①ワークの流れ方向が右から左の場合

コントローラ
背面

①　印刷したいメッセージを作成します。

②　全てのオブジェクトを配置し終えたら、カーソルを先頭に移動します。

③　スペースキー　　　を押してスペースを挿入していきます。ラインの速度とU2コントローラのライン速度設定が
　　
　　合っている場合、スペースを11～12個ほど挿入しますと、ファイルの内容がワークの左端に印刷されます。
　
　　スペース1つで6～7mmほどの幅がありますので、さらにスペースを追加して、印刷開始位置に合わせてください。

④　おおよその位置が決まりましたら、編集作業を一旦終え、テスト印刷を行ってください。印刷位置を確認し、ずれ

　　ているようであれば、再度編集画面にしてから、スペースの追加、または削除を行ってください。

②ワークの流れ方向が左から右の場合

①　印刷したいメッセージを作成します。

②　全てのオブジェクトを配置し終えたら、カーソルを一番後ろに移動します。

③　ロゴキー　　　を押してロゴ入力状態にした後、5キー　　　、7キー　　　を押して「dummy_sp」というロゴを

　　呼び出し、エンターキー　　　　を押して空白のロゴを貼り付けます。（印刷データの開始点となります。）

④　左キー　　　　を1回押して一番後ろのオブジェクトと今挿入した空白ロゴの間にカーソルを移動します。

⑤　スペースキー　　　を押してスペースを挿入していきます。ラインの速度とU2コントローラのライン速度設定が
　　
　　合っている場合、スペースを15個ほど挿入しますと、ファイルの内容がワークの右端に印刷されます。
　
　　スペース1つで6～7mmほどの幅がありますので、さらにスペースを追加して、印刷開始位置に合わせてください。

⑥　おおよその位置が決まりましたら、編集作業を一旦終え、テスト印刷を行ってください。印刷位置を確認し、ずれ

　　ているようであれば、再度編集画面にし、一番後ろのオブジェクトの右端にカーソルを移動てから、スペースの

　　追加、または削除を行ってください。

※1：データ編集方法、印刷開始位置以外の諸設定の詳細については、ユーザマニュアルを参照してください。
※2：上記説明のスペースの挿入個数や、スペースの幅は、ライン速度の設定と実際のコンベア速度が合っている場合で、
　　 片ノズル使用、解像度300×400の時のものです。設定が変わるとこの値も変わります。目安としてお考えください。

内蔵センサが使用でき、印刷開始位置の設定が使用できるコントローラは現在準備中です。お客様のご要望があれば、
リリースされ次第、コントローラの交換を行います。

コントローラ
背面

ENTER

NO
－

F6
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こんなときは？
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Ｑ１.印刷の位置を変えたい！

Ａ１.以下の手順で印刷位置を調整してください。

Ｑ２.印刷文字の幅を変えたい！（エンコーダ未使用時）

Ａ２.以下の手順で印刷文字幅を調整してください。

①　矢印キーを使用して、印刷開始位置設定を行いたいメッセージ番号へカーソルを移動します。

③　数字キーを使用して、印刷開始位置の値を変更します。（範囲は0～2500mm）

⑤　数字キーを使用して、ライン速度の値を変更します。（範囲は1.0～76.2m/分）

ENTER
YES
＋

NO
－

ToolsFunction

ESC Tab |  A→

F1 F2 F3 F4

F5 F6 F7 F8

Print On Print Off

②　印刷開始位置キー　　　を押して、印刷開始位置画面を表示させます。Tab |  A→

④　エスケープキー　　　を押して、初期画面に戻ります。ESC

①　各種設定キー　　　を押して、各種設定画面を表示させます。Function

②　カーソルを印刷設定に合わせてエンターキー　　　　を押し、印刷設定画面を表示させます。ENTER

③　カーソルをエンコーダ・ライン速度に合わせてエンターキー　　　　を押し、エンコーダ・ライン速度画面を

　　表示させます。

ENTER

④　下矢印キー　　　を使用して、ライン速度へカーソルを移動します。

⑥　エスケープキー　　　を3回押して、初期画面に戻ります。ESC
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Ｑ３.印刷の上下や方向を変えたい！

Ａ３.以下の手順で印刷方向を調整してください。

こんなときは？

山崎産業株式会社
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Ｑ４.印刷が擦れる、出ない！

Ａ４.以下の方法をお試しください。
①　ヘッドを拭く。

専用のワイパーパッド、ワイパーを用意し、ワイパーをワイパーパッドに
乗せます。

カートリッジのノズル部分をワイパーに軽く当て、10cmほどゆっくりと
カートリッジを引いてください。この時、ノズルに対して水平になる向きで
引いてください。

②　以下の手順で使用ノズルを変更する。 ENTER
YES
＋

NO
－

ToolsFunction

ESC Tab |  A→

F1 F2 F3 F4

F5 F6 F7 F8

Print On Print Off

①　各種設定キー　　　を押して、各種設定画面を表示させます。Function

②　カーソルを印刷設定に合わせてエンターキー　　　　を押し、印刷設定画面を表示させます。ENTER

③　カーソルをプリンヘッドに合わせてエンターキー　　　　を押し、プリントヘッド速度画面を表示させます。ENTER

④　カーソルが印刷方向にあることを確認します。

⑥　エスケープキー　　　を3回押して、初期画面に戻ります。ESC

⑤　左右矢印キー　　　　　　を使用して、印刷方向を変更します。YES
＋

NO
－

①　各種設定キー　　　　を押して、各種設定画面を表示させます。Function

②　カーソルを印刷設定に合わせてエンターキー　　　　　を押し、

　　印刷設定画面を表示させます。

ENTER

③　カーソルをプリンヘッドに合わせてエンターキー　　　　　を

　　押し、プリントヘッド速度画面を表示させます。

ENTER

④　下矢印キー　　　　を使用して、使用ノズルへカーソルを移動

　　します。

⑤　左右矢印キー　　　　　　　　を使用して、ノズルを変更します。YES
＋

NO
－

⑥　エスケープキー　　　　を3回押して、初期画面に戻ります。ESC

10cm
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Ｑ５.印刷の間隔が空いた後、初めが擦れる！

Ａ５.インクが乾きやすい環境にあると思われます。
　　以下の手順でプレパージの設定をしてください。

こんなときは？

山崎産業株式会社
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Ｑ６.印刷がぼやける！

Ａ６.ワークとプリントヘッドの距離が離れています。
　　ワークとプリントヘッドを５mm以内に近づけてください。

①　各種設定キー　　　を押して、各種設定画面を表示させます。Function

②　カーソルを印刷設定に合わせてエンターキー　　　　を押し、印刷設定画面を表示させます。ENTER

③　カーソルをプレパージに合わせてエンターキー　　　　を押し、プレパージ画面を表示させます。ENTER

④　カーソルが状態にあることを確認します。

⑦　エスケープキー　　　を3回押して、初期画面に戻ります。ESC

⑤　左右矢印キー　　　　　　を使用して、状態をオンに変更します。YES
＋

NO
－

⑥　カーソルをレベルに合わせて3キー　　 を押し、レベルを3にします。

⑧　しばらく様子を見ていただき、まだ擦れる場合は、レベルを上げてください。また、擦れは収まったが
　　周りの汚れが気になる場合は、レベルを下げてください。

※プレパージの注意点…プレパージは、乾きを防ぐため、微量のインクを噴射し続ける機能です。したがって
　周りの環境が汚れたり、インクの減りが速くなります。

ANSER ANSER

5mm以内に近づける。



 

    山崎産業株式会社 TECHNOMARK 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに（（（（必必必必ずごずごずごずご一読一読一読一読くださいくださいくださいください））））    

11..11..  使使使使使使使使用用用用用用用用上上上上上上上上のののののののの注注注注注注注注意意意意意意意意          

本機を安全にご使用いただくため、以下の注意事項をお守りください。なお、お守りいただいていない場合

の本機の故障、印刷の障害等につきましては、当社は一切その責任を負いません。 

 

① 日本国内の使用に限ります。 

② 電源ケーブルは傷つけないでください。 

③ 熱の発生源の近く、直射日光の当るところ、腐蝕性ガスのある環境、湯気、湿気、ほこりの多い場所に

は設置しないでください。 

④ 内部に水や異物を入れないでください。 

⑤ むやみに内部を開けないでください。 

⑥ 本体からこげるような臭いがする場合や、煙が出ている場合、異様な音がするような場合には直ちに電

源プラグを抜いてください。 

⑦ 不安定な場所、振動や衝撃の加わる場所には設置しないでください。また、重いものを載せないでくだ

さい。 

⑧ コントローラ、特に U2 モバイルは落下させないようにしてください。 

⑨ コネクタ類は確実に接続してください。 

⑩ 電源は 100V～240V（50/60Hz）であることを確認の上ご使用ください。 

⑪ アース線は必ず接地してください。（D種接地） 

⑫ 電源ケーブルは、他機器とのチェーンでの接続、タコ足での接続をお止めください。 

⑬ 雷が近づいて来た場合には速やかに電源を落とし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

⑭ 本機を移動させる場合や、お手入れをする場合、各ケーブルを抜き差しする場合には必ず電源プラグを

抜いてから行ってください。また、振動や衝撃を与えないようにしてください。 

⑮ 本体内に保存された、お客様が作成されたデータに関しましては、不測の事態などで消去、破損等され

た場合、当社は一切その責任を負いません。 

⑯ コントローラ内蔵のシステム時計は、正確ではない場合があります。したがいまして、定期的にシステ

ム時計の調整を行うことをお勧めします。特に、賞味期限などの日付や、時刻を印刷されているお客様

は、週週週週にににに 1111 度必度必度必度必ずずずずシステム時計の調整を行ってください。なお、時刻の調整方法につきましては、5.2

章→5.2.4 章をご覧ください。 

 

★★★★    無料修理規定無料修理規定無料修理規定無料修理規定    ★★★★ 
 

1、 取扱い説明書・本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内（納入日よ

り 1年間）に故障した場合には、弊社にて無料で修理いたします。ただし、出張修理の場合は、出

張に要する実費をいただきます。 

2、 保証期間内でありましても、次の場合は有料修理となります。 
 

A） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。 

B） お買い上げ後の取付け位置移動、または落とされた場合などによる故障、損傷。 

C） 火災、公害、異常電圧、および地震・落雷・風水害、その他天災など、外部に原因がある故障、

損傷。 

D） 衝突、事故などによる故障、損傷。 

E） 消耗品が損耗し、取替えを要する場合。 

F） 電池の液漏れなどによる故障、損傷。 

 

3、 無料修理は、日本国内においてのみ有効です。 
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4、 当社製品の停止よる生産物の完成遅延、および設備停止による損害等の二次的な損害につきまして

は、弊社では責任を負いかねます。 
 

11..22..  本本本本本本本本体体体体体体体体各各各各各各各各部部部部部部部部ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  
U2 の各部名称と機能は以下の通りです。 

1.2.1. コントローラコントローラコントローラコントローラ（（（（通常通常通常通常タイプタイプタイプタイプ）））） 
画面、プリントヘッド、センサが一体となった、コンパクトなコントローラです。 

 

 
 

① SDSDSDSD カードスロットカードスロットカードスロットカードスロット…データ等の保存された SD カードを挿入するスロット。 

② プリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドプリントヘッド…インクカートリッジ先端にある、インクの噴射口。 

③ 内蔵内蔵内蔵内蔵センサセンサセンサセンサ…ワークを検出するためのセンサ。 

 

 

 
 

④ インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジ…インクが入っているカートリッジ。 

⑤ 警告警告警告警告ランプランプランプランプ…カートリッジにエラーがある場合、カートリッジがない場合、インクが空の

場合に点灯するランプ。 

⑥ インクローランプインクローランプインクローランプインクローランプ…インク残量がわずかになった時に点灯するランプ。 

⑦ ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ…メニューや各種メッセージを表示する、2.8 インチカラー液晶画面。 

⑧ 印刷印刷印刷印刷ランプランプランプランプ…印刷可能モード時、点灯するランプ。 

⑨ 電源電源電源電源ランプランプランプランプ…電源がオンの時、点滅するランプ。 

⑩ カートリッジストッパカートリッジストッパカートリッジストッパカートリッジストッパ…インクカートリッジを固定するストッパ。 

⑪ 赤外線受光部赤外線受光部赤外線受光部赤外線受光部…リモコンキーパッドからの赤外線信号を受光する部分。 

⑫ 外部機器接続外部機器接続外部機器接続外部機器接続ポートポートポートポート…アラームキット等の外部機器を接続するポート。 
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⑬ 赤外線受光赤外線受光赤外線受光赤外線受光ランプランプランプランプ…赤外線が受光可能な場合に点灯するランプ。 

⑭ 電源電源電源電源・・・・リモコンリモコンリモコンリモコン オンオンオンオン・・・・オフボタンオフボタンオフボタンオフボタン…電源オフ時、電源を入れるためのボタン。電源オン

時、リモコンの赤外線信号受信のオン・オフを切り替えるためのボタン。また、5 秒以上

押下し続けるとシャットダウンを行うボタン。 

⑮ 電源電源電源電源ポートポートポートポート・・・・ケーブルケーブルケーブルケーブル…AC アダプタ、およびコンセントプラグのついた電源ケーブルを

接続するケーブルとそのポート。 

 

1.2.2. コントローラコントローラコントローラコントローラ（（（（モバイルタイプモバイルタイプモバイルタイプモバイルタイプ）））） 
画面、プリントヘッド、エンコーダが一体となった、コンパクトなハンディタイプのコントローラです。 

 

 
 

① インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジ…インクが入っているカートリッジ。 

② 警告警告警告警告ランプランプランプランプ…カートリッジにエラーがある場合、カートリッジがない場合、インクが空の

場合に点灯するランプ。 

③ インクローランプインクローランプインクローランプインクローランプ…インク残量がわずかになった時に点灯するランプ。 

④ 電源電源電源電源ランプランプランプランプ…電源がオンの時、点滅するランプ。 

⑤ 印刷印刷印刷印刷ランプランプランプランプ…印刷可能モード時、点灯するランプ。 

⑥ SDSDSDSD カードスロットカードスロットカードスロットカードスロット…データ等の保存された SD カードを挿入するスロット。 

⑦ 主電源主電源主電源主電源スイッチスイッチスイッチスイッチ…U2 モバイルの主電源。こちらの電源がオンになっていないと、電源・

リモコンオン・オフボタンを押下しても U2 は起動しません。 

⑧ 赤外線受光部赤外線受光部赤外線受光部赤外線受光部…リモコンキーパッドからの赤外線信号を受光する部分。 

⑨ 印刷印刷印刷印刷トリガトリガトリガトリガ…印刷開始時に押すボタン。 

⑩ 赤外線受光赤外線受光赤外線受光赤外線受光ランプランプランプランプ…赤外線が受光可能な場合に点灯するランプ。 

⑪ 電源電源電源電源・・・・リモコンリモコンリモコンリモコン オンオンオンオン・・・・オフボタンオフボタンオフボタンオフボタン…電源オフ時、電源を入れるためのボタン。電源オン

時、リモコンの赤外線信号受信のオン・オフを切り替えるためのボタン。また、5 秒以上

押下し続けるとシャットダウンを行うボタン。 

⑫ ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ…メニューや各種メッセージを表示する、2.8 インチカラー液晶画面。 

⑬ グリップグリップグリップグリップ…U2 モバイルを使用する際、握るグリップ。 
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⑭ エンコーダベルトエンコーダベルトエンコーダベルトエンコーダベルト…ローラの回転をエンコーダに伝えるベルト。 

⑮ プリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドプリントヘッド…インクカートリッジ先端にある、インクの噴射口。 

⑯ ローラローラローラローラ…U2 モバイルの移動、印刷を安定させるためのローラ。 

⑰ エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ…コントローラの移動速度を計測する機器。 

⑱ バッテリーベイバッテリーベイバッテリーベイバッテリーベイ…バッテリーを格納するベイ。 

⑲ バッテリーバッテリーバッテリーバッテリー…U2 モバイルを駆動するためのバッテリー。 

 

1.2.3. リモコンキーパッドリモコンキーパッドリモコンキーパッドリモコンキーパッド 
U2 へコマンド入力するための、標準付属の赤外線リモコンキーパッドです。 
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① 印刷印刷印刷印刷オンキーオンキーオンキーオンキー…印刷可能モードを開始するためのキー。 

② オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト配置配置配置配置キーキーキーキー…編集モード時、メッセージ上にオブジェクトを配置するための

キー。 

③ カーソルカーソルカーソルカーソル移動移動移動移動キーキーキーキー…編集モード時、カーソルを移動させるためのキー。 

④ ファンクションキーファンクションキーファンクションキーファンクションキー…各種設定を行うためのメニュー画面を表示させるキー。 

⑤ 左矢印左矢印左矢印左矢印キーキーキーキー…カーソルを左へ移動させるため、または「いいえ」を選択するためのキー。 

⑥ エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー…入力や選択したものを確定させるためのキー。 

⑦ エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー…入力したものを取り消しさせるため、または前の画面に戻るためのキー。 

⑧ 文字入力文字入力文字入力文字入力キーキーキーキー…文字を入力するためのキー。 

⑨ 印刷印刷印刷印刷オフキーオフキーオフキーオフキー…印刷可能モードを終了するためのキー。 

⑩ 上矢印上矢印上矢印上矢印キーキーキーキー…カーソルを上へ移動させるためのキー。 

⑪ ツールキーツールキーツールキーツールキー…メッセージを編集するためのツールメニューを表示させるキー。 

⑫ 右矢印右矢印右矢印右矢印キーキーキーキー…カーソルを右へ移動させるため、または「はい」を選択するためのキー。 

⑬ 印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置キーキーキーキー…印刷開始位置を入力するための画面を表示させるキー。 

