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Unpacking, Assembly,
   and Installation Guide

 This User's Manual is intended for FJ-600, FJ-500, and FJ-400.

開梱・組立・設置 方法
  本書は、FJ-600・FJ-500・FJ-400 共通取扱説明書です。
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About This Manual

This document describes the procedures from unpacking to installation of the FJ-600/500/400.
For information about operation methods and safety-related notes for the FJ-600/500/400, refer to the User’s Manual packed with the
machine.
Also, the explanations in this document use illustrations of the FJ-500. Some areas of the configuration of the FJ-600/400 differ from the
illustrations.

Copyright © 2001 Roland DG Corporation

Windows® is a registered trademark or trademark of Microsoft® Corporation in the United States and/or other countries.
Macintosh is a registered trademark or trademark of Apple Computer, Inc. in the USA and other countries.
COLORCHOICE® is a registered in the U.S. Patent Office.
Other company names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
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1  How to Unpack the FJ-600/500/400

Unpacking, installation, and moving
must be carried out by four or more
persons.
Otherwise the machine or the stand may fall,
resulting in injury.
(The total weight of
the package is 176
kg (388 lb.) for the
FJ-600,166 kg
(365.9 lb.) for the
FJ-500, and 154 kg
(339.5 lb.) for the
FJ-400.)

When lifting the machine, do not grasp the
areas shown in the figure.
Doing so may damage the equipment.

Left-hand side of the
back of the unit

Right-hand side of the
back of the unit

1-1 Overview of Packed Materials
The FJ-600/500/400 is packed as shown below.

Protective pad (left)

Outer carton (bottom)

Outer carton (top)

This manual

Accessories box

Stand packing carton

Protective pad (right)

FJ-600/500/400
main unit

NOTICE

Packing material
*FJ-600/500 only.
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Caster flats
(2 pcs.)

FJ-600/500/400 main unit

Packing
material

Accessories

Protective pad (left)

Manuals

Packing
material

Packing
material

Media cover

Packing
material

Media guide

Stand packing carton

Outer carton (bottom)

Protective pad (right)

Packing
material

Accessories box

1-3 Take Out the Unit

1-2 Open the Stand Packing Carton and Accessories Box

Stand leg
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2  Checking the Accessories

2-1 Check the Accessories Box
The accessories box contains the following items.

Stays : 2
(For place the media guide)

Hexagonal wrench (M6) : 1

Drain bottle : 1

Media flanges : 2 Flange retaining pins : 2

Washers : 6Bolts (Small) : 4Bolts (Large) : 14

Pipe : 1

Power cord : 1

The items enclosed in the dotted box are accesso-
ries used in the explanations in this document.

Media clamps : 2
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2-2 Check the Manuals
The manuals include the following items.

Roland-PrintServer
CD-ROM : 1

Cleaning kit : 1 Replacement blade for
separating knife : 1

User’s manual : 1Roland COLORCHOICE® : 1

Roland-PrintServer
for Macintosh users : 1
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3  Assembling the Stand and the Machine

Use the joining screws to secure the
unit to the stand.
Failure to do so may
result in falling of the
unit, leading to
injury.

Use care to avoid pinching the
fingers when placing the unit on the
stand.
Doing so may
result in injury.

Invert the stand legs as shown in the
figure. While supporting the stand legs
with your hand, attach the left- and right-
hand casters.

Tighten the bolts securely. Loose bolts
may cause the stand to wobble.

First assemble the stand, then mount the machine on top of the stand.
The external dimensions of the assembled machine and stand are as follows.

FJ-600:    2500 mm [W] x 740 mm [D] x 1241 mm [H]  (98-7/16 in. [W] x 29-3/16 in. [D] x 48-7/8 in. [H])
FJ-500:    2246 mm [W] x 740 mm [D] x 1241 mm [H]  (88-7/16 in. [W] x 29-3/16 in. [D] x 48-7/8 in. [H])
FJ-400:    1992 mm [W] x 740 mm [D] x 1241 mm [H]  (78-7/16 in. [W] x 29-3/16 in. [D] x 48-7/8 in. [H])

1

4 pcs.

Short

Pipe

4 pcs.

