
ユーザーズマニュアル

○ 本製品を安全にお使いいただくために、また、性能を十分に発揮していただくために、この説明書を
必ずお読みください。

○ この説明書は、必要なときにすぐお読みいただけるよう、大切に保管してください。
○ 本書の一部または全部を、当社の書面による承諾なしに複製・引用・翻訳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、予告なしに変更されることがあります。
○ 本製品および本書の不具合の有無にかかわらず、本製品に関連するいかなる損害に対しても当社は責

任を負いません。この損害とは、本製品の仕様や性能に起因する損害、本製品の使用不能による損
害、本製品の使用によって得られた成果物に起因する損害を含み、また、これに限定されません。また、
直接的損害か間接的損害かを問いません。



　この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。こ
の場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＶＣＣＩ－Ａ 

当社はＴＰＬグループよりＭＭＰ技術のライセンスを得ています。
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 安全にお使いいただくために

本機の取り扱いによっては、人に危害が及んだり、ものに損害を与えたりすることがあります。これらを未然に防ぐた
め必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

 警告 と  注意 の意味

 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。

 注意
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。

図記号の例

.は、注意.( 危険、警告を含む ).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、「感電注意」を表しています。

.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。
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 安全にお使いいただくために

 正しく操作しないとけがをします

警告

この説明書の操作手順を必ず守る。取り扱い方法
を知らない人にはさわらせない。
取り扱いを誤ると、思わぬ事故の原因になります。

子供を近づけない。
子供にとって危険な場所や部品があり、けが、失明、
窒息など重大な事故の恐れがあります。

酒や薬を飲んでいたり、疲れているときは、作業
しない。
適切な判断を要する作業があります。判断力が鈍る
と、思わぬ事故の原因になります。

きれいに片づけられた、明るい場所で作業する。
暗く散らかった場所は、つまずいた拍子に機械に巻
き込まれるなど、思わぬ事故の原因になります。

用途以外の使い方や、能力を超える無理な使い方
をしない。
けがや火災の原因になります。

切れ味の落ちた切削工具は使わない。機械をよく
手入れし、良好な状態で使用する。
無理な使用は火災やけがにつながります。

アクセサリ類（オプション品、消耗品、電源コー
ドなど）は、本機に適合する純正品を使用する。
適合しないものは、思わぬ事故の原因になります。

清掃、メンテナンス、オプション品の着脱をする
ときは、電源コードを抜く。
通電したままでは、けがや感電の恐れがあります。

分解、修理、改造をしない。
火災、感電、けがの原因になります。修理は、専門
のサービスマンにお任せください。

注意

本機に乗ったり、寄りかかったりしない。
人が乗るようには作られていません。部品が外れて
転落する恐れがあります。
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 安全にお使いいただくために

 本機は 34 kg あります

注意

積み降ろしや据付の作業は、2.人以上で行う。
少人数での無理な作業は、身体を痛めます。もし落
下すると、けがの原因になります。

注意

水平で安定した場所に設置する。
適さない場所では、落下や転倒のおそれがあります。

 切削くずやワークは発火します／人体に害があります

警告

マグネシウムなどの燃えやすいものは、絶対に切
削しない。
切削中に発火することがあります。

作業場所に火気を持ち込まない。
切削くずに引火する恐れがあります。粉状のものは
非常に燃えやすく、金属であっても燃えることがあ
ります。

切削くずを掃除機で吸い取るときは、発火や粉塵
爆発に注意する。
一般の掃除機で細かい粉を吸うと、発火や爆発の恐
れがあります。掃除機メーカーにご確認ください。
判断できないときは、掃除機を使わず、ブラシ等で
掃除してください。

注意

防塵めがねやマスクを使用する。手に付いた切削
くずは、洗い流す。
切削くずが体内に入ると、健康を害する恐れがあり
ます。
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 安全にお使いいただくために

 はさみ込み、巻き込み、やけどなど危険な部位があります

警告

ネクタイ、ネックレス、だぶだぶの服、手袋を着
けて作業しない。長い髪はきちんと結ぶ。
機械に巻き込まれ、けがをすることがあります。

切削工具やワークは、しっかりと固定する。固定
後は、スパナなどの取り忘れがないか確認する。
さもないと、それらが勢いよくはじけ飛び、けがを
する恐れがあります。

はさみ込みや巻き込みに注意。
うっかりさわると、手がはさまれたり巻き込まれた
りする場所があります。注意して作業してください。

警告

切削工具に注意。
切削工具は鋭くとがっています。けがに注意してく
ださい。

高温注意。
切削工具やスピンドルモータは熱くなります。火災
ややけどに注意してください。
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 安全にお使いいただくために

 ショート、感電、火災の恐れがあります

警告

本機の定格（電圧、周波数）に適合するコンセン
トに接続する。
電源容量は、1.3 A 以上を確保してください。

屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所では使わ
ない。ぬれた手で触らない。
火災や感電の恐れがあります。

内部に異物を入れない。液体をこぼさない。
通気口からコインやマッチを差し込んだり、飲み物
をこぼすと、火災や感電の原因になります。もし内
部に入ってしまった場合は、すぐに電源コードを抜
き、当社までご連絡ください。

近くに燃えやすいものを置かない。近くで可燃性
スプレーを使わない。ガスの充満する場所では使
わない。
引火や爆発の恐れがあります。

電源コード、プラグ、コンセントは、正しくてい
ねいに取り扱う。傷んだものは使わない。
傷んだものは、火災や感電の原因になります。

延長コードやテーブルタップは、本機の定格（電
圧、周波数、電流）より余裕のあるものを使う。
たこ足配線や長い延長コードは、火災の原因になり
ます。

定格の表示

警告

長時間使わないときは、電源コードを抜く。
万一の漏電事故や、意図しない起動による事故を未
然に防ぎます。

アースに接続する。
万一の故障で漏電したときに、火災や感電にいたる
のを防ぎます。

電源プラグにいつでもすぐ手が届くようにしてお
く。
緊急時にすばやく電源プラグを抜くためです。コン
セントのそばに機器を設置してください。また、コ
ンセントにすぐ近づけるだけのスペースを空けてく
ださい。

切削油は使わない。
本機は、切削油を流せる構造にはなっていません。
油が機械内部に入り込み、火災や感電の恐れがあり
ます。

エアガンは使わない。
本機は、エアガンに対応していません。切削くずが
機械内部に入り込み、火災や感電の恐れがあります。

火花、煙、こげた臭い、異音、異常な動作が発生
したら、すぐに電源プラグを抜く。部品が損傷し
ている場合は使用しない。
そのまま使うと、火災、感電、けがの恐れがあります。
当社へご連絡ください。
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 安全にお使いいただくために

 電源コード、プラグ、コンセントのご注意

物をのせない、傷つけない

無理に曲げない、ねじらない

無理に引っぱらない

束ねない、巻かない

ぬらさない

熱を加えない

ほこりは火災のもと
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 安全にお使いいただくために

 警告ラベルについて

危険な場所がすぐわかるように、警告ラベルをはってあります。ラベルの意味は次の通りですので、必ずお守りくださ
い。また、ラベルをはがしたり汚したりしないでください。

上面

前面／内部

背面

はさみこみ注意
カバーを閉じるとき、指を
はさまないように注意して
ください。

エアガンは使わない
本機はエアガンに対応して
いません。切削くずが機械
内部に入り込み、火災や感
電の恐れがあります。

刃先に注意
ツールはするどくとがって
います。不用意にさわると
けがをします。

はさみこみ注意
動作中にさわると手や指を
はさまれてけがをします。

高電圧注意
カバーを外すと、高電圧により
感電することがあります。
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取り扱い上のお願い

本機は精密機器です。性能を十分発揮するために次のことをお守りください。守られないと十分な性能を発揮できなかっ
たり、誤動作や故障の原因になったりします。

本機は精密機器です。

○ 衝撃や無理な力を加えないようていねいに取り扱ってください。
○ 切削くずはこまめに清掃してください。
○ 仕様の範囲内でご使用ください。
○ 本書で指示されている場所以外の機械内部には、むやみに触らないでください。

適切な場所に設置してください。

○ 決められた条件（温度や湿度など）の場所に設置してください。
○ 静かで安定している条件のよい場所に設置してください。
○ 屋外には設置しないでください。
○ シリコーン系物質（オイル、グリス、スプレーなど）の雰囲気中では使用しないでください。スイッチの接触不良の

原因になります。

本機は熱くなります。

○ 通気のための穴を布などでおおったり、テープでふさいだりしないでください。
○ 風通しのよい場所に設置してください。

カッターについて

○ ワークや切削方法に合う適切なカッターを使用してください。
○ カッターの刃先は折れることがあります。落とさないようにていねいに扱ってください。



12

本機の説明書について

本機に付属の説明書

本機には以下の取扱説明書が付属しています。

ユーザーズマニュアル（本書）
安全にお使いいただくための注意事項、本機の設置方法や操作方法が書かれています。
はじめに必ずお読みください。
コンピュータの操作方法、ソフトの操作方法については書かれていません。

Roland.Software.Package.ソフトウェアガイド
付属ソフトのインストール方法や詳細が書かれています。
本機をコンピュータに接続するときには必ずお読みください。

Roland.EngraveStudio.ソフトウェアガイド
付属ソフトのインストール方法や詳細が書かれています。

Dr.Engrave.ユーザーズマニュアル（.電子マニュアル）
付属彫刻ソフトの操作説明書です。ネームプレートなどのデザインから、彫刻作業までの手順が書かれています。こ
のソフトをお使いの場合にお読みください。
電子マニュアルとなっており、印刷物は付属しておりません。付属の Roland Software Package CD-ROM に収録され
ています。

3D.Engrave.ユーザーズマニュアル.（電子マニュアル）
付属する三次元彫刻・レリーフ作成ソフトの操作説明書です。レリーフなどのデザインから、切削作業までの手順が
書かれています。このソフトをお使いの場合にお読みください。
電子マニュアルとなっており、印刷物は付属しておりません。付属の Roland Software Package CD-ROM に収録され
ています。

EngraveStudio.ユーザーズマニュアル.（電子マニュアル）
付属する立体彫刻ソフトの操作説明書です。木製看板などに彫刻する文字や図形のデザインから、彫刻作業までの手
順が書かれています。このソフトをお使いの場合にお読みください。
電子マニュアルとなっており、印刷物は付属しておりません。付属の Roland EngraveStudio CD-ROM に収録されて
います。

Virtual.MODELA.ユーザーズマニュアル（電子マニュアル）
3D Engrave での切削を事前にシミュレートするソフトの操作説明書です。3D Engrave で作成したデータの受け取り
から、切削のシミュレーションまでの手順が書かれています。このソフトをお使いの場合にお読みください。
電子マニュアルとなっており、印刷物は付属しておりません。付属の Roland EngraveStudio CD-ROM に収録されて
います。
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1-1 本機のご紹介

本機の特長

○.平面彫刻と立体彫刻を一台で
平面彫刻から立体彫刻まで、多彩な表現力で高品質な彫刻を実現します。

○.優れた基本性能
幅 305 ｍｍ×奥行き 230 ｍｍ×高さ 40 ｍｍのワイドな動作エリアに最高 20,000rpm の高速スピンドルでスピーディ
に切削を行います。ワークの厚みは 40 ｍｍまで対応できます。

○.多彩な彫刻材料に対応
プラスチック、アクリルなどの樹脂素材から、アルミや真鍮のような軽金属まで、さまざまな材料の彫刻が可能です。

○.使いやすさを追求
本体操作を行うパネルをハンディパネルとして本体と分離。ワークやツールの状態を見やすい位置から本体の操作が
可能です。本体設定もハンディパネルの表示画面を見ながら簡単に行うことができます。

○.自動 Z.制御機能を装備
起伏のあるワーク表面でも均一な深さでの彫刻を可能にする、自動 Z 制御機能を装備しています。

（追従可能な起伏の高さ変位：ゆるやかな起伏で 1 ｍｍ程度）

○.高い安全性
フロントカバーと緊急停止スイッチを標準装備しています。
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1-2 各部の名称と機能

