
USER'S MANUAL .....................................
Thank you very much for purchasing the FJ-50, and the FJ-40.

• To ensure correct and safe usage with a full understanding of this product's
performance, please be sure to read through this manual completely and store it in a

safe location.

• Unauthorized copying or transferral, in whole or in part, of this manual is prohibited.

• The contents of this operation manual and the specifications of this product are subject

to change without notice.
• The operation manual and the product have been prepared and tested as much as

possible.  If you find any misprint or error, please inform us.
• Roland DG Corp. assumes no responsibility for any direct or indirect loss or damage

which may occur through use of this product, regardless of any failure to perform on
the part of this product.

This user’s manual is a bilingual document for English-speaking users and Japanese-
speaking users of the cleaning kit.

ユーザーズマニュアル ...............................
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。

本取扱説明書は、クリーニングキットの和英共通マニュアルです。
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FJ-50 ＊ FJ-40
Cleaning Kit

クリーニングキット
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Copyright © 1999  ROLAND DG CORPORATION

Cleaning using this kit should be carried out when automatic cleaning and forced cleaning from
the [HEAD CLEANING] menu fail to correct image drop-out.

Before starting cleaning, read through this manual carefully to familiarize yourself with the proce-
dures, then carry out the cleaning operations quickly.
Cleaning is performed while the caps on the printing heads are detached, so cleaning must be
completed before the heads dry out. It is suggested that cleaning be completed in ten minutes or
less.
If it appears that cleaning operations may take more than ten minutes, stop the cleaning opera-
tions and follow the steps below.

1. Return the carriage to standby position and cap the heads.
2. Attach the cover and tighten the screws.
3. Switch on the power, and from the [HEAD CLEANING] menu, carry out cleaning of the

heads.
4. When the head cleaning ends, perform cleaning using this kit again.

Table of Contents

To Ensure Safe Use .......................................... 2

Checking Supplied Items ............................................... 3

Overview of the Cleaning Method ................................ 4

Performing Cleaning ..................................................... 5
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To Ensure Safe Use

Used for instructions intended to alert the user to the risk of death or severe
injury should the unit be used improperly.

About  and  Notices

Used for instructions intended to alert the user to the risk of injury or material
damage should the unit be used improperly.

* Material damage refers to damage or other adverse effects caused with
respect to the home and all its furnishings, as well to domestic animals or
pets.

About the Symbols

The  symbol alerts the user to important instructions or warnings.  The specific meaning of
the symbol is determined by the design contained within the triangle.  The symbol at left means
"danger of electrocution."

The  symbol alerts the user to items that must never be carried out (are forbidden).  The
specific thing that must not be done is indicated by the design contained within the circle.  The
symbol at left means the unit must never be disassembled.

The  symbol alerts the user to things that must be carried out.  The specific thing that must
be done is indicated by the design contained within the circle.  The symbol at left means the
power-cord plug must be unplugged from the outlet.

Before starting the procedure, be
sure to turn off the main power
switch.
Also, attach the cover before turning
on the power.
When you turn on the power and close the
front cover, the carriage may move and
cause injury.

: Indicates information to prevent machine breakdown or malfunction and ensure correct use.

: Indicates a handy tip or advice regarding use.

In addition to the    and    symbols, the symbols shown below are also used.

NOTICE
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The following items are packed with the cleaning kit. Before use, check to make sure they are present.

Checking Supplied Items

Phillips screwdriver ..... 1 Cleaning sticks ..... 10 Cleaning kit
user's manual ..... 1
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Overview of the Cleaning Method

1) Switch off the power.

2) Detach the cover.

3) Move the carriage away from standby position.

4) Clean the heads (on the left-hand and right-hand sides) and the hook inside the carriage.

Ink nozzles (at bottom area of each head)
* Do not touch these areas.

Left-hand head Right-hand head

Hook

Bottom surface of the carriage
as seen from the front

Wipe away soiling on all four sides (the metal areas).

Carriage

5) Clean the rubber caps and the wiper.
Carriage

Rubber caps (black)

Wiper

Top view

6) Return the carriage to standby position.

7) Attach the cover.

8) Switch on the power.

9) Check the results of cleaning.



