
◆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 本体・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
ロールドラッグアーム ロールガイド

ロールバー
アプリケーションアーム

コントロールパネル
プッシュバー

アプリケーションローラー コンテナガイド

コンテナプラットフォーム

追加コンテナガイド

    電源アダプタ
電源コード

2023/2/1
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AP550 初期設定手順書
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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すことで調整をします。 

②  ロールガイド（いずれか1つ）、ロールドラッグアームをロールバーから取り外します。

③ ラベルロールをロールバーに配置します。ロールガイド（②で取り外した方ではない方）に対し、垂直に当ててください。
下図のように、ラベルロールの先端をロールの下側に垂れ下げた状態にします。

ロールバー

ラベルは表面を上に向けてください

注意: 幅の狭いラベルロールを使用する場合は、ロールガイドの向きを逆にしてください。
（出っ張りを外側に向けることで幅を狭くし、ラベルロールを固定できます。）

④ ロールドラッグアームをロールバーの底面に設置し、ラベルロールを固定します。
次の図のように、ロールドラッグアームの先端がラベルロールの内側の中央にくるように配置してください。

ロールガイド

ロールドラッグアーム

ロールバー
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ロールドラッグアーム

⑤ もう片方のロールガイドをロールバーに戻し、ラベルロールを完全に固定させます。

⑥ ラベルを約30cm手前に引き出してください。
⑦ 最初の38cm前後は、剥離紙からラベルを剥がす必要があります。

⑧ ラベルの端を下記図のラベルガイドローラーの位置まで引っ張ります。
ガイドカラーがラベル幅の外側に来るよう、左右に動かして調整します。

        

⑨ ラベルをラベルガイドローラーの下に通し、
ラベルをセンサーポイントに差し込むように前方から引き出します。

約38cm分

剥離紙からラベルを剥がす

ラベルガイドローラー

ロールガイド

ガイドカラー（つまみ部分）

ラベルガイドローラー
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⑩ ラベルを手前に引っ張り、ラベルの先端をライナードライブローラーとアイドラーローラーの間に差し込みます。

⑫ ラベルの先端部分がロールバーの下にくるまで先端を引っ張ってください。

注意: 下図のように、1枚目のラベルがライナードライブローラーの位置を超えていないことを確認してください。
また、本体に対してラベルが曲がっていないことを確認してください。

このプレートの下に通紙する。

※こちらにラベルを差し込まないでください
ラベルガイドローラー

センサーポイント

※ラベルの通紙箇所を横から見た図

（ラベル＝緑色の太線）

ライナードライブローラー（黒色）

たるみを引っ張る

ライナーアイドラーローラー（銀色）

ラベルが真っすぐ通紙されていることを確認

ライナードライブローラー
1枚目のラベルがライナードライブローラーの位置を
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⑬ ラベルの通紙が完了したら、ライナーアイドラーローラー（本体背面側の銀色のバー）の中央をカチッと音がするまで押し上げ、
ラベルを固定します。

⑭ ラベルを貼り終えた後に残る剥離紙はモーターカバーの上を通り、ラベルロールの下に垂れるようにします。
※多くのラベルを貼る場合、垂れる剥離紙の重さによりうまく通紙されない可能性があるため、
剥離紙が床に垂れ下がるよう、高さのある机でのラベル貼り付けを推奨します。

⑮ ガイドカラーをラベルの幅に沿うように寄せます。
この時、ラベルを挟まないようにしてください。

ガイドカラー

ロック

ロック解除

ライナードライブローラー
（黒色）

ライナーアイドラーローラー
（銀色）

モーターカバー
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◆ラベル/容器の設定
Ⅰ基本操作

AP550 には、「ラベル アプリケーションモード」と「セットアップ モード」の 2つのモードがあります。
■ ラベル  アプリケーションモード:

現在の発行ラベル数または現在のメモリ位置が表示されます。 
デフォルト設定では発行ラベル数が表示され、発行されたラベルの数を都度把握することが可能です。
発行ラベル数をゼロにリセットするには、「Recall/Reset」ボタンを2秒間⾧押しします。 
また同様に、+ または – ボタンを 2 秒間⾧押しし、発行ラベル数を増減することも可能です。

AP550 は10種類のメモリ位置(0 ~ 9)を記憶することができ、さまざまなラベル・容器の設定を保存することができます。 
デフォルトのメモリ位置は "0" ですが、異なるラベル・容器のパターンに対しそれぞれメモリ位置を設定・保存できます。
これにより、毎回メモリ位置を設定する必要なく、ジョブをすぐに呼び出すことができます。

現在設定されているメモリ位置を表示するには、「Mode」ボタンを押します。
「F #」と表示され、この「#」は保存されたメモリ位置の番号を表します。
メモリ位置の表示後、「Recall/Reset」ボタンを押すと、他の9つのメモリ位置を呼び出すことができます。 
「Recall/Reset」ボタンを2秒間⾧押しすると、現在保存されているメモリ位置の設定をすべてクリアします。
 「Mode」ボタン を押すと、現在のラベル発行数を表示します。
何もしない状態が 4 秒間続くと、ディスプレイは自動的に現在のラベル発行数表示に戻ります。