前面／内部

スピンドルヘッド※

ロックレバー
スピンドルヘッドのロック／ロック解除を調節します。
  P. 74「ロックレバーの位置について」

スピンドルユニット

フロントカバー
切削中とスピンドル回転中に開けると、安全のた
めに本機は非常停止します。
  P. 31「フロントカバーの開閉による非常停止」

緊急停止ボタン
緊急時に押すと、本機の
動作が止まります。
  P. 30「安全のための緊
急停止／非常停止」

ワークテーブル
切削対象であるワークを
この上にセットします。

ハンディパネル
カッターの移動などの本体操作と各種設定を行います。
 P. 34「ハンディパネルの使い方」

※ 本書では、スピンドルモータを含めたスピンドルユニット周辺の機構をスピンドルヘッドと呼びます。
また、スピンドルユニット内部の回転軸部分を指して、スピンドルと呼びます。
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1-2 各部の名称と機能

側面

右側面

左側面

電源スイッチ

電源コネクタ

拡張端子
外部機器との接続端子です。
 P. 103「拡張端子」

シリアルコネクタ
シリアルケーブル（RS-232C.規格）を
接続します。
 P. 24「コンピュータとの通信ケー
ブルの接続」

USB コネクタ
USB.ケーブルを接続します。
 P. 24「コンピュータとの通信ケーブルの接続」

ハンディパネルコネクタ
ハンディパネルを接続します。
 P. 22「ハンディパネルの接続」
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2-1 付属品の確認

本機には次のものが付属しています。すべてそろっているかご確認ください。

電源コード 電源プラグアダプタ デプスレギュレータノーズ
（ノーズユニット）

ノーズユニット固定具

文字用カッター
（∅ 3.175mm、

カッターホルダ付き）

平行カッター
（∅ 3.175mm、

カッターホルダ付き）

予備用セットビス
（ カッターホルダ用）

スパナ

ソリッドコレット
（∅ 3.175 mm）

ソリッドコレット※ 1、2
（∅ 4.36mm）

六角ドライバ 六角レンチ

ハンディパネル 粘着シート 集塵アダプタ ユーザーズマニュアル
（本書）

ソフトウェアガイド
（Roland Software 

Package）
（Roland Engrave Studio）

Roland Software Package
CD-ROM

Roland Engrave Studio
CD-ROM

お客様登録カード

※ 1：∅ 4.36 mm 文字用カッター／平行カッター用です。ダイヤモンドスクレーパ、エンドミルには使えません。
※ 2：∅ 4.36 ｍｍのカッターは、15,000rpm 以下のスピンドル回転速度でご使用ください。それよりもはやい回転速度

で使用すると、振動によってスピンドルユニットが破損する恐れがあります。

固定ネジ スプリング
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2-2 設置作業

据付・設置について

警告 積み降ろしや据付の作業は 2 人以上で行う。

少人数での無理な作業は、身体を痛めます。もし落下すると、けがの原因になります。

本体重量だけで 34kg あります。積み降ろしや据付は慎重に行ってください。

設置環境について

水平で安定している条件のよい場所に設置してください。不適切な場所は、事故や火災のもとになったり、誤動作や故
障の原因になったりします。

警告 水平で安定した場所に設置する。

適さない場所では、落下や転倒のおそれがあります。

警告 火気のある場所には設置しない。

切削くずに引火する恐れがあります。粉状のものは非常に燃えやすく、金属であっても燃えることがあります。

警告 燃えやすいもののそば、ガスの充満する場所には設置しない。

引火や爆発の恐れがあります。

警告 屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所には設置しない。

火災や感電の恐れがあります。

警告 電源プラグにいつでもすぐ手が届く場所に設置する。

緊急時にすばやく電源プラグを抜くためです。コンセントのそばに機器を設置してください。また、コンセ
ントにすぐ近づけるだけのスペースを空けてください。

○ 温度・湿度の変化が大きい場所には設置しないでください。
○ 揺れや振動のある場所には設置しないでください。
○ 床が傾いていたり、平らでなかったり、不安定だったりする場所には設置しないでください。
○ ほこりや塵の多い場所、屋外には設置しないでください。
○ 直射日光が当たる場所、冷暖房器具の近くには設置しないでください。
○ 電磁波など、電気的・磁気的なノイズの多い場所には設置しないでください。
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2-2 設置作業

設置スペース

少なくとも以下のスペースを確保してください。

設置する高さ位置

作業用床面から 0.6 ｍ以上の位置に設置してください。
本機は卓上設置型の機器です。操作時に緊急停止ボタンに容易に手が届く位置に設置してください。

作業スペース

1.0.m

2.0.m

2.
0.
m

1.
0.
m

設置スペース



21第 2章　設置と準備

2-2 設置作業

固定具の取り外し

輸送の振動から本体を保護するため、固定具を取り付けてあります。据付が済んだら、これを取り外してください。
○ すべての固定具を取り外してください。残したまま電源をオンにすると、誤動作や故障の原因になります。
○ 固定具は移送の際に必要となります。なくさないよう保管してください。

警告 この作業は電源コードを接続する前に行う。

万が一作業中に電源がオンになると、手をはさむなどけがの原因になります。

手順

 電源コードが接続されていないことを確認する。

 固定具 A.を取り外す。

 スピンドルヘッドをゆっくりと矢印の方向に
移動する。
強い衝撃を与えないように注意してください。

 固定具 B、C.を取り外す。

固定具A

六角レンチ

スピンドルヘッド

六角レンチ固定具 B 六角レンチ 固定具 C
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2-3 ケーブル類の接続

ハンディパネルの接続

ケーブルの抜き差しは、電源オフの状態で行ってください。
電源がオンの状態でハンディパネルを接続すると、ハンディパネルは使用できません。

奥まで確実に差し込んで
ください。

左側面

ハンディパネル

ケーブルクランプに通す。
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2-3 ケーブル類の接続

電源コードの接続

警告 本機の定格（電圧、周波数、電流）に適合するコンセントに接続する。

電圧が違ったり、電流に余裕がないと、火災や感電につながります。

警告 電源コード、プラグ、コンセントは、正しくていねいに取り扱う。傷んだものは使わない。

傷んだものは、火災や感電の原因になります。

警告 延長コードやテーブルタップは、本機の定格（電圧、周波数、電流）より余裕のあるものを使う。

たこ足配線や長い延長コードは、火災の原因になります。

警告 アースに接続する。

万一の故障で漏電したときに、火災や感電にいたるのを防ぎます。

警告 コンセント（100 V）に接続すること。分電盤など固定配線設備に直接つながないこと。

万一の場合、火災や感電にいたる危険が大きくなります。

本機には、単相 100 V の商用電源（容量 1.3 A 以上）が必要です。

右側面

2 端子コンセントの場合

電源コンセント

電源プラグアダプタ

アース線

電源ケーブル
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2-3 ケーブル類の接続

コンピュータとの通信ケーブルの接続

USB ケーブル

ここではまだコンピュータに接続しないでください。
別冊の『Roland Software Package ソフトウェアガイド』に従って接続してください。
.P..12「本機の説明書について」

○ 一台のコンピュータに本機を複数台接続しないでください。
○ USB ケーブルはシールドタイプを用い、長さは３ｍまでとしてください。
○ USB ハブは使用しないでください。

シリアルケーブル

シリアルケーブルを使用する場合は、通信条件の設定が必要です。シリアルケーブルは別売の弊社シリアルケーブル
XY-RS-34 をご使用ください。

.P..77「サブメニュー」、P..102「シリアル端子」

左側面

ここではまだ接続しないでください。

コンピュータ

USB.ポート

USB.ケーブル

左側面

コンピュータ

RS-232C端子

シリアルケーブル

ネジで固定
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2-4 言語選択

表示画面に表示される言語を選択する

手順

 フロントカバーを閉じる。

 .を押しながら、電源をオンにする。

 . . .で言語を選択する。
. .を押して決定。

ON
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2-4 言語選択

 電源スイッチをオフにする。

OFF
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2-5 作業を開始する前に

スピンドルの慣らし運転 （暖機運転）

以下の場合は、スピンドルの慣らし運転（暖機運転）を行ってください。さもないと、スピンドルの回転が不安定にな
ることがあります。
○ 購入後、はじめて使用する場合
○ 本機の設置場所を移動した後
○ スピンドルユニットの交換後
○ 低温環境下で使用する場合

慣らし運転（暖機運転）の方法
下記の Step １～４を行ってください。

.P..39「スピンドルを回転／停止させる」

Step1
回転速度：5,000 rpm
回転時間；15 分

Step2
回転速度：10,000 rpm
回転時間；10 分

Step3
回転速度：15,000 rpm
回転時間；10 分

Step4
回転速度：20,000 rpm
回転時間；15 分
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3-1 安全のための緊急停止／非常停止

緊急停止する

緊急停止ボタンを押す。
直ちに動作が停止します。

緊急停止を解除する

手順

 .電源スイッチをオフにする。

 ..緊急停止ボタンを矢印の方向へ回す。

緊急停止ボタン

緊急停止ボタン

OFF
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フロントカバーの開閉による非常停止

切削中およびスピンドル回転中にフロントカバーを開けると、本機は安全のために非常停止し、表示画面に下図のメッ
セージを表示します。フロントカバーを閉じても作業を再開することはできません。再開するには、電源をオフにし、
起動しなおしてください。

.P..32「起動と終了」

フロントカバー
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3-2 起動と終了

起動する

次の手順で起動してください。起動が完了すると使用可能な状態になります。

手順

 フロントカバーを閉じる。

 電源スイッチをオンにする。
ハンディパネルの表示画面が図のような表示にな
ります。

ON

※.XXX.は本機ファームウェアの
バージョン番号です。
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 約 3.秒後左図の画面が表示されたら、 .を押す。
スピンドルヘッドが本機左側奥の位置に移動します。この動作を「初期
動作」と呼びます。
表示画面に表示される言語は、出荷時設定では英語です。日本語表示に
するには、下記ページを参照して言語設定を変更してください。
.P..25「表示画面に表示される言語を選択する」

初期動作が完了すると表示画面は左図（ メイン画面） のようになります。
これで初期動作は完了です。

終了する

本機が動作中ではないことを確認し、電源ス
イッチをオフにする。
ハンディパネルの表示画面が消灯します。

メイン画面

OFF

消灯
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3-3 ハンディパネルの使い方

表示画面
メニューやメッセージなどが表示されます。

ダイヤル
スピンドル回転速度を調整します。

本書での表示：

  P. 40「スピンドル回転速度の調整」

メニューボタン
押すとメニュー画面が切り替わります。ま
た、原点設定メニューのときに押すと、座
標表示（メイン画面）に戻ります。
本書での表示： 

決定／一時停止ボタン
表示画面上で選択した項目の実行、あるい
は項目や数値の決定を行います。項目や数
値を決定すると、その設定に＜＞が付きま
す。切削動作中に押すと一時停止し、一時
停止メニューを表示します。
本書での表示： 

スピンドルボタン
スピンドル停止中は１秒以上押し続けると
回転を開始します。スピンドル回転中に押
すと回転を停止します（停止時は１秒以上
押す必要はありません）。
本書での表示： 
 P. 39「スピンドルを回転／停止させる」

XY.軸原点設定ボタン
切削位置の基点を設定します。
本書での表示： 
 P. 67「XY 原点を設定する（ ホーム位置
の設定）」

Z.軸原点設定ボタン
切削位置の基点を設定します。
本書での表示： 
 P. 54「カッターの取り付け方法 2 」、P. 
63「カッターの取り付け方法 4 」

コピーボタン
コピー機能メニューに入ります。
本書での表示： 
 P. 70「繰り返し切削の実行」

移動ボタン
カッターを前後左右に移動します。メニュー画面で
の項目選択や、設定値の変更にも使用します。
本書での表示：
 P. 36「手動で移動する」

 

Z.軸移動ボタン
カッターを上下に移動します。
本書での表示：  
 P. 36「手動で移動する」

早送りボタン
このボタンを押しながら移動ボタンや Z 軸
移動ボタンを押すと、カッターがすばやく
移動します。
本書での表示： 
 P. 36「手動で移動する」
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3-4 カッターの移動

カッター位置を表す言葉

本書ではカッター位置を以下の言葉を使って表現します。

○.座標
カッターの位置を表す数値。

○.原点
座標の起点。

○.X.座標
原点からの X 方向への距離。

○.Y.座標
原点からの Y 方向への距離。

○.Z.座標
原点からの Z 方向への距離。

カッター位置の表示

現在のカッター位置はハンディパネルのメイン画面に表示されます。
下図は、カッターが原点から X 方向へ 50 mm、Y 方向へ 30 mm、Z 方向へ 20 mm 移動した場合のメイン画面です。
本機では座標を「0.01mm=1」で表示します。

