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前書き前書き
遵守事項遵守事項
本書のあらゆる情報は通知なしで変更されることがあり、法的規定がない限り、Minebea Intecの一
部でのコミットメントを行うものではありません。この製品を操作/設置できるのは、訓練を受け
た有資格者のみです。この製品に関して連絡する場合は、製品に関する型式、名称、リリース番
号/シリアル番号のほか、すべてのライセンス番号についても言及する必要があります。

注意注意
本製品の一部は著作権により保護されます。変更や複製は禁止されています。また、購入、著作
権所有者 (Minebea Intec)から書面による許可がない限り使用できません。ご使用になると、上記規
定を受け入れたものと見なされます。
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1 はじめにはじめに

1.1 マニュアルを読むマニュアルを読む
- このマニュアルを注意深く、よく読んでから製品を使用してください。

- このマニュアルは製品の一部です。安全で簡単に使える場所に保管してく
ださい。

-

1.2 操作指示表示方法操作指示表示方法
1.- n.が、順番に実行される必要のあるステップの前に置かれます。

1.3 リストの表示方法リストの表示方法
- リストの項目を示します。

1.4 メニュー項目とソフトキーの表示方法メニュー項目とソフトキーの表示方法
[]フレームメニュー項目とソフトキー
例例:
[スタート]- [アプリケーション]- [Excel]

1.5 安全指示の表示方法安全指示の表示方法
シグナルワードは、危険防止手段が守られていない場合に発生する危険の重
大度を示しています。

危険危険

人身傷害の警告人身傷害の警告
DANGER（危険）は、該当する安全対策が守られていない時に発生する死亡
または取り返しのつかない重度人身傷害を指します。
対応する安全予防策を実施してください。

警告警告

危険区域および危険区域および/または人身障害の警告または人身障害の警告
WARNING（警告）は、適切な安全手段が守られない場合に、死亡または取り
返しのつかない重度傷害が発生する可能性があることを示しています。
対応する安全予防策を実施してください。

ステップの前に置かれます。
ステップの結果を表示します。
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注意注意

人身障害の警告。人身障害の警告。
CAUTION（注意）は、適切な安全手段が守られない場合に、軽度で、治癒可
能な傷害が発生する可能性があることを示しています。
対応する安全予防策を実施してください。

通告通告

所有物および所有物および/または環境に対する損害の警告または環境に対する損害の警告
NOTICE（通告）は、適切な安全手段が守られない場合に、所有物および/ま
たは環境に対して損害が発生する可能性があることを示しています。
対応する安全予防策を実施してください。

注注:

ユーザへのヒント、役立つ情報、および注意。
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2 安全指示安全指示

2.1 一般情報一般情報
- 本機器は、印刷作業の用途でのみご使用ください。

- 機器の操作限界値に従ってください。

- クリーニングの前に、主電源から電源コードを抜きます。

- 機器内部に液体が入らないようにします。

2.2 納入品の検査納入品の検査
納品物の内容が揃っているかどうかを確認します。内容を目で確認し、輸送
中に損傷が生じていないかどうかを判断します。製品に不具合がある場合
は、直ちに配送業者に連絡します。Minebea Intecの販売またはサービス機関に
も通知します。
納品物の内容が揃っているかどうかを確認します。内容を目で確認し、輸送
中に損傷が生じていないかどうかを判断します。製品に不具合がある場合
は、直ちに配送業者に連絡します。Minebea Intecの販売またはサービス機関に
も通知します。当社のウェブサイトhttp://www.puroscales.comにアクセスする
か、または製品の購入先に連絡します。

2.3 操作を開始する前に操作を開始する前に

通告通告

目視検査を行います。目視検査を行います。
保管後、輸送後だけでなく、操作の開始前にも、機械的損傷の兆候がないか
を調べるため、製品を目視検査します。
目視で損傷および/または欠陥の兆候が見つかった時は、製品を作動させ
ないでください。
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3 機器の説明機器の説明

3.1 概要概要

1 用紙収納部カバー
2 フレーム
3 SELキー
4 LFキー
5 用紙収納部
6 印字ヘッド
7 ディスプレイライト
8 予備品収納部
9 RS-232インターフェース接続部
10 電源接続部
11 オン/オフスイッチ
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3.2 寸法寸法

3.2.1 用紙形式用紙形式

用紙タイプ用紙タイプ 厚さ厚さ 幅幅 直径直径

感熱紙 0.06-0.08 mm 57±0.5 mm 最大50 mm

感熱式プリンターPuro® YP-DP1 3 機器の説明

JA-6 Minebea Intec



4 機器の設置機器の設置

4.1 電気供給電気供給

(1)電源接続

警告警告

供給電圧を誤ると、物的損害および供給電圧を誤ると、物的損害および/またはケガが生じる恐れがあります。またはケガが生じる恐れがあります。
必ず付属の電源ユニットを使用してください。

4.2 データインターフェースデータインターフェース

(2)インターフェース接続
付属の接続ケーブルYP-CAS1を使用します。
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4.3 プリンターの吊り下げプリンターの吊り下げ

