
このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとう
ございました。

・本製品を、正しく安全にご使用いただくため、また性能を十分
理解していただくために、この取扱説明書を必ずお読みいただ
き、大切に保管してください。　
・ご購入の際、「保証書」にお買い上げいただいた販売店の捺
印、住所、購入年月日が記入されていることをお確かめの上、
その保証書を大切に保管してください。
・本書の内容の一部または全部を、無断で複写・複製することは
できません。
・本製品の仕様ならびに本書の内容は、予告なしに変更すること
があります。
・本製品および本書の内容について、万一ご不審な点や誤り、記
載漏れなど、お気づきの点がありましたら、当社あてにご連絡
ください。

ユーザーズマニュアル

本書は、CM-24・CM-12 共通取扱説明書です。



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

警告�

取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表し
ています。警告�

警告�と 注意�の意味

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみ
の発生が想定される内容を表しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を表しています。
注意�

 は、注意 (危険、警告を含む) を表しています。
具体的な注意内容は、  の中に描かれています。
左図の場合は、「感電注意」を表しています。

図記号の例

 は、禁止 (してはいけないこと) を表しています。
具体的な禁止内容は、  の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

 は、強制 (必ずすること) を表しています。
具体的な強制内容は、  の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜け」を表しています。

分解・修理・改造はしないでくださ
い。
火災の原因となったり、異常動作をしてけ
がをしたりすることがあります。

アースに接続してください。
故障などによる漏電により、感電すること
があります。

本体に表示された定格の電源以外では
使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

異常な状態（煙が出る・こげ臭い・異
音がするなど）のまま使用しないでく
ださい。
火災・感電の原因となります。
すぐに電源をオフにし、電源プラグをコン
セントから抜いて、お近くの販売店または
当社サービス・ステーションまでご連絡く
ださい。
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注意�
傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆる
んだコンセントは使わないでくださ
い。
火災・感電の原因と
なります。

電源コードを傷つけたり、加工した
り、無理に曲げたり、ねじったり、
引っ張ったり、たばねたり、重いもの
を載せたり、挟み込んだりしないでく
ださい。
電源コードが破損
し、火災・感電の
原因となります。

長期間使用しないときは、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・
漏電火災の原因となり
ます。

電源プラグをコンセントから抜くとき
は、電源コードを持たずに電源プラグ
を持ってください。
コードが傷み、火災・感電の原因となりま
す。

キャリッジが動いているとき、プラテ
ン付近に手を入れないでください。
けがをすることがあります。

安定した場所に置いてください。
本体が落下し、けがを
することがあります。

内部に液体、金属、燃えやすいものを
入れないでください。
火災の原因と
なります。

刃先に触れないでください。
けがをすることがあります。

電源投入時、プラテン上に手などを置
かないでください。
けがをすることがあります。
(電源投入と同時に、カッティングキャリッ
ジが動きます。)

濡れた手で電源プラグの抜き差しをし
ないでください。
感電の原因と
なります。
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本体貼付のラベルについて

　製品本体には、次のラベルが貼付されています。
　貼付位置とメッセージは、以下の図のとおりです。

キャリッジが動いているとき、
プラテン付近に手を入れないでください。

モデル名
定格表示

: 機械の故障や誤動作を防ぎ、正しく使用するための情報です。

: 使用上の、ポイント、アドバイスです。

警告�や 注意�の他に、次の記号を使っています。

お願い
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1　付属品の確認

2-1　本体前面

ピンチローラ (左)
シートをグリットローラに押し付
けます。シートの左端に合わせて
セットします。

以下のものが同梱されています。ご使用になる前にお確かめください。

※CM-24/12 共通の説明箇所では、CM-24のイラストをあげて説明しています。

電源コード: 1本 カッター (ZEC-U1005)
: 1本

カッターホルダー
(XD-CH3) : 1個

シートベース: 1台電源プラグアダプタ:
1個

※CM-24
のみ

ピンセット: 1本カッター (シート切り離
し用) : 1個

※CM-24 のみ ※CM-24 のみ

テスト用シート、
テスト用アプリケーションシート:
各1枚

ユーザーズマニュアル:
1冊

お客様登録カード: 1枚 CAMM-1 DRIVER for
Windows® 95 ディス
ク: 1枚

保証書: 1枚

2　各部の名称と機能

ディップスイッチ
CM-24/12 の各種設定

を行います。

ペンフォースつまみ
ツールのカッター圧を設定します。

パラレル入力端子
コンピュータと CM-24/12 をパラレル接続する場合、パラレルケーブルを差し込みます。

操作パネル

ガイドライン
上下の目盛りに合わせて、
シートをセットします。

プラテン

カッタープロテクト

ピンチローラ (右)
シートをグリットローラに押し付けます。シートの右端に合わせてセットします。グリットローラ

シートを前後に移動します。

カッターガイド

カッティングキャリッジ
ツール (カッターまたは作図用のペン) を取り付けます。
ツールを上下左右に動かしてカッティングを行います。

シリアル入力端子
コンピュータと CM-24/12 をシリアル接続する場合、シリアルケーブルを差し込みます。

Dr.STIKA PLUS for
Windows: 2枚
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SETUP LED
SETUP キーを押すと点灯します。
点灯中はカッティング可能な状態です。

PAUSE LED
PAUSE キーを押して CM-24/12 を一時停
止させると点灯します。

PEN MODE LED
PEN MODE キーを押すと点灯します。
 (PEN MODE 状態)

REPLOT LED
REPLOT キーを押すと点灯します。
 (リプロット中)

TEST LED
TEST キーを押すと点灯します。
(カットテスト状態)

 (ポジション) キー
シートおよびカッティングキャリッジを移
動させます。

2-2　本体背面 シートローディングレバー
ピンチローラを上下させ、シートの取り付け、取り外しを行います。

電源コネクタ
付属の電源コードを接続します。

SETUP キー
取り付けたシートの幅を検出し、カッティ
ング可能な状態にします。
一時停止中に押すと、コンピュータから送
られたカッティングデータを消去します。

PAUSE キー
カッティングを一時停止させます。また、
一時停止状態を解除します。

PEN MODE キー
作図用ペンで用紙に作図するとき押します
(カッティングキャリッジに作図用ペンを取
り付けてください)。

REPLOT キー
同じカッティングを繰り返し行います。

TEST キー
カッター圧が適切かどうか、カットテスト
を行います。

ORIGIN SET キー
現在のツール位置をカッティングの原点に
設定します。

POWER/ERROR LED
電源が ON になっているとき点灯します。
エラーが発生したときは、点滅します。

2-3　操作パネル
※TEST キーおよび  (ポジション) キーは SETUP LED 点灯時にのみ作動します。

PEN MODE LEDとPOWER/ERROR LEDが同時に点滅している
ピンチローラの位置が適切でない場合に点滅します。また、CM-24の場合、ディップスイッチ SW-9 が ON  (平型シート)
で縦方向に100 mm 以下のシートを取り付けた場合、同じくディップスイッチ SW-9 が ON  (平型シート) で前後のペー
パーセンサー上にシートがない場合に点滅します。詳しくは、「3-6　シートを取り付ける」を参照してください。

電源スイッチ
「｜」側に押すと電源が入り (電源ON)、

「○」側に押すと電源が切れます
(電源OFF)。
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3　基本的な操作手順

警告� 注意�
アースに接続してください。
故障などによる漏電により、感電すること
があります。

本体に表示された定格の電源以外では
使用しないでください。
火災・感電の原因となります。

安定した場所に置いてください。
本体が落下し、けがを
することがあります。

3-1　設置と接続

本体を移動する場合は、本体上部を持って持ち運ばないでください。本体の左右側面に手を添えて持
ち運ぶようにしてください。

次のような場所に設置しないでください。故障の原因になります。
●不安定な場所に設置しないでください。
●電気的な雑音の多い場所でのご使用は避けてください。
●湿気やほこりの多い場所でのご使用は避けてください。
●使用中熱を発生しますので、放熱効果の悪い場所には設置しないでください。
●振動の激しい場所には設置しないでください。

電源コードやコンピュータとの入出力ケーブルは、使用中に抜けたり、接触不良を起こしたりしないよ
うに確実に接続してください。誤動作や故障の原因となります。

ケーブルはパラレル・シリアルのどちらか一方で接続します。コンピュータと本体の電源をOFFにし
た状態で接続してください。

安定した台の上に設置してください。
設置には、CM-24 は幅 950 mm × 奥行き 500 mm × 高さ 230 mm、CM-12 は幅 650 mm × 奥行き 500 mm × 高さ
230 mm のスペースが必要です。カッティング時にはシートが移動しますので、本体の前後に障害物を置かないでください。

シリアル接続する場合は、CM-24/12 の通信条件をコンピュータと合わせておく必要があります。設定は、本体右側の
ディップスイッチで行います。「3-3　ディップスイッチの設定」を参照して正しく設定してください。

電源コード

電源コンセント

電源コネクタ

2端子コンセントの場合

電源プラグアダプタ

アース線

パラレル入力端子

シリアル入力端子

シリアルケーブル

RS-232Cコネクタ

プリンタ用コネクタ

パラレルケーブル

ケーブルは別売です。
コンピュータとソフトウェアに適した
ケーブルをご使用ください。

お願い

どちらか一方で接続
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3-2　付属ソフトウェアのインストール

付属ソフトウェア

・Dr.STIKA PLUS for Windows®95 (STIKA PLUS SOFTWARE DISK 1/2・2/2)
・CAMM-1 Driver for  Windows®95

付属ソフトウェアの動作環境

●本体 : Windows 95が動作するパーソナルコンピュータ
●CPU : i486SX 以上 (推奨　Pentium 100MHz以上)
●メモリ : 8 MByte以上 (推奨　16MByte 以上) 　
●ハードディスク : 1.5 MByte以上の空き容量が必要
●フロッピーディスクドライブ : 2HDが読み込み可能なフロッピーディスクドライブが必要
●基本ソフトウェア : Windows 95
　(インストールディスクにWindows 95 は含まれません。使用するコンピュータに合った Windows を別途ご用意ください。)

Dr.STIKA PLUSの概要

Dr. STIKA PLUS では以下のことができます。
●TrueType フォントの文字入力 ●四角、丸等の簡単な図形の入力
●図形、文字の回転、傾斜 ●文字の太さ (ウェイト) の変更
●シンボルの挿入と登録 ●カッティング領域より大きなサイズの分割カット
●グリッド表示による正確な位置配置 ●市販のソフトウェアからのデータの挿入

