
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、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装

置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され

ると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
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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。

 正しく操作しないとけがをします

警告 と 注意 の意味

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。

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、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。

 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。

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。

警告

注意

警告

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。

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

水平で安定した場所に設置する。

適さない場所では、落下や転倒の恐れがあります。

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、思わぬけがをすることがあり

ます。
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 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、電流）に適合するコン

セントに接続する。

電圧が違ったり、電流に余裕がなかったりすると、

火災や感電につながります。

専用のACアダプタ以外は使わないでください。

火災・感電の原因となります。

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

物をこぼしたりすると、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。

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。

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。

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。当社コールセンターへご連絡ください。

定格の表示
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 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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 ヘッド部は熱くなります

警告

印刷直後は、ヘッドに触れないでください。

やけどをすることがあります。
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 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。

高温注意
印刷動作直後には触れないこと
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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ります。

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。

○仕様範囲外の材料に印刷しないでください。

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。

○安定している条件のよい場所に設置してください。

移送に際しては

○本機を移動するときは、必ず底を両手で支えてください。それ以外の場所を持って移動すると破損することがあります。

○本機を移送するときは、必ず固定具を取り付けてください。固定具を取り付けずに移送すると破損することがあります。

印刷について

○印刷材料の縁や穴の部分に印刷しないでください。

○印刷結果は、元データや印刷の材料、細かな設定によって変わります。印刷前には、テスト印刷することをお薦めします。

○空打ちを繰り返すと、ピンが傷み、ヘッドの破損につながります。
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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。

MPX-80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。また、印刷までの手順など、

ソフトウェアの操作方法についても説明しています。

はじめに必ずお読みください。

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。

Windowsドライバオンラインヘルプ（電子マニュアル）

METAZAStudio  オンラインヘルプ（電子マニュアル）

SFEdit2 オンラインヘルプ（電子マニュアル）

コンピュータの画面で見る取扱説明書です。各ソフトウェアをインストールすると見ることができるようになりま

す。各ソフトウェアで使用するコマンドの詳細な説明などが書かれています。表示方法については、別冊の「Roland

Software Packageソフトウェアガイド」を参照してください。
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第1章
はじめに



第1章　はじめに12

1-1 本機について

本機の特長

本機はメタルプリンタです。ヘッドの打刻ピンで細かい点を打刻することで、画像を印刷します。
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各部の名称と働き

本体

ヘッド

電源／移動ボタン
押すとランプが点灯し、電源がオンになります。オンのと
きに押すと、テーブルが本体奥へ移動し、ヘッドがテーブ
ル中央表面の位置に移動します。もう一度押すとヘッド
はテーブル左奥の位置に移動し、テーブルは手前に移動
します。
電源をオフにするには、ボタンを1秒以上押し続けます。

テーブル

ハンドル
ヘッドキャップを使わずに印刷
する場合に、ヘッドユニットを
固定してヘッドの高さを決めま
す。

カバー

USBコネクタ電源コネクタ

ブラシ

ヘッドユニット
上下してヘッドの先端（打刻ピン）を材
料表面に合わせます。
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ヘッド

材料固定具

粘着シート

粘着シート上に材料を置き、固定します。市販

のテープなどを使わずに固定できます。

☞  P. 31「材料のセット（粘着シート使用）」

センターバイス

樹脂製のバイスで材料を挟んで固定します。

粘着シートでは固定できない、底面が湾曲し

た材料を固定することができます。また、固定

することで、横方向の中心位置が正確に決ま

ります。

☞  P. 33「材料のセット（センターバイス使用）」

打刻ピン
ヘッドには9本のピンが並んでいます。これ
らのうちのどれか1つを使って印刷します。
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1-2 付属品の確認

以下のものが同梱されています。すべての付属品がそろっているかご確認ください。

電源コード

お客様登録カード

ユーザーズマニュアル（本書）Roland Software Package
CD-ROMUSB ケーブル

AC アダプタ

テスト用印刷材料
（真鍮、メッキプレート）

粘着シート
（出荷時、本体に取付済み）

センターバイス

ヘッドキャップ
（出荷時、ひとつは本体取付済み）

ソフトウェアガイド
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第2章
印刷のまえにやること
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2-1 設置

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、誤動作や故障の原因になります。

注意 水平で安定した場所に設置する。

本体が落下し、けがをすることがあります。

○ 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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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。設置が済んだら、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。

手順

➊ カバーを開ける。

ハンドルを緩める。

➋ 固定ネジを取り外し、図の位置に収納する。

➌ 固定具Aを取り外す。

➍ 図の位置を持ってヘッドユニットを持ち上

げ、固定具Bを取り外す。

固定具B

固定具A

固定ネジ

ここに収納する

ここを持って、
持ち上げる。

Roland

ハンドル
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2-2 ケーブル類の接続

ケーブル類を接続する

警告 ACアダプタに表示された定格の電源以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

警告 AC アダプタ、電源コードは、付属のもの以外は使わないでください。

火災・感電の原因となります。

警告 AC アダプタや電源コード、電源プラグ、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・感電の原因となります。

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。

○ 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ケーブルは付属のものをご使用ください。

○ USBハブは使用しないでください。

電源コード

電源コネクタ

ACアダプタ

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. 9「本機の説明書について」

本機

コンピュータ
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2-3 ソフトウェアのインストール

付属ソフトウェアのインストール

付属のCD-ROM（Roland Software Package）に収録されている以下のソフトウェアをインストールします。

○Windowsドライバ （METAZAドライバ）

○Roland METAZAStudio

○Roland SFEdit2

○MPX-80 Head Manager

各ソフトウェアの概要とインストール方法については、別冊の『Roland Software Package ソフトウェアガイド』を

参照してください。

なお、METAZAStudioは、使用するプリンタの設定が必要です。設定方法については、次ページの「METAZAStudioの

設定」を参照してください。

☞  P. 9「本機の説明書について」
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2-4 METAZAStudioの設定

プリンタを設定する

METAZAStudioのインストールが終わったら、続けてプリンタの設定をします。お使いになる前に必ず設定してくださ

い。

手順

➊ [スタート]をクリックし、[すべてのプログラム]（また

は[プログラム]）をクリック。

〔Roland METAZAStud io〕をクリックし、

〔METAZAStudio〕をクリック。

➋ [ファイル]メニューから[プリンタの設定]をクリック。

〔プリンタの設定〕ダイアログボックスが開きます。

➌ ➀  図の矢印をクリックし、〔Roland MPX-
80〕を選択。

➁  [OK]をクリック。
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3-1 電源のオンオフ

電源をオンにする

電源／移動ボタンを押す。

電源／移動ボタンのランプが点灯し、ヘッド

とテーブルが次のように移動します。

○ ヘッド：

最上位まで上昇してから左端に移動。

○ テーブル：

本体奥に移動した後、手前に移動。

この動作を初期動作と呼びます。

電源をオフにする

電源／移動ボタンを1秒以上押しつづける。

ランプが消灯し、電源がオフになります。

電源／移動ボタン
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3-2 METAZAStudioの起動

METAZAStudioを起動する

[スタート]をクリックし、[すべてのプログラム]（また

は[プログラム]）をクリックする。

〔Roland METAZAStud io〕をクリックし、

〔METAZAStudio〕をクリックする。

オープニング画面に続いて、METAZAStudioの画面が表示されます。

画面の見方は次ページを参照してください。
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3-2 METAZAStudioの起動

METAZAStudioの画面と機能

ツールバー
ツールバーには、〔材料〕や〔開く〕など
METAZAStudioのコマンドを実行するための
ボタンが用意されています。
☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「コマン
ド解説」＞「ツールバーのボタン」）