メイン画面

50.mm 30.mm

20.mm

この位置は「X=5000 、Y=3000、
Z=2000 」と表される。

原点
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手動で移動する

ハンディパネルの表示画面に下図のいずれかが表示されている場合、移動ボタンを使って手動でカッターを移動するこ
とができます。

.P..76「メニュー表」

○  をひと押しすると、0.01 mm 移動します。
○  を押し続けると、ゆっくりと連続移動します。
○  を押しながら  を押し続けると、はやく連続移動します。

ご注意

以下の場合、この操作はできません。
○ 切削動作中
○ 一時停止中

XYZ の全方向に移動

XY 方向にのみ移動

Z 方向にのみ移動
（XXX は「セッサクフカサ」「ヒョ

ウメン」「ニゲ」のいずれか）

ハンディパネル

移動ボタン
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特定の位置へ自動で移動する

ハンディパネルでのメニュー操作によって、カッターを特定の位置へ自動で移動させることができます。

手順

 フロントカバーを閉じる。

 メイン画面で. .を 2.回押す。

  を押して、移動先を選択する。
○.ホーム
X.軸と Y.軸の各座標が 0.の位置（XY.原点）です。この操作によっ
て移動するときは、ワークとの接触を避けるために、いったん Z.軸
方向の最高点に上昇してから移動します。
.P..67「XY 原点を設定する（.ホーム位置の設定）」

○.ビュー
ワークテーブル左奥の位置です。ワークの取り付け／取り外し時や、ワー
クの状態を確認するときなどに使用します。
○.Z0
Z 軸の座標が「0」となる位置です。
.P..54「カッターの取り付け方法 2」、P..63「カッターの取り付け方法 4」、P..84「原
点設定メニュー」
○.Z1
ワークを切削するときに、切り込む深さ位置です。
.P..84「原点設定メニュー」

○.Z2
切削時にカッターを空送りするときの、Z 軸方向の高さ位置です。
.P..84「原点設定メニュー」
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 .を押す。
選択した位置へカッターが移動します。

フロントカバーが開いている場合は下図のメッセージが表示され、カッターは移動しません。メッセージは 3 秒間
表示後に消え、元のメニューに戻ります。
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3-5 スピンドルの操作

スピンドルを回転／停止させる

手動操作でスピンドルを回転開始または停止させます。操作はハンディパネルで行います。
.P..27「スピンドルの慣らし運転.（暖機運転）」

手順

 フロントカバーを閉じる。

 メイン画面で. .を 1.秒以上押し続ける。
「ピッ」と音がして、スピンドルが回転を始めます。

 .を押す。
スピンドルの回転が停止し、「ピッ」と音がします。

以下の状態の場合、この操作はできません。
○ 本機が何らかの動作をしている場合
○ フロントカバーが開いている場合（下図の画面が表示されます。約 3 秒間表示後、消えて元の画面に戻ります。）

.P..95「メッセージへの対処」

スピンドル回転速度
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スピンドル回転速度の調整

ス ピ ン ド ル の 回 転 速 度 は、 ハ ン デ ィ パ ネ ル の 
 を回して調整します。

スピンドル回転速度の設定は本機側でのみ行うこ
とができます。コンピュータ側での設定は無視さ
れます。

遅い 速い

スピンドル回転速度
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3-6 切削の一時停止と中止

切削の一時停止と再開

ハンディパネルの操作で、切削動作を一時停止します。カッターをビュー位置に移動させて、ワークの状態を確認する
などした後、一時停止した位置から切削を再開することも可能です。

手順

 切削中に. .を押す。
カッターの移動が一時停止します。このとき、スピンドルの回転は停止
しません。

表示画面は 左図の表示になります。

 . .で「ビュー」を選択する。
  を押して決定。

スピンドルの回転が停止し、カッターはビュー位置へ移動します。
.P..37「特定の位置へ自動で移動する」

 . .で「サイカイ」を選択する。
  を押して決定。

カッターは一時停止した位置に戻り、切削が再開されます。

フロントカバーが開いている場合に「ビュー」または「サイカイ」を選
択すると、下図のメッセージが表示されます。メッセージは 3 秒間表示
後に消え、元のメニューに戻ります。フロントカバーを閉じてから、操
作項目を選択し直してください。

第 3章　基本操作 41



ご注意

一時停止中にフロントカバーを開ける場合は、スピンドルの回転が停止していることを確認してください。スピンドル
が回転している状態でフロントカバーを開くと、本機は安全のために非常停止します。この場合、作業を中断してはじ
めからやり直す必要がありますのでご注意ください。

.P..31「フロントカバーの開閉による非常停止」

一時停止中に可能なその他の操作
○ スピンドルの回転、または停止
.P..39「スピンドルを回転／停止させる」

○ スピンドル回転速度の変更
.P..40「スピンドル回転速度の調整」

○ カッター送り速度の変更
.P..69「切削中にカッター送り速度を調整する（オーバー.ライド）」

切削の中止

ハンディパネルの操作で、切削動作を中止します。一時停止と異なり、切削の再開はできません。

手順

 切削中に. .を押す。
カッターの移動が一時停止します。このとき、スピンドルの回転は停止
しません。

表示画面は左図の表示になります。

 . .で「シュウリョウ」を選択する。
  を押して決定。

カッターは Z 軸の最上位に移動して停止します。スピンドルが回転し
ている場合は、ここでスピンドルの回転が停止します。
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4-1 作業のながれ

1.起動
電源スイッチをオンにして、本機を起動します。

.P..32「起動する」

2.ワークの取り付け
切削作業で使用するワークをテーブルにセットします。

.P..46「ワークの取り付け」

ON

次ページへ
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4-1 作業のながれ

3.カッターの取り付け
切削作業で使用するカッターを取り付けます。本機では、このときに切削時の Z 軸の原点設定なども行い
ます。ノーズユニットの使用の有無や使用するカッターの種類によって、取り付け方法や設定方法は異な
ります。本書では以下の４つに分けて説明しています。これらを参考にして、目的に合わせて最適なカッター
を選択し、適切な方法でカッターの取り付けと設定を行ってください。

○.文字用カッター／平行カッター（ノーズユニットあり）
.P..48「カッターの取り付け方法 1」

○.文字用カッター／平行カッター（ノーズユニットなし）
.P..54「カッターの取り付け方法 2」

○.ダイヤモンドスクレーパ
.P..59「カッターの取り付け方法 3」

○.エンドミル
.P..63「カッターの取り付け方法 4」

4. XY.原点の設定
切削時の X 軸と Y 軸の原点を設定します。

.P..67「XY 原点を設定する（.ホーム位置の設定）」

5.切削の実行
すべての準備が整ったら、コンピュータから切削データを送信して切削を実行します。

.P..68「切削の実行」
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4-2 ワークの取り付け

警告 作業中は不用意にコンピュータやハンディパネルに触らない。

不意に機械が動作して巻き込まれる恐れがあります。

注意 カッターに注意。

カッターは鋭くとがっています。けがに注意してください。

粘着シートを使用する場合

粘着シートをワークテーブルに貼り付け、そ
の上にワークを置いて、上から押さえつける。

本機では、ワークの固定にオプション品のセンターバイス（ZV-23C）とバキュームテーブル（ZV-23A）も使用できます。
これらのオプション品の詳細については、本機をお買い上げの販売店または当社までお問い合わせください。

粘着シート ワーク ワークテーブル
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4-3 カッターの選択 （使用例）

本機では∅ 3.175 ｍｍと∅ 4.36 ｍｍの様々な種類のカッターを使用することができます。コレットはカッターの径や種
類に合ったものをご使用ください。
本機で使用可能なカッターのお求めは、お買い上げの販売店もしくは当社にご連絡ください。
下表は、ノーズユニットの使用／不使用を含めた、カッターの使用例です。

ご注意

∅ 4.36 ｍｍのカッターは、15,000 rpm 以下のスピンドル回転速度でご使用ください。それよりもはやい回転速度で使用
すると、振動によってスピンドルユニットが破損する恐れがあります。

カッター ノーズユニットあり ノーズユニットなし

文字用カッター
平行カッター
(*1)

◆アクリルなど樹脂板の彫刻 (*2)
 P. 48「カッター取り付け方法 1」

◆アルミ板、真ちゅう板の彫刻
◆三次元彫刻、樹脂材料のレリーフ作成
 P. 54「カッター取り付け方法 2」

ダイヤモンドスクレーパ
（ダイヤモンドカッター）

(*3)

◆不適 ◆アルミ板、真ちゅう板のけがき (*2)
 P. 59「カッター取り付け方法 3」

エンドミル (*4) ◆不適 ◆樹脂材料のレリーフ作成や三次元切削
 P. 63「カッター取り付け方法 4」

*1 ∅ 4.36 mm のカッターはオプション品です。
*2 ノーズユニット先端の直径よりも幅の広い塗りつぶし彫刻では、ノーズユニットの使用は適しません。
.P..53「ノーズユニットを使用する場合の注意事項」

*3 オプション品です。また、∅ 4.36 mm のダイヤモンドスクレーパは付属品のソリッドコレットが使用できませんので、
ダイヤモンドスクレーパ専用コレットを別途ご用意ください。

*4 オプション品です。専用のエンドミル用コレットを別途ご用意ください。
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4-4 カッターの取り付け方法１（ ノーズユニットあり）

文字用カッター／平行カッターを使用する （ノーズユニットあり）

警告 作業中は不用意にコンピュータやハンディパネルに触らない。

不意に機械が動作して巻き込まれる恐れがあります。

警告 カッターはしっかりと固定する。固定後はスパナの取り忘れがないか確認する。

さもないと、勢いよくはじけ飛び、けがをする恐れがあります。

注意 カッターに注意。

カッターは鋭くとがっています。けがに注意してください。

使用するカッターの種類 文字用カッター、または平行カッター

ノーズユニットの使用／不使用 使用

適するワークの種類 アクリルなどの樹脂板
※アルミ、真ちゅうなどの傷つきやすいワークには適していません。

Z 軸の自動制御 オン

スピンドルの回転 オン

ロックレバーの位置  または 

ノーズユニットを使用して彫刻を行います。「ノーズユニットの先端」がワーク表面に触れると、その位置を自動的に Z
原点として認識するようになります。これにより、表面高さが一定でないワークに、均一な深さで彫刻することができ
るようになります。また、複数の異なるワークに彫刻する場合に、Z 原点をその都度設定する必要がなくなります。

1. カッターホルダ、ソリッドコレット、ノーズユニットを取り付ける。

 カッターホルダを取り付ける。
スピンドルユニットをスパナで固定し、カッター
ホルダを締め付けます。
カッターホルダは逆ネジ（反時計回りで締め付け）
です。回す方向に注意してください。

スパナ

スピンドルユニット

カッターホルダ 緩める

六角ドライバ

カッターホルダ
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4-4 カッターの取り付け方法 1（ ノーズユニットあり）

 ソリッドコレットを取り付ける。
.ソリッドコレットを仮止めする。

ソリッドコレットをスピンドルユニットの下から
差し込み、スピンドルユニットをスパナで固定し
た状態で、仮止めします。
ソリッドコレットはカッターの径に合ったものを
使用してください。

.ソリッドコレットを本締めする。
スパナを 2 本使って、ソリッドコレットを本締め
します。適切な締め付けトルクは 3.2 N・m（32 
kgf・cm）です。

 ノーズユニットを取り付ける。
いったん動かなくなる位置まで締め付け、そこか
ら２回転ほど緩めます。
.P..53「ノーズユニットを使用する場合の注意事項」

スパナ

スピンドルユニット

ソリッドコレット

スパナ

スパナ

緩む

締まる

ノーズユニット
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4-4 カッターの取り付け方法 1（ ノーズユニットあり）

2. ロックレバーをセットする。

ロックレバーを. .または. .の位置にセット
する。
ロックレバーのセット位置の詳細については、下
記のページを参照してください。
.P..74「ロックレバーの位置について」

