
ヘッドクリーニングシートの使い方
通常のクリーニングで落ちきれない汚れは、ヘッドクリーニングシートを使って取ります。

日常のヘッドクリーニングについては、ユーザーズマニュアルをご覧ください。

プリンティングヘッドはとてもデリケートです

●傷がついたシートでクリーニングするとヘッドが破損します。
カッターなどで傷つけてしまった場合は新しいシートと交換してください。

●グリット跡の上でヘッドをクリーニングするとヘッドが破損します。
シートの端以外にグリット跡を付けてしまった場合は新しいシートと交換してください。

●手でヘッドを持ってクリーニングすると、無理な力が加わってヘッドが破損します。
●シートは傷や油汚れ、ほこりなどが付かないように保管してください。

シートが汚れた場合は新しいシートと交換してください。
●使用前に、ほこりを取り除いてください。

PC-60

0 クリーニングが終わったら、シートローディングレバーを上げてシートを取り外し、
サブ電源をオフにしください。

6

フロントカバーを閉める
とヘッドクリーニングが
始まります。
BUSY LEDが消灯し、
PIECE LEDが点滅したら
完了です。
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サブ電源をオフにします

フロントカバーを開けます

シートローディングレバー
を上げます
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4 取り外してください

インクリボン
カートリッジ 取り外してください

シートローディングレバー
を下げます

カッター

SHEET TYPE キーを
押しながらサブ電源を
オンにします

シートが正しい
位置にセットされて
いないと、PIECEとROLLのLEDが同
時に点滅します。
そのときは、正しい位置にシートを
セットし直してください。
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クリーニングシートを
取り付けてください

光沢のない面を上にします

いちばん右の
グリットローラ

下図の位置に、シート・ピンチローラ・
グリットローラをセットします

右から2番目の
グリットローラ

ピンチローラ右ピンチローラ左
シートが前後のセンサー
にかかっていること



10 When cleaning is finished, raise the sheet loading lever and remove the
material, then switch off the sub power.

• Do not use any cleaning sheet that has a damaged surface such as cuts, tears or creases.

• The printing head can be damaged by dust.

• The Pinch rollers should be set over the black bands at either end of the sheet, to ensure that the head is

restricted to the center cleaning area of the sheet and cannot pass over marks left by the pinch rollers.

• Store the cleaning sheet in a clean place and wipe the cleaning surface with a "lint free" cloth before use.

The following details the correct usage of this cleaning sheet.

Failure to observe the following points may result in damage to the machine.

How to Use the Cleaning Sheet

PC-60

Soiling which cannot be removed by ordinary cleaning is removed using a cleaning sheet.

For more information about ordinary cleaning, please refer to the user's manual.
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TAKE OUT

REMOVE

the ink-ribbon
cartridge

the blade holder

Keep pushing the
SHEET TYPE Key,
and the sub power
on.

Load the
cleaning sheet.

Matt face is up side

Lower the
sheet loading lever.

Switch off the sub power.

Open the front cover.

When the front cover is
closed, head cleaning
starts.
Head cleaning is finished
when the BUSY LED goes
dark and the PIECE LED
flashes.

Raise the sheet loading lever.

If the material
is not loaded at the
correct location,
the PIECE and ROLL LEDs flash at
the same time.
If this happens, reload the material
at the proper location.

Make sure the material lies
over the front and rear sensors.

Position the material, the pinch rollers, and the
grit rollers at the locations shown below.

2nd grit roller
from the right

Pinch roller (left) Pinch roller (right)

Rightmost grit roller


