
お客様へお願いとお断り
●本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
●本製品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。
　あらかじめご了承ください。

はじめに
このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。



安全上のご注意 （必ずお守りください。）
ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害
や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全に
お使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守
りください。

ACアダプターは付属品を使用し、交流
100V（AC100V）以外の電源電圧で
使用しないでください。
感電・発火・故障の原因になります。
　
製品に水をかけたり、ぬれた手でさわっ
たりしないでください。
感電・ショート・発火・故障の原因にな
ります。
　
水のかかるおそれのある場所、湿気やホコ
リの多い場所では使用しないでください。
感電・ショート・発火・故障の原因に
なります。
　
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしな
いでください。
感電の原因になります。
　
テープ取り出し口には絶対に指を入れな
いでください。
カッター刃に触れて、けがをする原因に
なります。
　
可燃性スプレー（エアダスターなど）は使
用しないでください。
ガスが充満し、引火・爆発・故障の原因
になります。
　
電源プラグが破損した状態で使用しない
でください。
感電・ショート・発火の原因になります。
　
電源プラグは、ホコリがついていないか
確認し、プラグの根元まで確実に差し込
んでください。
ホコリがついていたり、接続が不完全です
と、ショート・発火のおそれがあります。

電源コードは、傷つけたり、加工したり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張った
り、加熱したり、重いものをのせたり、挟
み込んだり、束ねたりしないでください。
コードの破損による感電・ショート・発
火の原因になります。
　
万一、電源コードが破損したときは、電源
プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ
の販売店またはお客様相談室にご相談
ください。
　
お手入れの際は、必ず電源プラグをコン
セントから抜いてください。
感電・ショートのおそれがあります。
　
カバーをはずして使用しないでください。
感電・ショート・発火・けが・故障の原因
になります。

電源プラグは、必ずACアダプター本体
を持って抜いてください。
コ－ドを引っ張って抜くと、コ－ドが損傷
して、感電・ショ－ト・発火のおそれが
あります。
　
発熱したり、煙、異臭、動作などの異常を
感じたとき、金属片や液体などの異物が
機器の内部に入ったとき、製品が故障した
と思ったときは、直ちに使用を中止し、
電源プラグをコンセントから抜いて、
お買い上げの販売店またはお客様相談室
にご相談ください。
感電・ショート・発火・けが・破損・故障
のおそれがあります。
　
長期間使用しないときは、コンセントから
電源プラグを、本体からDCプラグを抜い
てください。
絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれ
があります。

警告
取り扱いを誤ると、死
亡または重傷を負う可
能性があります。

注意
取り扱いを誤ると、軽傷を負
うかまたは、物的損害が発生
する可能性があります。
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製品の分解・改造・修理はしないでくだ
さい。
ショート・発火・けが・故障の原因にな
ります。
　
部品の欠落など、異常を発見したときは、
直ちに使用を中止し、電源プラグをコン
セントから抜いて、お買い上げの販売店
またはお客様相談室にご相談ください。
感電・ショート・発火・けが・破損・故
障のおそれがあります。

製品を廃棄するときは、焼却しないでく
ださい。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険を
およぼす原因になります。
製品を廃棄するときは、廃棄する地域の
自治体の条例にしたがって、正しく廃棄
してください。
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製品を設置するときは、必ず電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
プラグをコンセントに差し込んでいると、
誤ってボタンを押したときに、作動して
けがをするおそれがあります。
　
製品を投げたり、ものにぶつけたり、高い
場所から落としたり、衝撃を加えるなど
の乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は
しないでください。
けが・破損・故障の原因になります。
　
お子様だけで使用させないでください。
けがをする原因になります。
　
乳幼児の手の届かない場所で、使用・保
管してください。
けがをするおそれがあります。
　
傾斜や段差、凹凸のある面など、不安定な
場所では使用しないでください。
けが・破損・故障の原因になります。
　
ストーブなど火気に近づけて使用しない
でください。
やけどや火災の原因になります。