3. スピンドル回転と Z 軸の制御設定をする。

 .を何度か押して、左図を表示する。
.を押して、〔キホンセッテイ〕を選択する。
.を押す。

 を押して、「オン」を選択する。
.を押して決定。

 .を押す。
.を押して、「オン」を選択する。

切削時の Z 原点がワークの高さにしたがって自動的に決定するようになります。
.を押して決定。

左図のメッセージを 3 秒間表示後、元の画面に戻ります。

 .を押す。
.で数値を選択する。

切削時の Z 原点からカッターを上昇させる距離（逃げ量）を設定します。ワークの
形状や移動にかかる時間を考慮して設定してください。

.を押して決定。

 .を何度か押してメイン画面に戻る。
Z 軸の座標表示が「ジドウ」になります。

ロックレバー
少し押して下げる。
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4-4 カッターの取り付け方法 1（ ノーズユニットあり）

4. カッターを取り付けて、切り込み深さを設定する。

 .を押してスピンド
ルヘッドをワークの上空まで移動させてから、

を押してスピンドルヘッドを下降させ
る。
ノーズユニット先端がワークテーブルに触れると、
下降動作は自動的に止まります。
.P..36「手動で移動する」

 カッターをカッターホルダに差し込み、カッ
ターの先端をワークテーブルに触れさせる。

∅ 4.36 ｍｍのソリッドコレットを使用する場合

カッターの向きに注意してください。

カッターが差し込みにくい場合

カッターがソリッドコレットのところで引っ掛
かって差し込みにくい場合、カッターホルダを緩
めると、カッターを差し込みやすくなります。無
理やり差し込むと、ワークを傷つけることがあり
ますのでご注意ください。カッターを差し込めた
ら、再びカッターホルダを締めてください。

ワークテーブル

カッター

カッターホルダ

ワークテーブル

カッターホルダを緩める

カッター

ソリッドコレット

突起
突起

○ ×
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4-4 カッターの取り付け方法 1（ ノーズユニットあり）

 カッターを固定する。
カッターホルダのセットビスを締め付けます。

 切り込み深さを設定する。
.ノーズユニットを目的の切り込み深さに合

わせて締めこむ。
カッターの突出量が切り込み深さになります。
1 目盛り＝ 0.0254 ｍｍ
1 周＝ 0.635 ｍｍ

（4 ～ 8 目盛りで約 0.1 ～ 0.2 mm）

.固定ネジでノーズユニットを固定する。

これでカッターの取り付けは完了です。P. 67「XY 原点を設定する （ホーム位置の設定）」に進んでください。

∅ 3.175mm のカッターの保管方法について

カッター先端の突き出し量を一定に保って繰り返し使用したい場合は、一度突き出し量を決めたらカッター
ホルダとカッターは分離しないでスピンドルユニットから取り外すことをおすすめします。カッターホルダ
の位置を固定した状態で保管することで、その都度カッターの突き出し量を決める必要がなくなります。
ただし、付属品の∅ 4.36mm のソリッドコレットでは、この方法は使えません。

カッターホルダ

セットビス六角ドライバ

固定ネジ

ノーズユニット

固定ネジ

スプリング

カッターホルダごとスピンドルユニットから取り外す。 カッターホルダの位置を変えずに保管する。
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4-4 カッターの取り付け方法 1（ ノーズユニットあり）

ノーズユニットを使用する場合の注意事項

追従できる高さ変位の許容量
自動 Z 制御が「オン」になっている場合、ノーズユニット先端がワーク表面に触れている限り、ワークの高さが変わっ
ても切り込み深さは一定にすることが出来ます。ただし、追従できる高さ変位には上限があります。実際に切削する際
には、あらかじめテスト切削を行って、目的通りの切削ができるかどうかを確認してください。
○ 追従可能な高さ変位：ゆるやかな起伏で 1mm 程度

切削の制限事項
塗りつぶし彫刻（文字や図形の輪郭線の内側をさらう切削）の面積が広くなるときは、注意が必要です。ノーズユニッ
ト先端の直径よりも幅の広い塗りつぶし彫刻では、すでに切削した面にノーズユニットが追従し、この面をさらに削っ
てしまうことがあります。

ノーズユニット

8mm
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4-5 カッターの取り付け方法 2（ ノーズユニットなし）

文字用カッター／平行カッターを使用する （ノーズユニットなし）

警告 作業中は不用意にコンピュータやハンディパネルに触らない。

不意に機械が動作して巻き込まれる恐れがあります。

警告 カッターはしっかりと固定する。固定後はスパナの取り忘れがないか確認する。

さもないと、勢いよくはじけ飛び、けがをする恐れがあります。

注意 カッターに注意。

カッターは鋭くとがっています。けがに注意してください。

使用するカッターの種類 文字用カッター、または平行カッター

ノーズユニットの使用／不使用 不使用

適するワークの種類 アルミ、真ちゅう

Z 軸の自動制御 オフ

スピンドルの回転 オン

ロックレバーの位置

ノーズユニットを使用しないで彫刻を行います。ワーク表面をこすることがないので、アルミ・真ちゅうなども使用で
きます。ただし、Z 原点が固定されるため、均一な切り込み深さを得るためには、ワークの厚みも均一である必要があ
ります。

1. カッターホルダ、ソリッドコレットを取り付ける。

 カッターホルダを取り付ける。
スピンドルユニットをスパナで固定し、カッター
ホルダを締め付けます。
カッターホルダは逆ネジ（反時計回りで締め付け）
です。回す方向に注意してください。

スパナ

スピンドルユニット

カッターホルダ 緩める

六角ドライバ

カッターホルダ
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4-5 カッターの取り付け方法 2（ ノーズユニットなし）

 ソリッドコレットを取り付ける。
 ソリッドコレットを仮止めする。

ソリッドコレットをスピンドルユニットの下から
差し込み、スピンドルユニットをスパナで固定し
た状態で、仮止めします。
ソリッドコレットはカッターの径に合ったものを
使用してください。

.ソリッドコレットを本締めする。
スパナを 2 本使って、ソリッドコレットを本締め
します。適切な締め付けトルクは 3.2 N・m（32 
kgf・cm）です。

2. ロックレバーをセットする。

ロックレバーを. .の位置にセットする。
スピンドルヘッドが固定されます。
.P..74「ロックレバーの位置について」

スパナ

スピンドルユニット

ソリッドコレット

スパナ

スパナ

ロックレバー
上に持ち上げる。
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4-5 カッターの取り付け方法 2（ ノーズユニットなし）

3. スピンドル回転と Z 軸の制御設定をする。

 .を何度か押して、左図を表示する。
を押して、〔キホンセッテイ〕を選択する。
.を押す。

 .を押して、「オン」を選択する。
.を押して決定。

 .を押す。
.を押して、「オフ」を選択する。

.を押して決定。

左図のメッセージを 3 秒間表示後、元の画面に戻ります。

 .を何度か押してメイン画面に戻る。

4. カッターを取り付けて、Z 原点を設定する。

 を押してスピンド
ルヘッドをワークの上空まで移動させてから、

.を押して、スピンドルヘッドを下降さ
せる。
ソリッドコレットの先端がワーク表面から約 10 
ｍｍ離れた位置で止めてください。
.P..36「手動で移動する」

ワーク

ソリッドコレット
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4-5 カッターの取り付け方法 2（ ノーズユニットなし）

 カッターをカッターホルダに差し込み、カッ
ターの先端をワーク表面に触れさせる。
ワークの上に薄い紙を敷くと、カッターがワーク
に触れて傷をつけるのを防げます。ただし、Z 原
点の設定では紙の厚みを考慮してください。

 カッターを固定する。
カッターホルダのセットビスを締め付けます。

カッターが差し込みにくい場合

カッターがソリッドコレットのところで引っ掛
かって差し込みにくい場合、カッターホルダを緩
めると、カッターを差し込みやすくなります。無
理やり差し込むと、ワークを傷つけることがあり
ますのでご注意ください。カッターを差し込めた
ら、再びカッターホルダを締めてください。

∅ 4.36 ｍｍのソリッドコレットを使用する場合

カッターの向きに注意してください。

カッター

カッターホルダ

ワーク

カッターホルダを緩める

カッター

ソリッドコレット

突起
突起

○ ×

カッターホルダ

セットビス六角ドライバ
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4-5 カッターの取り付け方法 2（ ノーズユニットなし）

 .を押す。

 .で〔Z0〕を選択する。

 を押して決定。
Z 原点が設定されました。

 を押す。
メイン画面に戻ります。Z 座標の値が「0」になります。

これでカッターの取り付けは完了です。P. 67「XY 原点を設定する （ホーム位置の設定）」に進んでください。

∅ 3.175mm のカッターの保管方法について

カッター先端の突き出し量を一定に保って繰り返し使用したい場合は、一度突き出し量を決めたらカッター
ホルダとカッターは分離しないでスピンドルユニットから取り外すことをおすすめします。カッターホルダ
の位置を固定した状態で保管することで、その都度カッターの突き出し量を決める必要がなくなります。
ただし、付属品の∅ 4.36mm のソリッドコレットでは、この方法は使えません。

カッターホルダごとスピンドルユニットから取り外す。 カッターホルダの位置を変えずに保管する。
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4-6 カッターの取り付け方法３ （ダイヤモンドスクレーパ）

ダイヤモンドスクレーパを取り付ける

警告 作業中は不用意にコンピュータやハンディパネルに触らない。

不意に機械が動作して巻き込まれる恐れがあります。

警告 カッターはしっかりと固定する。固定後はスパナの取り忘れがないか確認する。

さもないと、勢いよくはじけ飛び、けがをする恐れがあります。

注意 カッターに注意。

カッターは鋭くとがっています。けがに注意してください。

使用するカッターの種類 ダイヤモンドスクレーパ

ノーズユニットの使用／不使用 不使用

適するワークの種類 アルミ、真ちゅう

Z 軸の自動制御 オン

スピンドルの回転 オフ

ロックレバーの位置  または 

ダイヤモンドスクレーパを使用して『けがき彫刻』を行います。『けがき彫刻』では、スピンドルを回転させずに、ワー
クを引っ掻くように削ります。自動 Z 制御は「オン」にしますので、ワークへの切り込み深さはカッターの圧力で決ま
ります。したがって、彫りの深い彫刻には適していません。

○ ダイヤモンドスクレーパはオプション品です。
○ ∅ 3.175 mm のダイヤモンドスクレーパは付属品のソリッドコレットが使用可能です。
○ ∅ 4.36 mm のダイヤモンドスクレーパは付属品のソリッドコレットが使用できません。オプション品のダイヤモン

ドスクレーパ専用コレットを使用してください。

1. カッターホルダ、ソリッドコレットを取り付ける。

 カッターホルダを取り付ける。
スピンドルユニットをスパナで固定し、カッター
ホルダを締め付けます。
カッターホルダは逆ネジ（反時計回りで締め付け）
です。回す方向に注意してください。

スパナ

スピンドルユニット

カッターホルダ

緩める

六角ドライバ

カッターホルダ
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4-6 カッターの取り付け方法 3（ ダイヤモンドスクレーパ）

 ソリッドコレットを取り付ける。
 ソリッドコレットを仮止めする。

ソリッドコレットをスピンドルユニットの下から
差し込み、スピンドルユニットをスパナで固定し
た状態で、仮止めします。
∅ 4.36 mm のダイヤモンドスクレーパには、付
属品のソリッドコレットは使用できません。ダイ
ヤモンドスクレーパ専用コレットを使用してくだ
さい。

.ソリッドコレットを本締めする。
スパナを 2 本使って、ソリッドコレットを本締め
します。適切な締め付けトルクは 3.2 N・m（32 
kgf・cm）です。

2. ロックレバーをセットする。

ロックレバーを .または. .の位置にセット
する。
ロックレバーのセット位置の詳細については、下
記のページを参照してください。
.P..74「ロックレバーの位置について」

スパナ

スピンドルユニット

ソリッドコレット

スパナ

スパナ

ロックレバー
少し押して下げる。
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4-6 カッターの取り付け方法 3（ ダイヤモンドスクレーパ）

3. スピンドル回転と Z 軸の制御設定をする。

 .を何度か押して、左図を表示する。
.を押して、〔キホンセッテイ〕を選択する。
.を押す。

 .を押して、「オフ」を選択する。
.を押して決定。

 .を押す。
.を押して、「オン」を選択する。

切削時の Z 原点が、ワークの高さにしたがって自動的に決定するようになります。
.を押して決定。

左図のメッセージを 3 秒間表示後、元の画面に戻ります。

 .を押す。
.で数値を選択する。

切削時の Z 原点からカッターを上昇させる距離（逃げ量）を設定します。ワークの
形状や移動にかかる時間を考慮して設定してください。

.を押して決定。

 .を何度か押してメイン画面に戻る。
Z 軸の座標表示が「ジドウ」となり、スピンドル回転速度の表示が「S　オフ」に
なります。

4. ダイヤモンドスクレーパを取り付け、突き出し量を決める。

 ダイヤモンドスクレーパをカッターホルダに
差し込む。

カッターホルダ

ダイヤモンドスクレーパ
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4-6 カッターの取り付け方法 3（ ダイヤモンドスクレーパ）