⑭ 下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキー…カーソルを下へ移動させるためのキー。 

 

●リモコンキーパッドリモコンキーパッドリモコンキーパッドリモコンキーパッドのののの電池電池電池電池 

リモコンキーパッドにはコイン型リチウム電池が用いられています。電池切れの際は交換が必要です。交換

用の電池は、電器店、カメラ店などでゲーム用、電卓用などとして市販されている電池（型番：CR2025）

をご購入ください。 

リモコン裏面、下側にある電池ホルダを引き出します。つまみを引き、ホルダを手前に引き出してください。

新品の電池と交換し、ホルダを戻します。この時＋、－を間違えないようにしてください。 

1.2.4. ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ表示表示表示表示のののの説明説明説明説明 
メッセージブラウザ画面（基本画面）についての説明です。 

 

 
 

① メッセージプレビューメッセージプレビューメッセージプレビューメッセージプレビュー…カーソルが合っているメッセージ番号のメッセージ内容がプレ

ビュー表示されます。 

② 印刷印刷印刷印刷メッセージメッセージメッセージメッセージ状態状態状態状態…印刷するメッセージの状態が表示されます。 

③ メッセージメッセージメッセージメッセージ番号番号番号番号…メッセージ番号が表示されます。メッセージ番号の横にアスタリスク

（＊）が表示されているものは、メッセージの内容が登録されているものです。また、メ

ッセージ名表示機能を使用している場合は、メッセージ番号の右側にメッセージ名も表示

されます。 

④ コントローラコントローラコントローラコントローラ状態状態状態状態アイコンアイコンアイコンアイコン…コントローラの状態を表すアイコンが表示されます。アイ

コンの意味は、以下の通りです。 
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 エンコーダモードです。 

 外付けセンサモード、またはモバイルタイプのトリガモードです。 

 インクカートリッジがありません。 

 インクが空です。 

 インク残量がわずかです。 

 SD カードが挿入されていません。 

 SD カードが挿入されています。 

 バッテリーの残量表示です。（モバイルタイプのみ） 

 警告があります。 

 地域コードか販売コードにエラーがあります。代理店にご連絡ください。 

 文字入力モードです 

 

1.2.5. SDカードカードカードカードについてについてについてについて 
U2 コントローラには SD カードが内蔵されており、各種データが保存されています。この SD カードの内容

は、付属の専用ソフトウェア MessagePRO がインストールされ、付属のカードリーダが接続された PC から

も編集が可能です。コントローラから SDカードを抜き、カードリーダに挿し込んでから、MessagePRO を

起動し、編集してください。編集の詳細につきましては、MessagePRO ユーザマニュアルをご覧ください。 

 

●SDカードカードカードカードをををを紛失紛失紛失紛失したしたしたした場合場合場合場合やややや、、、、破損破損破損破損したしたしたした場合場合場合場合 

市販の SD カードを購入して使用することも可能です。この際、2GB、または 4GB のものをご用意ください。

新品の SDカードは、初期化のため、1度 U2 コントローラに挿入する必要があります。SD カードをコント

ローラに挿入し、電源を入れると、自動的に初期化が行われ、コントローラと同じシリアル番号が付与され

ます。なお、初期化が行われた SDカードを使用しないと、MessagePRO では編集できません。 

 

●コントローラコントローラコントローラコントローラとととと SDカードカードカードカードのののの関係関係関係関係についてについてについてについて 

コントローラに挿入されている SDカードには、コントローラのシリアル番号と同じ番号のデータが付与さ

れ、1対 1の関係となっています。したがって、SD カードは、基本的にシリアル番号の異なる別のコント

ローラでは使用できません。SD カードをコントローラに挿入する際は、SD カードに貼られたシリアル番号

シールとコントローラのシリアル番号が同じであることを確認してください。 

もし、他のコントローラで SD カードを使用する場合、起動時に「無効な SD カード」と表示されますので、

SD カードへシリアル番号の同期を行う必要があります。この場合、初期値初期値初期値初期値へへへへリセットリセットリセットリセットを行ってください。

初期値初期値初期値初期値へへへへリセットリセットリセットリセットの詳細は 5.2 章→5.2.7 章をご覧ください。 

なお、「無効な SD カード」が表示された際、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して「初期値へリセット」をキ

ャンセルすることはできますが、その後の動作保証はできません。 
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11..33..  メメメメメメメメニニニニニニニニュュュュュュュューーーーーーーー構構構構構構構構成成成成成成成成  
U2 の画面メニューは、以下のように構成されています。 
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11..44..  イイイイイイイインンンンンンンンククククククククににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  

1.4.1. 42424242ccインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジ 
U2 で使用されるインクカートリッジは、ヒューレット・パッカード®社製。コンパクトで交換も容易、手

も汚しません。浸透性物質用インク一般用 SP4、化粧箱用 SP1 と非浸透性物質用インク NP4 があります。 

 

 
 

1.4.2. 370370370370ccバルクインクシステムバルクインクシステムバルクインクシステムバルクインクシステム 
インク交換の回数を減らす、大容量のインクです。インクカートリッジに似た形のノズル部分をペンと呼び

ます。 

 

 
 

370ccバルクインク使用の際は、下図のようなホルダを取り付けます。取り付け手順の詳細は、2.4 章をご

覧ください。 
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1.4.3. インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジ取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに関関関関してのしてのしてのしての基本注意事項基本注意事項基本注意事項基本注意事項 
HP 社製ヘッドを使用する上で、以下の点は必ずお守りください。 

 

1、 カートリッジやインクタンクを硬い面にぶつけたり、強く押したりすると、ヘッドからインクが漏

れ出します。また、振ったり、落としたりするとノズル近くに気泡ができてしまい、印字に筋が入

ります。このようなことは行わないようにしてください。また、370cc インクタンクは開封後、振

ったり、加圧したりしないでください。 

 

  
 

2、 プリントヘッドのクリーニングが必要な場合は必ず、専用専用専用専用ワイプワイプワイプワイプをご使用ください。また以下のよ

うなものは絶対に使用しないでください。 

 

○ 研磨製のあるもの（産業用ペーパータオル等） 

○ 乾いたもの 

○ ノズルに残留するおそれがある、細かい繊維でできたもの（スポンジ等） 

○ 不繊ではないもの（トイレットペーパー等） 

○ アルコールや、その他溶剤で湿らされているもの（ウェットティッシュ等） 

 

3、 バルクインクの保管を行う際、インク漏れを防ぐため、ペン（カートリッジ）とインクタンクの高

低差 25cm 以内を保ったままストールから外してください。保管方法の詳細は、6.2 章をご覧くださ

い。 

4、 バルクインクをシステムごと移動したり、クリーニングのためにカートリッジのみ移動する場合は、

インクタンク底部とペン（カートリッジ）底部の高さ位置を 25cmの範囲に収めてください。ペン

位置がこれより上にありますと、エアーが混入し、これより下にありますと、インク垂れが起こり

ます。 
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5、 バルクインクのペンとインクタンクは 1度接続すると取り外せないため、これらが寿命に達した場

合は、全体を破棄する必要があります。 
 

 
 

6、 バルクインクのペンは、370cc のインクを噴射すると寿命になります。通常、インクタンクは 370cc

のため、これを使い切ればペンも寿命となります。したがって、ペンとインクタンクは、同時に交

換する必要があります。 

 

11..55..  おおおおおおおお断断断断断断断断りりりりりりりり  
Windows は米国 Microsoft Corporationの米国、及びその他の国における商標、または登録商標です。 

HP はヒューレット・パッカード社の商標、または登録商標です。 

 

なお、本文中では™ 、®マークは明記していません。 
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2. U2U2U2U2（（（（通常通常通常通常タイプタイプタイプタイプ））））のののの設置設置設置設置    

22..11..  設設設設設設設設置置置置置置置置のののののののの前前前前前前前前にににににににに  
U2 を設置するにあたり､プリンタの損傷等を防ぐために、以下に記述されたことを必ずご一読のうえ、お守

りください。 

 

※※※※ごごごご注意注意注意注意：ユーザマニュアルの記述に従わず、そのためプリンタに何らかの損傷が発生した場合、保証保証保証保証はははは無無無無

効効効効となりますとなりますとなりますとなりますのでご注意ください。 

22..22..  UU22設設設設設設設設置置置置置置置置例例例例例例例例  
コンベアライン上に、下図のように設置されることになります。 

 

 
 

22..33..  標標標標標標標標準準準準準準準準のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置手手手手手手手手順順順順順順順順  
U2 の設置については、以下の手順で行ってください。 

2.3.1. ガイドガイドガイドガイドのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ 
ガイドの取り付け手順です。 

 

※※※※ごごごご注意注意注意注意…下図は、コントローラ側から見て、ワークが右から左へ流れる場合のものです。流れ方向が反対

の場合は、ガイドの取り付けも反対側に行ってください。 

 

① ネジネジネジネジのののの取取取取りりりり外外外外しししし…図の位置にある M4×L5 のネジと、M4 のワッシャを取り外してください。 

 

 
 



 

U2 ユーザマニュアル 

 

16 

② ガイドガイドガイドガイドのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…取り外したネジとワッシャを使用し、付属のガイドを取り付けてください。 

 

 
 

2.3.2. ブラケットブラケットブラケットブラケットのののの設置設置設置設置 
通常の場合の、ブラケットの取り付け手順を説明します。 

 

① 取取取取りりりり付付付付けけけけ穴穴穴穴をををを開開開開けるけるけるける…ブラケットホルダの穴を元に、取り付け箇所にドリルで M8 の穴を 4ヵ所開けてく

ださい。 

 

 
 

② ラインラインラインライン固定用固定用固定用固定用ブラケットホルダブラケットホルダブラケットホルダブラケットホルダのののの固定固定固定固定…M8×L20 のネジ、M8 のワッシャとナットを 4 つずつ使用して、ラ

イン固定用ブラケットホルダを、図のように取り付け箇所に固定してください。 

 

 
 

③ バーバーバーバーのののの固定固定固定固定（（（（1111））））…ライン固定用ブラケットホルダに 1 番短いバーを挿して、しっかりと固定してください。 
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④ 垂直方向垂直方向垂直方向垂直方向バーバーバーバー固定用固定用固定用固定用ブラケットホルダブラケットホルダブラケットホルダブラケットホルダのののの固定固定固定固定…垂直方向バー固定用ブラケットホルダを手順③で取り付け

たバーに図のように挿し、しっかりと固定してください。 

 

 
 

⑤ バーバーバーバーのののの固定固定固定固定（（（（2222））））…垂直方向バー固定用ブラケットホルダに 1番長いバー（垂直方向バー）を挿して、しっ

かりと固定してください。 

 

 
 

⑥ プリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドプリントヘッド取取取取りりりり付付付付けけけけバーバーバーバー固定用固定用固定用固定用ブラブラブラブラケットホルダケットホルダケットホルダケットホルダのののの固定固定固定固定…プリントヘッド取り付けバー固定用ブラケット

ホルダを手順⑤で取り付けたバーに図のように挿し、しっかりと固定してください。 
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⑦ バーバーバーバーのののの固定固定固定固定（（（（3333））））…プリントヘッド取り付けバー固定用ブラケットホルダに残ったバー（プリントヘッド取

り付けバー）を挿して、しっかりと固定してください。 

 

 
 

⑧ アンチショックメカニズムアンチショックメカニズムアンチショックメカニズムアンチショックメカニズムのののの固定固定固定固定…アンチショックメカニズムを手順⑦で取り付けたバーに図のように挿し、

しっかりと固定してください。 

 

 
 

⑨ コントローラコントローラコントローラコントローラのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…M4×L16 のネジと、M4 のワッシャを 3つずつ使用して、コントローラを図の

ようにアンチショックメカニズムに取り付けてください。 
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⑩ 取取取取りりりり付付付付けけけけ完了完了完了完了…取り付け完了状態です。 

 

 
 

2.3.3. 電源電源電源電源ケーブルケーブルケーブルケーブルのののの接続接続接続接続 
コントローラの電源ポートに AC アダプタのコード（A）を接続し、AC アダプタに電源ケーブル（B）を接

続します。 

 

 
 

※※※※ごごごご注意注意注意注意…電源ケーブルを接続する際は、下図のようなチェーンでの配線や、タコ足での配線を行わないよ

うにしてください。 
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やむを得ず電源タップ等をご使用になる場合は、タップとコントローラの間に UPS（無停電電源装置）を設

置することを強く推奨します。 

2.3.4. アースアースアースアースのののの接地接地接地接地 
U2 は精密機器であるため、アースを必必必必ずずずず接地する必要があります。（D種接地）アースは、コントローラ

と電源コンセントの 2 ヵ所で取る必要があります。 

コントローラ側は、図の位置にある M3×6 のネジを外し、付属のアース線の小さい圧着端子側を、外した

ネジで留めます。大きい圧着端子側をアースポイントに接地してください。 

電源プラグ側は、アースのある電源コンセントに接続してください。 

 

 
 

※※※※ごごごご注意注意注意注意…アースを接地していない場合、故障や印刷不良が発生する可能性が高くなります。 

2.3.5. インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジ（（（（ペンペンペンペン））））のののの挿入挿入挿入挿入 
インクカートリッジの保護用シールを剥がし、インクカートリッジホルダにインクカートリッジを挿入しま

す。この時、15°の角度で挿入してください。挿入後は、カートリッジストッパを上げて、インクカートリ

ッジを固定してください。 
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2.3.6. リモコンキーパッドリモコンキーパッドリモコンキーパッドリモコンキーパッドのののの準備準備準備準備 
リモコンキーパッドにはコイン型リチウム電池が用いられています。開梱時には電池ホルダに保護フィルム

が挟まれていますので、抜いてからご使用ください。 

 

 
 

22..44..  333333337777777700000000ccccババババババババルルルルルルルルククククククククイイイイイイイインンンンンンンンクククククククク  
370ccバルクインク使用時は、側面印刷と天面印刷で設置手順が異なります。 

2.4.1. 側面印刷側面印刷側面印刷側面印刷のののの場合場合場合場合 
標準の設置手順を行った後、以下の手順で取り付けを行ってください。 

 

① ブラケットブラケットブラケットブラケットのののの分解分解分解分解…バルクインクシステムセットに付属しているブラケットを、M5×L16 キャップネジ、

M5 ワッシャそれぞれ 4つと、M5×L10 キャップネジ 2本を図のように外し、分解します。 

 

 
 

② ホルダホルダホルダホルダへのへのへのへのブラケットブラケットブラケットブラケット取取取取りりりり付付付付けけけけ…分解したブラケットを図のようにインクホルダへ取り付けます。 
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③ ホルダホルダホルダホルダのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…組み立てたインクホルダを、図のようにプリントヘッド取り付けバーに挿し込み、

クランプを締めます。 

 

 
 

④ ペンペンペンペンのののの挿入挿入挿入挿入…インクカートリッジホルダにペンを挿入します。この時、15°の角度で挿入してください。

挿入後は、カートリッジストッパを上げて、ペンを固定してください。 

 

 
 

⑤ バルクインクバルクインクバルクインクバルクインクのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…図のようにインクホルダにインクタンクを載せ、ふたを閉めます。インクタン

クから出ているインクチューブをペンに、カチッと音がするまでしっかりと挿入してください。 
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以上の手順完了後、2.3.3 章（電源ケーブルの接続）、2.3.4 章（アースの接地）、2.3.6 章（リモコンキ

ーパッドの準備）を行ってください。 

 

※※※※ごごごご注意注意注意注意…バルクインク設置に際して、インクタンク底部とカートリッジ底部の高さ位置を 5～10cmの範

囲に収めてください。 

 

 
 

2.4.2. 天面印刷天面印刷天面印刷天面印刷のののの場合場合場合場合 
標準の設置手順の手順⑦まで行った後、以下の手順で取り付けを行ってください。 

 

① アンチショックメカニズムアンチショックメカニズムアンチショックメカニズムアンチショックメカニズムのののの固定固定固定固定…天面印刷用バルクインクシステムセットに付属しているアンチショック

メカニズムをプリントヘッド取り付けバーに図のように挿し、しっかりと固定してください。 

 

 
 

② コントローラコントローラコントローラコントローラのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…M4×L16 のネジと、M4 のワッシャを 3つずつ使用して、コントローラを図の

ようにアンチショックメカニズムに取り付けてください。 
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③ ブラケットブラケットブラケットブラケットのののの分解分解分解分解…天面印刷用バルクインクシステムセットに付属しているブラケットを、M5×L16 キャ

ップネジ、M5 ワッシャそれぞれ 4 つと、M5×L10 キャップネジ 2本を図のように外し、分解します。 

 

 
 

④ ホルダホルダホルダホルダへのへのへのへのブラケットブラケットブラケットブラケット取取取取りりりり付付付付けけけけ…分解したブラケットを図のようにインクホルダへ取り付けます。 

 

 
 

⑤ ホルダホルダホルダホルダのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…組み立てたインクホルダを、図のようにプリントヘッド取り付けバーに挿し込み、

クランプを締めます。 
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⑥ ペンペンペンペンのののの挿入挿入挿入挿入…インクカートリッジホルダにペンを挿入します。この時、15°の角度で挿入してください。

挿入後は、カートリッジストッパを上げて、ペンを固定してください。 

 

 
 

