
作業の前に ：付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
読まずに作業をすると、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

取扱説明書 ：「CX-24/12　スタートアップマニュアル」(本書) と「安全にお使いいただくために」以外に、「CX-24/12　ユーザーズ
マニュアル」と「Dr.STIKA PLUSユーザーズマニュアル」のPDFファイルが、付属のCD-ROMに収録されています。作
業内容の詳細はそちらをご覧ください。本書では、ソフトウェアのインストール、PDFの取扱説明書を表示する方法、
CX-24/12の基本的な操作手順を簡単に説明します。

CX-24/12
スタートアップマニュアル

Windows® 、Windows NT® は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe、Acrobat は、アドビシステムズ社の商標です。
i486、Pentium は、米国インテル社の登録商標です。
Macintosh、TrueType は、米国アップルコンピュータ社の商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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。
・本製品の故障の有無にかからわず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
・本製品により作られた製作物に対して生じた、直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
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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
ケーブルをお使いください。

接続

2端子コンセントの場合
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ソフトウェアのインストール
インストールの前に、各ソフトウェアの [Read meをみる] ボタンをクリックし、内
容を確認します。

CAMM-1 ドライバ
WindowsアプリケーションからCX-24/12へデータを送るときに必要なソフト
ウェアです。Windowsをお使いの場合は必ずインストールしてください。

 をクリックします。

ドライバのインストールが始まります。
ポートを選択する画面が表示されたら、コンピュータと接続したポートを選びます。
インストールが終了するときに、インストールしたドライバの設定が表示されます。

Dr.STIKA PLUS
WindowsにインストールされたTrueType フォントを利用して、切り文字を作成します。
CX-24/12でカッティングするデータを作る、Windows用のソフトウェアです。

 をクリックします。

Dr.STIKA PLUSのインストーラがコンピュータの画面に表示されます。
画面に表示された指示に従ってインストールを進めます。

取扱説明書を表示する
以下の取扱説明書がPDFでCD-ROMに収録されています。
これらの取扱説明書は、印刷物としての付属品はありません。
Acrobat Readerで取扱説明書を表示し、必要な場合は印刷のメニューを使って紙へ出力します。
※ Acrobat Readerの操作方法は、Acrobat Readerのヘルプをご覧ください。

CX-24/12の取扱説明書
 をクリックします。

Dr.STIKA PLUSの取扱説明書　Windowsのみ
 をクリックします。

どちらかのケーブ
ルで接続します。

※Macintoshとの接続はユーザーズマ
ニュアルをご覧ください。

PCとの接続
(DOS/V機など) 1. コンピュータの電源を入れます。

2. 付属のRoland Software PackageをCD-ROMドライブに差し込みます。CD-ROM
のメニューが自動で表示されます。

3. 表示された画面で [ここをクリック] の▼をクリックして、お使いの機種を選びま
す。

CX-24をお使いの場合：CX-24
CX-12をお使いの場合：CX-12
右の画面が表示されます。

Macintoshの場合
1. コンピュータの電源を入れます。
2. 付属のRoland Software PackageをCD-ROMドライブに差し込みます。
※Macintosh用として、CX-24/12のユーザーズマニュアルのみ収録されています。

3. [Roland Software Package] アイコンをダブルクリックします。
4. [Menu] アイコンをダブルクリックします。
以下の2つのボタンが表示されます。

・[CX-24/12　ユーザーズマニュアルをみる]
・[ローランド ディー. ジー. のホームページをみる]

[CX-24/12　ユーザーズマニュアルをみる] ボタンをク
リックすると、CX-24/12の取扱説明書が表示されます。

電源コードの接続

パラレル端子

シリアル端子

電源コネクタ

電源コード

電源コンセント

電源プラグアダプタ

CX-24/12

CX-24/12

PC

取扱説明書を表示するには、Acrobat Readerが必要です。 お使いのコンピュータにAcrobat Readerがインストールされていない場合、[ユーザーズマニュアルをみる] ボタンを初め
て クリックすると、Acrobat Readerをインストールするプログラムが起動します。画面の指示に従って、インストールを進めてください。
Windows NT/2000/XPへインストールするときは、「管理者」、「Administrators」、または「Power Users」グループのメンバーとしてWindowsにログオンしてください。
グループについては、Windowsのマニュアルを参照してください。