 ダイヤモンドスクレーパを固定する。
カッターホルダのセットビスを締めつけます。
ダイヤモンドスクレーパ先端の突き出し量は、10 
mm 程度がよいでしょう。

これでダイヤモンドスクレーパの取り付けは完了です。P..67「XY 原点を設定する（.ホーム位置の設定）」に
進んでください。

ダイヤモンドスクレーパが差し込みにくい場合

ダイヤモンドスクレーパがソリッドコレットのところで引っ掛かって差し
込みにくい場合、カッターホルダを緩めると、ダイヤモンドスクレーパを
差し込みやすくなります。無理やり差し込むと、ワークを傷つけることが
ありますのでご注意ください。ダイヤモンドスクレーパを差し込めたら、
再びカッターホルダを締めてください。

ダイヤモンドスクレーパの保管方法について

ダイヤモンドスクレーパ先端の突き出し量を一定に保って繰り返し使用したい場合は、一度突き出し量を決
めたらカッターホルダとダイヤモンドスクレーパは分離しないでスピンドルユニットから取り外すことをお
すすめします。カッターホルダの位置を固定した状態で保管することで、その都度突き出し量を決める必要
がなくなります。

ダイヤモンドスクレーパ

カッターホルダ

セットビス六角ドライバ

カッターホルダを緩める

ダイヤモンドスクレーパごとスピンドルユニットから取り外す。 カッターホルダの位置を変えずに保管する。
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4-7 カッターの取り付け方法 4（ エンドミル）

エンドミルを取り付ける

警告 作業中は不用意にコンピュータやハンディパネルに触らない。

不意に機械が動作して巻き込まれる恐れがあります。

警告 カッターはしっかりと固定する。固定後はスパナの取り忘れがないか確認する。

さもないと、勢いよくはじけ飛び、けがをする恐れがあります。

注意 カッターに注意。

カッターは鋭くとがっています。けがに注意してください。

使用するカッターの種類 エンドミル

ノーズユニットの使用／不使用 不使用

適するワークの種類 樹脂材料

Z 軸の自動制御 オフ

スピンドルの回転 オン

ロックレバーの位置

エンドミルを使用して彫刻を行います。レリーフなど、立体的な切削に適しています。

○ エンドミルとエンドミル用コレットはオプション品です。

1. エンドミルを取り付ける。

 .エンドミルをエンドミル用コレットに差し込
む。
エンドミル先端の突き出し量の目安はエンドミル
とワークの種類によって異なりますが、20 ～ 25 
ｍｍ程度がよいでしょう。

20.～.25.ｍｍ

エンドミル用コレット
エンドミル
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4-7 カッターの取り付け方法 4（ エンドミル）

 エンドミル付きのコレットを取り付ける。
.エンドミル付きコレットを仮止めする。

エンドミル付きコレットをスピンドルユニットの
下から差し込み、スピンドルユニットをスパナで
固定した状態で、仮止めします。

.エンドミル付きコレットを本締めする。
スパナを 2 本使って、エンドミル付きコレットを
本締めします。適切な締め付けトルクは 3.2 N・
m（32 kgf・cm）です。

2. ロックレバーをセットする。

ロックレバーを. .の位置にセットする。
スピンドルヘッドが固定されます。
.P..74「ロックレバーの位置について」

スパナ

スピンドルユニット

エンドミル付き
コレット

スパナ

スパナ

ロックレバー
上に持ち上げる。
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4-7 カッターの取り付け方法 4（ エンドミル）

3. スピンドル回転と Z 軸の制御設定をする。

 .を何度か押して、左図を表示する。
を押して、〔キホンセッテイ〕を選択する。
.を押す。

 .を押して、「オン」を選択する。
.を押して決定。

 .を押す。
.を押して、「オフ」を選択する。

.を押して決定。

左図のメッセージを 3 秒間表示後、元の画面に戻ります。

 .を何度か押してメイン画面に戻る。

4. Z 原点を設定する。

 .を押してエンドミルをワークの上空に移動する。
この後、ワークをわずかに削ります。削っても問題のない位置に移動してください。
.P..36「手動で移動する」

 フロントカバーを閉め、 を 1.秒以上押す。
スピンドルが回転します。
.P..39「スピンドルを回転／停止させる」

 .を押して、ワークをわずかに削る位置
までエンドミルを下降させる。

 .を押す。
スピンドルが停止します。

ワーク
エンドミル
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4-7 カッターの取り付け方法 4（ エンドミル）

 .を押す。

 .で〔Z0〕を選択する。

 を押して決定。
Z 原点が設定されました。

 を押す。
メイン画面に戻ります。Z 座標の値が「0」になります。

これでエンドミルの取り付けは完了です。P. 67「XY 原点を設定する （ホーム位置の設定）」に進んでください。
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4-8 XY 原点の設定

XY 原点を設定する（ ホーム位置の設定）

切削の原点とする X 軸と Y 軸の座標を設定します。この位置を XY 原点といい、本機では「ホーム位置」と呼びます。
本機では、動作範囲内であればどこにでも XY 原点を設定できます。切削データとワークの取り付け位置に合わせて設定
してください。

.P..37「特定の位置へ自動で移動する」

手順

 カッターとワークを取り付ける。
.P..46「ワークの取り付け」、P..48.～.66「カッターの取り付け方法 1」～「カッターの取り付け方法 4」

 XY.原点（ホーム位置）としたい位置にカッター
を移動する。
.P..36「手動で移動する」

 .を押す。

 .を押して決定。
XY 原点（ホーム位置）が設定されました。

 .を押す。
メイン画面に戻ります。X と Y の座標の値が「0」になります。

原点



第 4章　切削68

4-9 切削の実行

切削の実行

以下の作業がすべて完了していることが確認できたら、コンピュータから切削データを送信して切削を実行してください。

○.ワークの取り付け
.P..46「ワークの取り付け」

○.カッターの取り付け
.P..48.～.66「カッターの取り付け方法 1」～「カッターの取り付け方法 4」

○.XY.原点の設定
.P..67「XY 原点を設定する（.ホーム位置の設定）」

切削データの作成については、切削データを作成するアプリケーションの取扱説明書を参照してください。
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4-9 切削の実行

切削中にカッターの送り速度を調整する（オーバーライド）

切削中にカッターの送り速度を調整することができます。現在の送り速度に対して変更割合を指定することで速度調整
をします。この機能をオーバーライドと呼びます。
速度調整は、本機で設定可能な送り速度の範囲内でのみ可能です。オーバーライドによって設定可能範囲を超える速度
が設定された場合は、最高速あるいは最低速に制限されます。

手順

 .切削中に. .を押す。
切削が一時停止します。
.P..41「切削の一時停止と再開」

 .を押す。
.で速度調整の割合を設定する。
.を押して決定。

 .を押す。
左図の画面に戻ります。

 .で「サイカイ」を選択し、 .を押す。
切削が再開します。

○.設定可能な変更割合
10 ～ 200 ％（ 10％ きざみ）

○.送り速度の設定可能範囲
XY 軸方向：0.1 ～ 60mm/sec
Z 軸方向：0.1 ～ 30mm/sec
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4-9 切削の実行

繰り返し切削の実行

切削データは、次のデータがコンピュータから送信されるまで、ひとつだけ本機のメモリに保存されます。このデータ
を使って、本機側の操作のみで同じ切削を繰り返して実行することができます。
ただし、本機のメモリ容量（2MB）を超える切削データはコピーできません。

手順

 コンピュータから切削データを送り、切削を実行する。

 ワークを取り替える。
.P..46「ワークの取り付け」

 .を押す。

 .で「スタート」を選択する。
.を押して決定。

直前に実行された切削データによって、再切削が実行されます。

その他の項目を選択した場合の動作
○「キャンセル」

再切削は行わずに、元のメニューに戻ります。
○「クリア」

本機に保存されている切削データを消去します。
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5-1 集塵アダプタの取り付け方

注意 発火や粉塵爆発に注意する。

一般の掃除機で細かい粉を吸うと、発火や爆発の恐れがあります。掃除機メーカーにご確認ください。判断
できないときは、集塵アダプタと掃除機は使用しないでください。

注意 カッターの先端に触れないように注意して接続すること。

刃先に触れるとけがをすることがあります。

注意 切削直後はスピンドルユニットに触れない。

やけどすることがあります。

集塵アダプタを使用する前に確認すること

○.掃除機は、吸引量を調整でき、かつ過負荷保護装置がついているものを使用すること。
発火や爆発を防ぐため、掃除機メーカーに確認するなどして、お使いの掃除機の仕様をよくご確認のうえご使用くだ
さい。

○.ノーズユニットを使用していること。
集塵アダプタはノーズユニットがないと装着できません。
.P..48「カッターの取り付け方法 1」

○.本機背面に 30.ｃｍ以上のスペースを確保できるように設置する。
ホースがスムーズに動かないと、誤作動の原因になります。

○.掃除機のホースの口径が集塵アダプタのホースに接続できるサイズであること。
集塵アダプタのホースの口径は 32 ｍｍです。
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スピンドルヘッドをワークテーブル左手前の位置に移動してから、図のように集塵アダプタを取り付けてください。
集塵アダプタを使用すると、切削しながら切削くずを掃除機に吸い込むので、切削くずが飛び散るのを最小限に抑える
ことができます。

.P..36「手動で移動する」

背面図

32mm

バー

ホース
バーの上を通す。

正面図

ノーズユニット

集塵アダプタの
クランプ

ノーズユニットの固定ネジがクラン
プの突起の間にくるようにする。

突起

固定ネジ

突起

ぶつからない程度に
すき間を開ける。

上面図

固定ネジ

クランプ

ホース

「カチッ」と音が鳴る
位置で留める。

クランプの開け方

5-1 集塵アダプタの取り付け方
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5-2 ロックレバーの位置について

ロックレバーは、自動 Z 制御の設定に合わせてセット位置を変えます。
.P..48.～.66「カッターの取り付け方法 1」～「カッターの取り付け方法 4」.、P..77「サブメニュー」

ロックレバーのセット位置
○  または 

自動 Z 制御が「オン」の場合、この位置にセットします。スピンドルヘッドがフローティング状態になり、Z 原点がワー
ク表面の高さによって決まるようになります。  に比べて  の方がワークへの圧力が大きくなります。

○ 
自動 Z 制御が「オフ」の場合、この位置にセットします。スピンドルヘッドがロックされるので、Z 原点をメニュー
操作で設定する必要があります。自動 Z 制御が「オン」の場合にこの位置にロックレバーがあると、原点設定時や切
削時にエラーが発生して本機は非常停止します。
.P..96「エラーメッセージへの対処」

○ 上げる：そのままレバーを持ち上げる。
○ 下げる：レバーを少し奥へ押してから下げる。

ロックレバー
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5-3 ワークテーブルの面出し

ワークテーブル表面を一定の深さで削ることで、テーブル面の平面度を調整します。この作業を「面出し」といいます。ノー
ズユニットを使わずに行うプレート彫刻などで、厳密な平面度を必要とする場合に行うとよいでしょう。１回の面出し
には約 1 時間かかります。削り残しのある場合は、再度面出しを行ってください。なお、通常の切削作業と同様に、切
削中に一時停止することが可能です。

.P..41「切削の一時停止と再開」

使用するカッターと設定の確認
○ 使用するカッター：付属品の平行カッター （ZEC-A2320）
○ Z 原点（Z0 位置）：ワークテーブル中央の表面
○ ロックレバーの位置：
○ スピンドルの回転速度：14,000 rpm ＊
○ 切り込み量：0.3 ｍｍ （変更不可）
○ 逃げ量：1 ｍｍ （変更不可）
○ 送り速度：15 ｍｍ /sec（ 変更不可）
○ 切削範囲：XY 軸方向の動作範囲すべて （変更不可）
＊ 面出し切削開始時、スピンドルの回転速度は常に 14,000 rpm です。切削状況を見ながら、必要に応じて変更してく