⑦ バルクインクバルクインクバルクインクバルクインクのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…図のようにインクホルダにインクタンクを載せ、ふたを閉めます。 

 

 
 

⑧ インクチューブインクチューブインクチューブインクチューブのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…インクタンクから出ているインクチューブをペンに、カチッと音がするまで

しっかりと挿入してください。 

 

 
 

以上の手順完了後、2.3.3 章（電源ケーブルの接続）、2.3.4 章（アースの接地）、2.3.6 章（リモコンキ

ーパッドの準備）を行ってください。 
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※※※※ごごごご注意注意注意注意…バルクインク設置に際して、インクタンク底部とカートリッジのノズル部の高さ位置を 5～10cm

の範囲に収めてください。 
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3. 印刷印刷印刷印刷についてについてについてについて    
U2 での印刷に関する各情報です。 

33..11..  基基基基基基基基本本本本本本本本操操操操操操操操作作作作作作作作（（（（（（（（通通通通通通通通常常常常常常常常タタタタタタタタイイイイイイイイププププププププ））））））））  
電源を入れてから印刷を行い、電源を落とすまでの基本手順は以下の通りです。電源オン・オフの操作以外

は、リモコンキーパッドを使用してください。 

 

① 電源投入電源投入電源投入電源投入…電源ボタンを押して電源を入れます。 

 

 
 

② ログインログインログインログイン…ログインを使用する設定にしている場合、ログイン画面が表示されます。ログインログインログインログイン名名名名とパスパスパスパス

ワードワードワードワードを入力してください。入力が確定したらエンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。ログイン機

能を使用していない場合は、手順③へ進んでください。 

 

 
 

③ 印刷印刷印刷印刷データデータデータデータのののの選択選択選択選択…印刷するデータを選択します。上下左右矢印上下左右矢印上下左右矢印上下左右矢印キーキーキーキーを使用して印刷したいメッセージ

番号にカーソルを移動してください。 
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④ 印刷印刷印刷印刷のののの開始開始開始開始…印刷印刷印刷印刷オンキーオンキーオンキーオンキー を押下すると印刷できる状態になります。 

 

 
 

⑤ 印刷中印刷中印刷中印刷中…印刷中の画面表示は、下図（左：印刷情報モード、右：印刷プレビューモード）のようにな

り、コントローラ上部の Print LED が緑色に点灯します。 

 

   
 

  
 

⑥ 印刷印刷印刷印刷のののの終了終了終了終了…印刷が終了したら、印刷印刷印刷印刷オフキーオフキーオフキーオフキー を押下してください。 

 

 
 

⑦ 別別別別メッセージメッセージメッセージメッセージのののの印刷印刷印刷印刷…別のメッセージを印刷したい場合は、手順③～⑥を繰り返してください。 

⑧ シャットダウンシャットダウンシャットダウンシャットダウン…全ての印刷作業が終了したら、シャットダウンを行います。ファンクションキーファンクションキーファンクションキーファンクションキー

を押下して各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面を表示させたら、システムシステムシステムシステム設定設定設定設定にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を

押下してください。シャットダウンシャットダウンシャットダウンシャットダウンにカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下すると確認画面確認画面確認画面確認画面

が表示されますので、右矢印右矢印右矢印右矢印キーキーキーキー を押下してください。 
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 →  

 

33..22..  基基基基基基基基本本本本本本本本操操操操操操操操作作作作作作作作（（（（（（（（モモモモモモモモババババババババイイイイイイイイルルルルルルルルタタタタタタタタイイイイイイイイププププププププ））））））））  
電源を入れてから印刷を行い、電源を落とすまでの基本手順は以下の通りです。電源オン・オフの操作、印

刷開始のトリガ以外は、リモコンキーパッドを使用してください。 

 

① 電源投入電源投入電源投入電源投入…主電源スイッチを押して電源を入れます。主電源スイッチがオンになっていて起動していな

い場合は、電源ボタンを押して電源を入れます。 

 

   
 

② ログインログインログインログイン…ログインを使用する設定にしている場合、ログイン画面が表示されます。ログインログインログインログイン名名名名とパスパスパスパス

ワードワードワードワードを入力してください。入力が確定したらエンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。ログイン機

能を使用していない場合は、手順③へ進んでください。 
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③ 印刷印刷印刷印刷データデータデータデータのののの選択選択選択選択…印刷するデータを選択します。上下左右矢印上下左右矢印上下左右矢印上下左右矢印キーキーキーキーを使用して印刷したいメッセージ

番号にカーソルを移動してください。 

 

 

 
 

④ 印刷印刷印刷印刷のののの開始開始開始開始…印刷印刷印刷印刷オンキーオンキーオンキーオンキー を押下すると印刷できる状態になります。 

 

 
 

⑤ 印刷中印刷中印刷中印刷中…印刷中の画面表示は、下図（左：印刷情報モード、右：印刷プレビューモード）のようになり、

コントローラ上部の Print LED が緑色に点灯します。印刷印刷印刷印刷トリガボタントリガボタントリガボタントリガボタンを押した後、ワーク上で U2 モバ

イルを移動させると、内容が印刷されます。この時、ローラがワークと接触し、回転するようにしてく

ださい。 

 

   
 

⑥ 印刷印刷印刷印刷のののの終了終了終了終了…印刷が終了したら、印刷印刷印刷印刷オフキーオフキーオフキーオフキー を押下してください。 
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⑦ シャットダウンシャットダウンシャットダウンシャットダウン…全ての印刷作業が終了したら、シャットダウンを行います。ファンクションキーファンクションキーファンクションキーファンクションキー

を押下して各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面を表示させたら、システムシステムシステムシステム設定設定設定設定にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を

押下してください。シャットダウンシャットダウンシャットダウンシャットダウンにカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下すると確認画面確認画面確認画面確認画面

が表示されますので、右矢印右矢印右矢印右矢印キーキーキーキー を押下してください。 

 

 →  

 

⑧ 主電源主電源主電源主電源をををを切切切切るるるる…シャットダウンが完了し、画面が暗くなりましたら、主電源スイッチをオフにしてくだ

さい。 

 

33..33..  メメメメメメメメッッッッッッッッセセセセセセセセーーーーーーーージジジジジジジジににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  
メッセージ（印刷内容）について説明をします。 

3.3.1. メッセージメッセージメッセージメッセージ作成作成作成作成のののの概要概要概要概要 
メッセージ（印刷する画）の作り方の概念を説明します。U2 では画を構成する要素が複数あり、それらを

オブジェクトと呼びます。U2 コントローラの LCD ディスプレイに表示される編集画面に各オブジェクトを

貼り付ける形で印刷する画像を作成していきます。 

3.3.1.1. 文字高文字高文字高文字高さとさとさとさと行数行数行数行数についてについてについてについて 

まず初めに、文字の高さと行数について説明します。文字のフォントは変えられませんが、高さは 6段階に

変えられます。また、その高さによって 1～4 行の印刷まで可能です。画面の上部に表示されるキャンバス

を何行に分割するかによって、その行に合った文字高さのオブジェクトを配置していくこととなります。 

分割に関する設定をラインモードラインモードラインモードラインモードと呼び、文字高さの設定とともにオブジェクトの配置されていないメッセ

ージで行うことが可能です。すでにオブジェクトの配置されている既存メッセージでは、ラインモードや文

字高さの変更はできません。 

設定手順の詳細については、3.3.2 章をご覧ください。 
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3.3.1.2. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの種類種類種類種類についてについてについてについて 

行数、および文字高さを設定し終えたら、オブジェクトを配置していきますが、オブジェクトには種類があ

ります。こちらでは、通常よく使用される「テキスト」、「ロゴ」、「日付・時刻」、「カウンタ」につい

て説明します。 

 

テキストテキストテキストテキスト・・・テキストとは、U2 本体（コントローラ）から作成できる文字列のことです。実際には、コ

ントローラは、1書体の文字ファイルをもっており、この文字ファイルから複数個の文字を選び、その文字

の組み合わせで、テキストオブジェクトを作成できます。例としては「LOT.」とロットカウンタの前に置

くことや、シングルカウンタやボックスカウンタの前に「NO.」と置くこと、「LINE1」、「LINE2」など、

どこの製造ラインで作られたのか、などを特定することに使うことがあります。コントローラ上で作成可能

です。実際には英数字、記号が使えます（大文字だけとなります）。 

 

ロゴロゴロゴロゴ・・・ロゴとは、会社のロゴマークやブランドマークなどの図形を表すオブジェクトです。コントロー

ラ上ではこのような複雑な絵の作成はできません。そこで PC上の画像作成ソフト（ペイント等）で画像

（ビットマップ）を作成し、付属のソフトウェア MessagePRO を用い、SD カードを介してコントローラに

渡すことにより印字できます。また漢字や、色々な書体の文字列もコントローラ上では作成できないため、

これらの文字列も PC 上で作成し、ロゴとしてコントローラに渡すことで、印字が可能になります。 

これらの文字列の内、使用頻度が高い“賞味期限”、“製造年月日”などは標準として SDカードに登録さ

れているものがありますので、これを利用することもできます。詳細は 3.4.2.6 章を参照してください。 
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日付日付日付日付・・・・時刻時刻時刻時刻・・・コントローラはシステムカレンダ機能を持っており、刻々と変わる時刻や日付の更新情報

を反映したオブジェクトを作成できます。日付・時刻とは、当日の日付を表すものです。主に「製造年月

日」などと組み合わせて使用されます。自動日付設定をすると、自動で更新して印刷できます。毎日日付を

設定し直す必要がありませんので便利です。 

 

 
 

上図にその応用例を示します。図で左側のボックスは、前記したロゴでの固定情報です。右側が日付・時刻

機能を使ったオブジェクトで 2013 年 8 月 25 日を意味します。このオブジェクトの数字は、システムカレン

ダの情報により自動的に更新されます。2つのオブジェクトの組み合わせで自動更新される製造年月日の表

現ができます。 

 

 
 

また、例えば上図のように、今日より 10 日先の未来日付の設定も可能です。同じく左側のボックスのよう

に、ロゴと組み合わせて使用すると、賞味期限などの標記が可能です。もちろん日付は設定された 10 日先

の日付で自動更新されます。また、現在の日にちに何日加算するかの設定も可能です。 

この日付・時刻オブジェクトは、いくつかの書式を選択でき、例えば 2023/3/4 といった表現も可能です。

詳細は 3.4.2.2 章、3.4.2.3 章を参照してください。 

 

カウンタカウンタカウンタカウンタ・・・コントローラには、印字毎に数値を増やしたり、減らしたりするカウンタ機能があります。

このカウンタ機能を使って、印字毎に数値が自動的に更新される可変のオブジェクトを作成することができ

ます。下図はシングルカウンタの例であり、１回の印字毎に１カウント数値が上昇します。この例は、ロゴ

とシングルカウンタを組み合わせて作成したものです。 
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3.3.1.3. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの配置配置配置配置についてについてについてについて 

それぞれのオブジェクトをメッセージ編集画面で配置します。先に設定したライン数に応じて、配置できる

行数や文字高さが決まります。配置方法詳細は、3.4.1 章をご覧ください。下図は各種オブジェクトの配置

例です。 

 

 
 

3.3.1.4. 作成作成作成作成したしたしたしたメッセージメッセージメッセージメッセージとととと実際実際実際実際のののの印刷印刷印刷印刷 

下図に、作成したメッセージが実際の印字対象物のどの位置に印刷されるかを示します。例として、段ボー

ル箱の側面に印刷する場合です。 

ダンボール側面の左から 20mm、下面から 18mmの所に印刷エリアの原点があります。原点から右上方向に

メッセージを印刷することが可能です。実際の印字位置を決定するには、縦位置はプリントヘッド（コント

ローラ）の高さを移動し変更、横位置は印字開始位置（TAB 設定）の値を変更することで、様々な位置に

印字をすることが可能です。 

 

 
 



 

U2 ユーザマニュアル 

 

35 

3.3.1.5. 印字印字印字印字できないできないできないできないスペーススペーススペーススペースについてについてについてについて 

下図のように、印字対象物最下部から高さ約 18mmの部分には印刷ができません。これは、コントローラに

対するプリントヘッドの位置を起因とするものです。また、内蔵センサ使用、かつ印字対象物が右から左へ

移動する場合、左端から約 20mmの部分には印刷できません。これは、内蔵センサとプリントヘッドの位置

関係を起因とするものです。 

 

 
 

3.3.2. メッセージメッセージメッセージメッセージのののの新規作成新規作成新規作成新規作成 
実際に印刷するための内容の作成方法です。アルファベット、数字の他、画像や日付、カウンタ等も印刷で

きます。以下の手順で作成してください。 

なお、メッセージ番号 001 には予めテストパターンが登録されています。これは編集できません。また、メ

ッセージブラウザモード画面に表示されているメッセージ番号の横にアスタリスク（＊）が表示されている

ものは、すでにメッセージの内容が登録されているものです。 

 

① 編集画面編集画面編集画面編集画面のののの表示表示表示表示…メッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面の時、ツールキーツールキーツールキーツールキー を押下し、ツールツールツールツール画面画面画面画面を表示

させ、カーソルを新規新規新規新規メッセージメッセージメッセージメッセージ作成作成作成作成に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下するか、または、矢印矢印矢印矢印

キーキーキーキーを使用してアスタリスク（*）の付いていないメッセージ番号（空き番号）にカーソルを合わせ、

エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してメッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面を呼び出します。 

② ラインモードラインモードラインモードラインモードのののの選択選択選択選択…F1F1F1F1 キーキーキーキー を押下し、行数設定行数設定行数設定行数設定画面を表示させ、ラインモードラインモードラインモードラインモードにカーソルを合わせ

ます。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、ラインモードが 1111、2222、3333、4444 と切り替わります。使用

したいラインモード（行数）を選択してください。 

③ フォントフォントフォントフォント高高高高さのさのさのさの選択選択選択選択…上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  を使用して、フォントフォントフォントフォント高高高高ささささにカーソルを合わせます。左左左左

右矢印右矢印右矢印右矢印キーキーキーキー     を押下すると、フォント高さが切り替わります。使用したいフォント高さを選

択し、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー と押下して、メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面に戻ってください。 

④ オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの配置配置配置配置…必要なオブジェクトを配置していきます。オブジェクトの詳細については 3.4 章を

ご覧ください。 
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⑤ 作成作成作成作成のののの終了終了終了終了…作成が終了しましたら、ESCESCESCESC キーキーキーキー を押下します。保存確認メッセージが表示されま

すので、編集内容を保存する場合は、保存保存保存保存してしてしてして終了終了終了終了を、保存しない場合は保存保存保存保存しないでしないでしないでしないで終了終了終了終了にカーソル

を合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。するとメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面に戻りま

す。 

 

3.3.3. メッセーメッセーメッセーメッセージジジジのののの編集編集編集編集 
既存メッセージを編集する方法です。以下の手順で編集してください。 

 

① メッセージメッセージメッセージメッセージのののの選択選択選択選択…メッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面の時、矢印矢印矢印矢印キーキーキーキーを使用して編集したいメッセージ番号

にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。 

② 内容内容内容内容のののの編集編集編集編集…空いている場所にメッセージを追加するか、矢印キーを使用して編集を行いたいオブジェ

クトにカーソルを合わせ、編集、または削除してください。オブジェクトの詳細については 3.4 章をご

覧ください。 

③ 編集編集編集編集のののの終了終了終了終了…作成が終了しましたら、ESCESCESCESC キーキーキーキー を押下します。保存確認メッセージが表示されま

すので、編集内容を保存する場合は、保存保存保存保存してしてしてして終了終了終了終了を、保存しない場合は保存保存保存保存しないでしないでしないでしないで終了終了終了終了にカーソル

を合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。するとメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面に戻りま

す。 

 

3.3.4. メッセージメッセージメッセージメッセージののののコピーコピーコピーコピー 
すでに作成されているメッセージを元に、新規のメッセージを作成したい場合等、メッセージのコピーを行

う方法です。以下の手順でコピーしてください。 

 

① コピーコピーコピーコピー元元元元ファイルファイルファイルファイルのののの選択選択選択選択…メッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面の時、矢印矢印矢印矢印キーキーキーキーを使用してコピー元にしたいメ

ッセージ番号へカーソルを移動します。 

② コピーコピーコピーコピー画面画面画面画面のののの表示表示表示表示…ツールツールツールツールキーキーキーキー を押下してツールツールツールツール画面画面画面画面を表示させ、カーソルをメッセージコピーメッセージコピーメッセージコピーメッセージコピーに

合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、メッセージコピーメッセージコピーメッセージコピーメッセージコピー画面画面画面画面を呼び出します。 

③ コピーコピーコピーコピー先先先先メッセージメッセージメッセージメッセージ番号番号番号番号のののの入力入力入力入力…コピー先のメッセージ番号を入力する項目が表示されますので、数字数字数字数字キキキキ

ーーーーを使用してメッセージ番号を入力し、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。自動的にメッセーメッセーメッセーメッセー

ジブラウザモードジブラウザモードジブラウザモードジブラウザモード画面画面画面画面に戻ります。 

 

3.3.5. メッセージメッセージメッセージメッセージのののの削除削除削除削除 
メッセージの内容を削除する方法です。以下の手順で削除してください。 

 

① 削除削除削除削除ファイルファイルファイルファイルのののの選択選択選択選択…メッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面の時、矢印矢印矢印矢印キーキーキーキーを使用して削除したいメッセージ番

号へカーソルを移動します。 

② ファイルファイルファイルファイルのののの削除削除削除削除…デリートキーデリートキーデリートキーデリートキー を押下しますと確認画面が表示されますので、削除する場合は、右矢右矢右矢右矢

