警告

安全上のご注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人
が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。

注意

この「安全上のご注意」には、当社の製品全般について
の内容を記載しています。
説明項目の中には、本製品に該当しない内容が含まれて
いる場合があります。
詳細については、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人
が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損
害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について
この安全上のご注意と取扱説明書と製品には、いろいろ
な絵表示が記載されています。
これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様
や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するた
めの表示です。
絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

「注意喚起」
http://www.sato.co.jp
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注意

感電注意

高温注意

ケガに注意

手を挟まない
よう注意

禁止

分解禁止

火気厳禁

濡れ手禁止

接触禁止

「強制」

必ず守る

■■指定以外の電圧は使用しない

電源プラグ
を抜く

• 指定された電源電圧以外は、使用しないでくださ
い。火災・感電の原因になります。

■■電源コードやケーブルの取り扱いについて
禁止

■■内部に異物を入れない
禁止

• プリンタの開口部（ケーブルの出口など）から金
属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とした
りしないでください。万一、内部に異物や水が入っ
た場合は、速やかに電源スイッチを切り、電源コー
ドの差込みプラグをコンセントから抜いて、販売
店、ディーラーまたはお客さまヘルプデスクにご
連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の
原因になります。

■■落下・破損したときは
禁止

• プリンタを落下・破損した場合は、速やかに電源
スイッチを切り、電源コードの差込みプラグをコ
ンセントから抜いて、販売店、ディーラーまたは
お客さまヘルプデスクにご連絡ください。そのま
ま使用すると火災・感電の原因になります。

• 電源コードやケーブルを傷つけたり、破損、加工
したりしないでください。また、重いものを載せ
たり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コー
ドが破損し、火災・感電の原因になります。
• 電源コードやケーブルが傷んだら（芯線の露出、
断線、変形など）販売店、ディーラーまたはお客
さまヘルプデスクにご連絡ください。そのまま使
用すると火災・感電の原因になります。
• 電源コードやケーブルを加工したり、無理に曲げ
たり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
• 本プリンタに付属の電源コードは、本プリンタ専
用です。他の電気製品には使用できません。

■■危険場所で使用しない
禁止

• 本プリンタは防爆認定機器ではありません。
• 爆発性雰囲気では使用しないでください。引火・
爆発の危険があります。

• プリンタの周辺に花ビン、コップなど水や薬品の
入った容器や小さな金属物を置かないでください。
万一、水や薬品、金属が中に入った場合は、速や
かに電源を切り、販売店、ディーラーまたはお客
さまヘルプデスクにご連絡ください。そのまま使
用すると火災・感電の原因になります。

■■ オプションケーブルやスキャナの接続について

警告
禁止

• ぐらついた台の上や傾いた所、振動のある場所な
ど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、
倒れたりして、ケガの原因になります。

■■水などの入った容器を置かない

禁止
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• 万一、プリンタから煙がでている、変な臭いがす
るなどの異常が発生したまま使用すると、火災・
感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切
り、電源コードの差込みプラグをコンセントから
抜いて、販売店、ディーラーまたはお客さまヘル
プデスクに修理をご依頼ください。お客様による
修理は危険ですので絶対におやめください。

■■バッテリについて
禁止

■■不安定な場所に置かない
禁止

禁止

絵表示の説明

ホームページアドレス

■■ 異常な状態で使用しない
禁止

- はじめにお読みください -

〒153-0064

警告

• オプションケーブルやオプション機器を本プリン
タへ接続する場合は、必ずプリンタやオプション
機器の電源を切ってからおこなってください。電
源を ON にしたまま接続すると、オプション機器
が突然動いてケガしたり、感電したり、故障する
おそれがあります。
• オプションケーブルやオプション機器を取り付け
るときは、取り付ける向きや手順を間違えないで
ください。火災やけが、故障のおそれがあります。
• オプションケーブルは、同梱品または推奨品以外
を使用しないでください。ケーブルから発煙した
り火災、故障の原因になります。

■■プリンタ清掃液の取り扱いについて
禁止

• AC アダプタに水をかけたり、濡らしたりしないで
ください。故障や感電の原因になります。
• バッテリチャージャーは、指定以外のバッテリパッ
クを充電しないでください。バッテリパックの破
裂、液漏れや火災・感電の原因になります。
• AC アダプタを傷つけたり、破損、加工したりしな
いでください。また、重いものを載せたり、加熱
したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ
たりすると AC アダプタが破損し、火災・感電の
原因になります。
• AC アダプタが傷んだら（芯線の露出、断線など）
販売店、ディーラーまたはお客さまヘルプデスク
にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感
電の原因になります。
• 指定された AC アダプタ以外は、使用しないでく
ださい。火災・感電の原因になります。