ださい。
.P..40「スピンドル回転速度の調整」、P..54「カッターの取り付け方法２」

手順

 P.54「カッターの取り付け方法２」の手順1..～2.を行う。
 を押してカッターをワークテーブル中央の上空に移動し、 .を押す。

.P..36「手動で移動する」

 .で〔Z0〕を選択する。
.を押して、Z.座標が「－.3800」の位置までスピンドルヘッドを下降させる。

 .平行カッター（ZEC-A2320）をカッターホルダに差し込み、カッターの先端をワークテーブル表面に触れさせ、
カッターを固定する。
カッターの固定方法は P.57 を参照してください。

 .を押す。
Z 原点が設定されました。

 .を何度か押して、左図を表示する。
.で〔チョウセイ〕を選択する。

.を押す。

 .を 2.回押す。
.を押す。

 .を押す。
面出し切削が開始されます。

 を押す前に  を押すと、手順 の画面に戻ります。

 .削り残しがないか目視で確認する。
削り残しがある場合は、手順 からやり直してください。

Z.座標
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5-4 メニュー表

メインメニュー

.P..80「メインメニュー」（メニューの解説）
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サブメニュー

 P. 81「ニュウリョクメニュー」

 P. 82「キホンセッテイメニュー」

 P. 83「チョウセイメニュー」

5-4 メニュー表
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原点設定メニュー

.P..84「原点設定メニュー」（メニューの解説）

一時停止メニュー

.P..85「一時停止メニュー」（メニューの解説）

5-4 メニュー表
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コピーメニュー

.P..85「コピーメニュー」（メニューの解説）

5-4 メニュー表
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5-5 メニューの解説

メインメニュー

.P..76「メインメニュー」（メニュー表）

メイン画面です。起動後や切削実行時はこの画面が表示されます。

〔ジドウ Z セイギョ〕が「オン」の場合は Z 座標が「ジドウ」と表示され、〔ス
ピンドルカイテン〕が「オフ」の場合はスピンドル回転速度が「S　オフ」と
表示されます。
 P. 82「キホンセッテイメニュー

※〔 ジドウ Z セイギョ〕が「オン」の場合、Z 
原点を検知中は「Z」の右に「＊」が表示されます。

切削時にカッターが移動する速度、すなわち「カッター送り速度」を設定しま
す。XY 軸方向と Z 軸方向の速度を、それぞれ設定します。3 軸同時送りの場合
は、「Z- ソクド」の設定値に従います。コンピュータ側で設定している場合は、
コンピュータ側の設定が優先されます。

○ 出荷時設定
XY 軸方向：2 mm/sec
Z 軸方向：2 mm/sec
○ 設定範囲
XY 軸方向：0.1 ～ 60 ｍｍ /sec（ 0.1 ～ 0.9 mm/sec は 0.1 きざみ。ただし、表
示上は小数点前の 0 を省略。1 ～ 60mm/sec は１きざみ。）
Z 軸方向：0.1 ～ 30 mm/sec（ 0.1 ～ 0.9 mm/sec は 0.1 きざみ。ただし、表示
上は小数点前の 0 を省略。1 ～ 30 mm/sec は１きざみ。）

選択した位置にスピンドルヘッドが移動します。
 P. 37「特定の位置へ自動で移動する」

それぞれのサブメニューに入ります。
 P. 81「ニュウリョクメニュー」、P. 82「キホンセッテイメニュー」、P. 83「チョウ

セイメニュー」
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ニュウリョクメニュー（ サブメニュー）

コンピュータとの通信ポートの選択と、シリアル接続時の通信条件の設定を行います。USB 接続の場合は、通信ポート
を選択するだけで設定は終了です。通信ポート以外の設定メニューは、通信ポートとして「シリアル」または「オート」
を選択した時にのみ表示されます。設定値の選択は、お使いのソフトウェアの通信条件に従ってください。

.P..77「サブメニュー」（メニュー表）

コンピュータと接続する端子を選択します。ここで設定した端子から、コン
ピュータの指令を受け取ります。「オート」に設定すると、電源投入後に初め
て指令を受け取った方の端子が自動的に有効になります。「オート」選択時に
有効になったポートを変更するには、「シリアル」または「USB」を選択し直す
か、本機の電源をオフにしてはじめからやり直してください。

「シリアル」または「オート」に設定した場合、シリアルの通信条件を設定す
るメニューが表示されます。
○ 出荷時設定：オート

シリアルの通信条件のひとつである「ストップビット」を設定します。〔ニュ
ウリョク〕を「シリアル」または「オート」に設定したときのみ表示されます。
○ 出荷時設定：１

シリアルの通信条件のひとつである「データビット」を設定します。〔ニュウリョ
ク〕を「シリアル」または「オート」に設定したときのみ表示されます。
○ 出荷時設定：8

シリアルの通信条件のひとつである「パリティビット」を設定します。〔ニュ
ウリョク〕を「シリアル」または「オート」に設定したときのみ表示されます。
○ 出荷時設定：ナシ

シリアルの通信条件のひとつである「ボーレート」を設定します。〔ニュウリョ
ク〕を「シリアル」または「オート」に設定したときのみ表示されます。
○ 出荷時設定：9600

シリアルの通信条件のひとつである「ハンドシェイク（フロー制御）」を設定
します。「ハード」はハードウェアハンドシェイク、「XON/XOFF」は X On/X 
Off シェイクを示します。〔ニュウリョク〕を「シリアル」または「オート」に
設定したときのみ表示されます。
○ 出荷時設定：ハード

5-5 メニューの解説
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キホンセッテイメニュー （サブメニュー）

.P..77「サブメニュー」（メニュー表）

切削時にスピンドルを回転させるかどうかを決めます。「オフ」の場合、スピ
ンドルを回転させずに切削をおこなう「けがき彫刻」になります。
○ 出荷時設定：オン

ノーズユニットを使うときなどに「オン」にします。「オン」の場合、「ノーズ
ユニットの先端」あるいは「カッターの先端」がワーク表面に触れると、その
位置を自動的に Z 原点として認識するようになります。
ロックレバーが  の位置になっているときは「オフ」にしてください。「オン」
のままではエラーが発生して、作業を続行できなくなります。
○ 出荷時設定：オフ

〔ジドウ Z セイギョ〕が「オン」のとき表示されます。〔ジドウ Z セイギョ〕が
「オン」のときの逃げ量を設定します。

○ 出荷時設定：500（ 5 ｍｍ）

切削データを作成したソフトウェアに合わせて分解能を選択してください。付
属の Windows ドライバから出力するときは、「0.01 ｍｍ」に設定してください。
○ 出荷時設定：0.01 ｍｍ

XY 方向の動作可能範囲から外れるような指令を受けると、カッターはいった
ん移動を停止します。そこからまた動作可能範囲内に戻るような指令を受け取
ると、再び移動を始めます。このときの動作を選択することができます。

○〔ケイゾク〕
動作可能範囲内に戻る指令を受け取ると、すぐに動作が再開されます。
○〔イチジテイシ〕
動作可能範囲内に戻る指令を受け取ると一時停止状態となり、表示画面に一時
停止メニューが表示されます。ハンディパネルを使って、その後の動作を選択
してください。
 P. 41「切削の一時停止と再開」

○ 出荷時設定：ケイゾク

Z0 位置、Z1 位置、Z2 位置を本機に記憶させておくかどうかを選択します。
○ 出荷時設定：オン
 P. 70「繰り返し切削の実行」、P. 84「原点設定メニュー」

5-5 メニューの解説
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スピンドルモータの稼働時間を表示します。スピンドルユニットの寿命を知る
目安としてください。
 P. 90「スピンドルユニットの保守」

チョウセイメニュー （サブメニュー）

.P..77「サブメニュー」（メニュー表）

X 軸と Y 軸の移動距離を補正することができます。
○ 出荷時設定：100%
○ 設定範囲：99.5 % ～ 100.5 ％

このメニューを実行すると、テーブル面の平面度や平行度を調整するための面
出し切削を行います。
 P. 75「ワークテーブルの面出し」

5-5 メニューの解説
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原点設定メニュー

.P..78「原点設定メニュー」（メニュー表）

XY 原点設定メニュー

XY 原点を設定します。本機ではこの位置を「ホーム位置」と呼びます。
 P. 67「XY 原点を設定する（ ホーム位置の設定）」

Z 原点設定メニュー

設定の前に、以下のことを確認してください。
○〔ジドウ　Z　セイギョ〕が「オフ」になっていること。

「オン」の場合に  を押すと、下図のメッセージが表示されます。メッセージは 3 秒間表示後に消えて、元のメ
ニューに戻ります。

.P..74「ロックレバーの位置について」、P..82「キホンセッテイメニュー」

Z0：切削時の Z 原点です。ワークと切削データに合わせて設定してください。
ロックレバーは、通常、  の位置にします。
 P. 54「カッターの取り付け方法２」、P. 63「カッターの取り付け方法４」

Z1：切削時に切り込む深さを、Z0 位置からの距離として設定します。したがっ
て、Z0 位置が変わるとそれにつれて Z1 位置も変わります。Z0 位置よりも高
い位置には設定できませんので、設定値は負の値である必要があります。スピ
ンドルヘッドの位置が Z0 位置よりも高い位置にある場合、表示画面の Z 座標
は「＊＊＊＊」と表示されます。ロックレバーは、通常、  の位置にします。
コンピュータ側で設定している場合、コンピュータ側の設定が優先されますの
で、設定する必要はありません。

Z2：加工時にカッターを空送りするときの Z 軸の高さを、Z0 位置からの距離
として設定します。したがって、Z0 位置が変わるとそれにつれて Z2 位置も変
わります。Z0 位置よりも低い位置には設定できませんので、設定値は正の値
である必要があります。スピンドルヘッドの位置が Z0 位置よりも低い位置に
ある場合、表示画面の Z 座標は「＊＊＊＊」と表示されます。ロックレバーは、
通常、  の位置にします。コンピュータ側で設定している場合、コンピュー
タ側の設定が優先されますので、設定する必要はありません。

5-5 メニューの解説
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一時停止メニュー

.P..78「一時停止メニュー」（メニュー表）

切削動作中に  を押すと、切削動作が一時停止して左図が表示され
ます。切削動作の再開や終了などの操作を選択できます。
 P. 41「切削の一時停止と中止」

切削動作を一時停止したときに、カッターの送り速度を調整します。
 P. 69「切削中にカッターの送り速度を調整する（オーバーライド）」

コピーメニュー

.P..79「コピーメニュー」（メニュー表）

本機に保存されている切削データを使用して、繰り返し切削を行います。
 P. 70「繰り返し切削の実行」

5-5 メニューの解説
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6-1 日常のお手入れ

清掃

警告 エアガンは使わない。

本機は、エアガンに対応していません。切削くずが機械内部に入り込み、火災や感電の恐れがあります。

警告 清掃に、ガソリン、アルコール、シンナーなどの溶剤を使わない。

火災の原因になります。

警告 清掃やメンテナンス時には電源コードを抜く。

通電したままでは、けがや感電の恐れがあります。

警告 切削くずを掃除機で吸い取るときは、発火や粉塵爆発に注意する。

一般の掃除機で細かい粉を吸うと、発火や爆発の恐れがあります。掃除機メーカーにご確認ください。判断
できないときは、掃除機を使わず、ブラシ等で掃除してください。

注意 高温注意。

切削工具やスピンドルモータは熱くなります。火災ややけどに注意してください。

注意 メンテナンスは必ずツールを取り外した状態で行う。

刃先に触れるとけがをすることがあります。

○ 切削くずをこまめに清掃してください。切削くずが大量に積った状態での作業は、誤動作の原因になります。
○ 注油しないでください。
○ シリコーンを含有しているオイル、グリス、スプレーなどは使用しないでください。スイッチの接触不良の原因にな

ります。

フロントカバー内部の清掃

フロントカバーを開け、内部に付着した切削くずを清掃してください。

これらのレールには触らないこと
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6-1 日常のお手入れ

スピンドルユニット周辺の清掃

スピンドルユニット先端の清掃

ノーズユニット、コレット、カッターを取り外し、スピンドルユニット先端部分などに溜まった切削くずを取り除いて
ください。

スピンドルユニットカバー内部の清掃

スピンドルユニットカバーを取り外し、内部に付着した切削くずを清掃してください。

スピンドルユニット

スピンドルユニット

3 箇所

スピンドルユニットカバー
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6-2 保守と点検

スピンドルユニットの保守

スピンドルユニットとベルトは消耗部品です。交換時期はご使用状況によって異なりますが、目安は 2,000 時間です。
なお、本機にはスピンドルユニットの総稼働時間を表示する機能があります。交換時期を知るための参考にしてください。
交換方法は、交換用スピンドルユニット「ZS-35」に付属の説明書をご覧ください。