メニューバー
METAZAStudioのさまざまなコマンドを実行
します。
☞ METAZAStudioオンラインヘルプ（「コマン
ド解説」）

グリッド
ワークエリア上に表示されている格子状の線の
ことです。画像や文字の位置を合わせるときの
目安にします。

ステータスバー
カーソルの現在位置／図形情報／グリッドの間隔／表示倍率を表示します。
ツールバーのボタンにマウスポインタを置いたときや、メニューのコマンドをポイントしたときは、その簡単な解説
がステータスバーの左端に表示されます。
※ 図形情報
画面上に配置したオブジェクト（画像／文字／図形）をクリックすると表示されます。現在の図形の中心位置と、大きさ
が下図のように表示されます。

中心線
画面の横方向の中心
位置を表します。

カーソルの現在位置
現在のカーソルの位置を表示します。
画面の中央（中心線の交わった位置）が
（0、0）の位置です。

中心線
画面の縦方向の中心位置を表します。

テーブル
本機のテーブルが示されています。表示されて
いる目盛りは、実際のテーブル上に描かれてい
る目盛りが再現されています。

ワークエリア
印刷可能な領域です。Windowsドライバで設定
されているワークサイズ（印刷領域）が示されて
います。
☞  P. 64「ドライバの設定について」

グリッドの間隔
グリッドの間隔を表示します。この表示上をマウスの右ボタンでクリッ
クすると、グリッド表示に関するメニューが表示されます。

余白
ワークエリアの端から内側にとられる、印刷さ
れない空白領域です。出荷時は1ｍｍに設定さ
れています。余白の大きさは、［ファイル］メ
ニューの［環境設定］で変更することができま
す。
○ 設定可能範囲：0mm～50mm
☞  P. 36「Step1：材料を決める」、P. 58
「Step1：印刷領域（ワークサイズ）を決める」

表示倍率
現在の画面の表示倍率を表示します。この表示上をマ
ウスの右ボタンでクリックすると、表示倍率を変更で
きるメニューが表示されます。
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3-3 印刷の準備

印刷可能範囲について

本機の印刷可能範囲は次の通りです。

.

ヘッドキャップの使用について

通常はヘッドキャップの使用をおすすめします

ヘッドキャップを使用すると、本機は材料の高さ位置を検知できるため、印刷時のヘッドの高さを設定する必要がありま

せん。また、ヘッドは材料の表面高さに追従しますので、円筒形状の材料でも印刷することができます。（追従可能な高

さ変位には上限があります。）したがって、通常はヘッドキャップを使用して印刷を行うとよいでしょう。

☞  P. 29「曲面印刷における材料の条件」、P. 69「ヘッドキャップの交換時期について」

ヘッドキャップを使用すると材料に傷がつく場合は

材料によってはヘッドキャップによって傷がつくことがあるために、印刷時にヘッドキャップを使用できないことがあり

ます。その場合は、ヘッドキャップを取り付けた状態でヘッドの高さを決めてヘッド位置を固定した後で、ヘッドキャッ

プを取り外して印刷を行ってください。

☞  P. 31「材料のセット（粘着シート使用）」、P. 33「材料のセット（センターバイス使用）」

中心線

中心線

印刷可能範囲
（50 X 50 mm）

テーブル上面図

印刷領域拡大時
（80 X 80 mm）
※ ただし、拡大した部分では、
材料や画像によって印刷結果に
むらがでることがあります。

ヘッドキャップ
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厚さ

粘着シート使用時：

センターバイス使用時：

大きさ

粘着シート使用時：

センターバイス使用時：

0.3～40 mm

0.3～20 mm

長さ(または幅)が 100 mm 以内

幅　60mm以内（バイス部分の取付向きによって異なります。）　長さ　100 mm以内
☞  P. 33 「センターバイスの使い方」

※ただし厚さおよび大きさが上記の範囲内であっても、印刷によって材料が反る場合は正常に印
刷できないことがあります。厚さによる印刷可能な大きさの目安を下表にまとめましたので、ご
参照ください。

厚さ

2.0 mm

1.5 mm

1.0 mm

0.5 mm

0.3 mm

2.0 mm

1.5 mm

1.0 mm

0.5 mm

0.3 mm

2.0 mm

1.0 mm

材質

アルミニウム

真鍮または銅

ステンレス

印刷できる材料の大きさ(目安)

長さ(または幅)が60 mm 以内

〃 40 mm 以内

〃 30 mm 以内

〃 20 mm 以内

〃 20 mm 以内

長さ(または幅)が60 mm 以内

〃 40 mm 以内

〃 30 mm 以内

〃 15 mm 以内

〃 15 mm 以内

長さ(または幅)が60 mm 以内

〃 40 mm 以内

印刷する面の硬さ ビッカース硬さ(HV)が 200 以下であること
※ただし硬さが上記の範囲内であっても、印刷によってひびが入ったり割れたりする材質(ガラ
ス・石・宝石・陶器・磁器など)は印刷できません。印刷すると、本機が故障することがありま
す。
※材料表面の硬さについては、材料の購入先または材料メーカーへお問い合わせください。

印刷する材料を用意する

次の条件を全て満たす材料をご用意ください。

これより大きい材料や薄い材料を取り付けると、印刷中に材料が反ってヘッドに当たり、打刻ピンを破損することがあり

ます。
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印刷材料の断面

粘着シート、センターバイス共通

○ 材料の縁が高くないこと

材料の縁が高い

曲面印刷における材料の条件

下表と下図は、円筒の直径に対する「印刷可能エリア」と「打刻ピンの届くエリア」を示しています。ただし、以下の条

件を前提としています。

○ヘッドキャップを使用していること

○真円であること

曲面への印刷時は、これらの条件を考慮して材料を選択してください。

直径 印刷可能エリア（A） 打刻ピンの届くエリア（B）

10ｍｍ 2.0ｍｍ 2.8ｍｍ

20ｍｍ 2.8ｍｍ 4.0ｍｍ

30ｍｍ 3.4ｍｍ 4.8ｍｍ

印刷可能な打刻深さ

打刻ピンの届く深さ

※ 曲面への印刷においては、材料の形状や材質にかかわらず、写真

データによる印刷画質は保証できません。

粘着シート使用時

○ 材料の底面が、平らで段差がないこと

凹凸がある曲面

ヘッドキャップ不使用時

○ 印刷面が水平になること

斜め
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画像を用意する

印刷する画像（写真やイラストなど）を用意します。

METAZAStudioで利用できるデータ形式

○JPEG形式

○BMP形式

○Illustrator のバージョン７／８のAI、EPS形式

○CorelDrawのバージョン7／８からエクスポートしたAIまたはEPS形式

※IllustratorとCorelDrawについてはいくつかの制限事項があります。詳細は、METAZAStudioのオンラインヘルプを

参照してください。

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「ヒントとテクニック」＞「既存のデータを流用する」）
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3-4 材料のセット（粘着シート使用）

粘着シートを使って材料をセットする

手順

➊ ヘッドキャップを取り付ける。

ヘッドキャップをヘッド先端にかぶせます。

ヘッドキャップの突起部分がヘッドにある穴

にはまるときに、カチッという感触があれば、

正しく装着されています。

☞  P. 27 「ヘッドキャップの使用について」

➋ ハンドルを緩める。

➌ テーブルに粘着シートをセットし、その上

に材料をセットする。

材料を軽く押さえて固定してください。

ヘッドキャップを装着した状態で印刷する場合は、これで材料のセットは完了です。

ヘッドキャップを取り外して印刷する場合は、次の手順に進んでください。

粘着シートの置き方
○ テーブル上の目盛りに合わせて、まっすぐに置いてください。
○ テーブルの枠内に置いてください。
○ テーブルと粘着シートのあいだに気泡が入らないように注意してください。

材料の置き方
材料の中心がテーブル上の目盛りの中心にくるように材料を置きます。

ヘッドキャップ

中心線

中心線

材料の中心

テーブル

粘着シート材料

粘着シート 材料

ヘッドキャップ

ハンドル

ヘッド ヘッド
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ここからはヘッドキャップを使用しない場合の手順です。