本書では、Dr. STIKA PLUS の各機能について、基本的な事柄を掲載しています。更に詳細を知りたい場合は、Dr. STIKA
PLUS、ドライバのヘルプをご覧ください。

解説部分の標記について

ソフトウェアの名称を省略する場合は以下のように記載します。
●Dr. STIKA PLUS for Windows® 95 ＝ Dr. STIKA PLUS
●CAMM-1 Driver  for Windows® 95 ＝ ドライバ
　(本文中のドライバの設定画面のイラストは、CM-24 の設定が掲載されています。)

Dr. STIKA PLUS は、Windows 95用のソフトウェアです。本書では、Windows 95 の基本的な操作方法についてすでにご
理解いただいているものとして説明しています。

Dr. STIKA PLUSのインストール

コンピュータの電源を入れ、Windows 95を起動
します。1
付属の STIKA PLUS SOFTWARE DISK 1/2 を
フロッピードライブに差し込みます。2
画面上の [マイコンピュータ] アイコンをダブル
クリックします。3
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[3.5ｲﾝﾁFD] アイコンをダブルクリックします。4

[setup.exe] アイコンをダブルクリックします。5

セットアップ画面が表示されたら、[次へ] ボタン
を2回押します。6

右の画面で、[Roland Dr. STIKA PLUS」と表示
されていることを確認し、再度　[次へ] ボタンを
押します。セットアッププログラムが起動しま
す。
メッセージに従ってインストールを進めます。
インストールが完了したら、フロッピーディスク
をドライブから抜き取ってください。

7



10

ドライバのインストール

Dr. STIKA PLUS から CM-24/12 へデータ出力するには、CAMM-1 Driver for Windows 95 をインストールする必要が
あります。以下の手順でインストールを行ってください。

製品に付属の CAMM-1 Driver for Window 95
ディスクをドライブに差し込みます。1
[スタート] ボタンをクリックします。[設定] を
ポイントし、[プリンタ] をクリックします。2

[プリンタの追加] アイコンをダブルクリックしま
す。3

[次へ] ボタンをクリックします。4

[ローカルプリンタ] をチェックし、[次へ] ボタ
ンをクリックします。5
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[ディスク使用] ボタンをクリックします。6

[プリンタ] で機種名を選択し、[次へ] ボタンを
クリックします。

CM-24 をお使いの場合:
[Roland CAMM-1 CM24]

CM-12 をお使いの場合:
[Roland CAMM-1 CM12]

8

ケーブルの接続ポートを選択します。RS-232C
(シリアル) ケーブルの場合は [COM1] または
[COM2]、プリンタ (パラレル) ケーブルの場合
は [LPT1] をクリックします。

9

[配付ﾌｧｲﾙのｺﾋﾟｰ元] の [▼] をクリックし、フ
ロッピーディスクのドライブ名を選択します。
[OK] ボタンをクリックします。

7
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ドライバの設定
下記の手順で送信の再試行時の時間を設定します。
ドライバのインストールから引き続き設定を行う場合
は、手順2から作業を続けてください。

[いいえ] をチェックし、[次へ] ボタンをク
リックします。10

[いいえ] をチェックし、[完了] ボタンをク
リックします。フロッピーディスクからファ
イルのコピーが始まります。
ファイルのコピーが終わり [プリンタ] フォル
ダにプリンタのアイコンが表示されると、ド
ライバソフトの組み込みは完了です。フロッ
ピーディスクをドライブから抜き取ってくだ
さい。

11

[スタート] ボタンをクリックします。[設定] を
ポイントし、[プリンタ] をクリックします。1

シリアル接続の場合は、[ポートの設定] ボタ
ンをクリックします。
ポートの設定を行い、[OK] ボタンをクリック
します。(コンピュータ側と CM-24/12 の設
定を合わせてください。CM-24/12側の設定
は、「3-3 ディップスイッチの設定」を参照
してください。CM-24/12 の出荷時の設定
は、図のとおりです。)

[次へ] ボタンをクリックします。
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[詳細] タブをクリックし、[タイムアウト設定]
を以下のように設定します。

[未選択時] : 5秒
[送信の再試行時] : 100秒

[OK] をクリックします。
以上で、 ドライバーの設定は完了です。

3

[Roland CAMM-1 CM24] アイコン (または
[Roland CAMM-1 CM12] アイコン) を右クリッ
クし、[プロパティ] をクリックします。

2
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3-3　ディップスイッチの設定

8
7

6
5

4
3

2
1

OFF ON

10
9

* : CM-12 は SW-9 を使用しません。常に OFF にしておいてください。

・工場出荷時の設定はすべて OFF です。
・SW-2 を OFF に設定した場合、SW-3 を ON、OFF のどちらに設定しても構いません。
・SW-8 を ON  (重い) に設定した場合、カッティング速度は 10 mm/sec. ～ 100 mm/sec. に制限されます。このとき、
コンピュータから 100 mm/sec. より大きな速度を指定しても、100 mm/sec. で動作します。

SW-1～5 : シリアル接続時の通信条件を設定します。CM-24/12とコンピュータをシリアル接続する場合は、コン
ピュータの通信条件に合わせて設定してください。

SW-6 : 文字 (絵) を90度回転させる機能です。ON (ローテイトする) に設定すると、原点がシートの右下に設定さ
れ、カッティング方向が90度回転します。

SW-7 : カッター刃先のオフセット量を設定します。刃先のオフセットが 0.25 mm のカッターを使用する場合は
OFF、刃先のオフセットが 0.5 mm のカッターを使用する場合は ONに設定してください。付属のカッター
を使用するときは、OFF (0.25 mm) にしてください。

SW-8 : シートの重さを設定します。シートがうまく送られない場合は、ON (重い) に設定してください。ONに設
定すると、カッティング速度の上限が 100 mm/sec. となり、シートやカッターを動かす力がアップしま
す。通常は、OFF (軽い) にしておいてください。

SW-9 : シートの形状を設定します。平型シートをご使用になる場合はON、ロールシートをご使用になる場合は
OFFに設定してください。

SW-10 : スムージングは、円・円弧をなめらかにカッティングする機能です。スイッチをOFF (有効) にすると、ス
ムージングが有効になります。

ディップスイッチの設定は、CM-24/12の電源をOFFにした状態で行ってください。

SW-1 ボーレート 9600 4800

SW-2 パリティチェック 無効 (DISABLE) 有効 (ENABLE)

SW-3 パリティチェック 奇数 (ODD) 偶数 (EVEN)

SW-4 データビット 8 7

SW-5 ストップビット 1 2

SW-6 ローテイト ローテイトしない ローテイトする

SW-7 カッターオフセット 0.25 0.5

SW-8 シートの重さ 軽い 重い

SW-9 * シートの形状 ロールシート 平型シート

SW-10 スムージング 有効 無効

ディップスイッチ 機能 OFF ON

お願い
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3-4　カッターを取り付ける

刃先に触れないでください。
けがをすることがあります。
また、カッターの切れ具合が悪くなりま
す。

注意�

カッターホルダーを取り付けるときは、ツール固定ネジを手で下から支えてください。支えなしで取
り付けると、カット品質が悪くなることがあります。

カッターを取り付ける

カチッと音がして、
プッシュピンが出るプッシュピン

カッターホルダー
(XD-CH3)

カッター

カッターを穴に入れる

1) ツール固定ネジをゆるめます。
2) ツール固定ネジを下から支え、カッターホ
ルダーを穴に差し込みます。
カッターホルダーのつばが、穴の上部に
ぴったりと付くまで差し込んでください。

3) ツール固定ネジをしっかりとしめます。

カッティング
キャリッジ

しめる
ゆるめる

1 2

お願い

ツール固定ネジ

お使いになるシートによっては、カッターの刃先調整を行う必要があります。詳しくは「3-8　カットテストを行う」を参
照してください。
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3-5　電源を投入する

CM-24/12 の電源を ON にしてください。

注意�
電源投入時、プラテン上に手などを置
かないでください。
けがをすることがあります。
(電源投入と同時に、カッティングキャリッ
ジが動きます。)

POWER/ERROR LED 点灯

→

3-6　シートを取り付ける
シートを取り付ける

取り付け可能なシートサイズ

CM-24 は、取り付けるシートの種類によってディップスイッチの設定が必要です。
一旦本体の電源を OFF にし、平型シートを取り付ける場合は、ディップスイッチ SW-9 を「ON」、ロールシートを取り
付ける場合は「OFF」に設定してください。設定が終わったら電源を ON にしてください。
CM-12 では、ディップスイッチを設定する必要はありません。
CM-24 のグリットローラは 4つの部分、CM-12 は2つの部分に分かれています。また、左右のピンチローラはそれぞれ移
動可能範囲が決まっています (「シートセット位置」参照) 。まずはじめに、左右のピンチローラを動かして移動範囲を確
認してみてください。シート取り付けの際は、シートをグリットローラ上に置いてみて、ピンチローラで固定することので
きる位置を確認してから取り付けを行ってください。

CM-24 50 ～ 711 mm ディップスイッチ SW-9 が「ON」のとき、100 mm 以上
それ以外は制限なし (※精度保証範囲は 1600 mm まで)

CM-12 50 ～ 406 mm 制限なし (※精度保証範囲は 1600 mm まで)

幅 (横方向) 長さ (縦方向)
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：グリットローラ�

：ピンチローラ(左) ：ピンチローラ(右)

28" (約711 mm)

6" (約152 mm)

12" (約305 mm)

18" (約457 mm)

24" (約610 mm)

6"幅シートの�
ピンチローラ(右)�
の位置�

12"幅シートの�
ピンチローラ(右)�
の位置�

18"幅シートの�
ピンチローラ(右)�
の位置�

24"幅シートの�
ピンチローラ(右)�
の位置�

ピンチローラ(左)は、この範囲で移動します。�
上記以外の幅のシートを取り付けるときは、ピンチローラ(左)を移動します。�

※ここにはピンチローラをセットしないでください。�

CM-24

16" (約406 mm)