.P..77「サブメニュー」
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7-1 こんなときは （切削編）

切り込み深さが一定でない（ノーズユニット使用時）

以下の切削条件を見直してみてください。
○ 自動 Z 制御が「オン」で、なおかつロックレバーが  ま

たは  の位置になっていますか。
 P. 74「ロックレバーの位置について」、P. 77「サブメニュー」

○ カッターホルダ、カッターホルダのセットビス、コレット
が緩んでいませんか。

 P. 48「カッターの取り付け方法 1」

○ 材料に対して、XY 軸の送り速度が速すぎたり、スピンド
ル回転速度が遅すぎたりしませんか。

 P. 40「スピンドル回転速度の調整」、P. 69「切削中にカッター

送り速度を調整する（オーバーライド）」

○ カッターが摩耗していませんか。カッターを交換してみて
ください。

○ 切り込み深さを非常に浅くした場合、切削くずの影響が大
きく出ることがあります。刃先幅の細いカッターを使うと
ともに、切り込み深さを大きくしてみてください。あるい
は、集塵アダプタを使用してください。

 P. 48「カッターの取り付け方法 1」、P. 72「集塵アダプタの取

り付け方」

切り込み深さが一定でない（ノーズユニットなしの場合 )

以下の切削条件を見直してみてください。
○ 可能であれば、ノーズユニットを使って彫刻してください。
 P. 48「カッターの取り付け方法 1」

○ ワーク表面が水平になっていますか。取り付け方法などを
見直して、ワーク表面が水平になるように取り付けてくだ
さい。なお、ワークテーブルの平面度や水平度が気になる
場合は、ワークテーブルの面出しを行ってください。

 P. 75「ワークテーブルの面出し」

○ 自動 Z 制御が「オフ」で、なおかつロックレバーが  の
位置になっていますか。

 P. 54「カッターの取り付け方法 2」、P. 74「ロックレバーの位

置について」

○ カッターホルダ、カッターホルダのセットビス、コレット
が緩んでいませんか。

 P. 54「カッターの取り付け方法 2」

切り込み初めや線の方向が変わるところでカッターの跡が付く

以下の切削条件を見直してみてください。
○ 送り速度に対してスピンドル回転速度が速すぎます。スピ

ンドル回転速度を下げてみてください。
 P. 40「スピンドル回転速度の調整」

○ カッターが摩耗していませんか。カッターを交換してみて
ください。

彫刻した底面が荒れたりバリが残ったりする

以下の切削条件を見直してみてください。
○ 送り速度に対してスピンドル回転速度が遅すぎます。スピ

ンドル回転速度を上げるか、送り速度を遅くしてみてくだ
さい。

 P. 40「スピンドル回転速度の調整」、P. 69「切削中にカッター

送り速度を調整する（オーバーライド）」

○ 材料が浮いたりばたついたりしないよう、しっかりと固定
し直してみてください。

 P. 46「ワークの取り付け」

○ 二度彫りして、底面やバリを仕上げてみてください。2 度
目の切り込み深さを 0.02 ～ 0.05 mm ほど深めにすると、
よりよい結果が得られるでしょう。

○ カッターが摩耗していませんか。カッターを交換してみて
ください。

○ カッター径とコレット径が合っているか、確認してくださ
い。

彫刻した線がよれたりふらついたりする

以下の切削条件を見直してみてください。
○ カッターホルダ、カッターホルダのセットビス、コレット

が緩み、カッターが暴れています。しっかり締めてください。
 P. 48 ～ 66「カッターの取り付け方法 1」～「カッターの取り

付け方法 4」
○ 材料が浮いたりばたついたりしないよう、しっかりと固定

し直してみてください。
 P. 46「ワークの取り付け」

○ カッター径とコレット径が合っているか、確認してくださ
い。
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7-2 こんなときは（ 動作編）

電源が入らない

緊急停止ボタンが押されていませんか？

緊急停止ボタンを押してあると電源が入りません。緊急停止
ボタンを解除してください。
 P. 30「 緊急停止を解除する」

初期動作をしない／初期動作に失敗する

カバーが開いていませんか？

起動時はカバーを閉じておいてください。起動時にカバーが
開いていると、初期動作が途中で中断されます。

スピンドルヘッドや XYZ 軸に何かが引っかかっていませんか？

何かが引っかかって初期動作を妨げていないか確認してくだ
さい。

操作を受け付けない

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。
 P. 22「ケーブル類の接続」

カバーが開いていませんか？

本機はカバーが開いていると、操作の一部が制限されます。
カバーを閉じてください。

一時停止中ではないですか？

一時停止中は切削動作が止まり、操作の一部が制限されます。
一時停止を解除してください。
 P. 41「切削の一時停止と再開」

切削くずが大量にたまっていませんか？

切削くずを清掃してください。特にスピンドルユニット周辺
の清掃を念入りに行ってください。
 P. 89「スピンドルユニット周辺の清掃」

ハンディパネルは正しく接続されていますか？

ハンディパネルの接続ケーブルを抜き差しするときは、本機
の電源をオフにしてください。電源オンのときに接続しても
認識されません。
 P. 22「ハンディパネルの接続」、P. 32「起動と終了」

ドライバは正しくインストールされていますか？

コンピュータとの接続を手順通り行わないと、ドライバが正
しくインストールされません。接続を正しい手順で行ったか
再確認してください。
 「Roland Software Package ソフトウェアガイド」

コンピュータとの通信条件が正しく設定されていますか？

シリアル接続の場合、コンピュータとの通信条件が正しく設
定されていないと、本機はコンピュータとの通信ができませ
ん。いったん電源をオフにし、お使いのソフトウェアの通信
条件などを見直し、正しく設定されていることを確認してか
ら、はじめからやり直してください。
 P. 77「サブメニュー」

表示画面にエラーメッセージが表示されていませんか？
 P. 96「エラーメッセージへの対処」

異常な切削動作をする

原点は正しい位置に設定されていますか？

原点が正しく設定されているか確認してください。原点位置
が正しくないと、意図しない場所を切削することがあります。
 P. 48 ～ 66「カッターの取り付け方法 1」～「カッターの取り

付け方法 4」、P. 67「XY 原点を設定する （ホーム位置の設
定）」

切削時にスピンドルが回転しない

〔スピンドル　カイテン〕の設定が「オン」になっていますか？

ハンディパネルで〔キホンセッテイ〕＞〔スピンドル　カイ
テン〕を「オン」に設定してください。
 P. 77「サブメニュー」

下降動作が止まらない（自動 Z 制御がオン）

電源をオフにして、いったん本機を終了してください。次に、
自動 Z 制御が「オン」、ロックレバーの位置が  または  
の位置になっていることを確認してください。自動 Z 制御の
設定とロックレバーの位置が正しいにもかかわらず、同じ状
態になる場合は、モータエラーなどが原因です。電源をオフ
にして本機を終了し、お買い上げの販売店または当社までご
連絡ください。
 P. 32「起動と終了」、P. 74「「ロックレバーの位置について」、P. 

82「キホンセッテイメニュー」
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7-2 こんなときは（ 動作編）

切削中に USB ケーブルが外れた

本機が切削データを完全に受信できていた場合は、最後まで
切削を行います。本機が切削データを完全には受信できてい
なかった場合、受信できていた切削データの分だけ切削を行
い、その後カッターが上昇してワークから離れて止まります。
このとき、〔コマンドガ　カイシャク　デキマセン〕というメッ
セージが表示されることがあります。その場合は、いったん
電源をオフにして、はじめからやり直してください。
 P. 32「起動と終了」、P. 96「エラーメッセージへの対処」
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7-3 メッセージへの対処

正しい操作を促すために、本機のディスプレイに表示されるおも
なメッセージです。特にエラーを示すものではありません。メッ
セージに従って操作してください。

〔カバー　ヲ　シメテクダサイ〕

フロントカバーを閉めてください。
安全のため、フロントカバーが開いた状態では本機は動作し
ません。ただし、ハンディパネルの移動ボタンを使っての操
作は、カバーが開いた状態でも可能です。

〔カバー　ガ　アイタタメ　テイシ　シマシタ〕

フロントカバーを閉めてください。
カッターが基準点へ移動中にフロントカバーが開いたため、
安全のためにカッターの動作が停止しました。

〔イチジテイシチュウ　カバー　ガ　アイテイマス〕

フロントカバーを閉めてください。
以下の場合に表示されます。
○ フロントカバーが開いているときに切削データが送られて

きた。
○ 一時停止メニューで「ビュー」を選択し、ビュー位置に移

動中にカバーを開けた。
フロントカバーを閉じると一時停止メニューに戻ります。
 P. 41「切削の一時停止と再開」

〔ジュシンチュウ　ノ　データ　ヲ　ハキシテイマス〕

初期動作中に切削データが送られてくると表示します。デー
タ破棄の処理が終了すると、メッセージは消えます。データ
サイズが大きいと、メッセージが消えるまでに時間がかかる
ことがあります。

〔サイセッサク　デキマセン　データ　ガ　オオキスギマス〕

コピーメニューを使って再切削を行おうとしたが、直前の切
削データが本機のメモリ容量を超える大きさだった場合に表
示されます。３秒間表示した後で消え、元のメニューに戻り
ます。

〔サイセッサク　デキマセン　データ　ガ　アリマセン〕

コピーメニューを使って再切削を行おうとしたとき、本機に
切削データが保存されていない場合に表示されます。3 秒間
表示した後で消え、元のメニューに戻ります。
 P. 70「繰り返し切削の実行」

〔ジドウ　Z　セイギョ　ヲ　オフ　ニ　シテクダサイ〕

自動 Z 制御がオンになっているにも関わらず、Z0、Z1、Z2
の各位置を設定しようとしたために表示されました。
３秒間表示後に消えて、元のメニューに戻ります。
 P. 84「原点設定メニュー」
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7-4 エラーメッセージへの対処

本機の表示画面に表示されるエラーメッセージとその対処方法で
す。ここで説明する対処をしても復帰できない場合や、ここにな
いエラーメッセージが表示された場合は、本機をお買い上げの販
売店もしくは当社までご連絡ください。

〔ヒジョウ　テイシ　カバー　ガ　アイテイマス〕

スピンドルが回転中にフロントカバーが開いたため、非常停
止しました。
作業は続行できません。いったん電源をオフにし、はじめか
らやり直してください。
 P. 32「起動と終了」

〔ヒジョウ　テイシ　S モータオーバーロード［＊］〕

スピンドルモータエラーが発生したため、非常停止しました。
＊：負荷のかかり方により「S（ショート )」「L（ロング )」「P

（ピーク )」「T（温度）」のいずれかになります。

切削中に発生した場合
モーター負荷が高い状態が続いたり、瞬時に過大なトルクが
かかったりしたことが原因です。すぐに再開はできません。
いったん電源をオフにして作業を中断し、切削条件を見直し
たうえ、はじめからやり直してください。
 P. 32「起動と終了」

スピンドルを回転開始した時に発生した場合
低温環境下やスピンドルがなじんでいない状態などで発生す
る場合があります。いったん電源をオフにして、本機の起動後、
スピンドルの慣らし運転をおこなってください。
 P. 27　｢スピンドルの慣らし運転 ( 暖機運転 )｣、P. 32「起動と

終了」

切削条件の見直しやスピンドルの慣らし運転を行ってもなお
このメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店ま
たは当社まで連絡ください。

〔ヒジョウ　テイシ　Z ジク　ガ　ブツカリマシタ〕

Z.軸の下降が止まらず、非常停止しました。
再開はできません。自動 Z 制御が「オン」のときに、スピ
ンドルヘッドがロック状態である可能性があります。いった
ん電源をオフにし、ロックレバーの位置を確認してください。
確認後、はじめからやり直してください。
それでもなおこのメッセージが表示される場合は、お買い上
げの販売店または当社までご連絡ください。
 P. 32「起動と終了」、P. 74「ロックレバーの位置について」、P. 