➍ 電源／移動ボタンを押す。

テーブルとヘッドが移動し、ヘッドキャップ

先端が材料表面に触れる位置で停止します。

➎ ハンドルを固定して、ヘッドの高さを決め

る。

ハンドルを軽く持ち上げ、ヘッドユニットに

あてた位置で固定します。

➏  電源／移動ボタンを押す。

ヘッドの移動が止まったら、ヘッド

キャップを取り外す。

粘着シートの取扱いについて

○ 粘着シートにほこりなどが付くと粘着力が低下し、うまく材料が固定できなくなります。粘着力が落ちたときは、粘

着シートを洗ってください。

☞  P. 68「粘着シートの清掃」

○ 粘着シートの表面を強くこすらないでください。表面に傷がつき、粘着力が落ちます。

ハンドル

ヘッドユニット

ヘッドキャップ
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3-5 材料のセット（センターバイス使用）

センターバイスの使い方

センターバイスでは、バイスで材料を挟んで固定します。バイスで固定することで、材料の横方向の中心位置は、常に本

機のテーブルの横方向の中心位置に決まります。縦方向の中心位置は、バイスの目盛りを基準にして調整してください。

また、バイスは向きを変えて使用することができます。材料の大きさや形に合わせて使用してください。

☞  P. 28「印刷する材料を用意する」

センターバイスの目盛りとテーブルの目盛りの対応

バイス
裏表を変えて取り付けることもできます。

プレート形状の材料を挟むのに適しています。 円筒形状の材料を挟むのに適しています。

テーブル
（1目盛り＝5mm）
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センターバイスを使って材料をセットする

手順

➊ ヘッドキャップを取り付ける。

ヘッドキャップをヘッド先端にかぶせます。

ヘッドキャップの突起部分が、ヘッドにある

穴にはまるときにカチッという感触があれば、

正しく装着されています。

☞  P. 27「ヘッドキャップの使用について」

➋ ハンドルを緩める。

➌ 材料をセンターバイスにセットする。

固定ネジを調整して、材料をバイスで挟んで

固定します。固定ネジは、材料が簡単に外れな

い程度に締め付けてください。強く締めすぎ

ると材料を傷つけることがありますのでご注

意ください。

縦方向のセット位置は、バイスの目盛りを基

準にしてください。

☞  P. 33「センターバイスの使い方」

ハンドル

ヘッドキャップヘッドキャップ

固定ネジ

ヘッド ヘッド

縦方向の中心

締まる

緩む
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➍ センターバイスをセットする。

センターバイス底面の突起を、本体のテーブ

ルにある穴に合わせます。

（粘着シートは取り外しておいてください。）

ヘッドキャップを装着した状態で印刷する場合は、これで材料のセットは完了です。

ヘッドキャップを取り外して印刷する場合は、次の手順に進んでください。

ここからはヘッドキャップを使用しない場合の手順です。

➎ 電源／移動ボタンを押す。

テーブルとヘッドが移動し、ヘッドキャップ

先端が材料表面に触れる位置で停止します。

➏ ハンドルを固定して、ヘッドの高さを決め

る。

ハンドルを軽く持ち上げ、ヘッドユニットに

あてた位置で固定します。

➐  電源／移動ボタンを押す。

ヘッドの移動が止まったら、ヘッド

キャップを取り外す。

ハンドル

ヘッドユニット

ヘッドキャップ

Roland

センターバイス
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3-6 印刷データの作成（平面材料への印刷）

ここでは例として次のようなプレートを印刷する場合の、データ作成手順を説明します。

☞  P. 28「印刷する材料を用意する」

円筒材料などの曲面へ印刷するためのデータ作成方法はこちら　

☞  P. 58「曲面に印刷するためのデータの作成」

Step1：材料を決める

はじめに、印刷する材料を決めます。METAZAStudioでは、あらかじめいくつかの種類の材料が登録されています。こ

こでは、例として使用するプレートと同じ形状の「tag」という名前の材料（幅：25ｍｍ、高さ：40ｍｍ）を使ってみま

しょう。

材料を新規で登録したい場合はこちら　☞  P. 62「材料を新規に登録する方法」

手順

➊ をクリックする。

材料ウィンドウが開きます。

➋  「tag」という名前のアイコンをクリッ

クし、 をクリックする。

材料サイズウィンドウが開きます。

 材料の幅と高さ（ここでは、幅：25ｍｍ、

高さ：40ｍｍ）を入力し、[OK]をクリッ

クする。

選択した材料が編集ウィンドウに表示され

ます。材料として表示された部分が、その

まま印刷領域になります。

編集ウィンドウ

40mm

25mm

※ プレートの外縁に1mmの余白
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➌ 余白を設定する。

 [ファイル]をクリックし、[環境設定]をクリックする。

〔環境設定〕ダイアログボックスが開きます。

 「余白」を1mmに設定する。

（工場出荷時は１ｍｍに設定されています。）

 [OK]をクリックする。

ご注意

平面材料に印刷する場合は、1mm以上の余白をとってください。さもないと、打刻ピンが材料の縁に当たって破損する

ことがあります。

Step2：画像を読み込む

印刷する画像を読み込みます。読み込む画像ファイルを準備してください。

☞  P. 30「画像を用意する」

手順

➊ をクリックする。

〔インポート〕ダイアログボックスが開きます。



3-6 印刷データの作成（平面材料への印刷）

第3章　印刷しましょう38

➋  [ファイルの場所]で、ファイルのある場

所を選択する。

 [ファイルの種類]で、〔Picture file〕ま

たは〔Adobe Illustrator file〕を選択。

 目的のファイルを選択する。

 [開く]をクリックする。

指定した画像が読み込まれ、設定した余白

の内側に表示されます。

配置した画像は、大きさや向きを変えたり、

枠を付けたりしてアレンジすることができ

ます。

☞  P. 44「画像配置のテクニック」

ご注意

材料に穴がある場合、穴の上に画像が配置されないように注意してください。穴のある部分を印刷エリアにすると、打刻

ピンが材料の縁に当たって破損することがあります。

☞  P. 45「画像の位置／大きさ／傾きを調整する」

1 mm 1 mm

印刷エリア印刷エリア印刷エリア印刷エリア

印刷エリアが穴に
かかっている

印刷エリアが材料か
らはみだしている

材料の端から余白
がない
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Step3：ファイルを保存する

作成した印刷データをファイルに保存します。

手順

➊ をクリックする。

〔名前をつけて保存〕ダイアログボックスが開きます。

➋  [保存する場所]にファイルの保存先を指

定。

 ファイル名を入力。

 [保存]をクリック。
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3-7 印刷の開始

印刷をはじめる

ご注意

次のような状態で印刷をしないでください。打刻ピンが傷み、ヘッドの破損につながります。

○ 材料がセットされていない

○ ヘッドが材料の厚みに合った高さにセットされていない

☞  P. 31「材料のセット（粘着シート使用）」、P. 33「材料のセット（センターバイス使用）」

手順

➊ カバーを閉じる。

➋ をクリックする。

〔印刷〕ダイアログボックスが開きます。

➌  プリンタ名に〔Roland MPX-80〕が選

ばれていることを確認する。

 [プロパティ]をクリックする。
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➍  [画像補正]タブをクリックする。

 [材質]を選択する。

印刷材料の材質または型番を選択します。

 [OK]をクリックする。

材質の選択

取り付けた材料の材質を選択すると、材質に合った最適

な打刻力で印刷されます。

☞  P. 78「材質を登録して打刻力を調整する」

➎ [OK]をクリックする。

印刷データが本機に送られ、印刷が始まりま

す。

➏ 印刷終了後、カバーを開け、材料を取り外す。

粘着シート使用時に材料が外れにくい場合

材料がはずれにくい場合は、薄い板状のもの（コシの強い紙や厚紙など）を粘着シートと材料のあいだに差し込むと外れや

すくなります。
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印刷を中止する

手順

➊ 電源をオフにする。

☞  P. 24「電源をオフにする」

➋ Windows VistaWindows VistaWindows VistaWindows VistaWindows Vista

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[ハードウェアとサウンド]をクリックし、[プリンタ]をクリックする。