• お子様が間違って飲み込まないように手の届かな
いところに保管してください。万一、飲み込んだ
場合は、ただちに医師に相談してください。

■■分解しないでください
分解禁止

■■AC アダプタやバッテリチャージャーについて
禁止

• バッテリを分解することやバッテリに直接ハンダ
付けをおこなうような改造はしないでください。
• バッテリへの充電は指定の AC アダプタでおこなっ
てください。
• バッテリの端子に濡れた手で触れたり、水や塩分
を含んだ水につけたり濡らさないでください。
• バッテリに強い衝撃を与えたり投げたりしないで
ください。また、破損、変形したバッテリは使用
しないでください。
• バッテリから液漏れして液が目に入ったときは、
こすらず、ただちに水道水などのきれいな水で充
分に洗い流した後、医師の治療を受けてください。
放置すると目に障害を与える原因になります。
• 所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合
は、充電をやめてください。
• バッテリの使用、充電、保管時に異臭を発したり、
発熱したり、変色、変形その他異常がある場合は
使用しないでください。
• 液漏れ、異臭がするときは、ただちに火気から離
してください。
• バッテリパックを加熱したり、火の中に投入した
りしないでください。
• バッテリパックの端子がショートするおそれのあ
ることはしないでください。

• プリンタの分解や改造をしないでください。火災・
感電の原因になります。内部の点検・調整・修理は、
販売店、ディーラーまたはお客さまヘルプデスク
にご依頼ください。
• AC アダプタを分解しないでください。AC アダプ
タに直接ハンダ付けをおこなうような改造もしな
いでください。

■■カッタに手やものを入れない
接触禁止

• ケガをするおそれがあります。

■■濡れた手で操作しない
濡れ手禁止

• 濡れた手で電源スイッチの操作や電源コードや
ケーブルの抜き差しをしないでください。感電の
おそれがあります。

■■プリンタ清掃液の取り扱い
火気厳禁

• プリンタ清掃液は、火気厳禁です。絶対に加熱し
たり、火の中に投入したりしないでください。

■■必ずアース線を接続してください
必ず守る

• 必ずプリンタのアース線をアースへ接続してくだ
さい。アース線を接続しないと感電の原因になり
ます。

注意

注意

■■持ち運び
注意

• 用紙をセットしたまま、プリンタを持ち運ばない
でください。用紙が落ち、ケガをするおそれがあ
ります。
• プリンタを床や台の上などに置く場合、プリンタ
に指や手を挟まないように注意してください。

■■バッテリパックについて
注意

■■持ち運び時のコードの扱い
注意

• 移動されるときは、電源を切り必ず電源コードの
差込みプラグをコンセントから抜いてください。
また、プリンタと接続したケーブルを外したこと
を確認してください。外さないまま移動すると、
電源コードやケーブルが傷つき火災・感電の原因
になります。

■■湿度が高い場所に置かない
注意

• プリンタを湿度の高い場所、結露する場所に置か
ないでください。結露した場合は、速やかに電源
を切り、乾くまで使用しないでください。結露し
たまま使用すると、感電・故障の原因になります。

• AC アダプタが熱くなることがありますので、注意
してください。
• AC アダプタセットは本プリンタ専用です。他の電
気製品には使用できません。
• AC アダプタをコンセントから抜くときは、必ず、
差込みプラグを持って抜いてください。ケーブル
を持って抜いた場合、芯線が露出や断線し、火災・
感電の原因になります。
• AC アダプタに熱器具を近付けないでください。熱
器具を近付けた場合、AC アダプタの被覆が溶けて、
火災・感電の原因になります。

■■電源コード、ケーブル
注意

• 電源コードやケーブルをコンセントやコネクタか
ら抜くときは、必ず、差込みプラグを持って抜い
てください。電源コードやケーブルを持って抜い
た場合、芯線の露出や断線し、火災・感電の原因
になることがあります。
• 電源コードやケーブルに熱器具を近付けないでく
ださい。熱器具を近付けた場合、電源コードやケー
ブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。
• 本プリンタに付属の電源コードは、本プリンタ専
用です。他の電気製品には使用できません。

■■SD カードの取り扱い
注意

■■サーマルヘッドの開閉
注意

• サーマルヘッドの開閉には、用紙以外の異物を挟
まないように注意しておこなってください。ケガ、
破損の原因になります。

注意

• サーマルヘッドの端を素手で触るとケガをするお
それがあります。用紙の交換、清掃は、ケガをし
ないように注意してください。
• お客様によるサーマルヘッドの交換は、おこなわ
ないでください。ケガ、火傷および感電のおそれ
があります。