印印印印キーキーキーキー を押下してください。自動的にメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面に戻ります。 
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33..44..  オオオオオオオオブブブブブブブブジジジジジジジジェェェェェェェェククククククククトトトトトトトトににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  
印刷のために、メッセージ編集領域に配置されるテキストやバーコード、画像のことを総称してオブジェクオブジェクオブジェクオブジェク

トトトトと呼びます。U2 では、様々なオブジェクトを自由に貼り付けることにより、好みのデザインの印刷が可

能です。これらのオブジェクトは、オブジェメニューオブジェメニューオブジェメニューオブジェメニューよりメッセージ編集領域に貼り付き、賞味期限やバー

コード、画像など印刷することが可能です。3.3.1 章の手順①を行うことでメッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面を呼び出し、

オブジェクトを配置、編集していきます。 

3.4.1. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの編集方法編集方法編集方法編集方法 
オブジェクトの編集方法について、説明します。 

3.4.1.1. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの追加追加追加追加 

編集領域へ新規にオブジェクトを追加する方法です。以下の手順で操作してください。 

 

① カーソルカーソルカーソルカーソルのののの移動移動移動移動…メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面で矢印矢印矢印矢印キーキーキーキーを使用して、オブジェクトを配置したい場所へカーソル

を移動します。 

② オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの配置配置配置配置…テキストを配置したい場合は、直接文字入力文字入力文字入力文字入力キーキーキーキー（ ～ 、 、 ）を使

用して文字を入力してください。入力できる文字は、アルファベット大文字、数字、記号です。 

その他のオブジェクトを配置したい場合は、オブジェクトの種類に合わせてファンクションキーを押下

します。ファンクションキーとオブジェクトの関係は、以下の通りです。 

 

 日付・時刻オブジェクト 

 未来日付オブジェクト 

 カウンタオブジェクト 

 シフトコードオブジェクト 

 ロゴオブジェクト 

 バーコードオブジェクト 

 文字列オブジェクト 

 

③ オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト内容内容内容内容のののの入力入力入力入力…オブジェクトの詳細内容を設定する項目が画面下部に表示されますので、それ

ぞれ値を選択、入力してください。なお、各オブジェクトの内容については、3.4.2 章をご覧ください。 

④ 配置配置配置配置のののの終了終了終了終了…詳細内容の入力が終わりましたら、ESCESCESCESC キーキーキーキー を押下してメッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面に戻っ

てください。 

 

3.4.1.2. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの修正修正修正修正 

すでに配置されているテキスト以外のオブジェクトの内容を修正する方法です。以下の手順で操作してくだ

さい。 

 

① カーソルカーソルカーソルカーソルのののの移動移動移動移動…メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面で矢印矢印矢印矢印キーキーキーキーを使用して、修正したいオブジェクトへカーソルを移動

し、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下します。 

② オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクト内内内内容容容容のののの修正修正修正修正…オブジェクトの詳細内容を設定する項目が画面下部に表示されますので、それ

ぞれ値を修正してください。 

③ 修正修正修正修正のののの終了終了終了終了…詳細内容の入力が終わりましたら、ESCESCESCESC キーキーキーキー を押下してメッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面に戻っ

てください。 
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3.4.1.3. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの削除削除削除削除 

すでに配置されているオブジェクトを削除する方法です。以下の手順で操作してください。 

 

① カーソルカーソルカーソルカーソルのののの移動移動移動移動…メッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面で矢印矢印矢印矢印キーキーキーキーを使用して、削除したいオブジェクトへカーソルを移動

し、デリートキーデリートキーデリートキーデリートキー を押下します。 

② 削除削除削除削除のののの確認確認確認確認…確認画面確認画面確認画面確認画面が表示されますので、削除する場合は、右矢印右矢印右矢印右矢印キキキキーーーー を押下してください。 

③ 削除削除削除削除のののの終了終了終了終了…削除後は自動的にメッセージメッセージメッセージメッセージ編集画面編集画面編集画面編集画面に戻ります。 

 

3.4.2. オブジェクトオブジェクトオブジェクトオブジェクトのののの種類種類種類種類 
メッセージに配置できるオブジェクトは、テキストテキストテキストテキスト、日付日付日付日付・・・・時刻時刻時刻時刻、未来日付未来日付未来日付未来日付、カウンタカウンタカウンタカウンタ、シフトコードシフトコードシフトコードシフトコード、ロロロロ

ゴゴゴゴ、バーコードバーコードバーコードバーコード、文字列文字列文字列文字列の 8 種類です。各オブジェクトは書式等の詳細内容が設定できます。以下にオブジ

ェクトの詳細内容を説明します。 

3.4.2.1. テキストテキストテキストテキスト 

内容の変わらないテキストを印刷できます。直接文字入力文字入力文字入力文字入力キーキーキーキー（ ～ 、 、 ）を使用して文字

を入力します。文字と数字を切り替える場合は、文字切文字切文字切文字切りりりり替替替替ええええキーキーキーキー 、削除する場合は、デデデデリートキーリートキーリートキーリートキー

、バックスペースキーバックスペースキーバックスペースキーバックスペースキー を使用します。アルファベットは大文字しか入力できません。詳細設定はあ

りません。 

 

3.4.2.2. 日付日付日付日付・・・・時刻時刻時刻時刻 

システム日付や時刻を印刷できます。F2F2F2F2 キーキーキーキー を押下します。押下後、日付日付日付日付・・・・時刻作成時刻作成時刻作成時刻作成にカーソルを合わ

せ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して配置します。詳細設定については下記の通りです。 

 

日付日付日付日付・・・・時刻詳細設定時刻詳細設定時刻詳細設定時刻詳細設定 
 

書式書式書式書式：：：： 日付・時刻の書式を選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、

書式が切り替わります。使用したい書式を選択してください。使用したい書

式がない場合は、5.4 章→5.4.3 章（日付・時刻書式）をご覧になり、書式を

追加してください。 

 

3.4.2.3. 未来日付未来日付未来日付未来日付 

賞味期限や消費期限など、システム日付から何日後というような未来の日付を自動的に印刷できます。F3F3F3F3

キーキーキーキー を押下して配置します。詳細設定については下記の通りです。 

 

未来日付詳細設定未来日付詳細設定未来日付詳細設定未来日付詳細設定 
 

書式書式書式書式：：：： 未来日付の書式を選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、書

式が切り替わります。使用したい書式を選択してください。使用したい書式

がない場合は、5.4 章→5.4.3 章（日付・時刻書式）をご覧になり、書式を追

加してください。 

何日何日何日何日：：：： 何日後の日付を印刷するか、数字数字数字数字キキキキーーーーを使用して入力します。例えばここ

に”30”と入力すると、現在の日付から 30 日後の日付を印刷します。 
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3.4.2.4. カウンタカウンタカウンタカウンタ 

印刷する度に数値が上がる（下がる）カウンタを印刷できます。F4F4F4F4 キーキーキーキー を押下して配置します。詳細設

定については下記の通りです。 

 

カウンタカウンタカウンタカウンタ詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
 

タイプタイプタイプタイプ：：：： カウンタの種類を選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、シシシシ

ングルカウンタングルカウンタングルカウンタングルカウンタ、ボックスカウンタボックスカウンタボックスカウンタボックスカウンタ、ロットカウンタロットカウンタロットカウンタロットカウンタと変わります。任意の

種類を選択してください。 

最大最大最大最大：：：： カウンタの最大値を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。 

最小最小最小最小：：：： カウンタの最小値を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。 

現在値現在値現在値現在値：：：： カウンタの現在値を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。 

STEPSTEPSTEPSTEP：：：： カウンタのステップ値（1回で加算・減算される数）を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用し

て入力します。なお、マイナスの値を設定しますと、カウントダウンするカ

ウンタになります。 

 

シングルカウンタシングルカウンタシングルカウンタシングルカウンタととととロットロットロットロット・・・・ボックスカウンタボックスカウンタボックスカウンタボックスカウンタのののの違違違違いいいい…ロットとボックスは、共通のパラメータを持つため、

それぞれのカウンタを配置した場合、連動したカウントを行います。また、ロットは、ボックスの設定に基

づいてカウントを行います。具体的には、ボックスの値が最大値、または最小値に達した時、ロットのカウ

ントが加算、または減算されます。 

 

例例例例 1111： ボックスの値  ロットの値 

 最大値：2  最大値：999 

 最小値：1  最小値：1 

 STEP：1  STEP：1 

 現在値：1  現在値：1 

 

 印刷されるロットカウンタ： 001、001、002、002、003、003、004… 

 印刷されるボックスカウンタ：  1、  2、  1、  2、  1、  2、  1… 

 

例例例例 2222： ボックスの値  ロットの値 

 最大値：3  最大値：999 

 最小値：1  最小値：1 

 STEP：1  STEP：5 

 現在値：1  現在値：10 

 

 印刷されるロットカウンタ： 010、010、010、015、015、015、020… 

 印刷されるボックスカウンタ：  1、  2、  3、  1、  2、  3、  1… 

 

3.4.2.5. シフトコードシフトコードシフトコードシフトコード 

印刷する時刻によって内容が変わる、シフトコードを印刷できます。F5F5F5F5 キーキーキーキー を押下します。押下後、シシシシ

フトコードフトコードフトコードフトコード作成作成作成作成にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して配置します。詳細設定はありません。 
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3.4.2.6. ロゴロゴロゴロゴ 

会社のロゴやケアマークなど、予め作成してあるロゴを印刷できます。F6F6F6F6 キーキーキーキー を押下します。押下後、

上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  を使用して、配置したいロゴにカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下

します。詳細設定はありません。 

ロゴは、ペイント等で作成されたビットマップ形式（*.bmp）ファイルを、U2 添付の PC用専用ソフトウェ

ア MessagePRO を使用して追加登録することが可能です。詳細につきましては、MessagePRO ユーザマニュ

アルをご覧ください。 

なお、ロゴには予めよく使用される漢字、記号が 16 パターン×4 種類（12.7mm用、10.0mm用、8.0mm 用、

5.5mm用）登録されています。以下の漢字、記号をご使用の場合は、登録の必要がありません。 

 

・ 賞味期限（通常フォント・細字フォント） 

・ 製造年月日（通常フォント・細字フォント） 

・ 賞味 

・ 製造 

・ 年月日 

・ 年 

・ 月 

・ 日 

・ 期限 

・ 期間 

・ 使用 

・ 消費 

・ 品質保持 

・  ‘（アポストロフィ） 

3.4.2.7. バーコードバーコードバーコードバーコード 

バーコードを印刷できます。F7F7F7F7 キーキーキーキー を押下して配置します。詳細設定については下記の通りです。 

 

バーコードバーコードバーコードバーコード詳細設定詳細設定詳細設定詳細設定 
 

タイプタイプタイプタイプ：：：： バーコードのタイプを選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、

UPCAUPCAUPCAUPCA、UPCEUPCEUPCEUPCE、EAN13EAN13EAN13EAN13、EAN8EAN8EAN8EAN8、INTERINTERINTERINTER25252525、CODEBARCODEBARCODEBARCODEBAR、CODE39CODE39CODE39CODE39、CODE128CODE128CODE128CODE128、SCC14SCC14SCC14SCC14、

SSCC18SSCC18SSCC18SSCC18、EAN128EAN128EAN128EAN128、DUNDUNDUNDUN----14141414 と変わります。任意の種類を選択してください。 

内容内容内容内容：：：： バーコードの内容を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。 

幅幅幅幅レベルレベルレベルレベル：：：：  バーコードの幅を設定します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、1111～

10101010 で幅レベルが変わります。任意の幅レベルを選択してください。 

テキストモードテキストモードテキストモードテキストモード：：：：バーコード下部に、内容を文字表示させるか選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー

    を押下すると、オンオンオンオン、オフオフオフオフと切り替わります。使用したい場合、

オンオンオンオンを選択してください。 

 

3.4.2.8. 文字列文字列文字列文字列 

文字列とは、複数の同じ番号の文字列が配置されていれば、同時に内容が変更できるテキストです。この文

字列を印刷できます。F8F8F8F8 キーキーキーキー を押下して配置します。詳細設定については下記の通りです。 

 

文字列詳細設定文字列詳細設定文字列詳細設定文字列詳細設定 
 



 

U2 ユーザマニュアル 

 

41 

文字列番号文字列番号文字列番号文字列番号：：：：使用したい文字列を選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、1～

5 で番号が変わります。任意の番号を選択してください。 

内容内容内容内容：：：： 文字列の内容を、アルファベットキーアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキー、数字数字数字数字キーキーキーキー等等等等を使用して入力します。入

力できる文字数は 20 文字です。なお、内容を変更しますと、同じファイル内

に同じ文字列番号で定義されている文字列の内容も、同様に変更されます。 
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4. ツールツールツールツール    
印刷内容の編集や確認を行うことや、インク等の情報を参照することができます。メッセージブラウザモーメッセージブラウザモーメッセージブラウザモーメッセージブラウザモー

ドドドド画面画面画面画面が表示されている状態でツールキーツールキーツールキーツールキー を押下し、ツールツールツールツール画面画面画面画面を呼び出して各作業を行ってくださ

い。各項目の詳細は以下の通りです。各作業が終了しましたらエスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、メッセーメッセーメッセーメッセー

ジブラウザモードジブラウザモードジブラウザモードジブラウザモード画面画面画面画面に戻ってください。 

44..11..  ロロロロロロロロググググググググアアアアアアアアウウウウウウウウトトトトトトトト  
ログイン設定機能使用時に表示されます。一旦ログアウトしますと、ログインの画面が表示されます。再度

操作を行いたい場合は、ユーザ名を指定してログインしなければなりません。以下の手順で操作してくださ

い。 

 

① ログアウトログアウトログアウトログアウトするするするする…ツールツールツールツール画面画面画面画面が表示されている状態でカーソルをログアウトログアウトログアウトログアウトに合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー

を押下します。これでログアウトした状態になります。 

② ログインログインログインログイン名名名名のののの入力入力入力入力…ログイン名とパスワードを入力する画面が表示されています。再び操作を行う場合

は、ログインログインログインログイン名名名名に、すでに登録してあるユーザ名を、アルファベットキーアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキー、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力し

てください。 

③ パスワードパスワードパスワードパスワードのののの入力入力入力入力…カーソルを、下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキー を使用してパスワードパスワードパスワードパスワードに移動し、設定されているパス

ワードをアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキー、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力し、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。 

 

44..22..  印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷内内内内内内内内容容容容容容容容画画画画画画画画面面面面面面面面  
現在印刷するように選択されているメッセージの内容を画面上に表示します。以下の手順で確認してくださ

い。 

 

① 印刷内容画面印刷内容画面印刷内容画面印刷内容画面のののの表示表示表示表示…ツールツールツールツール画面画面画面画面が表示されている状態でカーソルを印刷内容画面印刷内容画面印刷内容画面印刷内容画面に合わせて、エンタエンタエンタエンタ

ーキーーキーーキーーキー を押下し、印刷内容画面印刷内容画面印刷内容画面印刷内容画面を呼び出します。 

② 範囲範囲範囲範囲のののの移動移動移動移動…上下左右矢印上下左右矢印上下左右矢印上下左右矢印キーキーキーキー       を押下すると、表示される範囲が移動します。 

③ 縮尺率縮尺率縮尺率縮尺率のののの変更変更変更変更…エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下しますと、印刷内容の縮尺率が変更できます。任意の縮尺

率を選択してください。 

④ 確認確認確認確認のののの終了終了終了終了…確認が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、ツールツールツールツール画面画面画面画面に戻ってください。 

 

44..33..  ロロロロロロロロゴゴゴゴゴゴゴゴププププププププレレレレレレレレビビビビビビビビュュュュュュュューーーーーーーー  
U2 に登録されているロゴをプレビューすることができます。以下の手順で確認してください。 

 

① ロゴプレビューロゴプレビューロゴプレビューロゴプレビュー画面画面画面画面のののの表示表示表示表示…ツールツールツールツール画面画面画面画面が表示されている状態でカーソルをロゴプレビューロゴプレビューロゴプレビューロゴプレビューに合わせて、

エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、ロゴプレビューロゴプレビューロゴプレビューロゴプレビュー画面画面画面画面を呼び出します。 
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② ロゴロゴロゴロゴのののの選択選択選択選択…複数のロゴが登録されている場合、下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキー を押下すると次のロゴ、上矢印上矢印上矢印上矢印キーキーキーキー

を押下すると前のロゴが表示されます。 

③ 確認確認確認確認のののの終了終了終了終了…確認が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、ツールツールツールツール画面画面画面画面に戻ってください。 

 

44..44..  新新新新新新新新規規規規規規規規メメメメメメメメッッッッッッッッセセセセセセセセーーーーーーーージジジジジジジジ作作作作作作作作成成成成成成成成  
新規のメッセージを作成します。作成方法の詳細につきましては、3.3.1 章をご覧ください。 

44..55..  メメメメメメメメッッッッッッッッセセセセセセセセーーーーーーーージジジジジジジジココココココココピピピピピピピピーーーーーーーー  
既存メッセージのコピーを行います。コピー方法の詳細につきましては、3.3.3 章をご覧ください。 

44..66..  イイイイイイイインンンンンンンンクククククククク情情情情情情情情報報報報報報報報  
使用しているインクカートリッジの情報を表示します。以下の手順で確認してください。 

 