6"幅シートの�
ピンチローラ(右)�
の位置�

12"幅シートの�
ピンチローラ(右)�
の位置�

CM-12

シート�

※ここにはピンチローラをセットしないでください。�

ロールシートをご使用になる場合は、手順 1 からお読みください。

平型シートをご使用になる場合は、手順 2 からお読みください。　

CM-24で、ロールシートを取り付ける場合はディップスイッチ SW-9 を OFF (ロールシート) に、平型シートを取り付ける
場合は ON (平型シート) に設定してください。ディップスイッチの設定は、CM-24 の電源をOFFにした状態で行ってくだ
さい。(CM-12 はディップスイッチ SW-9 を使用しません。常に OFF にしておいてください。)

【シートベースを使用する場合】

シートローディングレバーを上げておきます。
シートの先端をピンチローラとグリットローラの間に通し、本体前面に出します。

図のように、セットしないでく
ださい。正しくシート送りを行
うことができません。カッティングを行う分だけ

ロールから切り出しておく
カッティングを行う分だけ
ロールから引き出しておく

【シートベースを使用しない場合】

1

シートベース

×

シートセット位置

※CM-12 の場合、シートベースの代用となるもの
を使ってロールシートを固定してください。



18

CM-24 の場合: シートの右端がグリットローラのいずれかの上にくるように置きます。
シートを左右に動かし、シートの左端がいちばん左のグリットローラ上にくるようにします。

CM-12 の場合: シートの右端が右側のグリットローラ上、左端が左側のグリットローラ上にくるようにします。

6" 幅のシートを取り付ける場合、シートは左端のグリットローラ上に置きます。

2

ガイドライン

シート

ピンチローラ (左)

シートローディングレバーを下げます。
ピンチローラが下がり、シートが固定されます。4

シートローディングレバー

SETUPキーを押してください。5

取り付けたシートの幅が検出され、カッティング
可能な状態になります。
カッティングキャリッジがカッティング原点に移
動します。

ガイドライン

シート

ピンチローラ (左)

スプロケットフィード用穴あきシートの場合

左右の端にある穴
あき部分に、ピン
チローラを置かな
いようにします。

SETUP LED 点灯

ガイドラインに合わせてシートを本体に対してまっすぐにセットし、左右のピンチローラをグリットローラ上に移
動します。
ピンチローラがうまく動かない場合は、本体背面のピンチロールフレームを持って移動してください。

3
グリットローラ (左)

シート

グリットローラ

シート

ピンチロールフレーム

本体背面
ピンチローラ (右)

シート

ガイドライン

シートをおいた状態で、グ
リットローラの位置を確認
できます。

シートの先端が、カッ
タープロテクト手前の溝
にかからないようにセッ
トしてください。

○ ×
溝 カッター
プロテクトシート先端

溝 カッター
プロテクト

シート先端

(線で囲んだ部分に印があり
ます。)
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25mm�
以上�

ガイド�
ライン�

長尺カッティングを行うには...

1.5m以上のカッティングを行うときは、一旦必要な長さ分のシートを送り出します。
次の手順でシートをセットします。

25mm�
以上�

ガイド�
ライン�

2 「シートを取り付ける」の手順 1～3 に従って、
シートを取り付けます。
カッティングに必要な長さをロールから引き出し
ておいてください。

1 カッティングの幅よりも50mm以上幅の広いシー
トを用意します。

3 ピンチローラを図の位置に移動します。

4 シートローディングレバーを下げます。
ピンチローラが下がり、シートが固定されます。

SETUPキーを押してください。5
SETUP LED 点灯

シートがピンチローラから外れないことを確認します。シートが外れたときは、再セットしてください。

カッティングする長さ分のシートを送ります。6 送ったシートを戻します。7

「はぎれシート」や「左右
端が斜めになっているシー
ト」等は、シートの末端に
ピンチローラを置かないよ
うにしてください。

シートローディングレバー

シートがピンチローラから外れないことを確認します。シートが外れたときは、再セットしてください。

カッティングする長さ分の
シートを送ります。6 送ったシートを戻します。7
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【CM-24】

カッティング領域

シート

約 1 mm

ピンチローラ (右)

ピンチローラ (左)

※図中の X・Y の矢印は、ローテイト機能が
オフの状態で、それぞれX軸、Y軸のプラス
方向を示しています。

【CM-12】
最
大
 2
49
98
 m
m

 (
精
度
保
証
範
囲
は
16
00
 m
m
ま
で
)

カッティング領域について

初期カッティング座標
原点 (0，0)

約
15
 m
m

最大
584 mm

最大
280 mm

ピンチローラ (右)

最
大
 2
49
98
 m
m

 (
精
度
保
証
範
囲
は
16
00
 m
m
ま
で
)

3-7　原点を設定する

CM-24/12 は、カッティング領域内の自由な位置に、原点 (0, 0) を設定することができます。
シートをセットし SETUP キーを押すと、最初の原点が決まります。SETUP キーを押して最初に決まる原点は、機種と
ディップスイッチの設定によって異なります。

最初に設定された原点を移動する必要がない場合は、シート取り付け直後に原点設定を行う必要はありません。
シート上のカッティングされていない部分に原点を設定することによりシートを無駄なく使用することができます。
※シートが取り付けられていない場合は、原点の設定を行う前に、「3-6　シートを取り付ける」を参照してシートの取り
付けを行ってください。

CM-24 SW-9: OFF (ロールシート) ピンチローラ (左) 付近に設定されます
(SW-6 が ON (ローテイトする) の場合: ピンチローラ (右) 付近に設定されます)

SW-9: ON (平型シート) シートサイズ検出を行い、シート左下手前に設定されます
(SW-6 が ON (ローテイトする) の場合: シートサイズ検出を行い、シート右下手前に設定されます)

CM-12 SW-9: 常に OFF ピンチローラ (左) 付近に設定されます
(設定する必要はありません) (SW-6 が ON (ローテイトする) の場合: ピンチローラ (右) 付近に設定されます)

ディップスイッチ 原点設定位置

 キーを押して、カッターホルダーの
中心を移動します。原点を設定する位置まで移動
してください。

1 ORIGIN SET キーを押します。2

SETUP LED が一回点滅し、原点が設定されま
す。
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原点

最初に剥す

次に剥す

3-8　カットテストを行う (カッター圧の調整・カッターの刃先調整)

実際のカッティングを行う前に、「カットテスト」でシートの切れ具合を確認します。カットテストの結果を見て、カッ
ター圧とカッター刃先突出量を調整します。お使いのシートのカットに適切な条件が見つかるまで、カットテストを繰り返
し行ってください。

切れ具合がよくない場合は、まずペンフォースつまみでカッター圧を調整します (「カッター圧の調整方法」参照)。
ペンフォースつまみは、最初は一番左の目盛り (カッター圧最小値) に移動しておいてください。シートの切れ具合を見
て、徐々にカッター圧を上げていきます。
カッター圧の調整を行っても切れ具合がよくならない場合は、カッターの刃先調整を行ってください (「カッターの刃先調
整」参照)。刃先調整後もカットテストを行い、カッター圧を調整します。

シートが取り付けられていない場合は、「3-6　シートを取り付ける」を参照してシートの取り付けを行ってください。

※カットテストは、約 2cm 四方の領域が必要です (移動
後のカッター先端を左下原点とします)。

TEST LED点灯

 キーを押して、カッターホルダーの
中心を移動します。カットテストを行う位置まで
移動してください。

1 TEST キーを押します。2

カットテストが開始されます。

1) 図の網掛け部分　　　のシートを剥します。
・四角形がいっしょに剥れなければOK

2) 四角形を剥します。
・シートの台紙にカッターの跡がうすく付いていればOK

上記のような結果にならない場合は、ペンフォースつまみ
で調整を行ってください。 (徐々にカッター圧を上げて適切
な値に設定します。)

3
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カッターの刃先調整
キャップを回して、カッター刃先の突出量を調整することができます。刃先調整が必要な場合は、一旦カッターホルダーを
取り外し、下図を参考に刃先調整を行ってから、カッティングキャリッジに取り付けてください。

【カッターの刃先調整を行う場合】

カットテストを行い、徐々に刃先を出してください。刃先突出量が、【シート部分の厚み + 台紙の厚み】より大きくなら
ないようにします。

刃先突出量 = シート部分の厚み +

台紙にうっすらとカッターの跡がついていれば、刃先の突出量は最適です。

2

台紙の厚み

カッター圧の調整方法

本体右側にペンフォースつまみがあります。このつまみを左右に動かしてカッター圧を変更します。
ペンフォースつまみには、11段階の目盛りが付いています。

カッター圧の調整を行う場合は、カッティングを行
うシートの種類と厚さ、カッターの硬さを考慮して
ください。
カッター圧が小さすぎるとシートに切り残しがで
き、うまくシートを剥すことができません。また、
カッター圧が大きすぎると以下のことが起こる場合
がありますので注意してください。

・カッターの寿命が縮まる
・カッティング中にシートがめくれやすくなる
・カッターがシートを貫通して、シートに穴が開い
てしまう
・台紙までカットしてしまい、シート送りを正常に
行うことができなくなる
・本体を傷つける

PEN FORCE

MAX8642MIN

カッター圧�

上がる�下がる�

カッター圧最小�

カッター圧最大�

一般に、付属のシートまたはその同等品の一般的なシートをお使いになる場合は、キャップを一番上まで
締めた状態 (刃先突出量最大 = 2.5 mm) にします。
素材 (シートの厚み) に対して台紙が薄いシートや台紙のない材料にカッティングし、刃先が台紙を貫通
してしまう場合に刃先の調整を行います。

0.1 mm

刃先突出量

最小 0 mm 最大 2.5 mm

大きな目盛一つ分で 0.1mm、一回転で
0.5mm の調整を行うことができます。
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3-9　コンピュータからカッティングデータを送る

カッティングを一時停止する

カッティングの途中で一時停止したいときは、次の操作を行ってください。

【カッティングを中止する場合】

1) コンピュータからのカッティング命令の転送を中止
します。

2) SETUP キーを約1秒間押します。

続けてカッティングを行う

PAUSE LED点灯

PAUSE LED消灯

SETUP LED消灯

【シートを取り替えてカッティングを行う場合】

「3-6　シートを取り付ける」から「3-9　コンピュー
タからカッティングデータを送る」までの操作を再度
行ってください。

※シートの種類が同じであれば、カットテスト (「3-8
カットテストを行う」) を行う必要はありません。

コンピュータを操作してカッティング命令を送るとカッティングを開始します。

CM-12 に平型シートを取り付ける場合、カッティングデータの縦サイズより 100 mm 程度長いシー
トを取り付けてください。シートの縦方向の長さよりも大きなデータが送られると、CM-12 はシート
に入りきらないデータもカッティングしようとします。そのため、グリットローラからシートが外
れ、シートのない状態でカッティングを続けます。カッターを破損するだけでなく、本体にも傷がつ
きます。