Windows XPWindows XPWindows XPWindows XPWindows XP

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[プリンタとFAX]をクリックする。

Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000

[スタート]をクリックする。

[設定]をクリックし、[プリンタ]をクリックする。

➌ [Roland MPX-80]アイコンをダブルクリックする。

➍ [プリンタ]メニューから[すべてのドキュメントの取り消し]（または[印刷ドキュメントの削除]）をクリックす

る。

➎ 図のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。



43

第4章
より進んだ操作



第4章　より進んだ操作44

4-1 画像配置のテクニック

画像の必要な部分だけを残す（トリミング）

オリジナルの画像から不要な部分を切り取って、必要な部分だけを残すことができます。この作業を「トリミング」と呼

びます。

ここでは、P. 36「印刷データの作成（平面材料への印刷）」で作成した印刷データを使用します。

手順

➊  をクリックする。

 画像をクリックする。

画像の周辺にトリミング用のポインタが8

個できます。

➋ トリミング用のポインタをドラッグして、

切り取る範囲を決める。

残したい画像範囲が選べるように、大きさを

調整してください。

トリミング用の
ポインタ
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画像の位置／大きさ／傾きを調整する

配置した画像は、位置／大きさ／傾きを調整して、好みのレイアウトにすることができます。

ここでは、P. 44「画像の必要な部分だけを残す（トリミング）」で作成した印刷データを使用します。

手順

➊ 位置を調整する。

 をクリックして、画像をクリックす

る。

画像の四隅にポインタ（■）ができます。

 画像をドラッグして位置を調整する。

➋ 大きさを調整する。

画像の四隅にあるポインタ（■）をドラッグし

て大きさを調整します。

ポインタ
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➌ 傾きを調整する。

 画像の4隅にポインタがある状態で、も

う一度画像をクリックする。

4隅のポインタの形が（●）に変わります。

 カーソルをポインタに合わせる。

カーソルの形が回転カーソルに変わりま

す。

 マウスをドラッグして画像の傾きを調整

する。

傾きは360度変えることができます。

傾きを変えた画像をトリミングすることはで
きません。トリミングする場合は、元の角度に
戻してから行ってください。

キーボードのShiftキーを押しながらドラッグ
すると、45度ずつ傾きが変わります。正確に
90度回転させたい場合などは、この方法で回
転させるとよいでしょう。

回転カーソル
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画像をフレームで囲む

画像の回りをフレームで囲んで、印刷データをアレンジすることができます。フレームは、METAZAStudioの「ライブ

ラリ」に登録されているものを使用します。ライブラリには、あらかじめいくつかのフレームが登録されていますが、新

規に登録することもできます。

なお、ここではP. 45「画像の位置／大きさ／傾きを調整する」で作成した印刷データにフレームを加えています。

ライブラリの活用方法はこちら　☞  P. 63「METAZAStudioでできるいろいろな操作」の「よく使う図形や画像を登録しておく」

手順

➊ をクリックする。

〔ライブラリ〕ウィンドウが開きます。

➋  ［グループ］から［Frame］を選択する。

 アイコンを選択する。

 〔04〕フレームをクリックする。

 をクリック。

フレームが画面に挿入されます。
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完成データ

➌ フレーム周辺のポインタ（■）をドラッグし

て大きさと位置を調整する。

画像の回りを囲むように、位置と大きさを調

整します。調整方法は、画像の位置と大きさの

調整方法と同じです。

☞  P. 45「画像の位置／大きさ／傾きを調整する」

画像とフレームの位置や大きさを変えて、レ

イアウトを調整してください。

ポインタ

フレーム
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4-2 文字配置のテクニック

文字を入力する

印刷する文字を入力します。

手順

➊ をクリックする。

➋ 材料の上をクリックし、文字を入力する。
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横書き配置／扇形配置

文字を横置きに配置した後、扇形の配置に変えます。

手順

➊  文字を入力する。

☞  P. 49「文字を入力する」

横書きで文字が配置されます。

 をクリックする。

〔プロパティ〕ダイアログボックスが表示

されます。

➋  書式タブをクリックする。

 [曲線に沿う]にチェックを入れる。

 [OK]をクリックする。

文字の配置が扇形に変わります。

配置した文字は、大きさや配置する位置を調

整したり、文字の書式を変えたりすることが

できます。

☞  P. 51「配置した文字の調整」、 P. 55「文字書式の

変更」
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配置した文字の調整

配置した文字は、画像と同じように配置場所を移動したり、大きさや傾きを変えたりすることができます。また、塗りつ

ぶしのタイプを変えることもできます。

☞  P. 45「画像の位置／大きさ／傾きを調整する」

手順

➊  文字を入力する。

☞  P. 49「文字を入力する」

 をクリックする。

 配置した文字の上をクリックする。

文字のまわりにポインタが8個できます。

➋ 大きさを調整する

ポインタをドラッグして大きさを調整します。

➌ 傾きを調整する。

 文字の上でクリックする。

ポインタの形が[●]に変わります。

 ポインタにカーソルを合わせる。

カーソルの形が回転カーソルに変わりま

す。

ポインタ

回転カーソル
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 マウスをドラッグして文字の傾きを変え

る。

傾きは360度変えることができます。

➍ 文字の塗りつぶしタイプを変える。

 をクリックする。

〔プロパティ〕ダイアログボックスが表示

されます。

 [塗りと輪郭]タブをクリックする。

 [アイランドフィル]を選択する。

 [OK]をクリックする。

文字の塗りつぶしがベタ塗りではなく、線

状ですき間のある塗りに変わります。[ピッ

チ]を大きくすると、線のすき間が大きく

なります。

キーボードのShiftキーを押しながらドラッグ
すると、45度ずつ傾きが変わります。正確に
90度回転させたい場合などは、この方法で回
転させるとよいでしょう。
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図形に沿って文字を配置する

作図ツールを使用して作った図形に沿って文字を配置します。

手順

➊  作図ツールをクリックする。

ここでは を使用します。

 材料の上に図形を作成する。

作図ツールの詳細はこちら　☞  METAZAStudioオン

ラインヘルプ（「コマンド解説」＞「ツールバーのボタ

ン」）

➋  をクリックする。

 作成した図形の輪郭付近にカーソルを

持っていき、カーソルの下に が表示

されたら、クリックする。

作図ツール
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➌ 文字を入力する。

☞  P. 49「文字を入力する」

図形に沿って文字が配置されます。

ご注意

統合した連続線上に配置することはできません。

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「コマンド解説」＞「[図形]メニュー」＞「連続線に変換」、「連続線の統合」）

配置した文字は、大きさや配置する位置を調整したり、文字の書式を変えたりすることができます。

☞  P. 51「配置した文字の調整」、P. 55「文字書式の変更」
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文字書式の変更

配置した文字は、〔プロパティ〕ダイアログボックスの[書式]タブでフォントや文字の高さや幅などを変更できます。

設定の詳細は、METAZAStudioのオンラインヘルプを参照してください。

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「コマンド解説」＞「[書式]メニュー」）
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4-3 明るさやコントラストの調整