1. 目的の位置にドリルで取り付け用の穴を2つ開けます (93.5 mm間隔を開け
る)。

2. 穴に2本のねじをねじ込みます。
3. プリンターを吊り下げます。
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5 操作操作

5.1 機器の接続とスイッチオン機器の接続とスイッチオン
以下のステップに従います：

5.2 自己診断テスト自己診断テスト
プリンターのスイッチをオンにし、同時にLFキーを押し下げます。
自己診断テストの結果が印刷され、そこに現在のメニュー設定も記載されま
す。

5.3 メニューメニュー
プリンターのスイッチをオンにし、同時にSELキーを押し下げます。最初のメ
ニュー項目が印刷されます。これは、LFキーで変更できます。SELキーを使用
すると、現在選択されている印刷メニュー項目が、次のメニュー項目に切り
替わります。

5.4 ロール紙の交換ロール紙の交換

注意注意

ケガに関する警告。ケガに関する警告。
印字ヘッドが熱くなっていることがあります！
ロール紙は、印字ヘッドを冷ましてから交換します。

1. オン/オフスイッチは、必ずオフの位置にします。
2. 電源ユニットの電源コードをプリンターの電源接続部に接続します。
3. 電源ユニットをコンセントに接続します。
4. オン/オフスイッチをオンに設定します。

緑のライトが持続的に点灯したら、プリンターを使用できます。

緑のライトがオフの場合は、プリンターはオフラインで、データを受
信できません。

緑のライトが点滅している場合は、用紙切れのため、プリンターがデ
ータを受信できません。

プリンターのスイッチをオンにすると、赤のインジケータライトが点
灯し、プリンターのスイッチが入っていることを示します。
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感熱紙を使用する場合は、用紙の向きに注意します (図1)。

1. 用紙収納部のカバーを開けます (図2)。
2. ロール紙をロールホルダーに入れ、ロール紙とホルダーを軽く押してホル
ダーのスロットに入れます。用紙の端を引っ張り、用紙収納部から引き出
します (図3)。

3. 用紙収納部内のスイッチで、プリンターのスイッチをオンにします (図3)。
4. 用紙収納部のカバーを閉じます (図4)。

緑のライトが点灯し、プリンターが使用できます。
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6 廃棄物処理ポリシー廃棄物処理ポリシー

梱包材料が必要ではなくなった場合、地元の廃棄物処分施設や評判の良い処
分業者または収集地点に持って行きます。梱包材料の大部分は、主にリサイ
クルに適した環境にやさしい材料を使用しています。
家庭ごみとともにこの製品を廃棄し、地元の廃棄物処理公社が運営する収集
地点で本製品を処分することは小規模の会社であっても禁止されています。
EUの法律は、後でリサイクルできるように、電気および電子機器は分類され
ない他の一般廃棄物とは別に収集・廃棄することを加盟国に求めています。

製品の廃棄とスクラップ処理の前に、すべてのバッテリを除去し、適切な収
集地点に持って行く必要があります。
詳細については、弊社のT&Cを参照してください。

弊社では、有害物質 (ABC汚染物質) で汚染された製品については、修理を受け
付けておりません。

6 廃棄物処理ポリシー 感熱式プリンターPuro® YP-DP1

Minebea Intec JA-11



7 仕様仕様

7.1 同梱物同梱物

番号番号 位置位置
1 プリンターYP-DP1

2 安全性に関する説明書、および資料一式にアクセスできるQRコード
3 接続ケーブルYP-CAS1

4 電源コード

7.2 技術データ技術データ

項目項目 仕様仕様

電気供給 UDC = 24 V、2 A

印刷プロセス 感熱式行印刷

用紙の幅 57 mm

解像度比 8ポイント/mm (384 ポイント/行)

1行あたりの文字数 64/32/24

印刷速度 50 mm/秒 (作業負荷25%の場合)

文字サイズ 6X8ポイント、8x16ポイント、または12x24ポ
イント

漢字ライブラリ GB2312、16x16ポイント、または24x24ポイン
ト

用紙 幅57 mm、直径50 mm

インターフェース RS-232

操作温度 (°C) 5...50

保管温度 (°C) -20...60

操作湿度 (%) 10...80

保管湿度 (%) 10...90
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8 付録付録

8.1 FCC規制に関する通知規制に関する通知

注注:
本機器は、FCC規制パート15によるクラスBのデジタル機器に関する制限を満
たしていることが、テストにより明らかにされています。これらの制限は、
住宅地域で操作する場合の干渉からの適切な保護を保証するため、設けられ
たものです。本機器は、高周波エネルギーを生成・使用し、放出する可能性
もあるため、取扱説明書に従って設置・使用しない場合は、ラジオ通信の干
渉をもたらす可能性があります。この干渉が、特定の施設で生じない保証は
ありません。本機器がラジオまたはテレビ受信への干渉をもたらす場合 (機
器のスイッチをオフにし、再度オンにすることで判断できます)、干渉をなく
すために以下の措置を1つ以上取ることをお勧めします：

- 受信アンテナの位置を調整または変更する

- 機器と受信機の間の距離を空ける

- 機器と受信機を別々の電気回路に接続する

- ディーラーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者を呼ぶ
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