① インクインクインクインク情報画面情報画面情報画面情報画面のののの表示表示表示表示…ツールツールツールツール画面画面画面画面が表示されている状態でカーソルをインクインクインクインク情報情報情報情報に合わせて、エンタエンタエンタエンタ

ーキーーキーーキーーキー を押下し、インクインクインクインク情報画面情報画面情報画面情報画面を呼び出します。 

② 確認確認確認確認のののの終了終了終了終了…確認が終了しましたらエスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、ツールツールツールツール画面画面画面画面に戻ってください。 

 

44..77..  製製製製製製製製品品品品品品品品カカカカカカカカウウウウウウウウンンンンンンンンタタタタタタタタ  
製品カウンタ（トータルカウンタ）の現在値と最大値の設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① ツールツールツールツール画面画面画面画面が表示されている状態でカーソルを製品製品製品製品カウンタカウンタカウンタカウンタ設定設定設定設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を

押下し、製品製品製品製品カウンタカウンタカウンタカウンタ画面画面画面画面を呼び出します。 

② 設定できる値は、最大値と現在値です。設定を行いたい項目にカーソルを合わせて、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用し

て、値を入力してください。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたらエスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、ツールツールツールツール画面画面画面画面に戻ってください。 
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5. 各種設定各種設定各種設定各種設定    

各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下すると各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示され、印刷や画面表示等、U2 に関する各種設定の参

照や変更が行えます。設定を行いたい項目にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。

各項目の詳細は、以下をご覧ください。 

また、印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置キーキーキーキー を押下すると印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面が表示され、印刷開始位置の変更が行えます。    

55..11..  印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷開開開開開開開開始始始始始始始始位位位位位位位位置置置置置置置置  
印刷を開始する前に、印刷開始位置の設定を行う必要があります。なお、工場出荷時の値は 0mmになって

います。 

 

① ファイルファイルファイルファイルのののの選択選択選択選択…メッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモードメッセージブラウザモード画面画面画面画面の時、矢印矢印矢印矢印キーキーキーキーを使用して印刷開始位置設定を行いたい

メッセージ番号へカーソルを移動します。 

② 印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置のののの入力入力入力入力…印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置キーキーキーキー を押下すると印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面印刷開始位置画面が表示されます。数字数字数字数字キキキキ

ーーーーを使用し、印刷開始位置を入力してください。なお、範囲は 0～2500mmです。 

③ 値値値値のののの確定確定確定確定…入力後、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー と押下すると設定が保存され、メッセージブラウザモード画

面に戻ります。 

④ 印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置印刷開始位置のののの確認確認確認確認…テスト用のワークを流し、印刷位置を確認してください。 
 

55..22..  シシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムム設設設設設設設設定定定定定定定定  
U2 を使用するにあたっての基本的な設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面のののの表示表示表示表示…各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下し各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示させ、カーソルをシステムシステムシステムシステム

設定設定設定設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面を呼び出します。 

② 各設定各設定各設定各設定のののの選択選択選択選択…カーソルを次にあげる各設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して、設定を行

ってください。各設定の詳細は以下の通りです。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…各設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面に戻ってくだ

さい。 

 

5.2.1. シャットダウンシャットダウンシャットダウンシャットダウン 
U2 の電源を落とす際、このシャットダウンを行います。システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面が表示されている状態でこちら

にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下すると確認画面確認画面確認画面確認画面が表示されますので、シャットダウンす

る場合は、右矢印右矢印右矢印右矢印キーキーキーキー を押下してください。 
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5.2.2. 使用言語使用言語使用言語使用言語 
U2 の画面表示に使用する言語を選択します。以下の手順で選択してください。 

 

① 使用言語使用言語使用言語使用言語のののの選択選択選択選択…使用言語画面使用言語画面使用言語画面使用言語画面で、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、使用言語が ENGLISHENGLISHENGLISHENGLISH（英

語）、JAPANESEJAPANESEJAPANESEJAPANESE（日本語）と切り替わります。表示させたい言語を選択してください。なお、通常は

JJJJAPANESEAPANESEAPANESEAPANESE を選択してください。 

② 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。 

 

5.2.3. 使用単位使用単位使用単位使用単位 
U2 で使用する長さの単位を選択します。以下の手順で選択してください。 

 

① 使用単位使用単位使用単位使用単位のののの選択選択選択選択…使用単位画面使用単位画面使用単位画面使用単位画面で、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、使用単位がインチインチインチインチ、ミリミリミリミリ

メートルメートルメートルメートルと切り替わります。使用したい単位を選択してください。なお、通常はミリメートルミリメートルミリメートルミリメートルを選択し

てください。 

② 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。 

 

5.2.4. シシシシステムステムステムステム日付日付日付日付 
U2 に内蔵されているカレンダ、時計の調整を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① 日付日付日付日付・・・・時刻時刻時刻時刻のののの入力入力入力入力…システムシステムシステムシステム日付画面日付画面日付画面日付画面で、左から年、月、日、時、分、秒を現在の日付、時刻に合わせ

て数字数字数字数字キーキーキーキーを使用し、入力していきます。 

② 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。なお、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキーを押した時点から時計がスタートします。 

 

5.2.5. 画面画面画面画面バックライトバックライトバックライトバックライト節電節電節電節電 
操作していない時に画面のバックライトをオフにする機能です。操作を止めてから何分後にライトをオフに

するか設定します。以下の手順で設定してください。 

 

① 状態状態状態状態のののの選択選択選択選択…画面画面画面画面バックライトバックライトバックライトバックライト節電画面節電画面節電画面節電画面で、状態状態状態状態にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押

下すると、状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。使用したい場合、オンオンオンオンを選択してください。 

② 消灯時間消灯時間消灯時間消灯時間のののの入力入力入力入力…状態状態状態状態をオンオンオンオンにした場合、その下に消灯までの時間を入力する項目が表示されます。上上上上

下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキー  でそちらにカーソルを合わせ、消灯までの時間を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力し

ます。入力できる値は 1～60 です。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。 
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5.2.6. サマータイムサマータイムサマータイムサマータイム制制制制 
サマータイム制を導入している地域で使用する場合で、サマータイム期間になると自動的にシステム時刻を

変更する機能です。以下の手順で設定してください。 

 

① 状態状態状態状態のののの選択選択選択選択…サマータイムサマータイムサマータイムサマータイム制画面制画面制画面制画面で、状態状態状態状態にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下する

と、状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。状態を選択してください。なお、日本国内で使用する場合は

オフオフオフオフを選択してください。 

② 地域地域地域地域のののの選択選択選択選択…状態状態状態状態をオンオンオンオンにした場合、その下に地域地域地域地域が表示されます。上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でそち

らにカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、地域がヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ、アメリカアメリカアメリカアメリカと切り

替わります。地域を選択してください。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。 

 

5.2.7. 初期値初期値初期値初期値へへへへリセットリセットリセットリセット 
U2 に保存されている設定値を、全て工場出荷時の初期値へリセットする機能です。また、新しい SDカー

ドや、別のコントローラで使用していた SDカードを使用する場合は、必ずこのリセットを行います。リセ

ットする場合は、以下の手順で設定してください。なお、登録してあるファイルはそのまま残ります。 

 

① コードコードコードコードのののの入力入力入力入力…警告画警告画警告画警告画面面面面で「123456」を入力し、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下すると初期化が始まります。 

② 再起動再起動再起動再起動…初期化が終了すると、一旦電源が落ち、自動的に再起動します。 

 

5.2.8. 時間補正時間補正時間補正時間補正 
U2 内蔵時計のズレを補正する機能です。事前準備を行った後、以下の手順で設定してください。 

 

事前準備事前準備事前準備事前準備：U2 の内蔵時計を現在の時刻に正確に合わせます。時刻合わせの手順は、5.2.4 章（システム日

付）をご覧ください。そのまま、丸 1日、内蔵時刻を変更しないようにしてください。なお、通常の印刷な

どは行って構いません。24 時間後、内蔵時計の時刻を確認します。何秒ずれたかを確認してください。 

 

① 補正方向補正方向補正方向補正方向のののの選択選択選択選択…時計補正画面時計補正画面時計補正画面時計補正画面で補正方向補正方向補正方向補正方向にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下する

と、使用言語が遅遅遅遅らせるらせるらせるらせる、進進進進ませるませるませるませると切り替わります。時刻が進んだ場合には遅遅遅遅らせるらせるらせるらせる、時刻が遅れた

場合には進進進進ませるませるませるませるを選択してください。 

② オフセットオフセットオフセットオフセット時間時間時間時間のののの入力入力入力入力…上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でオフセットオフセットオフセットオフセット時間時間時間時間の電源電源電源電源オンオンオンオン時時時時にカーソルを合わせ、

24 時間でずれた時間を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。例えば 10 秒進んだ場合は「10」、20 秒遅れ

た場合は「20」を入力してください。さらに、下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキー でオフセットオフセットオフセットオフセット時間時間時間時間の電源電源電源電源オフオフオフオフ時時時時にカー

ソルを合わせ、同様に時間を入力してください。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。 

④ 時刻合時刻合時刻合時刻合わせわせわせわせ…事前準備と同様、内蔵時計を正確に現在の時刻に合わせてください。 
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55..33..  アアアアアアアアララララララララーーーーーーーームムムムムムムム設設設設設設設設定定定定定定定定  
アラーム機能についての設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① アラームアラームアラームアラーム設定画面設定画面設定画面設定画面のののの表示表示表示表示…各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下し各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示させ、カーソルをアラームアラームアラームアラーム設設設設

定定定定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、アラームアラームアラームアラーム設定画面設定画面設定画面設定画面を呼び出します。 

② 各設定各設定各設定各設定のののの選択選択選択選択…カーソルを次にあげる各設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して、設定を行

ってください。各設定の詳細は以下の通りです。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…各設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面に戻ってくだ

さい。 

 

5.3.1. カウンタアラームカウンタアラームカウンタアラームカウンタアラーム 
カウンタが設定された最大値に達した場合、印刷を終了してメッセージを表示する設定を行います。こちら

にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、カーソル右側の項目がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替

わります。カウンタアラームを使用するか、しないかを選択してください。 

5.3.2. プッシュプッシュプッシュプッシュ音音音音 
キーを押下した時、“ピッ”という音を出すか、出さないかの設定を行います。こちらにカーソルを合わせ、

左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、カーソル右側の項目がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。音を使用す

るか、しないかを選択してください。 

5.3.3. 印刷時印刷時印刷時印刷時ビープビープビープビープ音音音音 
印刷した時、“ピッ”という音を出すか、出さないかの設定を行います。こちらにカーソルを合わせ、左右左右左右左右

矢印矢印矢印矢印キーキーキーキー     を押下すると、カーソル右側の項目がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。音を使用するか、

しないかを選択してください。 

55..44..  編編編編編編編編集集集集集集集集設設設設設設設設定定定定定定定定  
編集に関する機能についての設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① 編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面のののの表示表示表示表示…各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下し各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示させ、カーソルを編集設定編集設定編集設定編集設定に合

わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面を呼び出します。 

② 各設定各設定各設定各設定のののの選択選択選択選択…カーソルを次にあげる各設定に合わせます。メッセージメッセージメッセージメッセージ名名名名とカウンタリセットカウンタリセットカウンタリセットカウンタリセット以外につ

いては、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して、設定を行ってください。各設定の詳細は以下の通りです。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…各設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面に戻ってくだ

さい。 
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5.4.1. メッセージメッセージメッセージメッセージ名名名名 
メッセージブラウザモード画面の下部に表示されるメッセージ番号欄に、メッセージ名も表示させる設定で

す。こちらにカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、カーソル右側の項目がオフオフオフオフ、オオオオ

ンンンンと切り替わります。メッセージ名の表示を使用するか、しないかを選択してください。 

5.4.2. 年年年年（（（（暦暦暦暦））））設定設定設定設定 
西暦以外の年（和暦等）を使用して印刷したい場合、こちらで設定を行います。以下の手順で設定してくだ

さい。 

 

① 状態状態状態状態のののの選択選択選択選択…年年年年（（（（暦暦暦暦））））設定画面設定画面設定画面設定画面で、状態状態状態状態にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、

状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。状態を選択してください。 

② 年年年年のののの入力入力入力入力…状態状態状態状態をオンオンオンオンにした場合、その下に西暦の年が表示されます。上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でそ

ちらにカーソルを合わせ、現在の年（和暦等）を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.4.3. 日付日付日付日付・・・・時刻書式時刻書式時刻書式時刻書式 
U2 には、予めいくつかの日付書式が登録されていますが、この書式以外で印刷を行いたい場合、新規で書

式を登録できます。また、削除もできます。以下の手順で追加、削除を行ってください。 

なお、日付・時刻書式の右側にアスタリスク（＊）が表示されているものは、編集が行えない書式です。 

5.4.3.1. 書書書書式式式式のののの追加追加追加追加 

① 空空空空きききき項目項目項目項目のののの選択選択選択選択…日付日付日付日付・・・・時刻書式画面時刻書式画面時刻書式画面時刻書式画面で、書式の一覧が表示されますので、下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキー を使用し

て、書式が定義されていない（========空空空空きききき========と表示されている）項目へカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー

を押下してください。 

② 必要書式必要書式必要書式必要書式のののの選択選択選択選択…日付日付日付日付・・・・時刻書式変更画面時刻書式変更画面時刻書式変更画面時刻書式変更画面が表示されますので、必要な桁（例えば年の下 2 桁であれば、

YYYY の 3つ目、4つ目）へカーソルを移動し、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下していってください。 

③ 記号記号記号記号のののの入力入力入力入力…間にコロン（：）やスラッシュ（/）、ハイフン（－）が必要な場合は、シンボルキーシンボルキーシンボルキーシンボルキー

を押下し、記号一覧の画面を呼び出します。なお、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を使用すると別の記

号も表示されます。組み込みたい記号の数値を数字数字数字数字キーキーキーキーで入力してください。 

④ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたらエスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面に戻ってください。 
 

5.4.3.2. 書式書式書式書式のののの削除削除削除削除 

① 削除削除削除削除したいしたいしたいしたい書式書式書式書式のののの選択選択選択選択…日付日付日付日付・・・・時刻書式画面時刻書式画面時刻書式画面時刻書式画面で、書式の一覧が表示されますので、上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  

を使用して、削除したい書式へカーソルを合わせてください。 

② 削除削除削除削除のののの実行実行実行実行…デリートキーデリートキーデリートキーデリートキー を押下すると確認画面確認画面確認画面確認画面が表示されますので、削除する場合は、右矢印右矢印右矢印右矢印キキキキ

ーーーー を押下してください。 
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③ 削除削除削除削除のののの終終終終了了了了…削除が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面に戻ってくださ

い。 

 

日付書式日付書式日付書式日付書式のののの詳細詳細詳細詳細：日付書式の詳細は、以下の通りです。 

 

 
 

5.4.4. シフトシフトシフトシフト 
印刷する時刻によって印刷の内容を変えたい場合に使用する、シフトコードの設定を行います。以下の手順

で設定してください。なお、シフトは最大で 5つまで、シフト名は最大 3文字まで登録できます。また、使

用できる文字はアルファベット大文字と数字、記号です。 

 

① シフトシフトシフトシフト 1111 のののの入力入力入力入力…シフトシフトシフトシフト画面画面画面画面で、シフト 1 の名前名前名前名前にカーソルを合わせ、アルファベットキーアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキー、数字数字数字数字キーキーキーキー

を使用してシフト名を入力後、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して時刻時刻時刻時刻を入力します。 

② シフトシフトシフトシフト 2222 以降以降以降以降のののの入力入力入力入力…シフト 2以降も同様にシフト名と開始時刻を入力してください。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.4.5. ロールオーバーロールオーバーロールオーバーロールオーバー 
日付は通常 0：00 で切り替わりますが、この日付の切り替わるタイミングを任意の時刻に設定できる機能が、

ロールオーバーです。以下の手順で設定してください。 

 

① 状態状態状態状態のののの選択選択選択選択…ロールオーバーロールオーバーロールオーバーロールオーバー画面画面画面画面で、状態状態状態状態にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下する

と、状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。状態を選択してください。 

② 時刻時刻時刻時刻のののの入力入力入力入力…状態状態状態状態をオンオンオンオンにした場合、その下にロールオーバーしたい時刻を入力する項目が表示されま

す。上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でそちらにカーソルを合わせ、ロールオーバーしたい時刻を、数字数字数字数字キーキーキーキー

を使用して入力します。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面に戻ってくださ

い。 
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5.4.6. カウンタリセットカウンタリセットカウンタリセットカウンタリセット 
印刷開始時、カウンタのリセットを行うかどうかの確認画面を表示させる設定です。カウントアップのカウ

ンタの場合、最小値、カウントダウンのカウンタの場合、最大値へリセットされます。こちらにカーソルを

合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、カーソル右側の項目がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。カ

ウンタリセットを使用するか、しないかを選択してください。 

5.4.7. ゼロサプレスゼロサプレスゼロサプレスゼロサプレス 
時刻、日付、カウンタにおいて、ゼロサプレスを行うかどうかの設定をします。時刻、日付、カウンタにつ

いてそれぞれ設定できるようになっています。以下の手順で設定してください。 

 

① 項目項目項目項目のののの選択選択選択選択…ゼロサプレスゼロサプレスゼロサプレスゼロサプレス画面画面画面画面で、  上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキーを押下し、設定したい項目にカーソルを

合わせてください。 

② 種類種類種類種類のののの選択選択選択選択…左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示（例、001）、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示せずせずせずせず右寄右寄右寄右寄