100「切削条件の設定例」

〔ヒジョウ　テイシ　シテイシタ RPM　ニ　ナリマセン〕

スピンドルが指定した回転速度に達しなかったため、非常停
止しました。
作業は続行できません。モータエラーなどが原因です。電源
をオフにし、お買い上げの販売店または当社までご連絡くだ
さい。
 P. 33「終了する」

〔ドウサ　フカノウ　＊－リミット　スイッチ　フメイ〕

初期動作に失敗したため、非常停止しました。
いったん電源をオフにし、切削くずなどスピンドルヘッドの
動作を妨げている障害物や切削くずを取り除き、はじめから
やり直してください。はじめからやり直してもなおこのメッ
セージが表示される場合は、お買い上げの販売店または当社
までご連絡ください。
＊：「X」「Y」「Z」のいずれか
 P. 32「起動と終了」

〔I/O　エラー：　RS-232C ニ　エラーガ　アリマス〕

コンピュータとの通信条件が適切ではない場合に表示されま
す。

 を押すと本機は一時停止状態となります。意図
しない動作をする可能性がありますので、表示画面に表示さ
れている一時停止メニューから「シュウリョウ」を選択して、
いったん作業を中止することをおすすめします。
その後、本機とコンピュータの通信条件（ボーレート、パリ
ティ、ストップビット、データビットの設定）を見直してく
ださい。なお、本機の電源をオンにした状態でコンピュータ
を再起動すると、このエラーが表示されることがあります。
 P. 42「切削の中止」、P. 77「サブメニュー」

〔I/O　エラー：　ニュウリョクバッファ　ガ　アフレマシタ〕

本機のメモリがオーバーフローをおこしました。
 を押すと本機は一時停止状態となります。意図

しない動作をする可能性がありますので、表示画面に表示さ
れている一時停止メニューから「シュウリョウ」を選択して、
いったん作業を中止することをおすすめします。シリアル接
続における通信条件が不適切であることが原因として考えら
れます。本機とコンピュータの通信条件（ボーレート、パリ
ティ、ストップビット、データビットの設定）を見直してく
ださい。
 P. 42「切削の中止」、P. 77「サブメニュー」
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7-4 エラーメッセージへの対処

〔コマンド　ガ　カイシャク　デキマセン〕

コンピュータから本機が解釈できない命令を受け取りました。
 を押すと本機は一時停止状態となります。意図

しない動作をする可能性がありますので、表示画面に表示さ
れている一時停止メニューから「シュウリョウ」を選択して、
いったん作業を中止することをおすすめします。
ソフトウェアの設定が本機のコマンド体系と合っていないこ
とが原因です。ソフトウェアの設定などを確認し、はじめか
らやり直してください。なお、コンピュータとの接続ケーブ
ルの接続不良が原因で表示されることもあります。これらの
原因を取り除き、はじめからやり直してください。それでも
なおこのメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売
店または当社までご連絡ください。
 P. 32「起動と終了」、P. 42「切削の中止」

〔パラメータ　ノ　カズ　ガ　チガイマス〕

コンピュータから受け取ったコマンドのパラメータの個数が
間違っています。

 を押すと本機は一時停止状態となります。意図
しない動作をする可能性がありますので、表示画面に表示さ
れている一時停止メニューから「シュウリョウ」を選択して、
いったん作業を中止することをおすすめします。
ご使用のアプリケーションソフトが本機に対応しているか確
認してください。
 P. 42「切削の中止」

〔シヨウデキナイ　パラメータ　ガ　アリマス〕

コンピュータから受け取ったコマンドのパラメータが規定値
を超えています。

 を押すと本機は一時停止状態となります。意図
しない動作をする可能性がありますので、表示画面に表示さ
れている一時停止メニューから「シュウリョウ」を選択して、
いったん作業を中止することをおすすめします。ご使用のア
プリケーションソフトが本機に対応しているか確認してくだ
さい。
 P. 42「切削の中止」
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8-1 切削条件の設定例

設定例

本機では様々な材料とカッターを使用して、切削を行うことができます。ただし、それぞれの組み合わせにおいて、目
的どおりの切削結果を得るための最適な切削条件は様々に異なります。
以下の表では、各種ワークに適したカッターと切削条件を目安として示しています。切削条件の選択の参考にしてくだ
さい。実際の切削の前にはテスト切削を行って、各種の条件を調整してください。

ワークの材質 カッター種類 スピンドル回転速度
（RPM）

切り込み量
（ｍｍ）

カッター送り速度
XY 送り速度
（mm/sec）

Z 送り速度
（mm/sec）

アクリル ZEC-A2025 10000 0.2 15 5

ZEC-A2320 10000 0.2 15 5

アルミ ZEC-A2025-BAL 12000 0.1 5 1

ZDC-A2000 回転させない － 10 1

真ちゅう ZEC-A2025-BAL 12000 0.1 5 1

ZDC-A2000 回転させない － 10 1

ケミカルウッド ZEC-A2025 12000 0.4 30 20

ZEC-A2320 10000 0.5 30 5

モデリングワックス ZEC-A2025 10000 0.5 30 10

ZEC-A2320 10000 0.8 30 5

微調整のポイント

最適な切削条件は、材料の硬さ、カッター送り速度、スピンドル回転速度、切り込み量、カッターの能力などのバラン
スで決まります。次のポイントを参考に、微調整してみてください。

スピンドル回転速度
一般に、回転が速いほど切削能力は上がります。ただし、回転速度に対してカッター送り速度が遅すぎると、熱で材料
が溶けてバリや荒れが多くなります。彫刻の方向が変わるところ（曲がり角のところ）ではカッター送りが一瞬止まり
ますので、ところどころで荒れることもあります。その場合は、回転速度を下げてください。また、細いカッターは速め、
太いカッターは遅めに設定するとよいでしょう。

カッター送り速度
速いほど切削時間が短くなりますが、それにつれて切削負荷が大きくなります。材料の固定が負荷に負けると、線がよ
れたり、切り込み深さが一定でなくなったりすることがあります。また、スピンドル回転速度に対して送り速度が速す
ぎると、荒れたり、けば立ったりします。そのような場合は、送り速度を下げてください。

切り込み深さ
切り込みが深いほど切削負荷は大きくなり、荒れやすくなります。切り込みが深い場合は、スピンドル回転速度を上げ、
送り速度を下げるとよいでしょう。ただし、深さには限度があります。深い切り込みが必要なときは、二度彫りをして、
一度に切り込む量を減らすとよいでしょう。
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8-2 定格電源およびシリアル番号の表示位置

シリアル番号
保守サービスやサポートをお受けになると
きに必要となります。ラベルははがさない
でください。

定格電源表示
ここに書かれた電圧、周波数を満たす電源
をお使いください。
電源容量は、1.3.A.以上を確保してください。
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8-3 接続端子仕様

シリアル端子

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、19200、38400　（bps）

パリティチェック 奇数、偶数、なし

データビット 7 または 8 ビット

ストップビット 1 または 2 ビット

ハンドシェーク ハードウェア または Xon/Xoff

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

シリアルインターフェイスコネクタ XY-RS-34 ケーブル結線図

D-sub.9.ピンメス D-sub.25.ピンオス
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8-3 接続端子仕様

拡張端子

※ 本端子に接続される機器への影響については、責任を負いかねます。

端子③は使用しないでください。端子
①、②のみ使用してください。

◆ 上記の定格範囲内で使用してください。
◆ 端子に電圧を加えないでください。
◆ 端子をアースにショートさせないでください。

+24V

1 ピン 端子 2ピン

Ic.(max).=.100mA

本回路は、スピンドルモータ回転中に動作します。

適合プラグ

上記サイズの 3 接点タイプのプラグのみ使用
してください。
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8-4 本体仕様

外形図

単位：mm
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8-4 本体仕様

ワークエリア

80

XY 動作エリア

単位：mm

Z 動作エリア

単位：mm

※ ノーズユニットを使用した場合、ワーク最大厚みは 38mm となります
※ 実際に彫刻を行うことができる範囲 ( 彫刻領域 ) は取り付けたカッターの長さやノーズユニットの取付位置により制限

を受け上記の範囲より狭くなります。
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8-4 本体仕様

ワークテーブル取付部寸法図

単位：mm



107第 8章　付録

8-4 本体仕様

主な仕様

EGX-350

ワークテーブルサイズ 幅×奥行き：305 × 230 mm

XYZ 動作ストローク X、Y、Z：305 × 230 × 40 mm

XYZ 軸駆動方式 ステッピングモータ、3 軸同時制御

動作速度 XY 軸：0.1 ～ 60 mm/sec.
Z 軸：0.1 ～ 30mm/sec.

ソフトウェア分解能 0.01 mm/step、または 0.025 mm/step

機械的分解能 XY 軸：0.0025 mm/step
Z 軸：0.00125 mm/step

スピンドルモータ ブラシレス DC モータ、最大 50W

スピンドル回転速度 5,000 ～ 20,000 rpm

ツールチャック カッターホルダ、コレット方式

取り付け可能なワーク厚み 最大 40 mm（ ノーズユニット使用時は最大 38 mm）

インターフェース USB（Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 準拠）
シリアル（RS-232C 規格）

内蔵メモリ容量 2 MB

制御コマンド RML-1

電源 電圧および周波数 AC100V ± 10%、50/60Hz（ 過電圧カテゴリ：区分Ⅱ、IEC60664-1）

必要な電源容量 1.3 A

消費電力 127 W

動作音 動作時：60 dB（ A） 以下（未切削時）、待機時：40 dB（ A）以下

外形寸法 幅×奥行き×高さ：616 × 591 × 393 mm

重量 34 kg

設置環境 動作環境：温度 5 ～ 40℃、湿度 35 ～ 80％（ただし結露のないこと）
環境汚染度：3（ IEC60664-1 による）

付属品 電源コード、電源プラグアダプタ、デプスレギュレータノーズ（ノーズユニッ
ト）、ノーズユニット固定具（固定ネジ、スプリング）、予備用セットビス（カッ
ターホルダ用）、文字用カッター（∅ 3.175 mm）、平行カッター（∅ 3.175 
mm）、スパナ、ソリッドコレット（∅ 3.175 mm）、ソリッドコレット（∅ 4.36 
mm）、六角レンチ、六角ドライバ、ハンディパネル、粘着シート、集塵アダ
プタ、Roland Software Package CD-ROM、Roland EngraveStudio CD-ROM、
Roland Software Package ソフトウェアガイド、Roland EngraveStudio ソフ
トウェアガイド、ユーザーズマニュアル（本書）、お客様登録カード

USB 接続のためのシステム条件

コンピュータ 1) Windows XP/Vista/7(32,64bit) いずれかのプレインストールモデル、または
Windows XP 以降のプレインストールモデルをアップグレードしたコンピュータ
2) コンピュータメーカーによって USB の動作保証がされているコンピュータ

USB ケーブル 長さ 3 m までのシールドタイプのケーブルをお使いください。
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1. 表面記載の保証期間内において、取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常なご使用状態のもとで
万一発生した故障については、第 3 項に示す場合を除き、修理料金は無料といたします。

2. 保証期間内に無料修理をお受けになる場合は、お買上げの販売店・又は当社までお申し出ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。

（イ） 本書のご提示が無い場合。
（ロ） 本書にお買上げ年月日・販売店名の記入が無い場合、または字句を書き換えられた場合。（上記が未記入の場合

はお買上げの販売店にお申し出ください。）
（ハ） ご使用上の誤り、又は当社の指定者以外の手により修理・改造された場合。
（ニ）対象製品自体に故障がなく、他の機器、ユーザーのデータ等に動作不良の原因がある場合。
（ホ） お買上げ後の移動・落下などによる故障・損傷。
（ヘ） 火災・公害・ガス・異常電圧、および地震・雷・風水害・塩害、その他天災地変等に原因がある故障・損傷。
（ト） 接続している他の機器および消耗品に起因して本製品に故障を生じた場合。
（チ） 消耗部品を交換基準以上の使用で交換する場合。
（リ） 機能上影響が無い感覚的現象 ( 音、振動 ) や時の経過で発生する不具合 ( 自然退色、サビ等 ) は保証修理いたし

ません。
4. 本製品の故障や使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、補償できません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって
お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合はお買上げ
の販売店又は、当社までお問合せください。

※ 満 1 ヶ年の保証期間が切れますと、修理は有料となりますが引き続きローランドディー . ジー . ㈱が責任をもって対
応させていただきます。
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