プレビュー画面で仕上がりを確認する

プレビュー画面上で明るさ、コントラスト、ガンマ値を調整します。濃淡のはっきりした画像はきれいな印刷結果がえら

れます。画像に合わせて、調整してください。

をクリックする。

プレビュー画面が表示されます。

プレビュー画面
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プレビュー画面で画像を調整する

 明るさ

全体の明るさが調整されます。値を大きく

しすぎるとメリハリがなくなるので、調整

は必要最小限がよいでしょう。

 コントラスト

主にハイライト（最も明るい部分）とシャド

ウ（最も暗い部分）が調整されます。明暗に

メリハリを付け、引き締まった感じにした

いときに使うと効果的です。

 ガンマ

主に明るい部分と暗い部分の中間の明るさ

の中間調が調整されます。全体の明るさを

調整するのに使うと効果的です。

濃い部分と明るい部分は図のように印刷されます。

色の濃い部分は打刻されず、明るい色ほど強く打刻されます。

また調整前、調整後の印刷結果は次のようになります。

調整前 調整後

ガンマを0.4に調整。
顔の明るさが押さえられ、表情が
はっきりします。

プレビュー画面

明るい部分

暗い部分
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4-4 曲面に印刷するためのデータの作成

本機では、ヘッドキャップを使用することで、円筒などの材料表面の高さが一定でない材料に印刷することができます。

ここでは例として次のような円筒形状の材料に印刷する場合の、データ作成手順を説明します。

Step1：印刷領域（ワークサイズ）を決める

はじめに、材料への印刷領域を設定します。円筒材料への印刷の場合、平面材料のように材料全体に印刷することはでき

ません。そのため、METAZAStudioの編集画面には、材料の代わりに印刷領域が表示されます。印刷領域は、ドライバ

の設定画面に材料の直径を入力することによって決まります。

本機で印刷可能な円筒形状の材料の条件については、下記のページを参照してください。

☞  P. 29「印刷する材料を用意する」の「曲面印刷における材料の条件」

手順

➊ 余白を設定する。

 [ファイル]をクリックし、[環境設定]をクリックする。

〔環境設定〕ダイアログボックスが開きます。

 「余白」を0ｍｍに設定する。

 [OK]をクリックする。

ご注意

円筒材料に印刷する場合、余白は0ｍｍに設定してください。円筒材料への印刷では打刻可能な領域が制限されますので、

余白を0ｍｍにすることで、十分な印刷領域を確保する必要があります。

50mm

10mm
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➋ [ファイル]をクリックし、[プリンタの設定]をクリックする。

〔プリンタの設定〕ダイアログボックスが開きます。

➌  プリンタ名に〔Roland MPX-80〕が選

ばれていることを確認する。

 [プロパティ]をクリックする。

➍ 円筒材料の[直径]と[材料の向き]を設定す

る。

 [材料]タブを選択する。

 [直径]に10ｍｍと入力する。

 [材料の向き]を選択する。

ここでは、（縦向き）を選択します。

 [ワークサイズ入力］をクリックする。

[ワークサイズ］の［幅］が自動的に設定さ

れます。

[長さ]は、ここでは50ｍｍに設定します。

 [OK]をクリックする。

➎ [OK]をクリックする。
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Step2：文字を入力し、配置を調整する

印刷する文字を入力し、配置を調整します。

手順

➊ 印刷領域上で文字を一文字入力する。

☞  P. 49「文字を入力する」

➋ 文字の向きを縦にして、印刷領域内に入る

ように大きさを調整する。

☞  P. 51「配置した文字の調整」
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➌ 残りの文字を入力し、文字の位置を調整す

る。

画面上のテーブルの目盛りはセンターバイスの目盛りと下図のように対応しています。目的通りの位置に文字が印刷でき

るように、丁寧に位置を調整してください。

☞  P. 33「材料のセット（センターバイス使用）」
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4-5 いろいろな形の材料への印刷

材料を新規に登録する方法

METAZAStudio には、あらかじめ４つの形の材料が登録されていますが、新たに材料を登録することができます。

材料を登録しなくても印刷は可能ですが、印刷領域が制限されたり、打刻ピンが材料の縁に当たって破損したりすること

があります。METAZAStudioに登録されていない材料に印刷する場合は、新規に材料を登録するようにしてください。材

料の登録には次の３つの方法があります。詳細な手順については、METAZAStudioのオンラインヘルプを参照してくだ

さい。

☞  P. 9「本機の説明書について」

登録方法

○ ビットマップ画像を読み込む

材料の画像がある場合は、その画像を読み込むことができます。ただし、使えるのはビットマップデータのみです。

その他、以下の条件があります。

ファイル形式：BMPまたはJPEGであること

色数：白黒2値（材料部分が黒で塗りつぶされていること）

○ 材料をスキャナでスキャンする

材料の画像がなく、形状が複雑な場合は、スキャナで材料をスキャンした画像を読み込むことができます。スキャ

ナはTWAIN_32対応のものを使用してください。その他、以下の条件があります。

色数：白黒2値（材料部分が黒で塗りつぶされていること）

○ 材料の形状を描く

材料が四角や丸など単純な形状の場合、またはその組み合わせで出来ている場合は、作図ツールを使って材料の形

状を作図して登録します。

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「ヒントとテクニック」＞「よく使う材料を登録する」）
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4-6 その他の便利な機能

METAZAStudioでできるいろいろな操作

METAZAStudioには、読み込んだ画像の編集や、印刷データを作成するための様々な機能があります。操作方法の詳細

は、METAZAStudioのオンラインヘルプを参照してください。

☞  P. 9「本機の説明書について」

○ 人物を際立たせる

METAZAStudioで作成したデータを本機で印刷するとき、白に近い色ほど濃く、黒に近い色ほど薄く印刷され、濃

淡が表現されます。したがって、人物の髪の毛や服装が黒っぽい色のとき、髪や服が薄く印刷され輪郭がはっきり

しないことがあります（データの状態によっては、印刷されないこともあります）。そのような場合、人物のみを切

り抜いて、その画像に縁を付けると人物を際立たせて印刷することができるようになります。

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「操作手順」＞「Step 3：画像のいらない部分を消す」）

○ よく使う図形や画像を登録しておく

よく使う図形や汎用的な図形をライブラリに登録しておき、いつでも呼び出してデータに追加できます。ロゴや図

記号などを登録しておくと便利です。画像を登録することもできます。

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「ヒントとテクニック」＞「ライブラリの活用」）

○ 画像の輪郭線をつくる

読み込んだ画像に輪郭線を付けて印刷することができます。読み込み可能なデータ形式はJPEGとBMPです。

輪郭をきれいに抽出するためには、データが以下の状態であるとよいでしょう。

階調：連続階調を含まず、色と色の境目がはっきりしていること

色数：白黒2値（推奨）

解像度：高い（ただし、図形の複雑さや、印刷時の大きさによって、最適な解像度は異なります。）

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「ヒントとテクニック」＞「画像の輪郭線を作る」）

○ インターネットを使ってファイルをやり取りする

材料形状を含めた画像をBMPファイルに書き出すことができます。インターネットを使ってファイルを送って、で

きあがりを確認してもらうときなどにご利用できます。

☞  METAZAStudioオンラインヘルプ（「ヒントとテクニック」＞「お客様にできあがりを確認してもらう」）
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4-7 ドライバの設定について

ドライバの設定画面を開く

ドライバの設定画面では材料のサイズ、印刷の方法などの様々な項目を設定することができます。

以下の手順で開いた画面で変更した内容は、METAZAStudioを再起動しても継続して適用されます。変更した内容で継

続して操作するときは、次の手順で設定画面を開いてください。

手順

➊ Windows VistaWindows VistaWindows VistaWindows VistaWindows Vista

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[ハードウェアとサウンド]メニューから[プリンタ]をクリックする。

Windows XPWindows XPWindows XPWindows XPWindows XP

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[プリンタとFAX]をクリックする。

Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000

[スタート]をクリックする。

[設定]をクリックし、[プリンタ]をクリックする。

➋ 〔Roland MPX-80〕をマウスの右ボタンでクリックする。

[印刷設定]をクリックする。

設定画面が表示されます。

設定画面について

METAZAStudio画面の[ファイル]メニューから[プリンタの設定]をクリックし、[プリンタの設定]画面上の[プロパティ]を

クリックすると、上記の手順で開いた画面と同じ画面が表示されます。

この画面で変更した内容は、METAZAStudioを再起動すると無効になります。一時的にドライバの設定を変更するとき

は、METAZAStudio画面から設定画面を開いてください。



4-7 ドライバの設定について

第4章　より進んだ操作 65

ドライバのオンラインヘルプの開き方

ドライバで設定できる内容の詳細については、ドライバのオンラインヘルプで見ることができます。

ドライバのオンラインヘルプは、ドライバの設定画面にある[ヘルプ]ボタンをクリックすると表示されます。

☞  P. 9「本機の説明書について」
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4-8 SFEdit2について