Hexagonal wrench

Long

Bolts (Large)

Unpacking, installation, and moving
must be carried out by four or more
persons.
Otherwise the machine or the stand may fall,
resulting in injury.
(The total weight of
the package is 176
kg (388 lb.) for the
FJ-600, 166 kg
(365.9 lb.) for the
FJ-500, and 154 kg
(339.5 lb.) for the
FJ-400.)

When lifting the machine, do not grasp the
areas shown in the figure.
Doing so may damage the equipment.

Left-hand side of the
back of the unit

Right-hand side of the
back of the unitNOTICE

When removing the bottom plug from the machine, pull the plug straight down, without tilting it. Otherwise
discharged fluid that has collected inside the bottom plug may spill.
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2

3

4

Set the stand upright so that the casters are at the bottom, and place the machine on the stand.
The front and rear of the stand are as shown in the figure.

Use the included large bolts to secure the machine to the stand.

Fit the stays onto the back of the machine at the locations shown in the figure.

Stay Stay

Left-hand side of the
back of the unit

Right-hand side of the
back of the unit

*  Line up the frame at the
back of the machine with
the fixtures on the stand.

Front

*  Take care to prevent
from catching on the
bottom plug at the
bottom surface on
the right side of the
machine.

Three places each
on the left and right

Bolt (Large)

Washer
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5 Place the media guide on the stays and secure it in place using the included small bolts.

6

7 Set the media cover in place on the pins at the back of the machine shown in the figure.

8 Remove the bottom plug from the bottom surface
on the right side of the machine, then screw in the
drain bottle in the direction indicated by the
arrow. When threading the bottle onto the
machine, turn the bottle without applying
excessive force.
Leave the drain bottle attached at all times,
removing it only when moving the machine or
disposing of collected ink.

Pass the media flanges onto the retainers and
secure in place with the flange retaining pins.

Orient the media flange so that it's lined up with
the core diameter of the loaded roll material.

Drain bottle

Bottom plug
Remove the bottom plug by
pulling straight down,
without tilting the plug.
Otherwise discharged fluid
that has collected inside the
bottom plug may spill.

* The bottom plug is needed
when moving the machine,
so do not discard it.

Media cover

*  If the short side is oriented
toward the back of the machine,
roll material may fall.

Left-hand side of
the back of the unit

2) 2)

2 in.

Media guide

Bolts (Small)

Orientation of the media guide

Rear

Media
guide

Front

ShortLong

3 in.

Retainer

Flange retaining pins

Right-hand side of
the back of the unit30%

1)

Line up the ridges
and grooves.

Media flanges

1)



9

4  Setting Up

Install in a level and stable location.
Otherwise the unit may tip over and cause
injury.

Never install the unit in any of the following situations, as it could result in breakdown or faulty operation:
Places where the installation surface is unstable or not level.
Places with excessive electrical noise.
Places with excessive humidity or dust.
Places with poor ventilation, because the FJ-600/500/400 generates considerable heat during operation.
Places with excessive vibration.
Places exposed to strong illumination or direct sunlight.

Never step or stand on the stand legs or the media cover. Doing so may damage them.

Do not place objects on the unit, as doing so may result in breakdown.

Be sure to ensure a sufficient amount of installation space for the unit.  The required installation spaces for this model are listed below.

FJ-600: 3500 mm [W] x 2000 mm [D] x 1700 mm [H]
(137-13/16 in. [W] x 78-3/4 in. [D] x 66-15/16 in. [H])

FJ-500: 3300 mm [W] x 2000 mm [D] x 1700 mm [H]
(129-15/16 in. [W] x 78-3/4 in. [D] x 66-15/16 in. [H])

FJ-400: 3000 mm [W] x 2000 mm [D] x 1700 mm [H]
(118-1/8 in. [W] x 78-3/4 in. [D] x 66-15/16 in. [H])

NOTICE

Unpacking, installation, and moving
must be carried out by four or more
persons.
Otherwise the machine or the stand may fall,
resulting in injury.
(The total weight of
the package is 176
kg (388 lb.) for the
FJ-600, 166 kg
(365.9 lb.) for the
FJ-500, and 154 kg
(339.5 lb.) for the
FJ-400.)
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5  Removing the Protective Material

Front

Rear

When you have finished unpacking, assembling, and installing the machine, connect the cables. For information about how to make the
connections, see “Making the Connections” in the User’s Manual packed with the machine.