5

Performing Cleaning

View with cover detached

Carriage

Cover

1 After pressing the [POWER] key to switch off the sub power, turn off the main power switch.

2 Open the front cover.

3 Detach the cover shown in the figure.
Use the included Phillips screwdriver to remove the screws.

Screws (at four places)

The POWER LED goes out

Before starting the procedure, be
sure to turn off the main power
switch.
Also, do not turn on the power while
the cover is detached.
When you turn on the power and close the
front cover, the carriage may move and
cause injury.
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5 Insert a cleaning stick into the space shown in the figure.

6 Move the carriage to a location where the cleaning stick reaches the left-hand side surface of the left-hand head, and wipe away
any grime on the left-hand side surface (the metal area) of the left-hand head.

Cleaning stick

Left-hand head

Left-hand side
Wipe away any grime on the metal area.

   * Do not touch the ink nozzle (at
the bottom area of the head).

4 Pull out the carriage in the direction shown in the figure. You may need to apply slight force to move it.

Carriage
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7 Move the carriage to a location where the cleaning stick reaches the right-hand side surface of the left-hand head, and wipe away
any grime on the right-hand side surface (the metal area) of the left-hand head.

Left-hand head

   * Do not touch the ink
nozzle (at the bottom
area of the head).

Right-hand side surface
Wipe away any grime on the metal area.

8 Move the carriage to a location where the cleaning stick reaches the front surface of the left-hand head.
While holding the tip of the cleaning stick against the front of the head, move the carriage to the left and right to wipe away
grime.

   * Do not touch the ink nozzle (at
the bottom area of the head).

Left-hand head

Front surface
Wipe away any grime on the metal area.

Do not touch the ink nozzle (at the bottom area of the head).

Wipe only the silver-colored metal area.

NOTICE

There is no need to apply force when wiping. You can remove dust by simply stroking the surface.

Do not use a soiled cleaning stick.
Use lint-free tissue or the like to remove grime adhering to a cleaning stick. Also, if a cleaning stick becomes
extremely dirty, discard it and perform cleaning with a new one.
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9 Bend a cleaning stick as shown in the figure.

10 Insert the cleaning stick into the space shown in the figure as far as it will go.

11 Move the carriage to a location where the cleaning stick reaches the back surface of the left-hand head.
While holding the tip of the cleaning stick against the back of the head, move the carriage to the left and right to wipe away
grime.

Cleaning stick

Cleaning stick

   * Do not touch the ink nozzle (at
the bottom area of the head).

Left-hand head

Back surface
Wipe away any grime on the metal area.
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12 Repeat steps 5 through 11 to clean the right-hand head in the same way.

13 Clean the hook (the metal portion) below the right-hand side of the carriage.

14 Pull the carriage by hand to move it to the left-hand side until the black rubber caps, sponges, and tubes can be seen.

Right-hand head

Wipe away soiling on all four sides (the metal areas).

Hook

Carriage

Rubber caps (black)

Wiper

Tubes

Sponges

Top view
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15 Wipe away any grime adhering to the edges of the left-hand and right-hand rubber caps. Use the tip of the cleaning stick to scrape
off grime.

16

Be sure to use one of the included cleaning sticks.

If no grime is present, do not touch the sponges inside the rubber caps.

NOTICE

When removing grime adhering to the sponge inside a rubber cap, touch the sponge gently with the tip of the
cleaning stick to pick up the grime. Rubbing forcefully may damage the surface of the sponge.

Rubbing the felt surface with too much force may make the surface fuzzy. Remove grime by stroking gently
several times with the tip of the cleaning stick.

NOTICE

Cleaning stick

Top edge

Wiper

Felt surface

Rubber surface

Clean the wiper area.
When viewed from the front, the wiper has a rubber surface on its right-hand side and a felt surface on its left-hand side. Clean
mainly the rubber surface and the top edge.
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17 Return the carriage to standby position.

If allowed to stand with the carriage remaining away from standby position for a prolonged period, problems
such as drying-out of the printing heads or dot drop-out during printing may occur. When finished cleaning,
promptly return the carriage to standby position.

NOTICE

18 Use the screws to attach the cover you removed in step 3.

The top edge of the cover goes
below the top cover.

Top cover

19 Close the front cover.

Move inward until flush.

Screws (at four places)
Cover
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20 Turn on the main power switch at the back side of the unit, then press the [POWER] key to switch on the sub power.

