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1 1 Use tape to secure the B-1 and
B-2 parts to the back of the
front cover.

フロントカバーの裏にB-1と
B-2をテープで取り付ける

Position this above the sheet sensor.
シートセンサーの上にくるように移動

Secure with tape so that it will not move.

動かないようにテープで固定
4

R2-980512

The following items will be needed if you must repackage the product.  Please do not throw them away.

以下のものは再梱包するときに必要ですので捨てないでください。

CA B-1 D

E F G H

Close the front cover and tape it shut to
prevent it from opening.

フロントカバーを閉め、開かないように
テープで固定

2

Move the tool carriage to
position it 100 mm ( 3-15/16")
away from the stopper (above
the second grid roller from the
left), and secure it in place with
tape.

ツールキャリッジをストッパー
から100 mm離して(左から2番
目のグリッドローラの上）テー
プで固定する。

Stopper

ストッパー B-2 B-1

Back
背面

3

Insert A behind the tool
carriage to secure it in place.

ツールキャリッジの後ろ側に
Aを差し込み固定する
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CM-500/400/300
Repacking Method
再梱包方法

The illustrations in this manual depict the CM-
500.  The configuration of the CM-400/300
may differ slightly from what is shown.

本書はCM-500のイラストを使用していま
す。CM-400/300の場合、多少形状が異な
る場合があります。
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