The protective material shown below is attached to the FJ-600/500/400 when it is shipped from the factory. When you have finished
installing the machine, remove all protective material.

5) Attach the retainer you
removed in step 3.

2) Pull straight back
toward you to extract.

1) Peel off the tape.

4) Remove.

3) Remove the retainer.
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本書は、FJ-600 / 500 / 400の開梱から設置までの方法について書かれています。
FJ-600/500/400の操作方法 および 安全に関する注意事項については、同梱のユーザーズマニュアルをご覧ください。
また、本書ではFJ-500のイラストを挙げて説明しています。FJ-600またはFJ-400の場合、イラストの形状と異なる部分
があります。

Windows® 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。
Macintosh は、米国アップルコンピュータ社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。
COLORCHOICE® は、U.S. Patent Office に登録されています。
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。

Copyright © 2001 Roland DG Corporation
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1　開梱方法

1-1  梱包概要

FJ - 600 / 500 / 400は、次のように梱包されています。

外装箱 (上)

付属品箱

スタンド梱包箱

梱包材
＊FJ-600/
　500のみ

外装箱 (下)

保護パッド (左)

保護パッド (右)

FJ-600/500/400
本体

本書

開梱・設置・移動は4人以上で行ってく
ださい。
本体やスタンドが落下し、けがをすること
があります。
（梱包総重量は、
FJ-600: 176 kg、
FJ-500: 166 kg、
FJ-400: 154 kg
です。）

お願い 本体を持ち上げるときは、図の部分を
持たないでください。
故障の原因となります。

本体背面
左側

本体背面
右側
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1-2  スタンド梱包箱と付属品箱を開ける

1-3  本体を取り出す

スタンド梱包箱

付属品箱

メディアカバー

メディアガイド

梱包材

梱包材

梱包材

スタンド脚

梱包材

梱包材

キャスター
(2個)

付属品

保護パッド (右)
保護パッド (左)

FJ-600/500/400
本体

外装箱 (下)

マニュアルセット
インクカートリッジ
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2　付属品の確認

2-1  付属品箱の確認

付属品箱には、以下のものが入っています。

六角レンチ (M6) : 1

ボルト (大) : 14ステイ : 2
(メディアガイド用)

フランジ固定用ピン : 2

ワッシャー : 6ボルト (小) : 4

パイプ : 1 メディアフランジ : 2

廃液ボトル : 1 内は本書の説明中で使用する付属品です。

電源プラグアダプタ : 1電源コード : 1 メディアクランプ : 2
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2-2  マニュアルセットの確認

マニュアルセットには、以下のものが入っています。

2-3  インクカートリッジの確認

インクカートリッジの梱包場所については、「1-3  本体を取り出す」の項を参照してください。

顔料インク: 8本

Roland COLORCHOICE® : 1

お客様登録カード : 1 クリーニングキット : 1
(クリーニングスティック:10/
ピンセット:1/スポンジ:10)

ユーザーズマニュアル : 1

Roland-PrintServer
CD-ROM : 1

用紙切り離し用ナイフ
替え刃 : 1

保証書 : 1

Roland-PrintServer  　
  Macintoshをお使いの

お客様へ : 1
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3　スタンドと本体の組み立て

本体をスタンドにセットする時、指を
挟まないようにしてください。
けがをすることが
あります。

本体とスタンドを付属のボルトで固定
してください。
本体が落下し、
けがをすること
があります。

1 スタンド脚を図のように逆さに置きま
す。スタンド脚を手で支えながら、左
右にキャスターを取り付けます。

ボルトはしっかりと締め付けて
ください。ボルトが緩むと、ス
タンド揺れの原因となります。

パイプ

六角レンチ

ボルト (大)

長い方

短い方

4箇所

4箇所

はじめにスタンドを組み立て、その上に本体を取り付けます。
本体とスタンドを組み付けたときの外形寸法は、次のとおりです。

FJ-600: 2500 mm (幅)  X  740 mm (奥行き)  X  1241 mm (高さ)
FJ-500: 2246 mm (幅)  X  740 mm (奥行き)  X  1241 mm (高さ)
FJ-400: 1992 mm (幅)  X  740 mm (奥行き)  X  1241 mm (高さ)