はじめに
CX-24/12の接続と、付属のRoland Software
Package CD-ROMの使い方を説明します。

ソフトウェアのインストールと取扱説明書の表示

プリンタ端子

Windowsの場合1

2

CD-ROMを取り出す
  をクリックし、インストール画面を閉じます。
画面が閉じたあと、CD-ROMを取り出してください。



カッターを取り付ける

クイックガイド

1

シートを取り付ける2

マシンの準備をする3
切れ具合を確認する4

カッティングする5

2-1 シートを本体に通し、グリットローラの上に置く

2-2 シートの傾きを少なくする

2-3 ピンチローラをグリットローラの上に動かす

2-4 シートを保持する

3-1 電源をオンにする

3-2 シートの準備をする

カッターの取り付けからカッティングを始めるま
での基本的な操作の流れを簡単にまとめた操作早
見表です。
詳しい操作方法については、CD-ROMに含まれ
ているユーザーズマニュアルをご覧ください。

カッター

1) ピンを差し込む

カッターホルダー

ゆるめる

しめる

カッターホルダーの
つばが穴のふちにつ
くまで差し込む。

カッティング
キャリッジ

ガイドライン

シートの左右端を、それぞれいずれかの
グリットローラに合わせる。

グリットローラの位置　CX-24

グリットローラの位置　CX-12

シートの左端
を合わせる。

シートの右端をいずれ
か１つに合わせる

「 I 」側に倒します。

CX-24をお使いの場合

CX-12をお使いの場合

ｼｰﾄ ﾉ ｾﾝﾀｸ ｜ﾛｰﾙ

ロール ：ロールシート
ハシ ：シートの左下手前から

カッティングするとき
ハザイ ：定型サイズのシートや、

はぎれシートなどの平型
シート

操作パネルのダイヤルで、取り付けた
シートの種類を選び、[ENTER] キー
を押します。

ｾｯﾄｱｯﾌﾟ -> ENTER

＋

[ENTER] キーを押すと、ツールキャリッジが左側に移動して停
止します。

＜原点について＞
CX-24/12を初めてお使いになる場合、セットアップ状態にする
と、自動的に以下の位置に原点が設定されます。

CX-24 ロールシート [ロール] ：ピンチローラ (左) 付近
平型シート [ハザイ] ：シート左下手前

CX-12 ：ピンチローラ (左) 付近

CX-24/12はカッティング領域の自由な位置に原点を設定できます。
上記以外の位置を原点にしたいときは、CD-ROMに収録された
「CX-24/12 ユーザーズマニュル　4-6　原点を設定する」をご
覧ください。

最初にはがす
四角形が一緒にはが
れなければOK

次にはがす
シートの台紙にカッ
ターの跡がうすくつい
ていればOK

[TEST] キーを押すと、現在のツール位置で下図のパターンを
カットします。
シートをはがして切れ具合を確認します。
下図のようにはがれなかったときは、CD-ROMの「CX-24/12
ユーザーズマニュアル　4-7　カットテストをする」をご覧にな
り、カッティングの条件を調整します。

手順1～4までの準備がおわったら、お使いのソフトウェアから
カッティング命令を送ります。
CX-24/12でカッティングがはじまります。

グリットローラの上にピンチローラを移動します。

シートの両端がガイ
ドラインラインと平
行になるようにセッ
トします。

レール部の白いシールを目安にグ
リットローラの位置を確認します。

ピンチローラ

レバーを上げるとピンチ
ローラが降り、シートが固
定されます。

グリットローラ

グリットローラ

ピンチローラ

シート

シート

2) カッターを差し込む

[ENTER] キーを押します。


