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この度は「W 巻取化ユニット」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本説明書は、「W 巻取化ユニット」の取り扱いについて説明しています。
本書をよくお読みになり、お客様のニーズに合わせたプリントにお役立てください。

注意・安全に関し、本体取扱説明書をご覧ください。
本書の「警告・注意」を必ずお読みいただき、ご理解いただいた上でご使用ください。

• 巻取ユニット L Assy 設置後に、巻取ユニット L Assy を使用せず、巻取ユニット R のみでメディアの巻き取りを行う
場合は、巻取ユニット L Assy のトルクリミッターもしくは直結軸を取り外してください。

• 取り外し方の詳細は、本体取扱説明書の「トルクリミッターを交換する」を参照してください。

• 本ユニットをご使用いただくには、弊社サービスエンジニアによる取り付け作業が必要になります。お客様に
よるユニット品の本体への取り付けはできませんので、ご注意ください。

ご使用いただく前に

エラーについて

下図のエラーが表示された場合、テンションバーの設
定、巻取ユニット L Assy および巻取ユニット R Assy
の状態を確認します。

下表で NG となっている状態で、「巻取トルクリミッター未
接続」エラーが表示されます。

W 巻取化ユニッ ト を使用しない場合

警告 ・ 注意

• 本ユニットやプリンタ本体の分解・改造は、絶対に行わないでください。感電や故障の原因になります。
• 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常事態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐ

に、電源スイッチをオフにして、その後必ずプラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確
認してから、販売店または弊社営業所に修理をご依頼ください。

• お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
• そのほかの注意・安全に関し、本体取扱説明書をご覧ください。

テンション
バー

巻取ユニット L 巻取ユニット R 判定

OFF

トルクリミッター トルクリミッター OK

直結軸 トルクリミッター NG

トルクリミッター 直結軸 NG

直結軸 直結軸 NG

ON

トルクリミッター トルクリミッター OK

直結軸 トルクリミッター OK

トルクリミッター 直結軸 OK

直結軸 直結軸 NG

• テンションバーの設定は、[ マシン設定 ]-[ 巻
取りユニット ]-[ 巻取りテンションバー ] を選
択し、ON/OFF を設定します。



Thank you for purchasing MIMAKI “Unit for W take-up”.
This manual describes the handling of the “Unit for W take-up”.
Read this manual carefully and make the most effective use of your printer.

For note and safety, refer to the operation manual of the main body.
Before using, be sure to read “Warning and Note” of this manual and fully understand its contents.

• When taking up the media using only the take-up unit R without using the take-up unit L after installing the take-up 
unit L Assy, remove the torque limiter or direct axis of the take-up unit L Assy.

• For details on the removal procedure, refer to “Replacing the torque limiter” in the operation manual of the main 
body.

• To your use this unit, you will need a mounting work by our service engineers. Please note that the 
unit cannot be attached by the customer.

Before Using

Error

If the error message is displayed as shown below,
make sure of the state of the tension bar setting as
well as the conditions of the take-up unit L Assy and
take-up unit R Assy.

The error message "Take-up T.L. Disconnect" is dis-
played in the status in which the judgment is "NG" in the
table below.

When the Unit for W Take-up Is Not Used

Warning and Note

• Never disassemble or remodel the main unit of the printer and the unit. Disassembling/ remodeling 
any of them will result in electric shocks or breakdown of the device.

• If the device is used under an abnormal condition where the device produces smoke or unpleasant 
smell, fire or electric shocks can result. Be sure to turn off the power switch immediately and detach 
the plug from the receptacle. Check first to be sure that the device no longer produces smoke, and 
contact a distributor in your district for repair.

• Never repair your device by yourself since it is very dangerous for you to do so.
• For note and safety, refer to the operation manual of the main body.

Instruction Manual for Unit for W Take-up

Tension bar Take-up unit L Take-up unit R Judgment

OFF

Torque limiter Torque limiter OK
Direct axis Torque limiter NG

Torque limiter Direct axis NG
Direct axis Direct axis NG

ON

Torque limiter Torque limiter OK
Direct axis Torque limiter OK

Torque limiter Direct axis OK
Direct axis Direct axis NG

• To configure the tension bar setting, 
select [MACHINE SETUP] - [TAKE-UP 
UNIT] - [TAKE-UP TENSION-BAR], and 
set ON or OFF.