SFEdit2とは

SFEdit２は、本機付属品のCD-ROM（Roland Software Package）に収録されている、線文字の生成と編集のできるソ

フトウェアです。線文字は、TrueTypeフォントの中心線を自動抽出した線画です。生成／編集した線文字をSFEdit2で

保存すると、METAZAStudioにフォントとして登録され、METAZAStudioの書式設定画面で選択できるようになりま

す。線文字の生成や編集などの詳細については、SFEdit2のオンラインヘルプを参照してください。

☞  P. 9「本機の説明書について」

SFEdit2の起動方法

SFEdit ２を起動する方法は２つあります。Windowsのスタートメニューから起動する方法と、METAZAStudio のメ

ニューから起動する方法です。

Windowsのスタートメニューから起動する方法

［スタート］をクリックし、［すべてのプログ

ラム］または［プログラム］をクリックする。

［Ro l and  SFEd i t2］をクリックし、

［SFEdit2］をクリックする。

SFEdit2 が起動します。

METAZAStudioから起動する方法

METAZAStudioの［編集］メニューから

［線文字］をクリックする。

SFEdit2 が起動します。

SFEdit2で線文字を生成／編集して保存する。 METAZAStudioにフォントとして登録されます。
☞  P. 55「文字書式の変更」
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5-1 日常のお手入れ

日常のお手入れ

警告 ガソリン、アルコール、シンナーなど燃えやすいものは使わないでください。

火災の原因になります。

注意 印刷直後は、ヘッドに触れないでください。

やけどをすることがあります。

○本機は精密機器ですので、ほこりや塵を嫌います。日常的な清掃を心がけてください。

○シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を使わないでください。

○注油は一切しないでください。

粘着シートの清掃

粘着シートの粘着力が落ちてきたときはシートを洗ってください。

○たわしやスポンジで粘着シートをこすらないでください。

○洗うときに粘着シートを引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。

洗い方と乾かし方

粘着シートを水につけて、シート表面をやさしくなでるようにして洗ってください。洗った後は、完全に乾くまで陰干し

してください。濡れたままでテーブルに取り付けてはいけません。

粘着シートの汚れがひどいとき

粘着シートの汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤を使ってください。洗剤が残らないようよく水で洗い流してくださ

い。

本体とカバーの清掃

水を浸した布をかたく絞り、軽く拭いてください。

カバーは傷がつきやすいので、やわらかい布をお使いください。
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ヘッドキャップの交換時期について

ヘッドキャップ先端の三角形（下図参照）が擦れて消えてしまったら交換時期です。新しいヘッドキャップに交換してくだ

さい。

なお、消耗の進み具合は印刷条件により異なります。特に、アルミなどの素材に線画（アイランドフィルなど）を多用した

印刷を行った場合、材料表面の凹凸が多くなるために消耗が早くなります。適切な時期に交換できるように、ヘッドキャッ

プの状態を定期的に確認するようにしてください。

☞  P. 31「材料のセット（粘着シート使用）」、P. 33「材料のセット（センターバイス使用）」

この三角形が消えたら
交換してください。

ヘッドキャップ
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5-2 ヘッドと打刻ピンのメンテナンス

ヘッドの清掃と打刻ピンのメンテナンスはすべて付属ソフトウェア〔MPX-80 Head Manager〕を使って行います。

本機のヘッドには9本の打刻ピンがあります。印刷時は、これらの打刻ピンのうち1本を使って印刷しています。これら

の打刻ピンは、先端が消耗したときは、別の打刻ピンに切り替えることができます。また各打刻ピンの打刻力を同じにす

るため、調整することができます。

MPX-80 Head Managerを起動する

➊ [スタート]をクリックし、[すべてのプログラム]（また

は[プログラム]）をクリック。

〔MPX-80 Head Manager〕をクリックし、〔MPX-

80 Head Manager〕をクリック。

➋ 本機の電源をオンにする。
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ヘッドの清掃　

ヘッド周辺についたこまかなごみを清掃します。定期的に清掃してください。

手順

➊ センターバイス、粘着シート、ヘッドキャッ

プを取り外し、ハンドルを緩める。

➋ MPX-80 Head Managerを起動する。

☞  P. 70「MPX-80 Head Managerを起動する」

➌ ［クリーニング］をクリックする。

➍ ［OK］をクリックする。

ヘッドが動き、クリーニング動作をします。

Roland

センターバイス、粘着
シートは取り外しておく。
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打刻ピンの状態を確認する

各打刻ピンの状態が表示されます。

お使いの打刻ピンのインジケータが赤く表示されたときは、新しい打刻ピンに切り替えてください。赤く表示されていな

くてもきれいに印刷できなかったり、画像にムラがあるときは、新しい打刻ピンに切り替えてください。

打刻ピンの使用量を表示します。打刻すると、インジケータの表示
が少しずつ増えます。表示の増え方は印刷する材料によって変わり
ます。
何も表示されていない打刻ピンは未使用の打刻ピンです。

赤く表示されると、打刻ピンの切り替え時期
です。

画面の表示を最新の情報に更新します。
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打刻ピンを切り替える

打刻ピンは次の手順で切り替えてください。

手順

➊ MPX-80 Head Managerを起動する。

☞  P. 70「MPX-80 Head Managerを起動する」

➋  次に使う打刻ピンの番号を選択。

 [ピン切り替え適用]をクリック。
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各打刻ピンの打刻の強さを調整する

9本の打刻ピンの打刻力をそれぞれ個別に調整することができます。打刻ピンの調整には、図のパターンを印刷します。

付属のテスト用印刷材料（真鍮）または60 mm X 60 mm 以上の大きさの材料を準備してください。

手順

➊ MPX-80 Head Managerを起動する。

☞  P. 70「MPX-80 Head Managerを起動する」

➋ [ピン再調整]をクリック。

画面の指示に従って、打刻ピンの調整作業をしてください。

➌ 作業終了後、〔X〕をクリック。

画面を閉じます。

補正値の決め方

数字が読み取れる中でもっとも薄い場所のアルファベットと数字を補正値にします。わかりにくいときは、基準にする見

え方（濃さ）を決めて同じ見え方の場所を選択します。例えば、図のような場合は次の数値を選択します。

調整パターン

B0

C3

B0

C2

C2

B9

C2

C1

C5
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5-3 ヘッドの交換

ヘッドを交換する

9本の打刻ピンが全て消耗したら、ヘッドを交換してください。交換作業の中で、図のパターンを打刻します。交換用ヘッ

ド（MPH-70）に付属のテスト用印刷材料（真鍮）または60 mm X 60 mm 以上の大きさの材料を準備してください。

交換用ヘッドは別売です。お買い上げの販売店もしくは当社コールセンターへお問い合わせください。

手順

○ 交換作業は途中でやめないでください。

○ ヘッドは消耗品です。全ての打刻ピンが消耗したヘッドは使用しないでください。

○ 一度取り外したヘッドは、使用しないでください。未使用の打刻ピンがある場合でも、再度使用しないでください。

➊ MPX-80 Head Managerを起動する。

☞  P. 70「MPX-80 Head Managerを起動する」

➋ [ヘッド交換]をクリック。

画面の指示に従って、ヘッド交換作業をしてください。

➌ 作業終了後、〔X〕をクリック。

画面を閉じます。

ヘッド交換作業の終了後、打刻ピンの状態を確認するには、[ピン再調整]をクリックしてください。

☞  P. 74「各打刻ピンの打刻の強さを調整する」

調整パターン
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5-4 原点位置の調整

本機の原点位置を調整する

本機の印刷原点は、テーブルの目盛り中心です。原点位置を調整したいときは、補正用データを出力して原点位置を確認

してください。

1. 補正用データを印刷します。

➊ 材料をテーブルの中心にセットする。

20 mm 四方以上の大きさの材料をご用意ください。

☞  P. 31「材料のセット（粘着シート使用）」、P. 33「材料のセット（センターバイス使用）」

➋ METAZAStudioを起動する。

➌  [ファイル]メニューから[開く]をクリックする。

 [ファイルの場所]に、〔METAZAStudio〕フォ

ルダ※内にある〔Samples〕フォルダを選択する。

※METAZAStudioのインストール先フォルダ

 〔Axis.mzs〕を選択する。

 [開く]をクリックする。

➍ 印刷を開始する。

2. 補正値を計測し、入力します。

➊ テーブルの目盛りの中心線と材料の十字線とのずれを測り、メモ

する。

図は、〔幅〕の正方向に0.5 mm、〔長さ〕の負方向に0.5 mm ずれて

いた場合を表します。

-0.5 mm

0.5 mm

中心線

〔長さ〕の正方向

〔幅〕の正方向

中心線

材料
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➋ Windows VistaWindows VistaWindows VistaWindows VistaWindows Vista