シートが外れた時、異常な動作をした時は、すぐに PAUSE キーを押すか、本体左側の電源スイッチ
を OFF にしてください。

PAUSE LED が点灯するまで、PAUSE キーを押し続け
ます。
カッティングが一時停止します。

【カッティングを再開する場合】

もう一度 PAUSE キーを押します。
カッティングが再開されます。

それまでコンピュータから CM-24/12 に転送された
カッティング命令がすべて消去され、カッティングが中
止されます。

【同じシートに続けてカッティングを行う場合】

「3-7　原点を設定する」を参照して、まだカットして
いない部分 (次のカッティングを行う場所) に原点を設
定します。その後、コンピュータから CM-24/12 に
カッティングデータを送ってください。

お願い
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3-10　シートを貼る

カッティングが完了したら、作成したシートを貼ってみましょう。

・シートを貼る前に、貼り付ける場所を清掃し、ほこり・油分がないようにしてください。
・窓ガラス等の透明な部分に貼り付ける場合は、ガラスの裏面に水性ペン (作業後消去するため) で目安
を書いておくと便利です。
・シートを貼ったときに気泡ができてしまった場合は、針で気泡をつぶし、空気を押し出して密着させて
ください。

※カッティングしたデータの周りを、四角形など
のデータでカッティングしておくと剥すときに
便利です。

【平型シートの場合】

1) SETUP キーを約1秒間押してください。
カッティングキャリッジが右へ移動します。

1 【ロールシートの場合　または　カッティングを

行った部分のみを切り離す場合】

カッターガイドに沿ってカッティングを行った部分を切
り離します。
CM-12 は、市販のカッターを使って切り離してくださ
い。

2) シートローディングレバーを上げます。

3) シートを取り外します。

SETUP LED消灯

シートローディングレバー

シート
カッターガイド

ピンセットを使って、作成したシートの不要な部
分を剥します。2 アプリケーションシートを、作成したシートの上

に貼り付けます。
このとき、空気を抜くように、少し強めに押さえ
てください。力が弱いと、カットした部分がつい
てきません。

3

作成したシートをアプリケーションシートに移しとり、貼る位
置を決めてずれないように注意深く貼り付けてください。アプ
リケーションシートの上からよくこすり、アプリケーション
シートだけを剥します。

4
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プッシュピンを押して、カッターをカッターホル
ダーから取り外します。
使用したカッターは、刃先にシートの切れ端やの
りが付着していることがありますので、柔らかい
布で拭き取ってください。

3-11　カッティングを終了する

※CM-24/12 のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。

SETUP キーを約1秒間押してください。
カッティングキャリッジが右へ移動します。1

長期間使用しないときは、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・
漏電火災の原因となり
ます。

注意�

シートローディングレバーを上げて、シートを取
り外します。

SETUP LED消灯

シートローディングレバー

シート

2

ツール固定ネジを締めた状態で放置しないでください。ネジを締めて放置すると、カッターホルダー
を差し込む穴が徐々に狭くなり、取り付けにくくなります。

3

1) ツール固定ネジを
ゆるめます。

カッティングキャリッジ

ツール固定ネジ

2) カッターホルダーをカッティングキャ
リッジから抜き取ります。 4

プッシュピンを押す

カッターホルダー

カッター

POWER/ERROR LED 消灯

→

電源をOFFにしてください。5

お願い
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「動作チェック」を行うには・・・

CM-24/12 が正常に動作することを確認するために、「セルフテスト機能」を備えています。
CM-24/12 が正しく動作しない場合は、以下の手順で動作チェックを行ってください。
(動作チェックではコンピュータは必要ありません。)

「3-4　カッターを取り付ける」の手順にした
がって、CM-24/12 のカッティングキャリッジ
にカッターホルダー (または作図用のペン) を取
り付けます。

1 カッター圧を最小 (ペンフォースつまみ一番左の
目盛り) に設定してください (カットテストを行
い、シートの切れ具合が悪い場合は、徐々にカッ
ター圧を上げて適切な値に設定し直してくださ
い)。

2

操作パネルの キーを押しながら、電源をONに
します。3 「3-6　シートを取り付ける」の手順にしたがっ

て、シート (用紙) を取り付けます。

※ペンと用紙を取り付けた場合は、PEN MODE
キーを押してPEN MODE LEDを点灯させてく
ださい。

4

SETUPキーを押してください。動作チェックが
始まります。5

SETUP LED 点灯

図のようにカッティングされれば正常です。
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4　各種機能解説

4-1　シートを有効に使う、縦方向にカッティングする (ローテイト機能)

長い文字列をカットするなど、シートの横方向におさまりきらないデータのカッティングを行う場合に、原点を右下に設定
し、文字 (絵) を90度回転させます (ローテイト機能)。また、シートの右に余白ができてしまった場合は、この部分を利用
することができます。

90度回転させた場合、X軸・Y軸・原点は、次のように変更されます。

※図中2つの矢印は、それぞれX軸・Y軸のプラス方向を示しています。

【ディップスイッチ SW-6: OFF (ローテイトしない)】

原点

ローテイト機能を解除する場合

一旦、CM-24/12 の電源を OFF にし、ディップスイッ
チ SW-6 を OFF (ローテイトしない) に設定します。

【ディップスイッチ SW-6: ON (ローテイトする)】

原点

電源を OFF にします。1

POWER/ERROR LED 消灯

↓

2

8
7

6
5

4
3

2
1

OFF ON

10
9

ON →

電源を ON にします。3

POWER/ERROR LED 点灯

↓

SETUP キーを押します。4
SETUP LED 点灯

SETUP LED が点灯し、カッティングキャリッジ
が左右へ1往復します。

コンピュータからカッティングデータを送りま
す。5

ディップスイッチ SW-6 を ON  (ローテイトす
る) に設定します。
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4-2　用紙に作図する

CM-24/12 は、当社プロッタ用ペンを用いることにより、用紙に作図することができます。カッティングを行う前にペン
で用紙に作図を行い、カッティングデータが正しく作成されているかを確認することができます。

※CM-24/12 はプロッタに要求される「高速作図」、「自動ペン交換」、「ペン乾燥防止機能」等の機能を持っておりませ
ん。プロッタとは基本性能が異なりますのでご了承ください。

PEN MODE LED点灯

用紙への作図を終了する場合

PEN MODE キーを押してください。PEN MODE LED が消え、カッティングモードに戻ります。
カッティングキャリッジからペンを外し、ペン先の乾燥防止のため、ペンにはきちんとキャップをしてください。

ペンの交換時期について

ペンは消耗品です。インクがかすれてきたら、徐々にペン圧を上げてください (ペンフォースつまみを右に動かす。「3-8
　カットテストを行う」参照)。
ペン圧を上げてもかすれたり、ペン先が荒れてきたら、新しいペンと交換してください。

CM-24 をご使用になる場合は、手順 1 からお読みください。

CM-12 をご使用になる場合は、手順 4 からお読みください。

使用可能な用紙とペン

CM-24 上質紙 50 mm ～ 711 mm 水性サインペン、POP用太字水性サインペン

CM-12 上質紙 50 mm ～ 406 mm 水性サインペン、POP用太字水性サインペン

使用可能な用紙 使用可能な用紙サイズ 使用可能なペン

2
8

7
6

5
4

3
2

1

OFF ON

10
9

ON →

ディップスイッチ SW-9 を ON  (平型シート) に
設定します。

4 「3-4　カッターを取り付ける」を参照し、カッ
ターと同様の手順でペンの取り付けを行ってくだ
さい。

5 「3-6　シート取り付ける」参照し、シートの取
り付けと同様の手順で用紙の取り付けを行ってく
ださい。
CM-24 では幅 (横方向) 50 ～ 711 mm、CM-12
は幅 (横方向) 50 ～ 406 mm  の用紙を取り付け
ることができます。

6 PEN MODE キーを押します。

7 コンピュータから作図命令を送ると作図が始まり
ます。

1 CM-24 の電源を OFF にします。

3 CM-24 の電源を ON にします。
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4-3　同じカッティングを繰り返し行う

CM-24/12 はコンピュータから送られてきたデータをバッファ (一時記憶装置) に記録し、そのデータを繰り返しカッティ
ングすること (再カッティング) ができます。
SETUP キーが押されてカッティングデータが送られると、カッティングが開始されるのと同時に、データの蓄積も行われ
ます。カッティングが完了し、SETUP キーが押されるまでに送られたデータが、再カッティングすることのできるデータ
です。

●SETUP キーを押してセットアップ状態を解除 (SETUP LED 消灯) しても、コンピュータから新しいデータを送らない限
り、再カッティングデータは消えません。
●電源を OFF にすると、バッファ内のデータはすべて消去されます。
●データ転送中にバッファがいっぱいになると、リプロットできなくなります。
　このとき REPLOT キーを押すと、REPLOT LED が点滅します。
●バッファに何もデータがないときに REPLOT キーを押した場合は、REPLOT LED が点滅します。

CM-24/12 に、カッター
とシートを取り付けます。1 SETUP キーを押します。2

SETUP LED 点灯

REPLOT キーを押します。5
REPLOT LED 点灯

再カッティングが開始されます。

2) ORIGIN SET キーを押します。

SETUP LED が一回点滅し、原点が設
定されます。

【別のシートに再カッティングする場合】

SETUP LED 消灯

2) シートを取り外し、別のシート
を取り付けます。

3) SETUP キーを押します。

SETUP LED 点灯

コンピュータからカッティ
ングデータを送ると、カッ
ティングを開始します。

3

【同じシートに再カッティングする場合】

1) カッティング終了後、  キーを押してカッターホ
ルダーの中心を移動します。原点を設定する位置まで移動
してください。

4

1) カッティング終了後、約1秒間
SETUP キーを押します。

再カッティングを中止するには...

