プラテン上のメディアの搬送について
プラテンにメディアが貼り付いてしまったり浮いたりしてしまう場合は、テープをプラテンに
貼ることで改善することができます。以下をご用意ください。
NITOFLON® No.973UL-S（付属品）

マスキングテープ（厚さ 0.1mm 以下）

水で薄めた中性洗剤

柔らかい布

手袋

ハサミ

(1) 本機の電源を切る。
(2) アンダーカバーを開けて、メンテナンスカバーを下げる。

メンテナンスカバー

• メンテナンスカバーがないモデルもあります。

アンダーカバー

(3) つまみネジを外して、メディア押さえストッパを外す。

メディア押さえ

(4) メディア押さえ（2 つ）をスライドさせて外す。
• メディア押さえストッパーがないモデルもあります。

つまみネジ
メディア押さえストッパ

(5) 柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて固く絞ってから
プラテンの汚れを拭き取る。
• 本機の内部に液体が入らないようにしてください。本機の故
障、感電、または火災のおそれがあります。

(6) プラテンが乾いてから、プラテンの右端から左端まで吸
着穴に沿って、NITOFLON® を貼る。
• 吸着穴をふさがないように貼ってください。
• NITOFLON® が剥がれたり、汚れたりした
ときは交換してください。

吸着穴

(7) メディアが通過しないプラテンのすべての吸着穴にマス
キングテープを貼る。

NITOFLON®

吸着穴

マスキングテープ

• メディアを交換した場合など、メディアの幅が変わったと
きには、再度メディアが通過しないプラテンの吸着穴にマ
スキングテープを貼ってください。

メディア

(8) メディア押さえ、メディア押さえストッパを元に戻す。
(9) アンダーカバー､メンテナンスカバーを元に戻す。
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Feeding media on the platen
If the media sticks or floats on the platen, you can improve it by applying tape to the platen.
Please prepare the following.
NITOFLON® No.973UL-S (Accessory)
Neutral detergent diluted with water

Masking tape (0.1 mm or less in thickness)
Soft cloth
Gloves
Scissors

(1) Turn the power off.
(2) Open the under cover, and pull the maintenance cover
down.

Maintenance cover

• Some models do not have an maintenance cover.

Under cover

(3) Remove the thumbscrew, then remove the media holders.

Media press

(4) Slide and remove the media press (two pieces).
Thumbscrew

• Some models do not have media presses.

Media holders

(5) Tightly wring out a soft cloth with diluted neutral detergent
and then wipe the platen clean.
• Do not allow any liquids to get inside the machine. Allowing
liquids to leak into the machine may lead to failure, electric
shock, or fire.

(6) After the platen dries, apply NITOFLON® along the
suction holes from the right edge of the platen to the left
edge.
• Take care that the suction holes are not
blocked by the NITOFLON® strips.
• Replace the NITOFLON® if it is peeled or
becomes contaminated.

NITOFLON®

Suction
holes

(7) Apply masking tape to all suction holes in the platen that
the media will not pass through.

Suction
holes

Masking tape

• If the media width changes, such as after replacing the
media, apply masking tape to the suction holes in the platen
where the media will not pass through again.

Media

(8) Put the media presses and the media holders back in their original places.
(9) Put the under cover and maintenance cover back in their original places.
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