テープ取り出し口に棒や板状のものを差
し込まないでください。
刃の破損によるけが・故障の原因になり
ます。

送りローラーなど可動部に触れないでく
ださい。
けがをする原因になります。

使用後は、コンセントから電源プラグを、
本体からDCプラグを抜いてください。
電池を使用している場合は電池を抜いて
ください。
誤作動によるけがのおそれがあります。
特に、乳幼児の事故にはご注意ください。
　
移動させるときは、電源プラグをコンセント
から抜き、コードをたばねてください。
コードを傷つけたり、コードに引っかかって、
けがをするおそれがあります。
　
この製品を他の人が使用するときは、こ
の取扱説明書をよく読んでから使用する
ようにご指導ください。



使用上のご注意

●この製品は室内または屋内用です。
　屋外での使用や水ぬれは、故障や変
色の原因になります。
●この製品は精密な電子部品で構成さ
れていますので、温度の変化が著し
いところ（使用温度5℃～40℃）や湿
気・ホコリの多い場所での使用・保管
は避けてください。
●直射日光やストーブなどの熱、冷暖
房器の強風が直接あたる場所や、湿
気・乾燥の著しいところは避けてくだ
さい。
　変色や変形の原因になります。
●テープのセットは、取扱説明書通りに
正しく行ってください。
●使用テープの種類は、以下のテープ
にかぎります。
•セロハンテープ
•PPテープ
•メンディングテープ
〈ご注意〉
一般的なテープでも本製品で使用で
きないテープもありますので、ご使
用テープがお使いになれない場合は、
販売店または当社のお客様相談室
へご相談ください。

●テープの種類（基材の伸び縮みのあ
るテープなど）の違いによって、一定
の長さに送れない場合があります。
●製品の上に紙や布などを、かぶせた
り置いたりしないでください。
　故障の原因になります。
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4

〈背面〉

［本体］

専用ACアダプター

電源プラグ

電源コードDCプラグ

［付属品］

〈操作部〉〈カッターホルダー部〉

DCプラグ差し込み口
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テープ（大巻き）のセットのしかた

PPテープ、
メンディングテープ）

形アルカリ乾電池
（別売・3本）がご使用になれます。

電源にアルカリ乾電池（別売品）をご使用の場合

単1形アルカリ乾電池を⊕⊖に注意して3本
セットしてください。

電源プラグ

DCプラグ
差し込み口

DCプラグ

ACアダプター

②
①

電池カバー

①ACアダプターのDCプラグを本体のDC
プラグ差し込み口に差し込んでください。
②ACアダプターの電源プラグをコンセントに
差し込んでください。

単1形
乾電池
（3本）

使用上のご注意

使用上のご注意
●長時間電動テープカッターをご使用
にならない場合は必ず電池をはずし
ておいてください。
●ACアダプターを使用する場合は、電
池を抜いてから使用してください。

使用上のご注意

●ACアダプター（付属品）以外はご使用
にならないでください。
●ご使用にならない時はコンセントから
電源プラグを、本体からDCプラグを
抜いてください。

●電池が本体にセットされている場合
は、電池を抜いてからACアダプター
を使用してください。
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送りボタンを押し
てください。

最初に出るテープ
は設定の長さになっ
ていない場合があ
ります。

コンセントから電源プラグを、

のテープ
が送り出されます。

本体からDCプラグを抜いてください。

手

使用上のご注意

ーに指
で軽く押しつけてください。
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テープ（小巻き）のセットのしかた

テープがつまった場合

５～６ページの「テープ（大巻き）のセットの
しかた」と同じ要領で、テープ（小巻き）をセット
してください。

手

（前ページ「テープ（大巻き）のセットのしかた」
の⑤⑥をご参照ください。）



8

修理を依頼される
前に

故障かな？と思われたら、ただちに使用を中止し、つぎの
ことをお調べください。このほかに異常があるときや、お
わかりにならないときは、お買い求めの販売店、または
当社のお客様相談室へご連絡ください。

故障かな？と思ったら

ACアダプターを本体に接続していない。
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2

4W
形アルカリ乾電池3本（別売）
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