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[ハードウェアとサウンド]メニューから[プリンタ]をクリックする。

Windows XPWindows XPWindows XPWindows XPWindows XP

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[プリンタとFAX]をクリックする。

Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000

[スタート]をクリックする。

[設定]をクリックし、[プリンタ]をクリックする。

プリンタフォルダが開きます。

➌ 〔Roland MPX-80〕を右クリックする。

[印刷設定]をクリックする。

設定画面が表示されます。

➍  [材料]タブをクリックする。

 手順1でメモしたずれの大きさを、[原点オフセッ

ト]の幅と長さに入力する。

 [OK]をクリックする。

画面を閉じます。

補正値の入力

METAZAStudioから設定画面を開いたとき、そこで設定した値は一時的なもので保存されません。

設定画面の内容を保存するには、プリンタフォルダでドライバの設定画面を開いてください。

☞  P. 64「ドライバの設定について」
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5-5 材質の登録と打刻力の調整

材質を登録して打刻力を調整する

材質を登録し、硬度などの条件に合わせて打刻力を調整します。

本機では、使用する材料の材質に合った打刻力で印刷することで、より高品質な印刷結果を得ることができます。本機の

ドライバには、あらかじめいくつかの材質とそれらに合った打刻力が設定されていますが、材質とその材質に最適な打刻

力を自分で登録することもできます。また、自分で登録した材質では、よりよい印刷結果を得られるように、後で打刻力

を調整することができます。

手順

➊ Windows VistaWindows VistaWindows VistaWindows VistaWindows Vista

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[ハードウェアとサウンド]メニューから[プリンタ]をクリックする。

Windows XPWindows XPWindows XPWindows XPWindows XP

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル]をクリックする。

[プリンタとその他のハードウェア]をクリックし、[プリンタとFAX]をクリックする。

Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000

[スタート]をクリックする。

[設定]をクリックし、[プリンタ]をクリックする。

➋ 〔Roland MPX-80〕を右クリックする。
[印刷設定]をクリックする。

➌  [画像補正]タブをクリックする。

 [材質]で、カスタム材料（設定a～d）を選択する。

 [詳細設定]をクリックする。

[詳細設定]画面が表示されます。
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➍  登録する材質に名前を付けて入力する。

 Impact値を調整する。

打刻結果は材料の硬度によって変わります。材料に

合わせて調整してください。

➎ [OK]をクリックする。

[詳細設定]画面を閉じます。

➏ [OK]をクリックする。

設定画面を閉じます。

これで、材質とそれに合った打刻力を登録できました。より高品質な印刷結果を得るためには、テスト印刷や同じ材料へ

の重ね打ちを行い、印刷結果を見ながら Impact値を調整してください。

上げる
・画像の暗い部分が打刻されないとき
下げる
・画像の暗い部分が白っぽく打刻されるとき（明るすぎるとき）
・全体に打刻が強いとき

上げる
・画像の明るい部分の打刻が弱いとき（暗いとき）
・全体に打刻が弱いとき
下げる
・画像の白い部分の打刻が強すぎるとき
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第6章
付録
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6-1 こんなときは

印刷データを送っても本機が動かない

電源はオンになっていますか？

電源／移動ボタンのランプが点灯しているか確認してくださ

い。消灯している場合は電源／移動ボタンを押して電源をオ

ンにします。

電源コードは正しく接続されていますか？

正しく接続されていなかった場合は下記のページを参照し

て、正しく接続してください。

☞  P. 20「ケーブル類の接続」

コンピュータとの接続ケーブルは正しく接続されていますか？

正しく接続されていなかった場合は下記のページを参照し

て、正しく接続してください。

☞  P. 20「ケーブル類の接続」

打刻はするが、印刷できていない

材料のセット位置は正しいですか？

材料をセットした場所以外のところに打刻するときは、材料

をセットし直してください。

☞  P. 31「粘着シートを使って材料をセットする」、P. 34「センター

バイスを使って材料をセットする」

印刷対象の材料が「印刷できる材料の条件」に適合しています

か？

印刷可能な材料をご用意ください。

☞  P. 28「印刷する材料を用意する」

ヘッドキャップを使用しない場合、ヘッドユニットの高さは材料

の厚みに合わせて調整されていますか？

ヘッドキャップを使用しない場合、ヘッドユニットの高さが

材料の厚みに合った高さで固定されているかを確認してくだ

さい。ヘッドユニットの高さが合っていないと印刷できませ

ん。ヘッドユニットの高さを合わせ、ハンドルでしっかりと

固定してください。

☞  P. 31「粘着シートを使って材料をセットする」、P. 34「センター

バイスを使って材料をセットする」

打刻ピンが折れていませんか？

材料のセット位置や条件、あるいはヘッドユニットの高さを

見直しても何も印刷されないときは、打刻ピンが折れている

可能性があります。打刻ピンを未使用のものに変更して、テ

スト印刷を行ってみてください。新しい打刻ピンで印刷でき

る場合は、これまでの打刻ピンは折れていますので、新しい

打刻ピンを使用してください。

☞  P. 73「打刻ピンを切り替える」

絵がきたない

ドライバの設定画面の材料設定は正しいですか？

セットした材料の材質を選んでください。

材質は同じでも、鋳造方法・不純物の成分・メッキの有無な

どによって印刷面の硬さが大きく変わります。そのときは材

料に合った打刻の強さを微調整してください。

☞  P. 78「材質を登録して打刻力を調整する」

画像ははっきり印刷されていますか？

画像がはっきりしないときは、明るさを調整してください。

ドライバの設定画面の〔ガンマ補正〕または〔明るさ〕を少

しずつ明るくしながら印刷してください。

このとき、材料を取り付けたまま同じ場所に重ね打ちしま

す。設定を変えて、目的の濃さになるまで印刷を続けてくだ

さい。

☞  P. 64「ドライバの設定について」、ドライバオンラインヘルプ（「［画

質補正］タブ」）

中間色ははっきり印刷されていますか？

中間色がはっきりしないときは、ドライバの設定画面（［画質

補正］タブの「詳細設定」）で打刻の強さを調整してください。

〔Impact--MAX〕の数値を変えずに、〔Impact--MIN〕の数値

を少しずつ大きくしながら印刷します。

このとき、材料を取り付けたまま同じ場所に重ね打ちしま

す。ドライバの設定画面の設定を変えて、目的の濃さになる

まで印刷を続けます。

☞  P. 78「材質を登録して打刻力を調整する」

重ね打ちについて

重ね打ちをして決めた各種の設定値は、同じ条件で重ね打ち

をしたときのみ有効です。重ね打ちをせずに、条件だけを合

わせて新規の材料に印刷しても同じ結果は得られません。

打刻ピンは消耗していませんか？

打刻ピンが消耗しているときれいに印刷できないことがあり

ます。

ピンを調整するか、新しいピンに切り替えてください。

☞  P. 70「ヘッドと打刻ピンのメンテナンス」
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いつも同じ場所の画像が薄くなる