1) PAUSE LED が点灯するまで、PAUSE キーを押
します。

2) SETUP キーを約1秒間押します (SETUP LED 消
灯)。
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5　Dr.STIKA PLUSの操作方法・機能

Dr. STIKA PLUSでデータを作る

図のステッカーを作成しながら、Dr. STIKA PLUSの基
本的な操作について解説します。

Dr. STIKA PLUSの起動

SALESALE
[スタート] ボタンをクリックし、[プ
ログラム] をポイントします。次に
[Roland Dr. STIKA PLUS] をポイン
トし、[Dr. STIKA PLUS] をクリック
します。

1

オープニング画面が表示され、Dr.
STIKA PLUSが起動します。2
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■?ボタン、HELP ボタンを利用する方法

ウィンドウの右上に [？] ボタンがある場合、このボタ
ンを利用して該当項目のヘルプを見ることができます。
[？] ボタンを押し、知りたい項目をクリックします。

ヘルプの活用

データを作成中どのように進めてよいのか分からなくなったときは、下記の要領でヘルプをご覧ください。また、初めて操
作する場合は、ヘルプをコンピュータの画面に表示して、作業を進めてください。

■ヘルプを画面に表示する方法

緑色

 [ヘルプ] メニューの [目次] をクリックします。1

緑色の文字 (またはイラスト) をクリックする
と、説明あるいは関連する情報が表示されます。2

カッティング範囲を設定する

 [ファイル] メニューの [プリンタの設定] をク
リックします。1

CM-24 の場合は [Roland CAMM-1 CM24]、
CM-12 の場合は [Roland CAMM-1 CM12] を選
択し、[プロパティ] をクリックします。

※右の画面は、[Roland CAMM-1 CM24] を選
んだ場合です｡

2
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 [カッティング範囲] を設定します。3

[ツール] をクリックします。

[カッティング範囲] で設定する
のは、取り付けるシートサイズ
そのものではなく、シートを取
り付けたときのピンチローラの
位置によって決まる、カッティ
ング可能なサイズです。
カッティング範囲については、
CM-24/12 ユーザーズマニュ
アル「3-6　シートを取り付け
る　カッティング領域につい
て」をご覧ください。

カッターの条件を設定する

付属のカッターを使用するときは、カッターの条件を変える必要はありません。ここでは、設定されている内容を確認しま
す。

[本体の設定] であることを確認し、[OK] をク
リックします。
ペンプロットを行う場合、ドライバは [本体の設
定] を選択し、CM-24/12 は CM-24/12 ユー
ザーズマニュアル「4-2　用紙に作図する」を参
照して設定を行ってください。

1

[OK] をクリックします。2
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データの作成

Dr. STIKA PLUSで使用できるフォントは、Windowsに登録されているTrue Type フォントのみです。フォント選択時
は、True Type以外のフォントは表示されません。フォントに関する詳細はヘルプをご覧ください。
なお、漢字、ひらがな、カタカナ、全角英数文字には、日本語フォントを使用してください。欧文フォントを使用すると、
文字が正しく表示されません。

画面の白い部分はカッティング範囲で
す。この範囲からはみ出た部分はカッ
ティングされません。
CM-24/12のカッティング開始位置
(シート手前端) は、カッティング範囲の
一番下です。

カッティング範囲全体を画面に表示させ
るには、Dr. STIKA PLUSの縮小表示機
能を使います。

画面の拡大・縮小は、  をクリック

し、画面上の任意の位置をクリックしま
す。

左クリック：拡大
右クリック：縮小

1

 ボタンをクリックします。

任意の場所をクリックして、キーボード
から SALE と入力します。

2

 をクリックします。

文字枠の■をマウスでドラッグすると、
自由に大きさを変えることができます。
白い部分におさまるように大きさを変え
ます。

3

スクロールバーをドラッグし、
カッティング範囲の一番下を表
示します。
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 をクリックします。カッティン

グした周りのシートだけを剥すよう
に、「SALE」の文字を囲むように四
角を描きます。

4

 をクリックし、できあがった

データをファイルに保存します。
ファイルを保存する場所を指定し、
ファイル名を入力したら、[保存]  を
クリックします。

5

カッティングを行う

データを送る前に、CM-24/12 にカッターとシートを取り付けてください。

 をクリックし、表示されたダイ

アログボックスの [OK]  ボタンををク
リックします。
カッティングの条件を再度設定する場
合は、「Dr. STIKA PLUSでデータを
作る　カッティング範囲を設定する/
カッターの条件を設定する」をご覧く
ださい。

1

クリックします。

ファイル名を入力します。
拡張子は.stxです。

ファイルを保存する
場所を選択します。

クリックします。
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カッティングを中止するときは...

CM-24/12 の PAUSE キーを、PAUSE LED が
点灯するまで押し続けます。
カッティングが一時停止します。

1

[スタート] ボタンをクリックします。[設定] を
ポイントし、[プリンタ] をクリックします。2

CM-24 の場合は [Roland CAMM-1 CM24] アイ
コン、CM-12 の場合は [Roland CAMM-1
CM12] アイコンをダブルクリックします。

3

[プリンタ] メニューの [印刷ジョブのクリア] を
クリックします。印刷中のファイルの表示が画面
から消えることを確認します。

4

CM-24/12 の SETUP キーを、約1秒間押しま
す。
コンピュータから CM-24/12 に転送されたカッ
ティング命令がすべて消去され、カッティングが
中止されます。

5
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図形や文字の編集について

Dr. STIKA PLUS は、描画した図形を色々な形に編集することができます。
Dr. STIKA PLUS で作る図形や文字を、総称して「オブジェクト」と表記します。

カッティングに不向きな図形

次の図形はカッティングに向いていません。オブジェクト編集時は、これらの図形を作成しないでください。

開いた図形
図形の始点と終点が重なっていない図形を開いた図形と
呼びます。開いた図形は、カッティング後にシートをは
がせないためカッティングに不向きな図形です。

オブジェクトを編集する

■拡大・縮小・角の形状

オブジェクトをクリックすると、オブジェクトの周りにマークが表示されます。■や、▲のマークをドラッグすると大きさ
を変えることができます。

ドラッグすると自由にオブジェクト
の大きさを変えられます。オブジェ
クトの縦横比を保ったまま拡大(ま
たは縮小)するときは、[SHIFT]
キーを押しながらドラッグします。

ドラッグすると上下方向に
拡大(または縮小)します。

ドラッグすると左右方向に
拡大(または縮小)します。

角丸四角、星形のオブジェクトは、上記のマークの他に次のマークが表示されます。

図形の一部が重なっている
図のように図形の一部分が重なったデータは、カッティ
ングに不向きです。

※図形が重なっている場合
でも、図形の内部に包括
する図形はカッティング
データに向いています。

○×

× ○

ドラッグすると、
角丸の半径が大き
く (または小さく)
なります。

ドラッグすると、
角が鋭く (または
鈍く) なります。
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■数値で編集する

文字列は、上記のマークの他に次のマークが表示されます。

■回転・傾斜・文字間

オブジェクトをクリックして選択した状態でもう1度クリックすると、マークの形が変わります。●や、◆のマークをド
ラッグすると、回転や傾斜ができます。

文字を太くする

標準の太さ 最大の太さ

ドラッグすると、図
形が回転します。

ドラッグすると、
図形が傾きます。

ドラッグすると、文字間が
広く(または狭く)なります。

オブジェクトを右クリックし、[プロパティ] をク
リックします。1

図形編集のダイアログボックスが表示されます。
数値を入力してオブジェクトの編集ができます。
編集内容は、オブジェクトによって異なります。
設定項目の詳しい説明や設定範囲については、
Dr. STIKA PLUS のヘルプを参照してください。

2

文字列を右クリックし、[プロパティ] をクリック
します。1
[文字列のプロパティ] ダイアログボックスが表示
されます。
[文字の太さ] スライダーをドラッグします。
[OK] をクリックします。

2

文字の太さは、スライダーの位置によって異なり
ます。

左端：標準の太さ
右端：最大の太さ

3
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多角形の作成と修正

■作成

矢印を作成しながら多角形を作成する手順を解説します。

1

2

34

5 6

7

頂点の移動 頂点の追加 頂点の削除

■頂点の編集

多角形の頂点を編集 (移動、追加、削除) するには  ボタンをクリックします。

多角形の頂点をクリックすると  に変わり、移動または削除することができます。複数の頂点を選択するには、[Shift]
キーを押しながら頂点をクリックするか、頂点を囲むようにマウスをドラッグします。頂点を追加するには、多角形の線
上をクリックし、[Insert] または [Ins] キーを押します。

頂点を追加する位置でクリックします。ク
リックした部分が□で表示されます。この
状態で [Insert] または [Ins]キーを押すと
頂点を追加することができます。

削除したい頂点■をクリックしま
す。 [Delete] または [Del] キー
を押すと、頂点が削除されます。

■多角形への変換

多角形以外のオブジェクトを多角形に変換し、頂点を編集することができます。ただし、一旦多角形に変換したオブジェク
トを、元のオブジェクトの属性に戻すことはできません。詳細は、Dr. STIKA PLUSのヘルプをご覧ください。

■多角形の結合・分割

多角形の結合
複数のオブジェクトをまとめ、１つの多角形にします。
結合前のオブジェクトの配置を保ったまま、移動したり
大きさを変えたりすることができます。結合した多角形
は、通常の多角形と同様に頂点の編集ができます。

多角形の分割
多角形を個々の部品に分割します。

�詳細は、Dr. STIKA PLUSのヘルプをご覧ください。

ひとつのオブジェクトと
して扱うことができる

別々のオブジェクトとして
扱うことができる

 をクリックします。

任意の位置でマウスをクリックします。そのままマウスを
移動すると最初にクリックした位置から直線が引き出され
ます。右の図の番号に従ってクリックをします。
7番目をダブルクリックします。多角形が作成されました。

1

ドラッグすると、頂
点が移動します。

多角形に変換したいオブジェクトを選択します。
[オブジェクト] メニューの [多角形に変換] をク
リックします。

 ボタンをクリックすると、多角形と同様に

頂点の編集ができます。

1
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複数のオブジェクトの位置を揃える

画面に表示されている方眼紙の目盛りのようなラインをグリッドと呼びます。
グリッドを目安にして、オブジェクトの大きさや位置を決めることができます。また、[グリッドにスナップ] を [オン] に
すると、オブジェクトがグリッドに吸着します。正確にオブジェクトを配置したいときや、オブジェクトの大きさを正確に
決めたいときに使用します。グリッドの条件を設定する場合は、ヘルプをご覧ください。

オブジェクトが選択できないときは...

