
 各色のインクカートリッジを差し込む。

 インクカートリッジカバーを閉
める。

 廃液ボトルの取り付けを確認し、［ENTER］を押
す。

左図の画面が表示されたら、インクの充てんは完
了です。

 フロントカバーを閉じる。

インクカートリッジカバーは必ず閉めておいてください。

インクカートリッジカバーは、インクカートリッジに直射日光や強い照明が当たるのを防
ぎます。インクカートリッジに直射日光や強い照明が当たると、インクカートリッジの中
のインクが硬化してプリンターの故障につながります。インクカートリッジの交換など必
要なとき以外は、必ずインクカートリッジカバーを閉めておいてください。

カートリッｼﾞ ｾｯﾄ
　　　  123456

ｲﾝｸ ｼﾞｭｳﾃﾝ ｼﾃｲﾏｽ
>>>>>>>>>>

ﾊｲｴｷﾎﾞﾄﾙ ｦ
    ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ

ﾒﾃﾞｨｱ ｦ ｾｯﾄｱｯﾌﾟ
  ｼﾃｸﾀﾞｻｲ

お知らせ：「ダミーカートリッジ」が不要になりました

１：付属品の変更

対象マニュアル タイトル ページ

LEF-12i　ファーストステップガイド STEP1：付属品を確認する 13

付属品からダミーカートリッジが無くなりました。

電源コード／電源プラグアダ
プター（各1）

SOL INK洗浄カートリッジ（2） ダミーカートリッジ（2） ミストフィルター　小　（2）

２：「はじめてのインク充てん」の作業手順の変更

対象マニュアル タイトル ページ

LEF-12i　ファーストステップガイド STEP6：インクカートリッジの取り付け 21-23

ダミーカートリッジが不要になったことにより、作業手順が変わります。
以降に変更後の手順を記載します。対象箇所につきましては、お手元の取扱説明書の内容は無
視して、本書を参照してください。

変更後の手順

STEP 6：インクカートリッジの取り付け

※	P.20 の内容、および P.21 の「1. 初期設定をする」の内容に変更はありません
ので、省略します。

2. SOL INK 洗浄カートリッジでプリントヘッドを洗浄する。

［  ］［  ］を押してインクタイプを選択する。

インクタイプ 表示画面

EUVインク
ｲﾝｸ ﾀｲﾌﾟ ｾﾝﾀｸ
ECO-UV CMYKGlW

EUV4インク
ｲﾝｸ ﾀｲﾌﾟ ｾﾝﾀｸ
ECO-UV4 CMYKGlW

 廃液ボトルの取り付けを確認し、［ENTER］を押
す。

 表示されたスロット番号に洗浄カートリッジを
差し込む。

左図が表示されます。

 左図が表示されたら、洗浄カートリッジを抜き
取る。 

 新たなスロット番号が表示されたら、抜き取った洗浄カートリッジを使って手順
 を繰り返す。

 左図が表示されたら、廃液ボトルの取り付けを
確認し、［ENTER］を押す。
洗浄は完了です。

3. 各色のインクカートリッジを差し込む。 

 インクカートリッジを差し込む前に、
すべてのインクカートリッジを50 回

（15 秒程度）振る。
インクの成分が沈殿していると、正
常な色で印刷ができません。イン
クの成分がよく混ざるように、イン
クカートリッジの両端 5cm	の振り幅
で水平に振ります。

ﾊｲｴｷﾎﾞﾄﾙ ｦ
    ｾｯﾄｼﾃ ｸﾀﾞｻｲ

ｾﾝｼﾞｮｳｴｷ せっと
     12

ｲﾝｸ ｼﾞｭｳﾃﾝ ｼﾃｲﾏｽ
>>>>>>

ｾﾝｼﾞｮｳｴｷ ﾊｽﾞｽ
     12

ﾊｲｴｷﾎﾞﾄﾙ ｦ
    ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ

仕様変更により「ダミーカートリッジ」が不要になったため、「ファーストステップガイド」の記載内容の一部が実際とは異なります。変更内容については、下記をご参照ください。
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色を合わせて差し込む

使用するインクカートリッジ
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、グロス、ホワイト各 1本



Information: "Dummy Cartridges" Are No Longer Necessary

1: Changes to the Included Items

Target manual Title Page

LEF-12i First Step Guide STEP 1: Checking the Included Items 21

Dummy cartridges have been removed from the set of included items.

Power cord (1) SOL INK  
cleaning cartridges (2)

Dummy cartridges (2) Mist filters -small (2)

2: Changes to the Work Procedure in "Filling with Ink for the First Time"

Target manual Title Page

LEF-12i First Step Guide STEP 6: Installing the Ink Cartridges 29 to 31

Because dummy cartridges are no longer necessary, the work procedure has changed.
The procedure after the changes is given below. For the affected section, ignore the 
details given in your instruction manual and instead refer to this document.

Due to changes to the specifications, "dummy cartridges" are no longer necessary. As such, some of the details written in the "First Step Guide" now differ from the actual situation. For details on the changes, see the following descriptions.

R1-180427

Company names and product names are trademarks or registered 
trademarks of their respective holders.
Copyright © 2018  Roland DG Corporation
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Procedure after change

STEP 6: Installing the Ink Cartridges
※The details for P. 28 and “1. Make the initial settings.” on P. 29 are unchanged and have 
therefore been omitted.

2. Clean the print heads using the SOL INK cleaning cartridge

 Press [ ] [ ] to select the ink type.

Ink type Display Screen

EUV ink
SELECT INK TYPE
ECO-UV CMYKGlW

EUV4 ink
SELECT INK TYPE
ECO-UV4 CMYKGlW

 Make sure the drain bottle is installed, and 
then press [ENTER].

 Insert cleaning cartridges into displayed 
slots numbers.

The screen shown on the left appears.

 When this screen appears, pull out the 
cleaning cartridges.

 When a new slot number is displayed, repeat the procedure from steps 
 to  using the cleaning cartridge you just pulled out.

 When this screen appears, make sure the 
drain bottle is installed, and then press 
[ENTER].

Cleaning is finished.

3. Insert the ink cartridge for each color. 

 Before inserting ink cartridg-
es, shake each of them 50 
times (about 15 seconds).
If ink components precipitate, it will 
not be possible to print with correct 
colors. So that the ink mixes well, 
hold both ends of the ink pouch 
and shake horizontally with a stroke 
length of around 5 cm.

INSTALL
   DRAIN BOTTLE

SET CL-LIQUID
     12

FILLING INK...
>>>>>>

REMOVE CL-LIQUID
     12

CHECK
   DRAIN BOTTLE

 Insert the ink cartridge for each color.

Cartridges to use
Cyan, magenta, yellow, black, gloss, white (one each)

 Close the ink cartridge cover.

 Make sure the drain bottle is installed, and 
then press [ENTER].

SETUP MEDIA When this screen appears, filling with ink is finished.

 Close the front cover.

Be Sure to Keep the Ink Cartridge Cover Closed at All Times

The ink cartridge cover prevents the ink cartridges from being exposed to direct sunlight or 
strong illumination. If the ink cartridges are exposed to them, the ink inside the cartridges 
will become hardened, and it may cause the printer to malfunction. Make sure that the ink 
cartridge cover is always closed except when absolutely necessary, such as when you are 
replacing ink cartridges.

>>>>>>>>>>

FILLING INK...

123456
SET CARTRIDGE

CHECK
   DRAIN BOTTLE

Insert cartridge into the slot of the 
matching color.