ヘッドキャップを使用している場合

ヘッドキャップを使用して印刷しているにもかかわらず、い

つも同じ場所の画像が薄くなる場合は、印刷面の高さ変位が

大きすぎる可能性があります。本機で印刷できる材料の条件

を見直して、材料を選択しなおしてください。また、本機で

は、曲面への印刷における写真データの画質は保証していま

せん。

☞  P. 28「印刷する材料を用意する」

ヘッドキャップを使用していない場合

「テーブルの右手前付近の画像が薄くなることが多い」といった

場合、本機の傾きを調整すると画質が良くなる可能性がありま

す。

材料や画像ごとにむらのできる場所が異なるなど、印刷場所

と関連性のない画像むらについては効果がありませんのでご

注意ください。なお、ヘッドキャップを使用できる場合は、

ヘッドキャップの使用をおすすめします。

☞  P. 27「ヘッドキャップの使用について」

手順

1.付属のテスト用印刷材料を粘着シートを使ってテーブルの

中心にセットする。

付属の材料を使い切ったときは、60 mm 四方より大きく平

滑度が0.05 mm 以下の材料をご用意ください。

☞  P. 31「粘着シートを使って材料をセットする」

2.プリンタフォルダを開く。

〔Roland MPX-80〕を右クリックする。〔印刷設定〕をクリッ

ク。

3.〔オプション〕タブをクリック。

4.〔テスト印字〕をクリック。

材料にテストパターンが印刷されます。

5.テストパターンが途切れて見えなくなっている場所の目盛

りを読みとる。

手前、奥、右、左のすべての方向を読みとってください。

次ページへ

絵にむらがある

印刷面に微少な凹凸がありませんか？

ヘッドキャップを装着していない場合は、ヘッドキャップを

装着して印刷してください。ヘッドキャップを装着して印刷

すると傷がついてしまうような材料の場合は、印刷面の平ら

な材料に取り換えてください。

☞  P. 27「ヘッドキャップの使用について」、P.　28「印刷する材料

を用意する」

印刷面が斜めになっていませんか？

ヘッドキャップを装着していない場合は、ヘッドキャップを

装着して印刷してください。ヘッドキャップを装着して印刷

すると傷がついてしまうような材料の場合は、印刷面の平ら

な材料に取り換えてください。

☞  P. 27「ヘッドキャップの使用について」、P.　28「印刷する材料

を用意する」

濃さにむらがありませんか？

材料を取り付けたまま同じ場所に重ね打ちすると、画質が良

くなる可能性があります。ドライバの設定画面の〔ガンマ補

正〕、〔明るさ〕、〔コントラスト〕の設定を変えて、重ね打ち

してみてください。

☞  P. 64「ドライバの設定について」、ドライバオンラインヘルプ（「［画

質補正］タブ」）

双方向印字をしていませんか？

双方向印字では印刷時間を短縮できますが、画質が低下する

場合があります。その場合は、ドライバの設定画面の〔双方

向印字〕をオフにして印刷をやり直してください。

☞  P. 64「ドライバの設定について」、ドライバオンラインヘルプ（「［材

料］タブ」）

打刻ピンは消耗していませんか？

打刻ピンが消耗しているときれいに印刷できないことがあり

ます。

ピンを調整するか、新しいピンに切り替えてください。

☞  P. 70「ヘッドと打刻ピンのメンテナンス」
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6.〔傾き補正を行う〕をオンにする。

読みとった目盛りをドライバに入力する。

思った場所に印刷できない

テーブルの目盛りの中心が本機の印刷原点と一致していない

ことが考えられます。

目盛りの中心と印刷原点のずれを補正してください。

☞  P. 76「本機の原点位置を調整する」
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6-2 移送するときは

移送するときは、必ず固定具を取り付けてください。固定具を取り付けずに移送すると本機が破損することがあります。

手順

➊ 電源をオンにする。

☞  P. 24「電源をオンにする」

➋  カバーを開ける。

 粘着シートをテーブル上にセットする。

 ヘッドキャップをヘッドにかぶせる。

 ハンドルを緩める。

➌ 電源／移動ボタンを押す。

ヘッドとテーブルが移動し、ヘッド先端がテーブル中央の表面に触れる位置で止まります。

➍ 電源をオフにする。

電源ケーブル、USBケーブルを取り外す。

☞  P. 24「電源をオフにする」

Roland

粘着シート

ヘッドキャップ
ハンドル
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➎ 図の順番で固定具を取り付ける。

➏ ハンドルを持ち上げて、固定する。

ハンドルを持ち上げてヘッドユニットに当て、

そこからさらに少しだけ持ち上げ、動かなく

なる位置で固定します。固定したら、ヘッドユ

ニットが動かない状態になっていることを確

認してください。

➏ カバーを閉める。

➐ 元の梱包箱に再梱包する。

➀  固定具B

➁  固定具A

➂  固定ネジ

ヘッドユニットを
少し持ち上げる。

ここに保管している
固定ネジを使用する。

Ro a d

ハンドル
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6-3 ヘッドの寿命

本機のヘッドは消耗品です。

次の条件で3,600枚程度印刷したときが、寿命の目安です。

使用条件

使用材料：MD-NI（当社ニッケルメッキプレート）

印刷エリア：30 mm X 23 mm

印刷モード：フォト

印刷率：35％（1枚あたり25,000ドット）
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6-4 定格電源およびシリアル番号の表示位置

定格電源表示
ここに書かれた電圧、周波数、容量を満たす
電源をお使いください。

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、容量を満たす
電源をお使いください。
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6-5 本機の仕様

主な仕様

USB接続のためのシステム条件

印刷可能な材料

取り付け可能な材料の大きさ

印刷範囲

解像度

印刷方向

印刷速度（初期値）

インターフェイス

電源条件

消費電力

動作音

動作温度

動作湿度

外形寸法

本体重量

梱包外寸

梱包重量

付属品

MPX-80

金、銀、銅、プラチナ、真鍮、アルミ、鉄、ステンレスなど
（印刷面のビッカース硬さ（HV）が200以下であること）

最大 100mm （幅） X 100 mm (高さ) X 40 mm（厚み）　
（センターバイス使用時の最大厚みは20 mm）

80 mm X 80 mm

529 dpi（高密度）、353 dpi（フォト）、265 dpi（テキスト）、1058dpi（ベクタ）

単方向印字または双方向印字（Windowsドライバにより選択可能）

50 mm/s（フォト）、33 mm/s（高密度、テキスト）、16 mm/s（ベクタ）

USB（Universal Serial Bus Specification Revision 1.1準拠）

専用ACアダプタ AC 100V ±10%  50/60 Hz

本体 DC19V 0.6A

約15W

70 dB（A）以下（ISO7779による）

10～30℃

35～80％（ただし結露のないこと）

264 mm（幅） X 325 mm（奥行） X 217 mm（高さ）

5.1 kg

350 mm（幅） X 440 mm（奥行） X 370 mm（高さ）

7.0 kg

ACアダプタ、電源コード、テスト用印刷材料（真鍮、メッキプレート）、USBケーブル、CD-
ROM、ユーザーズマニュアル、お客様登録カード

コンピュータ

USBケーブル

Windows 2000/XP/Vista(32ビット版)いずれかのプレインストールモデル、または
Windows 2000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

付属のUSB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）本製品に異常がなく、他の部分、他の機器に異常があり、点検および改善した場合。

 　（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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この製品は、当社の厳密な製品検査を経てお届けしたものです。�
保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合は、�
無料修理を行ないますのでお買上げの販売店又は、当社に製品�
と本書を添えてお申し出ください。�
●当社までの送料はご負担をお願いいたします。�
●本書は再発行致しませんので大切に保存してください。�
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品　番�



92



93



94



95



96





R2-080502