全てのオブジェクトの重なりには前後関係があり、作成順に新しいオブジェクトほど手前に配置されます。
大きなオブジェクトの後ろに小さなオブジェクトがあるとき、小さなオブジェクトを選択できません。小さなオブジェクト
を選択するには、大きなオブジェクトと小さなオブジェクトの前後関係を変えます。
オブジェクトの前後関係は、いつでも変更することができます。

別のDr. STIKA PLUSファイルからオブジェクトを読み込む

別ファイルに保存されているオブジェクトを編集中のファイルに追加することができます。
以前作って保存したオブジェクトを再利用することがで
きます。

右図の状態では、大きな円が手前に配置されてい
ます。大きな円を選択してください。1

 をボタンをクリックします。

大きな円が奥に配置されます。奥にあって選択で
きなかった小さな円を選択できるようになりま
す。

2

オブジェクトをグリッドに吸着させるには、 [表
示] メニューの [グリッドにスナップ] をクリッ
クします。

1

[ファイル] メニューの [インポート] をクリック
します。1

ファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックしま
す。2

編集中のファイルに、オブジェクトが追加されま
す。追加したオブジェクトは、通常のオブジェク
トと同様に編集できます。

3
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シンボルを利用する

Dr. STIKA PLUSには、シンボル (記号集) が用意されています。Dr. STIKA PLUSで編集中のファイルにシンボルを追加す
ることができます。また、よく使用するDr. STIKA PLUSのオブジェクトをシンボルとして追加登録することができます。

■シンボルを読み込む

■シンボルを登録する

[オブジェクト] メニューの [シンボル挿入] をク
リックします。
[シンボルの挿入] ダイアログボックスが表示され
ます。

1

使用するシンボルを選択し、[挿入] をクリックし
ます。2

読み込んだシンボルが配置されます。大きさ、位
置を調整します。3

シンボルとして登録するオブジェクトを選択しま
す。1
[オブジェクト] メニューの [シンボル登録] をク
リックします。
[シンボルの登録]ダイアログボックスが表示され
ます。

2

登録するシンボルを、用途や形状に合わせてグ
ループに分類することができます。新たにグルー
プを作成する場合は、[新規グループ] ボタンをク
リックし、グループ名を入力します。既存のグ
ループにオブジェクトを追加する場合は、 [グ
ループ名] でグループ名称を選択します。

3
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メーカー スキャナ ソフトウェアまたはドライバ

Canon CanoScan 300 ScanCraft CS  ver. 3.1.0

EPSON GT-5000WINP EPSON Scan! II ver. 2.10J、 EPSON TWAIN32  ver. 2.6.2J
GT-5500WINS EPSON Scan! II ver. 2.10J、 EPSON TWAIN32  ver. 2.6.2J

HP ScanJet5p HP PictureScan ver. 3.0

LOGICOOL ﾍﾟｰｼﾞｽｷｬﾝｶﾗｰﾌﾟﾛ ﾍﾟｰｼﾞｽｷｬﾝﾃﾞｽｸ ver1.1 L10、ﾍﾟｰｼﾞｽｷｬﾝ ｶﾗｰ ﾌﾟﾛ ver. 2.0

SHARP JX-250W3 ScanJX3 for WIN32 ver. 1.00、SHARP TWAIN3_32 ver. 1.00

市販のソフトウェアで作った図形をDr. STIKA PLUSに貼り込む

ベクトルデータ (※1) を扱うソフトウェアで作成したデータをコピーし、クリップボード (※2) を介してDr. STIKA PLUS
に貼り込むことができます。貼り込んだデータは、通常のオブジェクトと同様に編集することができます。
ただし、Dr. STIKA Plusで作成したデータをほかのアプリケーションソフトウェアに貼り込むことはできません。

■貼り込むことのできるデータの条件
●ビットマップデータ (※3) を含めない ●図形内に塗り・網掛けを設定しない
●線は極細線(指定できる最も細い線)に設定する

※1：ベクトルデータは、図形をいくつかの基準点とそれを結ぶ線で表現したときのデータ形式です。主にドロー系のソフトウェアを使っ
て、ベクトルデータの図形を描画することができます。

※2：コピー (複写) やカット (切り取り) を実行したとき、その情報を一時的に保存する機能。Windows 95に標準で装備されています。
※3：ビットマップデータは、図形をドット(点)の集まりで表現したときのデータ形式で、ラスターデータとも呼びます。主にペイント系

のソフトウェアでは、図形をビットマップで表現します。

スキャナを使ってオブジェクトを読み込む

スキャナで取り込んだ画像を Dr. STIKA PLUS に読み込んでアウトライン化し、カッティングすることができます。
Dr. STIKA PLUSは、TWAIN_32対応のスキャナに対応しています。スキャナの接続・スキャナのドライバのインストール
方法は、お使いのスキャナの取扱説明書を参照してください。

■ 動作が確認できているスキャナおよびドライバ

※スキャン用ソフトウェアおよびドライバの動作を保証するものではありません。
※SCSI接続のスキャナとSCSIボード (カード) の互換性については、スキャナの取扱説明書を参照してください。

[シンボル名] を入力し、[登録] ボタンをクリッ
クします。4

市販のソフトウェアで作成したデータを選択し、
コピーします。
市販ソフトウェアのコピーの方法は、お使いのソ
フトウェアの取扱説明書をご覧ください。

1

[編集] メニューの [貼り付け] をクリックしま
す。コピーしたデータがDr. STIKA PLUSに配置
されます。

2

上記以外のスキャナおよびドライバは、TWAIN_32対応であっても一部の機種で正常に動作しない可能性があります。その
場合は、次ページの手順に従って、原稿を読み込みます。



42

■きれいにカッティングできるデータの条件

●連続階調を含まず、色と色の境目がはっきりしていること
一般に写真のスキャンデータは連続階調を含むため、カッティングに不向きです。

●スキャンの解像度を高くすること
ただし解像度を高くすると、Dr. STIKA PLUS に読み込む速度が遅くなります 。

●スキャンする元絵の大きさは、カッティング時のサイズと同じか大きな絵を用意すること
カッティングするサイズよりも小さな画像を読み込み、Dr. STIKA PLUSでデータを拡大しても、元絵よりきれいな図形にはなり
ません。カッティング結果をきれいにするには、大きなオブジェクトを縮小して目的の大きさにします。

詳細は、Dr. STIKA PLUS のヘルプをご覧ください。

インストールされてい
るスキャナドライバの
名称が表示されます。

スキャン用のソフトウェアを直接起動し、原稿をスキャンします。1
スキャンした画像をWindows Bitmap (BMP) 形式のファイルに保存します。2
Dr. STIKA PLUSの [インポート] コマンドを実行し、BMP形式のファイルを読み込みます。
BMP形式のファイルの読み込みについては、「Windows Bitmap形式のファイルを読み込む」をご覧ください。3

 [ファイル] メニューの [スキャナの選択]  をク
リックし、右の画面を表示させます。
TWAIN対応ドライバとTWAIN_32対応のドライ
バが両方インストールされている場合は、
TWAIN_32対応のドライバを選びます。

1

スキャナに原稿をセットします。

[ファイル] メニューの [スキャナ読み込み] をク
リックします。
スキャンするためのアプリケーションが起動しま
す。操作方法については、お使いのスキャナの取
扱説明書を参照してください。

2

スキャン作業が終了すると、Dr. STIKA PLUS に
スキャンデータが読み込まれます。
[プレビュー] ダイアログボックスが開きます。内
容を確認して、[OK] をクリックします。
●表示されている内容のアウトラインがきれいに
抽出できなかった場合は、「きれいにカッティン
グできるデータの条件」を参考にスキャナでデー
タを読み込みなおしてください。

アウトライン化されたオブジェクトが画面に配置
されます。大きさ、位置を調整します。

3

4

5

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
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Windows Bitmap形式のファイルを読み込む

Dr. STIKA PLUSは、Windows Bitmap形式のファイル (拡張子は*.bmp) を読み込んでアウトライン化し、カッティングす
ることができます。読み込む画像によっては、カッティングに向かない図形になることがあります。以下の条件を参考に
データを作成してから、Dr. STIKA PLUSに読み込んでください。Windows Bitmap形式のファイル (拡張子は*.bmp) への
保存方法は、お使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

■きれいにカッティングできるデータの条件

●連続階調を含まず、色と色の境目がはっきりしていること
一般に写真のスキャンデータは連続階調を含むため、カッティングに不向きです。

●解像度を高くすること
ただし解像度が高いデータは、Dr. STIKA PLUS の読み込む速度が遅くなります 。

●画像の大きさは、カッティングする大きさと同じかそれよりも大きな絵を元絵として取り込む
カッティングするサイズより小さな元絵を Dr. STIKA PLUS に読み込んでから拡大しても、きれいにカッティングできません。
カッティング結果をきれいにするには、大きなオブジェクトを縮小して目的の大きさにします。

詳細は、Dr. STIKA PLUS のヘルプをご覧ください。

[ファイル] メニューの [インポート..]  をクリッ
クし、右の画面を表示させます。
[ファイルの種類] をクリックし、[Windows
Bitmap File] をクリックします。使用するファイ
ルを選択し、 [開く] ボタンをクリックします。

1

[プレビュー] ダイアログボックスに画像が
表示されます。内容を確認して、 [OK] をクリッ
クします。
アウトラインをきれいに抽出するには、「きれい
にカッティングできるデータの条件」を参考に
データを作成してください。

2

読み込んだデータが配置されます。
大きさ、位置を調整します。3
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カッティングの方向を回転する

最大カッティング幅 (CM-24: 584mm、CM-12: 280mm) より幅の広い図形をカットするには、カットの方向を90度回転し
ます。

[ファイル] メニューの [プリンタの設
定] をクリックします。
[プロパティ] をクリックします。
[ローテート] で [90度] をチェック
し、[OK] をクリックします。
[プリンタの設定] で [OK] をクリック
します。

1

画面の白い部分が縦長から横長に変更
されます。2

カッティング範囲より大きなデータを、分割してカットする

カッティング範囲に入りきらない図形をカッティングするときは、分割出力機能を利用します。
分割出力機能を使うと、シート2枚分 (CM-24 は最大 1168 mm (幅) × 24998 mm (長さ)、CM-12 は最大 560 mm (幅)
× 24998 mm (長さ)) のカッティング範囲を設定することができます。