21 Load the material.

22 Press the [CLEANING] key  to make the following screen appear on the display.
Press the [ENTER] key, head cleaning starts.

* If dot drop-out persists, contact your authorized Roland DG Corp. dealer or service center.

HEAD CLEANING
START

23 When head cleaning ends, press the [  ] key to display the screen shown in the figure.  Press the [ENTER] key to start the
printing test.

HEAD CLEANING
TEST PRINT

24 Examine the printing test results to make sure all dots are printed attractively.

The POWER LED lights up

Attach the cover before turning on
the power.
When you turn on the power and close the
front cover, the carriage may move and
cause injury.
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このキットを使った清掃は、自動クリーニングや [ヘッドクリーニング] メニューによる強制クリーニン

グをしても画像の抜けがなおらないときに行ってください。

清掃をはじめるまえに、本書をよくお読みいただき手順をご理解いただいたうえで、迅速に作業してく

ださい。

プリンティングヘッドのキャップを外した状態で清掃するため、ヘッドが乾かないうちに作業を終わら

せなければなりません。目安は10分以内です。

10分を超えそうなときは、作業を中止し次の手順に従ってください。

1.キャリッジをスタンバイポジションに戻し、ヘッドにキャップをする

2.カバーを取り付け、ネジをしめる

3.電源をオンにし、[ヘッドクリーニング] メニューでヘッドをクリーニングする

4.クリーニングが終わったら、このキットを使った清掃をやり直す

目次

安全にお使いいただくために ......................... 14

付属品を確認する ................................................................ 15

クリーニング方法のあらまし ........................................... 16

クリーニングの手順............................................................ 17
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安全にお使いいただくために

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。

 と  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。

 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。

作業を始める前に、必ずメイン電源ス
イッチをオフにしてください。
また、カバーを取り付けてから、電源
をオンにしてください。
電源をオンにしてフロントカバーを閉じる
と、キャリッジが可動状態になり、けがを
することがあります。

: 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。

 や  の他に、次の記号を使っています。

お願い



15

付属品を確認する

クリーニングキット
ユーザーズマニュアル .....1

クリーニングキットには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。

クリーニング
　　　スティック .....10

プラスドライバ .....1
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↓

6)キャリッジをスタンバイポジションに戻す

↓

7)カバーを取り付ける

↓

8)電源をオンにする

↓

9)クリーニング結果を確認する

↓

5)ゴムキャップ、ワイパーを清掃する

1)電源をオフにする

↓

2)カバーを取り外す

↓

3)キャリッジをスタンバイポジションから移動させる

↓

4)キャリッジ内部のヘッド (左右) とフックを清掃する

クリーニング方法のあらまし

キャリッジ

キャリッジの底面を
正面から見た図

四方すべての側面 (金属部分) の汚れを拭き取ります。

ヘッド (左)

ヘッド (右)

フック

ゴムキャップ
(黒色)

キャリッジ

ワイパー

インク噴き出し口 (ヘッド底面部分)
※この部分には触れないでください。

上から見た図
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カバーを取り外した状態

クリーニングの手順

1[POWER] キーを押してサブ電源をオフにした後、メイン電源スイッチをオフにします。

POWER LED消灯

3図のカバーを取り外します。
付属のプラスドライバを使って、ネジを取り外してください。

カバー

キャリッジ

2フロントカバーを開けます。

作業を始める前に、必ずメイン電源ス
イッチをオフにしてください。
また、カバーを外したまま、電源をオ
ンにしないでください。
電源をオンにしてフロントカバーを閉じる
と、キャリッジが可動状態になり、けがを
することがあります。

ネジ
(4箇所)
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5クリーニングスティックを図の隙間に入れます。

クリーニングスティック

6クリーニングスティックがヘッド (左) の左側面に届く場所へキャリッジを動かし、ヘッド (左) の左側面 (金属部分)
の汚れを拭き取ります。

ヘッド (左)

※インク噴き出し口 (ヘッド底面部分)
には触れないでください。

左側面

金属部分の汚れを拭き取ります。

4キャリッジを図の方向に引き出します。動き出すときは少し力がいります。

キャリッジ
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8クリーニングスティックがヘッド (左) の前面に届く場所へキャリッジを動かします。
クリーニングスティック先端をヘッド前面に当てたまま、キャリッジを左右に動かして汚れを拭き取ります。

