
◆開梱～設置

① 開梱します。（梱包箱は必ず、捨てずに保管ください。）
② 部品をすべて取り出してください。
  （緩衝材も①の梱包箱とセットで必ず保管ください。） 
③ 下記手順を参照し、ラベルを通紙し、容器をセットしてください。
◆部品名

ロールガイド
ロールバー

コンテナプレッシャーアーム

ライナーアイドラーローラー
ライナードライブローラー

  コンテナガイド

コンテナアイドラー
ローラー

コントロールパネル
コンテナドライブローラー
ラベルセンサーフラッグ

ペールエッジ

フットスイッチ
ロールガイド

フィードエリア
ここに通紙します

電源スイッチ

電源アダプタ

ロールドラッグアーム

電源コード
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◆ラベルロールの通紙方法

① ロールバーとロールガイドを取り外します。
ラベルと容器の固定をするときはロール ガイドとロールドラッグアームを取り外し、位置を決めます。 

②  ロール ガイドを1つ取り外し、ロールアームをロールバーから取り外します。（磁石がついています）

③ ラベルロールをロールバーに配置し、片側をロールガイドに当てます。

注意: ラベルロールの紙管の直径が小さい場合は、ロールガイドの向きを外向けにしてください

④ ロールドラッグアームをロールバーの下に置き紙管を固定します。
ロールドラッグアームの先端は紙管の内側の中央に配置すると固定されます。

※背面からの図
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⑤ もう片方のロールガイドをロールバーに戻し、ラベルロールを固定させます。

注意: ラベルの搬送を妨げてしまうため、ラベル用紙をガイドで挟まないように注意してください

⑥ 使用容器に合わせてラベルストックを配置します。
⑦ ラベルを下から前方に引き、背面からフィードエリアに押し込みます。

ここでは、ラベルガイドを 端に寄せます。 
ラベルをピールエッジのすぐ下を通し、30cmほど引っ張ります。

ラベルガイド
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⑧ ラベルを折り返し、ライナー アイドラーローラー と  ライナードライブローラーの間に差し込みます。
一部の厚いラベルの場合は、ラベルを剥がしてから差し込む必要があります。

注意: ライナーアイドラーローラーが固定されていると差し込むのが難しいため、手前の穴に引き、隙間を作る必要があります。

⑨ ラベルの端がロールバーの上に置かれるまでラベルを引っ張ります。
ラベルとラベルの境目でちょうど折り返すまで引っ張ります。

⑩ ラベルセンサーブラケットを左右に調整し、ラベルセンサーフラグが
ラベルの中央に配置されるようにします。

⑪ ライナーアイドラーローラーをラベルロール側に押して、固定します。

固定

4  



⑫ ラベルの通紙準備は完了です。
貼り付け後のラベルが床に落ちるように、アプリケーターをテーブルの端に配置してください。

⑬ ラベルガイドを調整して、ラベル素材の端にちょうど触れるようにします。  
ガイドが緩い場合は、ラベルストックからガイドを引き離し、つまみネジを締めます。
つまみネジがきつい場合でも、ガイドを動かすことができます。

注意: ガイドは、より狭いラベルに対応するために不要な場合もあります。
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◆容器の設置

① コンテナプレッシャーアームを高い位置まで持ち上げます。 

② コンテナ―アイドラーローラーを容器の大きさに合わせて調整します
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③ 容器を置きます。
注意: ※2つのコンテナガイドを使用できますが、 容器の大きさに応じて１つのみの使用でも問題ありません。

④ コンテナガイドを調整して容器を固定します
注意: ラベルの位置ではなく容器の位置を都度調整するようにしてください

つまみねじ

⑤ 容器を固定したら、コンテナプレッシャーアームを左右に動かして、容器の真ん中に位置します。
アームの先端のローラーが容器に接触するまで押し下げます。

⑥ 一度容器を取り外し、アームを数センチ押し下げます。
容器をローラーに戻し、ローラーで下向きに圧力がかかっている状態になっているようにします。
ワインボトルなどの重いボトルには、アームが必要ない場合もあります。

先端！ラベル
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◆コントロールパネルの設定（AP362 のみ対応）

AP362 には、コントロールパネルを使用して 2つのラベル間の距離を調整し同じコンテナに 2 つのラベルを適用できます。 
9つの異なる設定をメモリに保存できます。これらの設定は、F1 から F9 と表されます。
その場合、ラベルロールは交互に異なるラベルを印刷する必要があります。

Ⅰ ラベルの設定 （1つのボトルに2枚のラベルを適応する場合）
①電源を入れます

②「Mode」ボタンを押すと、現在の設定が表示されます

③「Recall/Reset」ボタンを繰り返し押し、[F1~F9]を選択します。
 1枚のラベルを適応する場合は[F0]を選択します

④任意の設定に移動し、2秒間[F1](~[F9])が表示されたら、設定されていた2枚のラベルの間隔の数値が8秒間表示されます。
 表示される値はインチに対応します。（0.01inchから9.99inchの間の値です）
 表示される値をセンチに変更する場合は、を参照ください。

⑤フットスイッチを押すと、ラベルの貼付を開始します。
 フットスイッチは1回押すごとに2枚のラベルが適応されます。
 値は自動で保存されます。

Ⅱ ラベルカウンターの設定

コントロールパネルのいずれかのボタンを押すと、ラベル数が一時的に消えます。
ラベル貼り付け数は10秒後に再表示されます。
ラベルカウンターをゼロにリセットするには、「Recall/Reset」ボタンボタンを5秒間押し続けます。