• バッテリパックをはじめてご使用になる場合や長
時間ご使用にならなかった場合は、必ず充電して
ください。
• バッテリパックを使用しない場合には、電池の液
漏れやサビを避けるために湿気の少ない場所で保
管してください。
• バッテリパックの端子が汚れると、機器との接触
が悪くなり電池が切れたり、充電されなくなった
りしますので、乾いた布などでふき、端子をきれ
いにしてからご使用ください。
• 指定以外のバッテリパックを使用しないでください。
• 交換時は、装填方向に注意し、正しく入れてくだ
さい。間違えますとケガやバッテリ挿入口の周囲
を破損する原因となる場合があります。
• バッテリパックについて使用済みのバッテリパッ
クは、希少資源の有効利用のために、接点にテー
プでシールするなどの絶縁処理をおこなってから、
処分方法を販売店、ディーラーまたはお客さまヘ
ルプデスクへご相談ください。また、乾電池など
の他の電池とは混ぜないでください。

■■サーマルヘッドの取り扱い

• SD カードを落としたり、手で曲げたりして強い衝
撃を与えないでください。記憶された内容が失わ
れるおそれがあります。
• 水に濡らさないでください。記憶された内容が失
われるおそれがあります。
• 直射日光の当たるところや暖房器具の近くに置か
ないでください。
• コネクタ部を直接触らないでください。また、ゴ
ミやホコリが付着した状態で使用しないようにし
てください。記憶された内容が失われるおそれが
あります。
• 高温多湿のところに保管しないでください。
• 静電気防止のため、輸送・保管時は必ずケースに
入れてください。

■■プリンタ清掃液の保存
注意

• お子様が間違って飲み込まないように手の届かな
いところに保管してください。万一、飲み込んだ
場合は、ただちに医師に相談してください。

• 印字後のサーマルヘッドは、高い温度になってい
ます。用紙を交換するときや清掃するときは、火
傷をしないように注意してください。

■■カバー
手を挟まない
よう注意

■■カッタ
ケガに注意

• 刃物の構造をしています。手を切らないように注
意してください。

ケガに注意

• ウィンドウの開閉をおこなうときは、ケガをしな
いように注意してください。
• バックカバーやファンフォールドカバーを取り外
すときや取り付けるときは、ケガをしないように
注意してください。

感電注意

• ロール紙をセットするとき、用紙と供給部の間に
指を挟まないように注意してください。

• 濡れた手で電源スイッチの操作やバッテリパック
の交換、電源コードやケーブル、AC アダプタの抜
き差しをしないでください。感電するおそれがあ
ります。

■■長期間ご使用にならないとき
電源プラグ
を抜く

■■用紙のセット
手を挟まない
よう注意

• カバーの開閉には、指を挟まないように注意して
ください。また、カバーが滑り落ちないようにしっ
かりと持ってください。

■■濡れた手での操作

■■ファンフォールド紙のセット

■■バッテリパックの交換
注意

■■電源
注意

• 直射日光の強い所や、窓を閉め切った自動車内な
どの高温の場所で使用や放置しないでください。
また、バッテリパックは、5 ～ 35℃の温度範囲で
充電してください。
• バッテリパックが液漏れして液が皮膚や衣服に付
着した場合は、ただちに水道水などのきれいな水
で洗い流してください。皮膚がかぶれたりするお
それがあります。
• お買い上げ後、はじめてご使用の場合、サビや異臭、
発熱、その他異常と思われたときは、使用しないで、
販売店、ディーラーまたはお客さまヘルプデスク
にご連絡ください。

■■サーマルヘッド（高温注意）
高温注意

• プリンタをご使用にならないときは、安全のため
バッテリパックを外し、AC アダプタの差込みプラ
グをコンセントから抜いてください。

■■お手入れ・清掃のとき
電源プラグ
を抜く

• プリンタのお手入れや清掃をおこなうときは、安
全のためバッテリパックや AC アダプタをプリン
タから外してください。

使用上のご注意

本プリンタの置き場所について

• 本プリンタは、取扱説明書の基本仕様に記載されている温
度範囲で、かつ結露のない状態で使用してください。範囲
外の場所や湿度の高いところなどには置かないでくださ
い。詳細については、プリンタの取扱説明書をご覧くださ
い。また、使用するラベルによっては、温度の低いところ
で印字されないことがありますので注意してください。
• 通常の持ち運びにかかる程度の振動は考慮していますが、
極端な振動や落下による衝撃は与えないよう注意してくだ
さい。
• 本体内部には高精密部品が使われ、細かい調整がされてい
ますので、お客様ご自身で本体を開けることは避けてくだ
さい。
• 外部入力端子を通じて外部機器を接続する場合は、専用の
ケーブルが必要となりますので、購入された販売店または
ディーラーにご相談ください。
• 指定されたオプション以外のものを使用されますと、故障
の原因になりますので、必ず指定のオプションを使用して
ください。
• 指定された用紙以外のものを使用されますと、ヘッド切れ
や印字不良が発生する原因になりますので、必ず指定の用
紙を使用してください。

本プリンタは、次のような場所に設置しないでくださ
い。プリンタが誤動作を引き起こす可能性があります。
振動のある場所

高温・多湿の場所

ホコリの多い場所

直射日光の当たる場所

ノイズの多い場所

電源変動の大きい場所