開梱・設置・移動は4人以上で行ってく
ださい。
本体やスタンドが落下し、けがをすること
があります。
（梱包総重量は、
FJ-600: 176 kg、
FJ-500: 166 kg、
FJ-400: 154 kg
です。）

お願い 本体を持ち上げるときは、図の部分を
持たないでください。
故障の原因となります。

本体背面
左側

本体背面
右側

ボトムプラグを本体から取り外すときは、傾けないように真っ直ぐ下に取り外してください。ボトム
プラグ内に溜まっている廃液がこぼれることがあります。
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2 キャスターを下にしてスタンドを起こし、本体を上にのせます。
スタンドの前後は図のとおりです。

前面側

3 本体とスタンドを付属のボルト(大)で固定します。

4 本体背面の図の位置にステイをはめ込みます。

本体背面のフレームを、
スタンドの金具に合わせ
てください。

ステイ ステイ

本体背面左側 本体背面右側

ボルト (大)

ワッシャー

左右3箇所ずつ

本体右側底面にある
ボトムプラグに、
引っかけないように
してください。
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5 ステイの上にメディアガイドをのせ、付属のボルト(小)で固定します。

＊短い方を本体背面側にすると、
ロール紙が落下することがあり
ます。

6 固定具にメディアフランジを通し、フランジ固
定用ピンで固定します。

メディアフランジの向きは、取り付けるシート
の芯径に合わせてください。

凹凸を合わせる

メディアフランジ

1)

2)
フランジ固定用ピン

2)

2 in. 3 in. 本体背面左側 本体背面右側

廃液ボトル

7 本体背面の図のピンに、メディアカバーをセットします。

8 本体右側底面にあるボトムプラグを取り外し、
廃液ボトルを矢印の方向にねじ込みます。本体
側とボトル側のねじを合わせた状態で、過剰な
力をかけずに回してください。
廃液ボトルは、本体を移送するときや、溜まっ
たインクを処分するとき以外、常時取り付けて
おいてください。

※ボトムプラグは、移送時
に必要ですので捨てない
でください。

ボトムプラグ
ボトムプラグは、傾けな
いように真っ直ぐ下に取
り外してください。ボト
ムプラグ内に溜まってい
る廃液がこぼれることが
あります。

ボルト (小)

メディアガイド

本体背面 本体前面

メディアガイドの向き

長い方 短い方

メディア
ガイド

固定具

メディアカバー

1)
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4　設置

次のような場所に設置しないでください。故障や誤動作の原因になります。
●不安定な場所に設置しないでください。
●電気的な雑音の多い場所でのご使用は避けてください。
●湿気やほこりの多い場所でのご使用は避けてください。
●使用中熱を発生しますので、放熱効果の悪い場所には設置しないでください。
●振動の激しい場所には設置しないでください。
●直射日光等の強い光が当たる場所には設置しないでください。

設置には以下のスペースを確保してください。

FJ-600: 3500 mm (幅)  X  2000 mm (奥行き)  X  1700 mm (高さ)
FJ-500: 3300 mm (幅)  X  2000 mm (奥行き)  X  1700 mm (高さ)
FJ-400: 3000 mm (幅)  X  2000 mm (奥行き)  X  1700 mm (高さ)

水平で安定した場所に設置してくださ
い。
本体が転倒し、けがをすることがありま
す。

お願い

スタンドの足 および メディアカバーの上にのらないでください。破損することがあります。

本体の上にものをのせないでください。故障の原因となります。

開梱・設置・移動は4人以上で行ってく
ださい。
本体やスタンドが落下し、けがをすること
があります。
（梱包総重量は、
FJ-600: 176 kg、
FJ-500: 166 kg、
FJ-400: 154 kg
です。）
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5　保護材の取り外し

工場出荷時、FJ-600 / 500 / 400には以下の保護材が取り付けられています。設置が終わったら、全ての保護材を取り外し
てください。

開梱・組立・設置が完了したら、ケーブルを接続します。接続方法については、同梱のユーザーズマニュアル「接続する」
をご覧ください。

本体前面

本体背面

1) テープを剥がす

2) まっすぐ手前に
　 引き抜く

3) 固定具を取り外す

4) 取り外す

5) 3)で外した固定具を
取り付ける
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