
FJ-500/400- メディアクランプについて -

●メディアクランプを使用しないで印刷すると、ヘッド擦れや紙づまりを起こすことがあります。ヘッド
擦れや紙づまりによってプリンティングヘッドを傷つけたり汚したりすると、印刷精度が悪くなりま
す。メディアクランプが浮きあがるような反りの強い用紙は使用しないでください。

●メディアクランプを使用しているときに用紙の切り離しをすると、用紙がメディアクランプからはずれ
てしまいます。この場合、メディアクランプを再度取り付けてください。

●メディアクランプを使用しないときは、FJ-500/400本体からはずしておいてください。

●印刷が進むと、用紙が左右に動いてメディアクランプに接触したり、はずれたりすることがあります。
用紙が1 m程度送られたら、メディアクランプの位置を確認してください。用紙がメディアクランプか
らはずれそうなときは、メディアクランプの位置を調整してください。

●メディアクランプは、用紙の両サイド10 mm内側を押さえにしています。この範囲は印刷しないでくだ
さい。

左右の端が反りやすい用紙を取り付けるときは、メディアクランプを使用してください。また、プリンティングヘッドを
2 (高い) の位置にして印刷してください。プリンティングヘッドの高さについては、FJ-500/400 ユーザーズマニュアル
の「4-2　プリンティングヘッドの高さ調整」を参照してください。

メディアクランプの取り付け

メディアクランプの穴を、用紙の左右それぞれの端
に合わせます。
このとき、メディアクランプのネジは、はずれない
程度にゆるめておきます。
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ネジをまわしメディアクランプを固定します。3
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メディアクランプを図の溝に差し込みます。2 メディアクランプ�
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用紙の左端にも同様にメディ
アクランプを差しこみます。

この部分を差し込みます。



FJ-500/400 - About Media Clamps-

Line up the holes in the media clamps with the left and
right edges of the material. At this time, loosen the
screws on the media clamps, but do not loosen them so
much that they come off completely.
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Installing the Media Clamps

Insert the media clamps into the grooves as shown in the
figure.2

Tighten the screws to secure the media clamps in
place.3
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Insert the media clamp in the
same way at the left edge of
the material as well.

-  Performing printing without using the media clamps may result in scraping of the heads or jammed material.
Scraping of the heads and jammed material may damage or soil the printing heads, resulting in poorer printing

   accuracy. Do not use material that is so strongly warped that the media clamps are lifted.

- When you are using the media clamps, attempting to cut off the material causes the material to come loose from the
media clamps. If this happens, reinstall the media clamps.

- When you are not using the media clamps, remove them from the FJ-500/400.

- As printing proceeds, the material may move to the left right and touch or come loose from the media clamps. After
about 1 m (39-3/8 in.) of material has been fed, check the positioning of the media clamps. If the material looks like
it may come loose from the media clamps, adjust the positioning of the media clamps.

- The media clamps are designed to press down on a space 10 mm (7/16 in.) inward from either edge of the material.
Do not perform printing within these areas.

When you are loading material whose left and right edges are prone to warping, use the media clamps. Also, perform printing with the
printing heads positioned at "2" (high). For more information about the height of the printing heads, refer to "4-2 Adjusting the Height
of the Printing Head" in the FJ-500/400 user's manual.