せでせでせでせで空白空白空白空白にするにするにするにする（例、__1）、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示せずせずせずせず左寄左寄左寄左寄せでせでせでせで空白空白空白空白にするにするにするにする（例、1__） 、ゼロゼロゼロゼロをををを表示表示表示表示せずせずせずせず左詰左詰左詰左詰

めにするめにするめにするめにする（例、1）と切り替わります。それぞれ選択してください。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、編集設定画面編集設定画面編集設定画面編集設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.4.8. 印字開始位置共通設定印字開始位置共通設定印字開始位置共通設定印字開始位置共通設定 
印字開始位置の値を各ファイル共通にするか、個々のファイル毎に持たせるかの設定をします。こちらにカ

ーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、カーソル右側の項目がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わり

ます。印字開始位置共通設定を使用するか、しないかを選択してください。 

55..55..  シシシシシシシシスススススススステテテテテテテテムムムムムムムム診診診診診診診診断断断断断断断断  
システムの状態や操作状況の情報が表示されます。以下の手順で確認してください。 

 

① システムシステムシステムシステム診断画面診断画面診断画面診断画面のののの表示表示表示表示…各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下し各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示させ、カーソルをシステムシステムシステムシステム

診断設定診断設定診断設定診断設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、システムシステムシステムシステム診断画面診断画面診断画面診断画面を呼び出します。 

② 各機能各機能各機能各機能のののの選択選択選択選択…カーソルを次にあげる各機能に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して、機能を実

行してください。各情報の詳細は以下の通りです。 

③ 機能機能機能機能のののの終了終了終了終了…各機能が終了しましたら、エスケープキエスケープキエスケープキエスケープキーーーー を押下して、各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面に戻ってくだ

さい。 

 

5.5.1. システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト 
U2 の様々な項目を自己診断する機能です。以下の手順で診断を行ってください。 

 

① テストテストテストテストのののの選択選択選択選択…システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト画面画面画面画面で、カーソルを次にあげる各テストに合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー

を押下して、診断を行ってください。各診断の詳細は以下の通りです。 
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② 機能機能機能機能のののの終了終了終了終了…各テストが終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム診断画面診断画面診断画面診断画面に戻っ

てください。 

 

5.5.1.1. 自己診断自己診断自己診断自己診断テストテストテストテスト 

U2 コントローラ内部や、外部に接続されている機器についてテストします。以下の手順で診断を行ってく

ださい。 

 

① テストテストテストテスト開始開始開始開始…こちらの項目にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下しますと、自動的にテスト

が開始されます。 

② テストテストテストテスト結果結果結果結果のののの表示表示表示表示…テスト終了後、テストテストテストテスト結果画面結果画面結果画面結果画面が表示されます。全て正常な場合は、テストテストテストテスト完了完了完了完了！！！！

と表示されます。何か異常があった場合は、その内容が表示されます。 

③ テストテストテストテストのののの終了終了終了終了…テストが終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムテストシステムテストシステムテストシステムテスト画面画面画面画面に戻っ

てください。 

 

5.5.1.2. 液晶画面液晶画面液晶画面液晶画面テストテストテストテスト 

画面の液晶に異常がないかテストします。以下の手順でテストを行ってください。 

 

① テストテストテストテスト開始開始開始開始…こちらの項目にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下しますと、自動的にテスト

が開始され、画面が上から下へ赤→緑→青→白と変わっていきます。正常に変わっていくか確認してく

ださい。 

② テストテストテストテストのののの終了終了終了終了…テストが終了しますと、自動的にシステムテストシステムテストシステムテストシステムテスト画面画面画面画面に戻ります。 

 

5.5.1.3. LEDテストテストテストテスト 

コントローラ上部にある LED ランプに異常がないかテストします。以下の手順でテストを行ってください。 

 

① テストテストテストテスト開始開始開始開始…こちらの項目にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下しますと、自動的にテスト

が開始され、コントローラ上部の LED ランプが AlarmAlarmAlarmAlarm→InkLowInkLowInkLowInkLow→PPPPrintrintrintrint→3333 つつつつ全全全全てててての順に点灯します。

正常に点灯するか確認してください。（Run ランプは、常に点滅しています。） 

② テストテストテストテストのののの終了終了終了終了…テストが終了しますと、自動的にシステムテストシステムテストシステムテストシステムテスト画面画面画面画面に戻ります。 

5.5.2. ログレポートログレポートログレポートログレポート 
U2 上で操作された内容が、ログとして保存されていますが、その内容を表示する機能です。以下の手順で

確認してください。 

 

① 項目項目項目項目のののの選択選択選択選択…ログレポートログレポートログレポートログレポート画面画面画面画面で、  上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキーを押下し、内容を見たい項目にカーソル

を合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。 

② 情報情報情報情報のののの確認確認確認確認…情報詳細が確認できましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下し、ログレポートログレポートログレポートログレポート画面画面画面画面に戻っ

てください。 
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③ 確認確認確認確認のののの終了終了終了終了…確認が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、システムシステムシステムシステム診断画面診断画面診断画面診断画面に戻ってく

ださい。 

 

55..66..  印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷設設設設設設設設定定定定定定定定  
印刷に関する機能についての設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① 印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面のののの表示表示表示表示…各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下し各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示させ、カーソルを印刷設定印刷設定印刷設定印刷設定に合

わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面を呼び出します。 

② 各設定各設定各設定各設定のののの選択選択選択選択…カーソルを次にあげる各設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して、設定を行

ってください。各設定の詳細は以下の通りです。 

③ 設設設設定定定定のののの終了終了終了終了…各設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面に戻ってくだ

さい。 

 

5.6.1. プリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドプリントヘッド 
プリントヘッドに関する設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① 設定設定設定設定のののの選択選択選択選択…プリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドプリントヘッド画面画面画面画面で、カーソルを次にあげる各設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー

を押下して、設定を行ってください。各設定の詳細は以下の通りです。 

② 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.6.1.1. チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル 

HP のインクカートリッジにはノズルが 2 つあります。このノズルの内、片方だけ使用するか、両方使用す

るか選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下して、片方片方片方片方、両方両方両方両方から使用するノズルを選択してくださ

い。片方を選択した場合は、使用使用使用使用ノズルノズルノズルノズルの設定も行ってください。 

5.6.1.2. 印刷方向印刷方向印刷方向印刷方向 

印刷する方向を選択します。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下して、上下方向、左右方向の合った印刷方向

を選択してください。 

5.6.1.3. 使用使用使用使用ノズルノズルノズルノズル 

チャンネルチャンネルチャンネルチャンネルで片方片方片方片方を選択した場合だけ表示される項目で、どちらのノズルを使用するか選択します。左右矢左右矢左右矢左右矢

印印印印キーキーキーキー     を押下して、左左左左ノズルノズルノズルノズル、右右右右ノズルノズルノズルノズルから使用したいノズルを選択してください。 

5.6.1.4. 解像度解像度解像度解像度 

印刷の解像度を選択できます。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下して、片ノズル使用時は、300x50300x50300x50300x50～

300x600dpi300x600dpi300x600dpi300x600dpi（（（（50505050 刻刻刻刻みみみみ））））、両ノズル使用時は、600x50600x50600x50600x50～600x600dpi600x600dpi600x600dpi600x600dpi（（（（50505050 刻刻刻刻みみみみ））））から使用したい解像度を選択
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してください。片方のノズル使用時、300×400、両方のノズル使用時、600×400 が標準です。400 の値を

200（1/2）に変更すると印字幅は 2 倍に、50（1/8）に変更すると印字幅は 8倍になるような関係になって

います。なお、エンコーダ使用時の解像度は、自動的に算出されるため、設定はできません。 

5.6.2. プレパープレパープレパープレパージジジジ 
印刷の擦れを防ぐために、ごく少量のインクを定期的に噴射させる機能の設定を行います。以下の手順で設

定してください。 

 

① 状態状態状態状態のののの選択選択選択選択…プレパージプレパージプレパージプレパージ画面画面画面画面で、状態状態状態状態にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、

状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。状態を選択してください。 

② レベルレベルレベルレベルのののの入力入力入力入力…状態状態状態状態をオンオンオンオンにした場合、その下に乾燥状態のレベルを入力する項目が表示されます。上上上上

下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキー  でそちらにカーソルを合わせ、乾燥レベルを、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。

なお、範囲は 1～5 で、湿度が低い環境ほど大きい数値を設定します。 

③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.6.3. センサセンサセンサセンサ（（（（通常通常通常通常タイプタイプタイプタイプのみのみのみのみ）））） 
使用するセンサの選択を行います。以下の手順で選択してください。なお、モバイルタイプにはこのメニュ

ーがありません。 

 

① センサセンサセンサセンサのののの選択選択選択選択…センサセンサセンサセンサ画面画面画面画面で、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、ソースが内蔵内蔵内蔵内蔵センサセンサセンサセンサ、外付外付外付外付けけけけ

センサセンサセンサセンサと切り替わります。使用するセンサを選択してください。 

② モードモードモードモードのののの選択選択選択選択…ソースソースソースソースを外付外付外付外付けけけけセンサセンサセンサセンサにした場合、その下にモードモードモードモードが表示されます。上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  

でそちらにカーソルを合わせ、左右矢左右矢左右矢左右矢印印印印キーキーキーキー     を押下すると、モードが通常通常通常通常、逆逆逆逆と切

り替わります。通常通常通常通常は、センサが覆われた時、逆逆逆逆はセンサの覆いが外れた時に印刷を開始します。モー

ドを選択してください。 

③ 選択選択選択選択のののの終了終了終了終了…選択が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.6.4. エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ・・・・ラインラインラインライン速度速度速度速度（（（（通常通常通常通常タイプタイプタイプタイプのみのみのみのみ）））） 
ライン速度を検出するエンコーダを使用するか、使用しない場合は、ライン速度をいくつにするかの設定を

行います。以下の手順で設定してください。なお、モバイルタイプにはこのメニューがありません。 

 

① エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ使用使用使用使用・・・・未使用未使用未使用未使用のののの選択選択選択選択…エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ・・・・ラインラインラインライン速度画面速度画面速度画面速度画面で、エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダにカーソルを合わせ、左右左右左右左右

矢印矢印矢印矢印キーキーキーキー     を押下すると、状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。エンコーダの使用（オ

ン）・未使用（オフ）を選択し、オンを選択した場合は手順③、オフを選択した場合は手順②に進んで

ください。 

② ラインラインラインライン速度速度速度速度のののの入力入力入力入力…エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダをオフオフオフオフにした場合、ライン速度を入力する項目が表示されます。上下矢上下矢上下矢上下矢

印印印印キーキーキーキー  でそちらにカーソルを合わせ、ライン速度を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。そ

の後、手順④へ進んでください。 
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③ エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ仕様仕様仕様仕様のののの入力入力入力入力…エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダをオンオンオンオンにした場合、使用するエンコーダのパルス数と直径を入力する

項目が表示されます。上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でそれぞれにカーソルを合わせ、エンコーダのパルス

数と直径を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。なお、パルス数の範囲は 500～19200、直径の範囲は 1.0

～1000.0mmです。 

④ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.6.5. エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ（（（（モバイルタイプモバイルタイプモバイルタイプモバイルタイプのみのみのみのみ）））） 
モバイルタイプ使用時で、両ノズルを使用して印刷する場合、2つのノズルの同期をとるために、エンコー

ダの設定を行います。初期値は 405 で、基本的に変更する必要がありません。変更する場合は、以下の手順

で設定してください。なお、通常タイプにはこのメニューがありません。 

 

① 解像度解像度解像度解像度のののの入力入力入力入力…エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ画面画面画面画面で、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して解像度を入力します。なお、範囲は 50～600dpi

です。 

② 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.6.6. ラインラインラインライン速度速度速度速度テストテストテストテスト（（（（通常通常通常通常タイプタイプタイプタイプのみのみのみのみ）））） 
ラインの速度がわからない場合、こちらで簡易的にライン速度を測定し、設定することが可能です。以下の

手順で設定してください。なお、モバイルタイプにはこのメニューがありません。 

 

① ワークワークワークワーク幅幅幅幅のののの入力入力入力入力…ラインラインラインライン速度速度速度速度テストテストテストテスト画面画面画面画面で、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用してテストで使用するワークの幅を入力し

ます。なお、範囲は 100～1000mmです。 

② ワークワークワークワークをををを流流流流すすすす…入力後、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下します。画面下部にワークワークワークワークをををを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と表示

されたら、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して、テスト用のワークを実際ラインに流してください。 

③ 測定値測定値測定値測定値のののの入力入力入力入力…測定された値が画面下部に表示されましたら、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してくださ

い。 

 

5.6.7. 繰返繰返繰返繰返しししし印刷印刷印刷印刷 
同じ内容を繰返し印刷させる機能の設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① 状態状態状態状態のののの選択選択選択選択…繰返繰返繰返繰返しししし印刷画面印刷画面印刷画面印刷画面で、状態状態状態状態にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、

状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。状態を選択してください。 

② トリガーモードトリガーモードトリガーモードトリガーモードのののの選択選択選択選択…トリガーモードトリガーモードトリガーモードトリガーモードにカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、

モードがオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。トリガーモードがオンの時は、センサが覆われている状態の時、

印刷が行われます。また、オフの時は、印刷可能状態の間、印刷が行われます。トリガーモードのオ

ン・オフを選択し、オンを選択した場合は手順③、オフを選択した場合は手順④に進んでください。 
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③ 設定設定設定設定のののの選択選択選択選択…設定設定設定設定にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、モードが通常印刷通常印刷通常印刷通常印刷、

繰返繰返繰返繰返しししし印刷印刷印刷印刷と切り替わります。通常印刷通常印刷通常印刷通常印刷の時は、指定した回数だけ繰返し印刷を行います。繰返繰返繰返繰返しししし印刷印刷印刷印刷

の時は、センサが覆われている状態の間、繰返し印刷を行います。使用する設定を選択してください。 

④ 繰返繰返繰返繰返しのしのしのしの内容設定内容設定内容設定内容設定…繰返しの内容について設定を行います。初期間隔初期間隔初期間隔初期間隔、繰返繰返繰返繰返しししし間隔間隔間隔間隔、繰返繰返繰返繰返しししし回数回数回数回数につい

て設定します。 

初期間隔初期間隔初期間隔初期間隔は、トリガーモードがオンオンオンオンの時表示されます。センサが覆われてから 1つめの印刷がされるま

での距離を入力します。範囲は 0～4161mmです。繰返繰返繰返繰返しししし間隔間隔間隔間隔は、印刷の間隔を入力します。範囲は 10

～4161mmです。印刷の幅より広い間隔を指定しなければなりません。繰返繰返繰返繰返しししし回数回数回数回数は、トリガーモード

がオンオンオンオンで通常印刷通常印刷通常印刷通常印刷が選択されている時表示されます。印刷を繰返す回数を入力します。範囲は 1～65535

回です。 

上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でそれぞれにカーソルを合わせ、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力します。 

⑤ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.6.8. ヘッドクリーニングヘッドクリーニングヘッドクリーニングヘッドクリーニング 
パージ（インクの強制噴射）を行い、ヘッドノズルのクリーニングを行います。以下の手順で作業してくだ

さい。 

 

① クリーニングクリーニングクリーニングクリーニング開始開始開始開始…ヘッドヘッドヘッドヘッドクリーニングクリーニングクリーニングクリーニング画面画面画面画面が表示されている状態でセンサとノズルをテスト用の紙など

で覆い、パージを行ってください。モバイルタイプの場合は、印刷印刷印刷印刷トリガボタントリガボタントリガボタントリガボタンを押してください。 

② クリーニングクリーニングクリーニングクリーニングのののの終了終了終了終了…クリーニングが終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面

に戻ってください。 

 

5.6.9. 印刷画面印刷画面印刷画面印刷画面モードモードモードモード 
印刷中に表示される画面内容の設定を行います。以下の手順で設定してください。 

 

① 印刷画面印刷画面印刷画面印刷画面モードモードモードモードのののの選択選択選択選択…印刷画面印刷画面印刷画面印刷画面モードモードモードモード画面画面画面画面で、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、印刷画面モ

ードが印刷情報印刷情報印刷情報印刷情報、印刷印刷印刷印刷プレビュープレビュープレビュープレビューと切り替わります。使用する印刷画面モードを選択してください。 

② 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.6.10. リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュ時間時間時間時間 
こちらの機能は、設定された時間で、バッファ内の時刻データをリフレッシュする機能ですが、弊社からの

指示があった場合以外は、オフオフオフオフを選択しておいてください。 

もし、設定が必要な場合は、以下の手順で設定してください。 

 

① 状態状態状態状態のののの選択選択選択選択…繰返繰返繰返繰返しししし印刷画面印刷画面印刷画面印刷画面で、状態状態状態状態にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、

状態がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。状態を選択してください。 

② 時間間隔時間間隔時間間隔時間間隔のののの入力入力入力入力…状態状態状態状態をオンオンオンオンにした場合、その下にリフレッシュする時間の間隔を入力する項目が表示

されます。上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でそちらにカーソルを合わせ、時間間隔を、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して

入力します。なお、範囲は 1～9で、単位は分です。 
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③ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面印刷設定画面に戻ってくださ

い。 

 

55..77..  セセセセセセセセキキキキキキキキュュュュュュュュリリリリリリリリテテテテテテテティィィィィィィィ設設設設設設設設定定定定定定定定  
U2 では、セキュリティを考慮し、ログインユーザとパスワードを設定することが可能です。以下の手順で

設定してください。 

 

① セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ設定画面設定画面設定画面設定画面のののの表示表示表示表示…各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下し各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示させ、カーソルをセキュセキュセキュセキュ

リティリティリティリティ設定設定設定設定に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ設定画面設定画面設定画面設定画面を呼び出します。 

② ログインログインログインログイン設定設定設定設定のののの選択選択選択選択…ログインログインログインログイン設定設定設定設定にカーソルを合わせ、左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下すると、設

定がオフオフオフオフ、オンオンオンオンと切り替わります。設定を選択してください。 

③ ユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面のののの表示表示表示表示…ログインログインログインログイン設定設定設定設定を使用使用使用使用にした場合、その下にユーザ設定画面を呼び出す項目が表

示されます。上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  でそちらにカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、

ユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面を呼び出し、設定を行ってください。各設定の詳細は以下の通りです。 

④ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…各設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面に戻ってくだ

さい。 

 

5.7.1. ユーザユーザユーザユーザのののの追加追加追加追加 
ユーザの新規追加方法です。以下の手順で設定してください。 

 

① 作業作業作業作業のののの選択選択選択選択…ユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面で、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下すると、画面右下に行いたい作業の選択

肢が表示されます。追加追加追加追加にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。 

② ユーザユーザユーザユーザ名名名名のののの入力入力入力入力…ユーザ名とレベル、パスワードを入力する画面が表示されます。ユーザユーザユーザユーザ名名名名には、任意

のユーザ名をアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキー、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して入力してください。 

③ 権限権限権限権限レベルレベルレベルレベルのののの選択選択選択選択…レベルにカーソルを移動し、ユーザの権限レベルを選択します。マネージャマネージャマネージャマネージャは、全

ての操作が可能なユーザ、エディタエディタエディタエディタは、各種設定変更はできませんが、メッセージの編集は行えるユー

ザ、オペレータオペレータオペレータオペレータは、印刷ファイルの選択のみできるユーザです。左右矢印左右矢印左右矢印左右矢印キーキーキーキー     を押下して

レベルを選択してください。 

④ パスワードパスワードパスワードパスワードのののの入力入力入力入力…新規新規新規新規パスワードパスワードパスワードパスワードにカーソルを移動し、任意のパスワードをアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキーアルファベットキー、数字数字数字数字

キーキーキーキーを使用して入力してください。 

⑤ パスワードパスワードパスワードパスワードのののの再入力再入力再入力再入力…再入力再入力再入力再入力にカーソルを移動し、新規新規新規新規パスワードパスワードパスワードパスワードに入力したパスワードをアルファベッアルファベッアルファベッアルファベッ

トキートキートキートキー、数字数字数字数字キーキーキーキーを使用して再度入力してください。 

⑥ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…各設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、ユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。 

 

5.7.2. ユーザユーザユーザユーザのののの削除削除削除削除 
ユーザの削除方法です。以下の手順で設定してください。 
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① 削除削除削除削除したいしたいしたいしたいユーザユーザユーザユーザのののの選択選択選択選択…ユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面で、上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  を押下し、削除したいユーザに

カーソルを移動します。 

② 作業作業作業作業のののの選択選択選択選択…エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下すると、画面右下に行いたい作業の選択肢が表示されます。

削除削除削除削除にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。 

③ 削除削除削除削除のののの実行実行実行実行…確認画面確認画面確認画面確認画面が表示されますので、削除する場合は、右矢印右矢印右矢印右矢印キーキーキーキー を押下してください。 

④ 削除削除削除削除のののの終了終了終了終了…削除が終了しますと、自動的にユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ります。 

 

5.7.3. ユーザユーザユーザユーザのののの変更変更変更変更 
ユーザ情報の変更方法です。以下の手順で設定してください。 

 

① 変更変更変更変更したいしたいしたいしたいユーザユーザユーザユーザのののの選択選択選択選択…ユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面で、上下矢印上下矢印上下矢印上下矢印キーキーキーキー  を押下し、変更したいユーザに

カーソルを移動します。 

② 作業作業作業作業のののの選択選択選択選択…エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下すると、画面右下に行いたい作業の選択肢が表示されます。

変更変更変更変更にカーソルを合わせ、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下してください。 

③ 情報情報情報情報のののの変更変更変更変更…ユーザ名とレベル、パスワードを入力する画面が表示されます。変更したい項目にカーソ

ルを移動し、任意の値を入力、選択してください。 

④ 設定設定設定設定のののの終了終了終了終了…各設定が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、ユーザユーザユーザユーザ設定画面設定画面設定画面設定画面に戻ってく

ださい。 

 

55..88..  UU22 ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  
ハードウェアやソフトウェアのバージョン、シリアル番号等、U2 コントローラとインクカートリッジの詳

細情報が表示されます。以下の手順で確認してください。 

① U2U2U2U2 についてについてについてについて画面画面画面画面のののの表示表示表示表示…各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下し各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面が表示させ、カーソルを U2U2U2U2 についについについについ

ててててに合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下し、U2U2U2U2 についてについてについてについて画面画面画面画面を呼び出します。 

② 各情報各情報各情報各情報のののの選択選択選択選択…カーソルを次にあげる各情報に合わせて、エンターキーエンターキーエンターキーエンターキー を押下して、情報を表

示してください。各情報の詳細は以下の通りです。 

③ 表示表示表示表示のののの終了終了終了終了…確認が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、各種設定画面各種設定画面各種設定画面各種設定画面に戻ってくださ

い。 

 

5.8.1. プリンタプリンタプリンタプリンタ情報情報情報情報 
使用している U2 コントローラの情報を表示させる機能です。以下の手順で確認してください。 

 

① 情報情報情報情報のののの表示表示表示表示…プリンタプリンタプリンタプリンタ情報画面情報画面情報画面情報画面で、U2 コントローラの情報が表示されています。 下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキーを押

下すると、P.S.P.S.P.S.P.S.フォントフォントフォントフォント表示画面表示画面表示画面表示画面に切り替わります。 
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② 表示表示表示表示のののの終了終了終了終了…確認が終了しましたら、エスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、U2U2U2U2 についてについてについてについて画面画面画面画面に戻ってくだ

さい。 

 

5.8.2. インクインクインクインク情報情報情報情報 
使用しているインクカートリッジの情報を表示させる機能です。以下の手順で確認してください。 

 

① 情報情報情報情報のののの表示表示表示表示…インクインクインクインク情報画面情報画面情報画面情報画面で、インクカートリッジの情報が表示されています。 下矢印下矢印下矢印下矢印キーキーキーキーを

押下すると、次画面次画面次画面次画面に切り替わります。 

② 表示表示表示表示のののの終了終了終了終了…確認が終了しましたらエスケープキーエスケープキーエスケープキーエスケープキー を押下して、U2U2U2U2 についてについてについてについて画面画面画面画面に戻ってくださ

い。 

 

55..99..  登登登登登登登登録録録録録録録録  
オプションで登録されているソフトウェアの一覧が表示されます。
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6. メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス    
U2 を日常ご使用いただく上での手順、永くご使用いただくためのメンテナンス方法等を記載しています。 

66..11..  印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷開開開開開開開開始始始始始始始始時時時時時時時時ののののののののククククククククリリリリリリリリーーーーーーーーニニニニニニニニンンンンンンンンググググググググ作作作作作作作作業業業業業業業業  
品質のよい印刷を行うために、プリンタの使用開始前に、以下のクリーニング作業を行ってください。 

6.1.1. 浸透性物質用浸透性物質用浸透性物質用浸透性物質用インクインクインクインク（（（（SP4、、、、バルクインクバルクインクバルクインクバルクインク））））のののの場合場合場合場合 
 

① クリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットのののの用意用意用意用意…専用のワイパーパッド、専用ワイプを用意します。なお、キットは、純正品を

ご使用ください。純正品以外のものをご使用になりますと、故障の原因となります。 

 

 
 

② クリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットのののの準備準備準備準備…専用ワイプを袋から出し、ワイパーパッドに乗せ、挟みます。 

 

 
 

③ カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジのののの取取取取りりりり外外外外しししし…コントローラの電源が入っていないことを確認し、インクカートリッジをコント

ローラから取り外してください。 

④ クリーニングクリーニングクリーニングクリーニング…カートリッジのノズル部分をワイパーに軽く当て、10cmほどゆっくりとカートリッジを

引いてください。この時、ノズルに対して水平になる向きで引いてください。 

 

 
 

⑤ 印刷確認印刷確認印刷確認印刷確認…インクカートリッジをコントローラに戻し、電源を入れ、テスト印刷を行ってください。 
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6.1.2. 非浸透性非浸透性非浸透性非浸透性物質用物質用物質用物質用インクインクインクインク（（（（NP4））））のののの場合場合場合場合 
 

① クリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットのののの用意用意用意用意…専用のワイパーパッド、専用ワイプを用意します。なお、キットは、純正品を

ご使用ください。純正品以外のものをご使用になりますと、故障の原因となります。 

 

 
 

② クリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットクリーニングキットのののの準備準備準備準備…専用ワイプを袋から出し、下図のようにワイパーパッドに挟んで、セットしま

す。 

 

 
 

③ クリーニングクリーニングクリーニングクリーニング…カートリッジのノズル部分をワイパーに軽く当て、10cmほどゆっくりとカートリッジを

引いてください。この時、ノズルに対して水平になる向きで引いてください。 

 

 
 

④ 印刷確認印刷確認印刷確認印刷確認…インクカートリッジをコントローラに戻し、電源を入れ、テスト印刷を行ってください。 
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66..22..  印印印印印印印印字字字字字字字字中中中中中中中中断断断断断断断断後後後後後後後後ののののののののメメメメメメメメンンンンンンンンテテテテテテテテナナナナナナナナンンンンンンンンスススススススス方方方方方方方方法法法法法法法法  
印刷の品質を保つため、印刷中断後のインクは以下の方法でメンテナンスしてください。 

6.2.1. 浸透性物質用浸透性物質用浸透性物質用浸透性物質用インクインクインクインク（（（（SP4、、、、バルクインクバルクインクバルクインクバルクインク））））のののの場合場合場合場合 

6.2.1.1. 保管印刷中断期間保管印刷中断期間保管印刷中断期間保管印刷中断期間がががが短期短期短期短期（（（（最長最長最長最長 1111 日日日日））））のののの場合場合場合場合 

昼休みなどの一時的な印刷中断や、作業終了後、翌日の作業開始時まで使用しない場合などのケースです。

インクカートリッジはコントローラに付けたままにします。次回、使用開始時、6.1.1 章のクリーニング作

業を行ってください。 

6.2.1.2. 印刷中断印刷中断印刷中断印刷中断期間期間期間期間がががが長期長期長期長期（（（（2222 日以上日以上日以上日以上））））のののの場合場合場合場合 

SP4SP4SP4SP4 インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジのののの場合場合場合場合    

週末や長期休暇など、2日以上印刷しないケースです。インクカートリッジをコントローラから取り外して

保管する必要があります。 

作業終了後、インクカートリッジを取り外し、6.1.1 章のクリーニング作業を行ってください。その後、専

用カバークリップでヘッド面全体をカバーします。カバー後はノズル面を上にして、カバーごと立てて保管

してください。 

 

 
 

370cc370cc370cc370cc バルクインクバルクインクバルクインクバルクインクのののの場合場合場合場合    

ペン（カートリッジ）とインクタンクの高低差 25cm 以内を保ったままストールから外します。ペン部分は、

6.1.1 章のクリーニング作業を行ってください。その後、専用カバークリップでヘッド面全体をカバーしま

す。インクタンクの上にペン部分を載せ、輪ゴム、または粘着テープで留めて保管してください。 
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6.2.2. 非浸透性物質用非浸透性物質用非浸透性物質用非浸透性物質用インクインクインクインク（（（（NP4））））のののの場合場合場合場合 

6.2.2.1. 保管印刷中断期間保管印刷中断期間保管印刷中断期間保管印刷中断期間がががが短期短期短期短期（（（（10101010 分以上分以上分以上分以上 24242424 時間未満時間未満時間未満時間未満））））のののの場合場合場合場合 

昼休みやライン不具合調整などの一時的な印字中断、作業終了後、翌日の作業開始まで使用しない場合など

のケースです。インクカートリッジは、プリンタに付けたままにします。次回、使用開始時、テスト印字を

行い、NGであれば、ノズル部分を専用ワイプで軽く拭き取ります。再度テスト印字を行い、印字品質を確

認してください。 

 

 
 

6.2.2.2. 印刷中断期間印刷中断期間印刷中断期間印刷中断期間がががが長期長期長期長期（（（（24242424 時間時間時間時間以上以上以上以上））））のののの場合場合場合場合 

週末や長期休暇、繁忙期のみの使用など、24 時間以上印字しないケースです。インクカートリッジをプリ

ンタから取り外して保管する必要があります。作業終了後、インクカートリッジを取り外し、6.1.2 章のク

リーニング作業を行ってください。その後、専用カバークリップを取り付けます。取り付け後は、ノズル面

を上にして、カバーごと立てて保管してください。 

 

 
 

次回、使用開始時、6.1.2 章のクリーニング作業を行った後、テスト印字を行い、印字品質を確認してくだ

さい。（カバークリップは未使用時、紛失しないよう大切に保管してください。） 

66..33..  定定定定定定定定期期期期期期期期的的的的的的的的なななななななな時時時時時時時時刻刻刻刻刻刻刻刻調調調調調調調調整整整整整整整整  
コントローラ内蔵のシステム時計は、正確ではない場合があります。したがいまして、定期的にシステム時

計の調整を行うことをお勧めします。特に、賞味期限などの日付や、時刻を印刷されているお客様は、週週週週にににに

1111 度必度必度必度必ずずずずシステム時計の調整を行ってください。なお、時刻の調整方法につきましては、5.2 章→5.2.4 章

をご覧ください。 
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66..44..  モモモモモモモモババババババババイイイイイイイイルルルルルルルルタタタタタタタタイイイイイイイイププププププププののののののののババババババババッッッッッッッッテテテテテテテテリリリリリリリリーーーーーーーーににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  
モバイルタイプのコントローラはバッテリーで駆動しています。 

6.4.1. バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーのののの着脱着脱着脱着脱 
コントローラのバッテリー着脱方法です。バッテリーはコントローラの下部前面に挿入口があります。挿入

口横のストッパを引いてフタを開け、バッテリーの着脱を行ってください。 

 

 
 

6.4.2. バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーのののの充電充電充電充電 
初めてご使用になる場合、バッテリーが消耗した場合は、充電が必要となります。以下の手順で充電を行っ

てください。 

 

① 充電器充電器充電器充電器のののの準備準備準備準備…付属の充電器に専用 AC アダプタ、電源ケーブルを接続します。 

 

 
 

② バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーのののの挿入挿入挿入挿入…充電器のフタを開け、バッテリーを、電極側を奥にして挿し込みます。この時、バッ

テリーの上下の向きが逆ですと、奥まで入りません。入らない場合は、バッテリーの上下を逆にしてく

ださい。 
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③ バッテリーバッテリーバッテリーバッテリーのののの挿入挿入挿入挿入…電源ケーブルをコンセントに挿し込みますと、充電が開始されます。充電中は AC ア

ダプタのランプが赤く点灯します。 

 

 
 

④ 充電終了充電終了充電終了充電終了…充電が終了しますと、AC アダプタのランプが緑色に点灯します。コンセントから電源ケー

ブルを抜き、バッテリーを取り出してください。 

 

 

 
 

66..55..  UU22222222 モモモモモモモモババババババババイイイイイイイイルルルルルルルルのののののののの保保保保保保保保管管管管管管管管          

U2 モバイルは専用のケースがありますので、使用しない時は、この専用ケースに正しく収納して保管して

ください。なお、収納収納収納収納するするするする際際際際はははは、、、、必必必必ずずずずコントローラコントローラコントローラコントローラからからからからバッテリーバッテリーバッテリーバッテリー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。。。。 
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7. オプションオプションオプションオプション機能機能機能機能    
オプションとして、外付けセンサ、エンコーダ、アラームキットをご用意しております。それぞれ外部機器

接続ポートに接続して使用しますが、U2 コントローラの外部機器接続ポートは、1口しかありません。複

数のオプションを接続させる場合は、エクスパンションキットという機器を間に接続する必要があります。

また、アラームキットを接続する場合は、必ずエクスパンションキットを接続しなければなりません。 

 

 
 

77..11..  外外外外外外外外付付付付付付付付けけけけけけけけセセセセセセセセンンンンンンンンササササササササ  
印刷位置の関係等で内蔵センサが使用できない場合、接続するセンサです。 

7.1.1. 外付外付外付外付けけけけセンサセンサセンサセンサ設置手順設置手順設置手順設置手順 
コントローラ取付け用ブラケットに外付けセンサを設置する場合は、以下の手順で行ってください。 

 

① ガイドガイドガイドガイドのののの取取取取りりりり外外外外しししし…すでにコントローラにガイドが取り付けられている場合は、ネジを 2本外し、ガイド

を取り外してください。 
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② 取取取取りりりり付付付付けけけけ治具治具治具治具のののの仮留仮留仮留仮留めめめめ…センサ取り付け治具を、取り付け治具付属の専用ネジで仮留めします。 

 

 
 

③ ガイドガイドガイドガイドのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…①で外したガイドを、治具を仮留めしたネジに通し、治具と共締めにします。 

 

 
 

④ センサセンサセンサセンサのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…外付けセンサに付いている黒いリングを 1つだけ回して外し、センサを治具の穴に通

した後、外したリングを戻して治具に固定します。 

 

 
 



 