■分割出力時のカッティング

分割出力では、1ページ目の右端と2ページ目の左端に図のよう
なラインがカットされます。これは、1ページ目と2ページ目に
またがる図形を閉じた図形にし、剥がしやすくするためです。
ラインの長さは、ドライバーで設定したカッティング範囲の長
さでカットされます。カッティング範囲より短いシートを取り
付けていると、シートが外れてしまいます。設定したカッティ
ング範囲より100mm以上長いシートを取り付けてください。

このラインがカットされる
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[ファイル] メニューの [分割出力] をポイント
し、 [2分割] をクリックします。1

[ファイル] メニューの [プリンタ設定] をクリッ
クします。
[プロパティ] をクリックし、[サイズ] で [カッ
ティング範囲] を設定します。

平型シートの場合:
取り付けた平型シートのカッティング範囲を、
[幅 (W)] と [長さ (L)] に入力します。

ロールシートの場合:
取り付けたロールシートのカッティング範囲の
[幅 (W)] と、カッティングデータがおさまる [長
さ (L)] を入力します。
[オプション] をクリックし、[カッティング後の
原点] を [最大座標 + 20mm] に設定します。

2

※ロールシートの場合のみ

[カッティング範囲] で設定する
のは、取り付けるシートサイズ
そのものではなく、シートを取
り付けたときのピンチローラの
位置によって決まる、カッティ
ング可能なサイズです。
カッティング範囲については、
CM-24/12 ユーザーズマニュ
アル「3-6　シートを取り付け
る　カッティング領域につい
て」をご覧ください。

[OK] をクリックします。
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 をクリックします。

右のメッセージが表示されます。シートをセット
し、[OK] をクリックします。

4

1ページ目のデータを送り終わると、シートセッ
トのメッセージが表示されます。平型シートの場
合は、動作が止まるのを確認し、2枚目のシート
をセットします。 その後 [OK] をクリックする
と、2ページ目のカッティングが始まります。
ロールシートの場合は、[OK] をクリックすると
続けて2ページ目のカッティングが始まります。

5

カッティングが終わったら、余分な部分をはがし、シートを対象物に貼り付けます。6

画面上のカッティング範囲が、2倍のシート幅で
表示されます。1枚分のシートの幅は、破線で区
切られています。カッティング範囲内に収まるよ
うにデータを作成します。

3
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6　カッターについて

各種シートの適切なカッティング条件と、カッターの寿命について示します。
シートの性質や使用環境によって、カッティング条件や、カッターの寿命は異なります。以下の条件に設定すればどんな場
合でも、きれいにカッティングできるとは限りません。カッティングの前に必ずカットテストを行い、調整を行ってくださ
い (「3-8　カットテストを行う」参照)。
下表に示したペンフォース目盛りより 3 ～ 4 目盛り以上上げても切り残しができる場合は、カッターの寿命です。新しい
刃物と交換してください。

※「寿命」については、同一種類のシートをカットした場合の目安です。

B) 15 mm 以上

A) 1 mm 以下

台紙
シート部分

【カッティング可能なサンドブラスト用ラバーシート】

A) シート部分が厚さ1 mm 以下のもの
B) シートの両脇が台紙のみのもの (左右のピンチローラは台紙部分にセットしてください。)
C) 台紙がシート送りに耐えられる固さのもの

ZEC-U1005 サインシート一般 1 ～ 7 40 cm/sec. 0.25 mm 8000 m

ZEC-U5025 サインシート一般 MIN ～ 4 40 cm/sec. 0.25 mm 4000 m
蛍光シート 5 ～ MAX 40 cm/sec. 0.25 mm 4000 m
反射シート 4 ～ MAX 40 cm/sec. 0.25 mm 4000 m

ZEC-U1715 サンドブラスト用 4 ～ MAX 20 cm/sec. 0.25 mm 種類によって
ラバーシート 異なる

刃物 材料 ペンフォース目盛 カッティング速度 カッター刃先補正量 寿命 (目安)

B) 15 mm 以上
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7　こんなときは

CM-24/12 が動かない

電源は ON になっていますか？
CM-24/12 の電源をONにしてください (「3-5　電源を投入す
る」参照) 。

SETUP 状態 (SETUP LED 点灯) になっていますか？
SETUP LED が点灯していない場合は、シートを正しくセット
したうえで SETUP キーを押して SETUP LED を点灯させて
ください。

PAUSE LED が点灯していませんか？
PAUSE キーが押され、 PAUSE LED が点灯しているときは、
一時停止状態です (「3-9　コンピュータからカッティングデー
タを送る　カッティングを一時停止する」参照) 。カッティン
グを再開するときは、もう一度 PAUSEキーを押してくださ
い。PAUSE LED が消え、カッティングが再開されます。カッ
ティングを中止する場合は、まず、コンピュータからのカッ
ティング命令の転送を中止します。その後で、SETUP キーを
押してください。それまでコンピュータから CM-24/12 に転
送されたカッティング命令がすべて消去され、カッティングが
中止されます。

シリアル接続の場合、CM-24/12 の通信条件がコン
ピュータと合っていますか？
ディップスイッチを正しく設定してください (「3-3　
ディップスイッチの設定」参照) 。

コンピュータ本体の設定は正しいですか？
ディップスイッチ、メモリスイッチ、インターフェイスボー
ド、通信条件、その他お使いのコンピュータの取扱説明書をご
覧になって、正しく設定してください。

POWER/ERROR LEDが点滅している
コンピュータから CM-24/12 に送られたデータに誤りがあると、CM-24/12 はカッティングを開始することができずエラー状態となりま
す (POWER/ERROR LED 点滅) 。電源を OFF にすると、エラーを解除することができます。電源を OFF にした後、以下の項目を確認
してください。

正しいケーブルで接続していますか？
接続ケーブルはコンピュータの機種とソフトウェアで決まりま
す。コンピュータが同じでもソフトウェアが違うとケーブルが
変わる場合があります。ソフトウェアで指定しているケーブル
をご使用ください。

ケーブルが接続されていますか？
ケーブルをしっかり接続してください (「3-1　設置と接続」参
照) 。

アプリケーションソフトウェアの設定は正しいですか？
(MS-DOS をお使いの場合)
出力装置の指定 (命令体系の合った機種名を選択してくださ
い。命令体系が異なると、まったく違う命令が送られてエラー
になります。) 、通信条件の設定、その他アプリケーションソ
フトウェアの取扱説明書をご覧になって、正しく設定してくだ
さい。

アプリケーションソフトウェアのドライバ選択は正しい
ですか？ (Windows をお使いの場合)
CM-24/12 に対応のドライバを選択してください。

ドライバソフトウェアの設定は正しいですか？
(Windows をお使いの場合)
出力ポート、通信条件を正しく設定してください。

アプリケーションソフトウェアをご使用の場合、出力装
置の選択は合っていますか？ (MS-DOS をお使いの場
合)
出力装置は、CM-24/12 を選んでください。CM-24/12 を選
ぶことができない場合は、PNC-960、PNC-910、PNC-950、
PNC-900、PNC-1100 のいずれかの機種を選択してくださ
い。

プログラムを自作されている場合、正しいコマンドを
送っていますか？
CM-24/12 に搭載されている命令体系は、「CAMM-GL III 命
令」です。詳しくは、「8　命令サポート一覧表」および、別
売の「CAMM-GL III プログラマーズ・マニュアル」を参照し
てください。

接続ケーブルはアプリケーションソフトウェア、コン
ピュータの指定と合っていますか？
お使いのアプリケーションソフトウェア、コンピュータの取扱
説明書をご覧になって、正しいケーブルで接続してください。
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カッティング中、ピンチローラからシートが外れてしまう
シートローディングレバーが下がった状態になっていま
すか？
シートローディングレバーが上がっている場合は、左右のピン
チローラがシートの内側にあることを確認し、下げてください
(「3-6　シートを取り付ける」参照) 。

シートが、グリットローラと平行に取り付けられていま
すか？
シートの手前端が斜めにカットされている場合は、グリット
ローラと平行になるよう、余分な部分をカットしてから取り付
けてください。

シートを長く送る場合は、ピンチローラを多少内側にずらすと
シートが外れにくくなります。また、シートをセットした後、

 キーを押して使用分を送り出し、ピンチローラからシート

が外れないことを確認してからカッティングを行うことをおす
すめします。

ロールシートをご使用になる場合は、あらかじめ、使用する分
を引き出しておいてからカッティングを行ってください。巻い
たままのシートを CM-24/12 で引き出しながらカッティング
を行うと、シートずれが起こりやすくなります。

カッティング中にシート左右の端が CM-24/12 の内側面に接
触しないようにしてください。シートを傷めるだけでなく、正
常なシート送りができなくなり、シートずれが起こります。

シートがうまく切れない

カッター、カッターホルダーがしっかりと取り付けられ
ていますか？
ゆるんだりしないようにしっかりと取り付けてください (「3-4
　カッターを取り付ける」参照) 。

カッターの刃先が欠けていませんか？
新しいカッターに交換してください (「6　カッターについて」
参照) 。

カッターの刃先にほこりやシートの糊が付いていません
か？
ほこりが付いているときは、カッターを取りはずし、刃先を掃
除してください。

PEN MODE LED が点灯していませんか？
PEN MODE LED が点灯しているとき、CM-24/12 は用紙に作
図する設定になっています。PEN MODE キーを押してPEN
MODE LED を消灯させカッティングを行ってください (「4-2
　用紙に作図する」参照) 。

カッター圧は適切ですか？
「カットテスト」を行い、ペンフォースつまみで適切なカッ
ター圧に設定してください (「3-8　カットテストを行う」参
照) 。

厚手のシートをご使用になっていませんか？
厚手のシートの場合は、ディップスイッチのSW-8 を ON (重
い) に設定してください (「3-3　ディップスイッチの設定」参
照) 。

PEN MODE LED と POWER/ERROR LEDが同時に点滅している

シート取り付け時のピンチローラの位置が適切ではありません (ピンチローラがグリットローラ上にない)。
また、CM-24 の場合、ディップスイッチ SW-9 が ON (平型シート) で縦方向に 100 mm 以下の平型シートを取り付けた場合、同じく
ディップスイッチ SW-9 が ON (平型シート) で前後のペーパーセンサー上にシートがない場合、2つの LED が同時に点滅します。
SETUP キーを押すと、エラーを解除することができます。「3-6　シートを取り付ける」を参照して、シートを正しく取り付けてくださ
い。