ヘッド (左)
前面
金属部分の汚れを拭き取ります。

※インク噴き出し口 (ヘッ
ド底面部分) には触れない
でください。

銀色の金属部分のみ拭いてください。

お願い インク噴き出し口 (ヘッド底面部分) には触れないでください。

力を入れて拭く必要はありません。表面をなぞる程度でゴミを取り除くことができます。

汚れたクリーニングスティックは使用しないでください。
クリーニングスティックに付いたゴミは、その都度毛羽立ちの少ないティッシュペーパー等で取り除
いてください。また、汚れがひどくなったら、新しいものに取りかえて清掃してください。

7クリーニングスティックがヘッド (左) の右側面に届く場所へキャリッジを動かし、ヘッド (左) の右側面 (金属部分)
の汚れを拭き取ります。

ヘッド (左)
右側面
金属部分の汚れを拭き取ります。

※インク噴き出し口 (ヘッ
ド底面部分) には触れない
でください。
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11クリーニングスティックがヘッド (左) の背面に届く場所へキャリッジを動かします。クリーニングスティック先端をヘッド背面に当てたまま、キャリッジを左右に動かして汚れを拭き取ります。

9クリーニングスティックを図のように折り曲げます。

クリーニングスティック

10クリーニングスティックを図の隙間から奥まで入れます。

ヘッド (左)
背面
金属部分の汚れを拭き取ります。

※インク噴き出し口 (ヘッ
ド底面部分) には触れない
でください。

クリーニングスティック
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12手順5～11と同様に、ヘッド (右) を清掃してください。

13キャリッジ右側下のフック (金属部) を清掃します。

四方すべての側面 (金属部分) の汚れを拭き取ります。

ヘッド (右)

フック

14キャリッジを手で引っ張り、ゴムキャップ (黒色)、スポンジ、チューブが見えるまで左側に移動させます。

キャリッジ

ゴムキャップ
(黒色)

ワイパー

上から見た図

チューブ

スポンジ
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16ワイパー部を清掃します。ワイパーは、向かって右側がゴム面、左側がフェルト面です。主に、ゴム面および上端を清掃します。

お願い フェルト面は強くこすると毛羽立ちます。クリーニングスティック先端を数回軽く押し当ててゴミを
取ってください。

上端

ゴム面

ワイパー

フェルト面

15左右のゴムキャップの縁に付着しているゴミをふき取ります。クリーニングスティックの先端で、ゴミを掻き出すようにします。

クリーニングスティック

ゴミが無い場合には、ゴムキャップ内のスポンジに触らないでください。

お願い 必ず付属のクリーニングスティックを使用してください。

ゴムキャップ内のスポンジに付着したゴミを取り除く場合は、クリーニングスティック先端を軽く当てて
ゴミを取ってください。強くこすると表面がつぶれます。
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17キャリッジをスタンバイポジションに戻します。

18手順3で取り外したカバーをネジで取り付けます。

カバー

上部カバー

カバーの上端は、上部カバーの
下に入ります。

お願い スタンバイポジションからキャリッジを外したまま長時間放置されると、プリンティングヘッドが乾
き、ドット抜けなどを起こします。清掃が終わったら、速やかにスタンバイポジションに戻してくだ
さい。

19フロントカバーを閉じます。

突き当たるところまで
移動させます。

ネジ (4箇所)
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20本体背面のメイン電源スイッチをオンにし、[POWER] キーを押してサブ電源をオンにします。

「│」側に押す POWER LED点灯

21

ヘット゛　クリーニンク゛�
スタート�

23

ヘット゛　クリーニンク゛�
テストフ゜リント�

24テストプリントの結果を見て、すべてのドットがきれいに吐出されていることを確認してください。

※ドット抜けが直らない場合は、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。

[CLEANING] キーを押して、図の表示にします。[ENTER] キーを押すと、ヘッドクリーニングが始まります。

ヘッドクリーニングが終わったら、 [  ] キーを押して、図の表示にします。[ENTER] キーを押すと、テストプリ
ントが始まります。

用紙を取り付けます。

22

カバーを取り付けてから電源をオンに
してください。
電源をオンにしてフロントカバーを閉じる
と、キャリッジが可動状態になり、けがを
することがあります。
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