U2 ユーザマニュアル 

 

67 

⑤ ケーブルケーブルケーブルケーブルのののの接続接続接続接続…外付けセンサのケーブルにセンサ付属の 9ピン 15 ピン変換ケーブルを接続した後、変

換ケーブルをコントローラの外部機器変換ポートに接続してください。なお、エクスパンションキット

使用の場合、変換ケーブルは必要なく、センサのケーブルを直接エクスパンションキットの Photocellポ

ートに接続してください。 

 

 
 

7.1.2. コントローラコントローラコントローラコントローラ側側側側のののの設定設定設定設定 
外付けセンサについて、U2 コントローラ側の設定を行います。設定の詳細は、5.6 章→5.6.3 章を参照して

ください。 

7.1.3. 外付外付外付外付けけけけセンサセンサセンサセンサののののピンアサインピンアサインピンアサインピンアサイン 
センサのピンアサインは、下図のようになっています。（D-sub9 ピン オス） 

 

 
 

77..22..  エエエエエエエエンンンンンンンンココココココココーーーーーーーーダダダダダダダダ  
ラインの速度を検出し、印刷をより正確行うために使用する機器がエンコーダです。バーコード印刷など、

印刷に正確さが必要な場合や、ライン速度が安定していない場合等に接続します。 
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7.2.1. エンコーエンコーエンコーエンコーダダダダ設置手順設置手順設置手順設置手順 
ラインへのエンコーダ設置は、以下の手順で行ってください。 

 

① ブラケットブラケットブラケットブラケットのののの組組組組みみみみ立立立立てててて…メインブラケットと横向きブラケットを、付属の M6×L20 のネジと M6 のワッシ

ャを使用して取り付けます。 

 

 
 

② エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダのののの取取取取りりりり付付付付けけけけ…手順①で組み立てたブラケットに、下図のようにエンコーダを取り付けます。 

 

 
 

③ ラインラインラインラインへのへのへのへの取取取取りりりり付付付付けけけけ…手順②で組み上がったエンコーダを、付属の M6×L20 のネジと M6 のワッシャを 4

つずつ使用して取り付けます。この時、エンコーダのホイールが、しっかりとコンベアに接触し、空回

りしないよう取り付けてください。 
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④ そのそのそのその他他他他のののの設置方法設置方法設置方法設置方法…上記の方法の他、下図のように、エンコーダをコンベアの下側に接触するよう取り

付けても構いません。 

 

 

7.2.2. コントローラコントローラコントローラコントローラ側側側側のののの設定設定設定設定 
エンコーダについて、U2 コントローラ側の設定を行います。設定の詳細は、5.6 章→5.6.4 章を参照してく

ださい。 

77..33..  アアアアアアアアララララララララーーーーーーーームムムムムムムムキキキキキキキキッッッッッッッットトトトトトトト  
アラームキットとは、U2 の稼動状態をシグナル灯で表す機器です。アラームキットのシグナル灯は、緑、

橙、赤の 3色灯で、エクスパンションキットを介して U2 コントローラと接続します。 

7.3.1. 信号信号信号信号のののの内容内容内容内容 
信号の内容は以下の通りです。また、信号は、不具合を解消しないかぎり出力され続けます。 

 

アラーム内容 信号の色 ブザー音

インク残量僅少 黄 なし
印刷可能状態 緑 なし

インク残量なし　または
インクカートリッジなし　または
不正なインクカートリッジ使用

赤 あり

 
 

7.3.2. アラームキットアラームキットアラームキットアラームキット接続手順接続手順接続手順接続手順 
アラームキットの接続は、以下の手順で行ってください。 

 

① 各各各各ケーブルケーブルケーブルケーブルのののの接続接続接続接続…エクスパンションキットとシグナル灯を丸型 6ピンのシグナル灯接続ケーブル（A）

で接続します。また、エクスパンションキットと U2 コントローラを D-sub15 ピンのシリアルケーブル

（B）で接続します。 
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② 電源電源電源電源ケーブルケーブルケーブルケーブルのののの接続接続接続接続…エクスパンションキットに電源ケーブル（C）を接続します。 

 

 
 

77..44..  エエエエエエエエククククククククススススススススパパパパパパパパンンンンンンンンシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンンキキキキキキキキッッッッッッッットトトトトトトト  
アラームキット接続時、必ず必要になるのがエクスパンションキットですが、アラームキットを使用しない

場合でも、エンコーダと外付けセンサの両方を接続する必要がある時は、エクスパンションキットを接続し

なければなりません。以下の各ポートに機器を接続します。 

 

 
 

PhotocellPhotocellPhotocellPhotocell…外付けセンサを接続します。 

EncoderEncoderEncoderEncoder…エンコーダを接続します。 

U2 AUX I/OU2 AUX I/OU2 AUX I/OU2 AUX I/O…15 ピンシリアルケーブルにて U2 コントローラと接続します。 

TriTriTriTri----Colour Strove LightColour Strove LightColour Strove LightColour Strove Light…専用シグナル灯を接続します。 

AC110AC110AC110AC110～～～～240V240V240V240V…電源ケーブルを接続します。 

Power SwitchPower SwitchPower SwitchPower Switch…電源スイッチです。 

 

※※※※ごごごご注意注意注意注意…Com Port、External AUX I/O は現在使用できません。 
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8. トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング    

88..11..  印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷のののののののの状状状状状状状状態態態態態態態態がががががががが悪悪悪悪悪悪悪悪いいいいいいいい時時時時時時時時はははははははは  
きれいな印刷をするためには、まずコンベアにガイドバーを取り付けることをお勧めします。また、ローラ

コンベアはワークが揺れますので、ベルトコンベアをお勧めします。さらに、以下のように、印刷に問題が

発生した場合の対処方法を記述します。 

8.1.1. 設定設定設定設定によるによるによるによる問題問題問題問題 

8.1.1.1. 圧縮圧縮圧縮圧縮されたされたされたされた文字文字文字文字やややや、、、、間間間間延延延延びしたびしたびしたびした文字文字文字文字がががが印刷印刷印刷印刷されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう 

コンベアの速度と U2 のコンベア速度設定が合っていないと、圧縮された文字や間延びした文字が印刷され

てしまいます。 

 

 
 

このような場合は、5.6 章→5.6.4 章（エンコーダ・ライン速度）をご覧の上、コンベア速度設定の調整を

行ってください。コンベアの速度は、常に一定でなければなりません。一定でない場合は、エンコーダの接

続をお勧めします。 

8.1.1.2. 上下上下上下上下やややや左右左右左右左右がががが逆逆逆逆になったになったになったになった文字文字文字文字がががが印刷印刷印刷印刷されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう 

印刷方向の設定が誤っていると、正しい印刷ができません。 

 

 
 

上下逆や左右逆に印刷されてしまった場合は、5.6 章→5.6.1 章（プリントヘッド）をご覧の上、印刷方向

設定の調整を行ってください。 

8.1.1.3. 印刷印刷印刷印刷のののの位置位置位置位置がずれているがずれているがずれているがずれている 

印刷の開始位置を正しく調整する必要があります。 

 

 
 

印字の位置がずれている場合は、5.1 章（印刷開始位置）をご覧の上、印刷開始位置設定の調整を行ってく

ださい。 
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8.1.2. プリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドプリントヘッドのののの問題問題問題問題 
 

 
 

このように印刷されてしまった場合、ノズルが目詰まりを起こしている可能性があります。6.1 章をご覧に

なり、ノズル部分のクリーニングを実施してください。（クリーニング方法は、ご使用のインクによって異

なりますのでご注意ください。） 

 

前述の方法で解消できなかった場合は、ノズルの変更を行います。インクカートリッジにはノズルが 2 つ付

いています。現在使用中のノズルがかすれている場合、もうひとつのノズルに切替えると正常に印刷される

可能性があります。ノズルの変更方法については、5.6 章→5.6.1 章をご覧ください。 

バルクインク使用時、インクタンクとペンプリントヘッドを接続するチューブが折れている場合があります。

もしチューブが折れ、チューブ内に 10cm以上空気が残ってしまっている場合は、インクタンクとペンプリ

ントヘッドを新しいものと交換してください。 

8.1.3. 印刷距離印刷距離印刷距離印刷距離のののの問題問題問題問題 
 

 
 

このように印刷されてしまった場合は、プリントヘッドとワークの距離をより近づけてください。プリント

ヘッドからワークまでの推奨距離は 5mm以内です。 

 

88..22..  印印印印印印印印刷刷刷刷刷刷刷刷がががががががが出出出出出出出出なななななななないいいいいいいい場場場場場場場場合合合合合合合合  
電源が入っているにも関わらす、全く印刷されない場合、以下の手順でご確認ください。 

 

① 印刷状態印刷状態印刷状態印刷状態のののの確認確認確認確認…コントローラ上部の Print ランプは点灯していますか？また、印刷中画面が表示され

ていますか？点灯していない場合は、印刷印刷印刷印刷オンキーオンキーオンキーオンキー  を押下して、印刷可能状態にしてください。 

 

   
 

② メッセージメッセージメッセージメッセージ番号番号番号番号のののの確認確認確認確認…正しいメッセージ番号が選択されていますか？ディスプレイに表示されているメ

ッセージ番号を再度確認してください。 
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③ 印刷内容印刷内容印刷内容印刷内容のののの確認確認確認確認…印刷の内容は入力されていますか？印刷を停止して、ディスプレイに表示されている

印刷内容を再度確認してください。 

 

 
 

④ システムシステムシステムシステム設定設定設定設定のののの確認確認確認確認…システム設定が変更されていませんか？印刷の諸設定を再度確認してください。 

⑤ インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジのののの確認確認確認確認…新品のインクカートリッジを装填する際、プリントヘッドに貼ってある保護用

シールを剥がしましたか？U2 の電源が入っていないことを確認した後、カートリッジホルダから一旦

カートリッジを外し、シールの有無を確認してください。 

 

 
 

インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジををををホルダホルダホルダホルダにににに再装填再装填再装填再装填するするするする際際際際、、、、引引引引っかかりなどあったっかかりなどあったっかかりなどあったっかかりなどあった場合場合場合場合はははは、、、、無理無理無理無理にににに押押押押しししし込込込込まないよまないよまないよまないよ

うにしてくださいうにしてくださいうにしてくださいうにしてください。。。。カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジのののの先端先端先端先端がががが傷傷傷傷つきつきつきつき、、、、印刷不良印刷不良印刷不良印刷不良のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

⑥ センサセンサセンサセンサのののの確認確認確認確認…センサは内蔵のものをご使用ですか、それとも外付けセンサをご使用ですか？5.6 章→

5.6.3 章をご覧になり、センサセンサセンサセンサの設定を確認し、設定が誤っている場合は、ご使用のセンサに合わせて

ください。 

⑦ エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダのののの確認確認確認確認…エンコーダをご使用ですか？5.6 章→5.6.4 章をご覧になり、エンコーダエンコーダエンコーダエンコーダ・・・・ラインラインラインライン速速速速

度度度度の設定を確認し、設定が誤っている場合は、正しく変更してください。また、エンコーダを使用して

いて、なおかつ設定も合っている場合は、エンコーダがコンベアと接触し、正しく回転しているか確認

してください。 

⑧ インクインクインクインク残量残量残量残量のののの確認確認確認確認…インクは残っていますか？各種設定各種設定各種設定各種設定キーキーキーキー を押下後、システムシステムシステムシステム設定設定設定設定→U2U2U2U2 についについについについ

てててて→インクインクインクインク情報情報情報情報の INKINKINKINK 項目をご確認ください。 
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88..33..  AAllaarrmmラララララララランンンンンンンンププププププププがががががががが点点点点点点点点灯灯灯灯灯灯灯灯ししししししししてててててててていいいいいいいいるるるるるるるる  
コントローラ上部の Alarm ランプが点灯している場合、5.5 章→5.5.1 章をご覧になり、自己診断自己診断自己診断自己診断テストテストテストテストを

行ってください。診断後、表示されたテスト結果に合わせて、以下の対処法を行ってください。 

 

カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジなしなしなしなし： インクカートリッジを挿入してください。インクカートリッジが

挿入されている場合は、正規品かどうか確認してください。 

無効無効無効無効ななななカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジですですですです： 有効な新しいインクカートリッジと交換してください。交換して

も Alarmが消えない場合は、ソフトウェアの更新が必要かもしれ

ません。 

インクインクインクインクがありませんがありませんがありませんがありません！！！！： 新しいインクカートリッジと交換してください。 

無効無効無効無効なななな SDカードカードカードカードですですですです！！！！： 異なるコントローラの SDカードを挿したときに表示されます。

5.2 章→5.2.7 章をご覧になり、初期値初期値初期値初期値へへへへリセットリセットリセットリセットを行ってくだ

さい。 

 

88..44..  リリリリリリリリモモモモモモモモココココココココンンンンンンンンキキキキキキキキーーーーーーーーパパパパパパパパッッッッッッッッドドドドドドドドでででででででで動動動動動動動動作作作作作作作作ししししししししなななななななないいいいいいいい  
リモコンキーパッドのキーを押下しても何も動作しない場合、以下の手順でご確認ください。 

 

① 受信状態受信状態受信状態受信状態のののの確認確認確認確認…コントローラ正面右側の赤外線受光ランプは点灯していますか？点灯していない場合

は、その下にあるリモートオンリモートオンリモートオンリモートオン・・・・オフキーオフキーオフキーオフキー  を押下して、赤外線受光可能状態にしてください。 

 

 
 

② 保護保護保護保護フィルムフィルムフィルムフィルムのののの確認確認確認確認…保護フィルムが挟まっていませんか？開梱時には電池ホルダに保護フィルムが挟ま

れていますので、挟まったままの場合は、抜いてださい。 

 

 
 

③ 電池電池電池電池のののの確認確認確認確認…リチウム電池が消耗しているかもしれません。電池切れの際は交換が必要です。交換用の

電池は、電器店、カメラ店などでゲーム用、電卓用などとして市販されている電池（型番：CR2025）を

ご購入ください。 
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リモコン裏面、下側にある電池ホルダを引き出します。つまみを引き、ホルダを手前に引き出してくだ

さい。新品の電池と交換し、ホルダを戻します。この時＋、－を間違えないようにしてください。 

 

 
 

88..55..  そそそそそそそそのののののののの他他他他他他他他  
●●●●    電源電源電源電源がががが入入入入らないらないらないらない。。。。⇒コンセントが抜けていないか確認してください。モバイルタイプの場合は、バ

ッテリーが挿入されているか確認してください。バッテリーが挿入されているのに電源が入らない

場合は、バッテリーの残量が不足していることが考えられます。バッテリーの充電を行ってくださ

い。 

●●●●    電源投入後電源投入後電源投入後電源投入後、、、、英語英語英語英語メニューメニューメニューメニューのののの画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されるされるされるされる。。。。⇒電源ボタンを長押しして起動しますと、メンテ

ナンス用の画面が表示されてしまいます。電源投入時、電源ボタンは長押ししないでください。 

●●●●    電源投入後電源投入後電源投入後電源投入後、、、、エラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージ CODE5CODE5CODE5CODE5 のののの画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されるされるされるされる。。。。⇒電源ケーブルをコントローラに挿し

込む、または、電源プラグをコンセントに挿し込む方法で起動した場合、また、U2 モバイルで、

主電源スイッチを入れて起動した場合、まれにこのメッセージが表示されることがあります。電源

ボタンを長押して一旦電源を落とし、再度電源ボタンを押して起動して、同メッセージが表示され

なければ問題ありません。もし、電源ボタンで起動しても同メッセージが表示される場合は、弊社

サポート課へご連絡ください。 

●●●●    「「「「インクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジインクカートリッジなしなしなしなし」」」」がががが表示表示表示表示されるされるされるされる。。。。⇒インクカートリッジが挿入されているのに、「イン

クカートリッジなし！」が表示される場合は、インクカートリッジが U2 専用の正規のものかご確

認ください。正規品ではない場合、インクカートリッジは認識されません。 

●●●●    メッセージメッセージメッセージメッセージのののの編集編集編集編集ができないができないができないができない。。。。⇒「行数指定なしのメッセージは編集できません！」の画面が表示

され、編集ができないメッセージは、コントローラ上から編集はできません。MessagePRO を使用

して編集してください。 

また、上記の画面が表示されないにも関わらず、編集ができない場合は、編集権限のないユーザで

ログインしている可能性があります。編集権限のあるユーザでログインし直してください。 

●●●●    データデータデータデータがとんがとんがとんがとんでしまったでしまったでしまったでしまった。。。。⇒誤操作などでデータがとび、正常な印刷をしなくなった場合は、デー

タの復旧を行います。U2 には、専用ソフトウェア MessagePRO が添付されていますが、その機能

の 1つとして PC にデータをバックアップしておく機能があります。納入直後にデータがバックア

ップされていれば、その状態にデータを復旧することができます。（バックアップしていない場合

は、復旧できません。）データのバックアップ・リストアの詳細については MessagePRO ユーザマ

ニュアルをご覧ください。 

 



 

U2 ユーザマニュアル 

 

76 

 

9. おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    
トラブルシューティングを行っても解決しないトラブルや、機器の故障、技術的なご質問がある場合は、下

記の電話番号にお問い合わせください。 

 

山崎産業株式会社山崎産業株式会社山崎産業株式会社山崎産業株式会社    サポートサポートサポートサポート課課課課 
 

TEL：：：：043043043043----463463463463----4500450045004500    
    

受付時間受付時間受付時間受付時間：：：：平日平日平日平日    9999：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    
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