REPLOT LEDが点滅している

REPLOT キーを押して再カッティングを行おうとしたときに REPLOT LED が点滅した場合
バッファ内に何もデータがない、またはバッファがいっぱいになったため、再カッティングできません (「4-3　同じカッティングを繰り
返し行う」を参照)。
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8　命令サポート一覧表

CAMM-GL III を使ってプログラミングを行いたい方のために「CAMM-GL IIIプログラマーズマニュアル」(有償) をご用意
いたしております。お求めの際は、お近くのローランド ディー. ジー. 営業所までお尋ねください。

表中の記号はそれぞれ以下の意味があります。
○：対応する
×：対応しない
●：無視する (パラメータも無視)

  UC ○   WD ●   SP ●  XT ○   YT ○  WG ○  VS ○

  LB ○   OF ○   OI ○   OO ○  OH ○  OC ○   OE ○  OA ○  LT ○
  EA ○

命令　　対応 命令　　対応 命令　　対応命令　　対応命令　　対応 命令　　対応命令　　対応命令　　対応

  AA ○
  DT ○

命令　　対応

H ○
S ○
^ ○

命令　　対応

L ○
A ○

命令　　対応

X ○
K ○

命令　　対応

P ○
T ○

命令　　対応

B ○
G ○

命令　　対応

 I ○
C ○

命令　　対応

R ○
E ○

命令　　対応

M ○
N ○

命令　　対応

Ｄ ○
Q ○

  CS ○
  IM ○

  DI ○
  IP ○

命令　　対応

  DR ○
  IW ○

  DF ○
  IN ○

  CI ○
  EW ○

  CP ○
  FT ○

  CA ○
  ER ○

  AR ○

  RR ○   SM ○   SS ○   TL ○  SR ○  SI ○   SL ○  SC ○  SA ○
  OP ○   PR ○   PU ○   RA ○  PT ○  PA ○   PD ○  OW ○  OS ○

 ESC.K ○
命令　　対応

 ESC.J ○
命令　　対応

 ESC.R ○
命令　　対応

 ESC.M ○
命令　　対応

 ESC.B ○
命令　　対応

 ESC.@ ○
命令　　対応

 ESC.E ○
命令　　対応

 ESC.L ○
命令　　対応

 ESC.O ○
命令　　対応

 ESC.H ○
命令　　対応

 ESC.I ○
命令　　対応

 ESC.N ○
命令　　対応

  !PG ○
命令　　対応

  !NR ○
命令　　対応

  !FS ●
命令　　対応

  !ST ○
命令　　対応

mode 1

mode 2

mode 1、mode 2 共通

デバイスコントロール命令

ハンドシェイクコマンド

アボートコマンド
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9　文字セット一覧表

で囲まれたキャラクタは一文字分戻ります。
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10　仕様

方式

駆動方式

カッティング領域

取付可能なシート幅

取付可能な用紙サイズ

使用可能な用紙の種類

使用可能なツール

最大カッティング速度

カッター圧設定範囲

機械的分解能

ソフトウェア分解能

距離速度

反復精度

インターフェイス

バッファーサイズ

命令体系

スイッチ

操作パネルキー

表示LED

電源

消費電力

動作音

外形寸法

重量

動作温度

動作湿度

付属品

CM-24 CM-12

メディアムーブ方式

ステッピングモーター（マイクロステップ）

584 mm (幅) × 24998 mm (長さ) 280 mm (幅) × 24998 mm (長さ)

50 mm ～ 711 mm 50 mm ～ 406 mm

50 mm ～ 711 mm 幅の用紙 50 mm ～ 406 mm 幅の用紙

上質紙

カッター :  CAMM-1 シリーズ専用刃物

ペン :  水性サインペン、POP用太字水性サインペン (オプション)

カッティング時: 400 mm/sec.   (ディップスイッチ SW-8 が ON (重い) の場合:  100 mm/sec.)

30 gf ～ 200 gf

0.05 mm/step

0.025 mm/step

移動距離の± 0.2%以下または0.1 mm以下のうち大きい値

0.1 mm以下 (ただしシートの伸縮は除く。また、シート送りの方向の長さが1600 mm以内であること。)

パラレル (セントロニクス社仕様準拠)、シリアル (RS-232C規格)

1Mバイト (リプロットバッファ 800Kバイト)

CAMM-GL III (mode1, mode2)

電源スイッチ、ペンフォースつまみ、ディップスイッチ

SETUP、PAUSE、PEN MODE、REPLOT、TEST、ORIGIN SET、 、 、 、

POWER/ERROR LED、SETUP LED、PAUSE LED、

PEN MODE LED、REPLOT LED、TEST LED

AC100V ±10%　50/60Hz　0.8A AC100V ±10%　50/60Hz　0.8A

80VA 80VA

動作時 : 70dB (A) 以下、待機時 : 40dB (A) 以下

(ISO 7779 による)

  840 mm (幅) × 278 mm (奥行) × 221 mm (高さ)    535 mm (幅) × 278 mm (奥行) × 221 mm (高さ)

14 kg  9.5 kg

 5 ～ 40ﾟC　　　

35% ～ 80% (ただし結露しないこと)

電源コード×1、電源プラグアダプタ×1、テスト用シート×1、テスト用アプリケーションシート×1、

カッター (ZEC-U1005) ×1、カッターホルダー (XD-CH3) ×1、ユーザーズマニュアル ×1、

お客様登録カード×1、保証書×1、CAMM-1 DRIVER for Windows 95ディスク×1、

Dr.STIKA PLUSディスク×2、シートベース×1*、カッター (シート切り離し用) ×1*、ピンセット×1*、

* :  CM-24 のみの付属品です。
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インターフェイス仕様

【パラレルインターフェイスコネクタ】 【シリアルインターフェイスコネクタ】

1

19

18

36

3.3K

100

+5 V

+5 V

=

=

*

**

1

14

13

25

【パラレル】

規格 セントロニクス社仕様に準拠 

入力信号 STOROBE（1BIT）、DATA（8BITS）

出力信号 BUSY（1BIT）、ACK（1BIT）

入出力信号レベル TTLレベル

転送方式 非同期方式

【シリアル】

規格 RS-232C規格

転送方式 非同期方式、全二重データ通信

転送速度 4800、9600 (ディップスイッチにより切り換え)

パリティチェック 奇数、偶数、なし (ディップスイッチにより切り換え)

データビット 7 または 8 ビット (ディップスイッチにより切り換え)

ストップビット 1 または 2 ビット (ディップスイッチにより切り換え)

ハンドシェイク ハードワイヤ (電源ON時)  または XON/XOFF (コマンドにより切り換え)

パラレルコネクタ

信号名 端子番号 信号名 ピンコネクション

NC 36 18 HIGH**

HIGH* 35 17 GND

NC 34 16 GND

GND 33 15 NC

HIGH* 32 14 NC

NC 31 13 HIGH*

30 12 GND

29 11 BUSY

28 10 ACK

27 9 D7

26 8 D6

GND 25 7 D5

24 6 D4

23 5 D3

22 4 D2

21 3 D1

20 2 D0

19 1 STROBE

シリアルコネクタ

信号名 端子番号 信号名 ピンコネクション

NC 25 13 NC

NC 24 12 NC

NC 23 11 NC

NC 22 10 NC

NC 21 9 NC

DTR 20 8 NC

NC 19 7 SG

NC 18 6 DSR

NC 17 5 CTS

NC 16 4 RTS

NC 15 3 RXD

NC 14 2 TXD

1 FG
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開封前に必ずお読みください

　弊社では、お客様に下記のソフトウェア使用許諾契約書を設けさせていただいており、本製品はお客様が本契約にご同
意いただいた場合のみ、提供させていただきます。
　本製品の包装を開封された時点で、本契約にご同意いただいたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。
本契約にご同意いただけない場合は、未開封のまま保管してください。(本製品は、付属品の1つです。未開封または開封
済みにかかわらず、本製品単体での返品による代金の返却は承諾いたしかねますのでご了承ください。)
　本契約書は、必ず保管してくださいますようお願い申しあげます。

ソフトウェア使用許諾契約書

ローランド ディー.ジー.株式会社 (以下「弊社」と呼ぶ) は、本契約書とともにご提供する本製品に関し、本製品を使用するお
客様(以下「お客様」と呼びます) に対して、下記条項にもとづき非譲渡性の非独占的権利を許諾し、お客様も下記条項にご同意
いただくものとします。

①定義 「プログラム」とは、本契約書とともに提供されるパッケージに在中のコンピュータプログラムをいいま
す。「本製品」とは、弊社がお客様に提供したプログラムおよび関連資料ならびにプログラムの複製をあわ
せていいます。

②契約の成立 本契約は、お客様が本製品の包装を解いたとき成立します。

③所有権 本ソフトウェア、本ソフトウェアのロゴ、製品名、プログラム、取扱説明書、文書、及びその他のサポート
資料の一切の所有権・著作権は弊社に属するものとします。

④使用条件 プログラム及び複製したプログラムは同時に一人の使用者でかつ１台のコンピュータでのみ使用することが
できます。
お客様は、バックアップを目的としたプログラムの複製を作成することができます。プログラム及びプログ
ラムの複製は弊社の所有物になりますが、プログラムの複製が記録されている媒体は弊社の所有物にならな
いものとします。

⑤禁止事項 プログラムまたはプログラムの複製物をネットワークやその他の方法で同時に複数のコンピュータで使用す
ることはできません。
プログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはいけません。
本契約の終了および解約に関わらずいかなる場合においても、本契約、本契約による使用権、本製品に関す
る譲渡、貸与、賃貸、第三者への再使用権許諾及び移転を行ってはいけません。

⑥契約の終了 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときまたは弊社の著作権を侵害したときは、弊社は本契約を解
除しお客様のご使用を終了させることができます。
お客様がプログラムの使用を停止すると決めたとき、本契約は自動的に終了します。
本契約が終了または解約された場合、お客様は速やかにご自身のご負担で本製品を弊社に返却するか、破棄
するものとします。

⑦保証 機器本体の「お客様登録カード」の各項目に記入し、署名または捺印を行い弊社に返送したお客様は、本製
品に関する弊社の提供する各種サービスを受けることができます。
本製品の品質および機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
弊社はいかなる場合にもプログラムを運用した結果の影響に対して一切の責任を負いません。弊社 (及び弊
社の販売店) はお客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じたお客様の損害に対し
て、いかなる責任も負いません。
弊社は本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関する全ての資料は、その仕様について事前の通知無しに変更
されることがあるものとします。