※電源を切ると自動的にリセットします

Ⅲ メートル法（センチメートル表示）への変更方法

センチメートル:
1. 一度本体の電源を切ります 。
2. 「モード」ボタンと  「+」ボタンの両方を押したまま、本体の電源を入れます。 
3.     本体起動後、ディスプレイの先頭に「＝」が表示されます。

インチ表示:
1. 一度本体の電源を切ります。
2. 「モード」ボタンと  「+」ボタンの両方を押したまま、本体の電源を入れます。 
3.     本体起動後、ディスプレイの先頭に「－」が表示されます。

Ⅳ コンテナローラーのモーター設定

デフォルトでは、コンテナローラーはラベルを貼り付けるたびに回転し続けます。 
これは、ローラーの速度を上げるために行われますが、ボトルの特定の位置にラベルを適用することはできません。
ラベル適用後にローラーを停止するためには、以下の手順を参照してください。

適用後に実行(デフォルト):
1.     電源を切ります 。
2.        「+」キーと「Recall/Reset」ボタン を押したまま、電源を入れます。 
適用後に停止:
1.     電源を切ります 。
2.        「-」キーと「Recall/Reset」ボタン  を押したまま、電源を入れます。 
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◆ラベルを貼りつけるまで

① 電源スイッチを入れます。

② 容器を設置します。

③ フットスイッチを入れて、ラベルを貼り付けます。

④ 容器を取り出します。
ローラーは、貼り付け後15分間は回転し続けます。

⑤ 回転している間に次の容器を設置し、フットスイッチを押します。
※②～⑤を繰り返します

◆トラブルシューティング

● ラベルが曲がってしまう
以下のいずれかが方法として考えられます。
・容器が錘状になっている可能性があります。
 ⇒コンテナアイドラーローラーを錘状の角度に対応するように傾けてください。
・ロールガイドが、ロールを挟んでいる可能性があります
 ⇒ガイドはロールの動きを制限させない位置に配置してください
・大きな重いロールを使用している
 ⇒ガイドの磁石部分を内側にして、その上にロールを乗せるようにしてください
  ガイドがより固定されます。
・軽い小さいラベルロールを使用している
 ⇒ロールドラッグアームを使用してラベルロールを固定してください。

● 錘状のボトルに貼り付けたい
コンテナアイドラーローラーを錘状の角度に対応するように傾けてください。
フットスイッチを押しながら本体の電源を入れ、低速モードでの使用を推奨します。

● 幅が6インチ以上のラベルを使用するとモーターが停止する
ラベル幅が6インチ(15.3 cm)以上の場合は、ラベルアプリケーターの速度を下げる必要がある場合があります。
フットスイッチを押しながら本体の電源を入れ、低速モードで起動します。

● AP360の動作スピードが遅い
本体起動中にフットスイッチを押してしまうと、低速モードで起動します。

● 直径の細い容器に貼り付けたい
小さな容器は、ローラーから押し出されてしまう場合があります。
ラベルを貼りつけながらコンテナプレッシャーアームに手動で圧力を加えてください。

● ラベルにしわや気泡が見られる
容器に凹凸がある場合、またふくらみがあると起こる場合があります。
最小限に抑えるには、コンテナプレッシャーアームを使わず、
容器が回転するときに手で容器を抑える必要があります。
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◆メンテナンス

● ラベルの端が折れたり、容器に貼るときにセンサーに引っかかったりする。
・時間がたつと、ラベルの接着剤がコンテナローラーのすぐ上のセンサーフラグに付着する可能性があります。
 センサーの上部をアルコールで定期的に清掃してください。
・センサーがラベルの中央 に配置されていることを確認してください。

● ライナーアイドラーローラーのポジション
本体を使用しないときは、ライナーアイドラーローラーを手前に引き、固定されていない位置のままにしてください。 
ライナードライブローラーに凹みが生じる可能性があります。

● ローラーの回転が不十分
ライナードライブローラーとライナーアイドラーローラーに関連する4つのベアリングにグリスを塗布することをお勧めします。
推奨頻度は50,000個のコンテナごとです。
ベアリングごとに1滴のオイルで十分です。

● ラベルガイド/コンテナガイドはそれぞれ向きを替えて設置することで、幅の小さいラベルにも対応可能です。

◆仕様
容器の幅 25.4mm ～ 238mm
容器の直径 15mm ～ 170mm
容器の形状 円柱状もしくは円錐型
ラベルロールの直径 最大 203mm
ラベルの幅 25.4mm ～ 213mm
ラベルロールの紙管内径 51.8mm ～ 76.2mm(2"～3"）
消費電力 12VDC, 5.0A
電源規格 100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 w
認証 UL, UL-C, CE, FCC Class A
重さ 7.26 kg
寸法 幅340mm x高さ 226mm x 奥行328mm
ダイカットラベルの間隔 推奨 3.175 mm - 6.3500 mm
ラベルの種類 かす取りされているダイカットラベル 
剥離紙の厚さ 0.0508 ミリ ～ 0.254 ミリ（滑りやすい・または薄すぎる剥離紙は推奨しない）
ラベルロールの厚さ 0.127 ミリ - 0.381 ミリ
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