■ セットアップモード:
上述のメモリ位置を設定することができます。
セットアップモードを表示するには、まず上述の通り「Mode」ボタンを押し、メモリ位置を選択します。 （F#） 
該当のメモリ位置が表示された状態で、「Mode」ボタンを2秒間⾧押しします。
ダイカットや貼り付け位置の設定等は、次ページの表に示す順序で表示されます。
「Recall/Reset」ボタンを押して、設定を作成します。 一部の項目では、+/- ボタンで値が変更できます。
「Mode」ボタンを押すと都度、既存の設定値が保存され、ラベルアプリケーションモードに戻ります。
各設定の詳細については、次の説明を参照してください。

■   セットアップモードを表示するには:

①  ラベル数が表示された状態で、「Mode」を1回押します

②  「Mode」を  2秒間⾧押しします。

Mode Reset + -Recall/

Recall/
Mode Reset + -
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■ ラベル/容器の詳細設定:

下記画面表示の順で、設定を進めます。
 画面表示 設定

dIE/rEF ダイカット/ 反射ラベル（※）

r-1/r-2 アプリケーションローラーの位置

SC- センサー調整 ラベル素材に合わせ、ラベルセンサーを調整します。
LPo ラベルポジション 貼り付け前のラベルが剥離紙から剥がれている⾧さを設定します。
PPo プラットフォームの位置 コンテナプラットフォームの開始位置を調整します。
gPo ガイドの位置 コンテナガイドを調整するためにプラットフォームを移動します。

S-1 から S-8 まで プラットフォーム速度

※ ダイカット/ 反射ラベル 
ダイカットラベル (デフォルト): 
右図のような標準ダイカットラベルを使用している場合は、ラベルのサイズを問わず、この設定を使用します。 
またこの設定は、穴開きラベルや端に切れ込みの入ったラベルにも使用いただけます。
反射ラベル: 
ラベル素材の裏面に印刷された黒い線(ブラックマーク)が、ラベル間の境界線を示します。 
ブラックマークは、透明なラベルや、ラベルの不要部分が残っているストックを使用する際に必要になります。
この設定は、複雑な形状のラベルや、ダイカットラベルモードで印刷開始位置を感知できない場合にも使用できます。

Ⅱアプリケーションローラーの位置設定

r-1: デフォルトのアプリケーションローラー位置です。これはピールエッジからr-2に比べて遠い位置です。
貼り付け面が完全に平坦ではない容器に対しても適用可能です。最も多様なコンテナの高さでも動作します。

r-2:剥離紙から落ちる前にアプリケーションローラーに届かない短いラベルを使用している場合は、r-2 位置を使用する必要があります。
ラベルは常にアプリケーションローラーの下に伸びて、アームを下げたときにローラーがラベルの前縁をコンテナに押し付けるようにする必要があります。

アプリケーションローラーの位置を調整するには、   アプリケーションアーム の両側にある  つまみネジを外します。
 ローラーを押したり引いたりして、つまみネジ穴をサイドプレートの必要な穴に合わせ、つまみネジを取り付けます。
(r-1 穴は、r-2 穴よりも手前です。）

注意: アプリケーションローラー の位置が、選択した設定と常に一致していることを確認してください。

ダイカットラベル使用の場合はギャップセンサー、
反射ラベルの場合はブラックマークセンサーを設定します。
ラベルを⾧くするには "r-1" に設定し、
ラベルを短くするには "r-2" に設定します。

コンテナプラットフォームの戻る速度を S1 と S8 の間に設定します。
 S1 が最も遅く、 S8が最も速いです。

設定内容

つまみねじ

つまみねじ
アプリケーションローラー
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Ⅲセンサーの調整
ラベルセンサーは、各メモリ位置に使用するラベルロール毎に合わせて調整する必要があります。
次の手順に従い、ラベルロール/ライナー材料のアプリケータを調整してください。

① 2ページ目「ラベルロールの通紙方法」 の説明に従ってラベルを通紙します。
必ず 剥離紙からラベルを剥がし、  ライナードライブローラーに戻してください。
反射ラベルを使用する場合、ブラックマークがラベルガイドローラーの真下に来るように配置してください。 
剥離紙のみをセンサー部分に通すことで、センサーが正常に稼働します。

② 剥離紙が通紙されたら、セクション3-Ⅰの手順に従い、セットアップ モードで 「SC」 設定に移動します。 
➂ アームを下げるとセンサー調整を開始します。
④ ラベルロールは、最初のラベルが貼り付け開始位置に進むまで動きます
⑤ これでラベルのセンサー調整が完了し、現在のメモリ位置として保存されます。

Ⅳラベルポジション
この設定では、剥離紙の端からラベル貼付開始位置までの距離を調整します。この設定は +/– 0.32" [8.1 mm] で調整でき、+/– ボタンで調整します。 
「Recall/Reset」を押して、現在のメモリ位置に設定を上書き保存します。 
ラベルを貼る容器とアプリケーションアームの角度に応じて調整することで、ラベルの貼付位置を安定させます。
※一度デフォルト設定（０”）で試していただき、必要に応じて調整してください

アプリケーションローラー

ラベル

ラベルの位置
ピールエッジ （ピールエッジからの距離）

この位置まで、剥離紙から

ラベルを剥がしてください。

反射ラベルを使用する場合、こちらのガイドローラーの真下にブラックマークが来るように配置してください。
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Ⅴプラットフォーム（土台）の位置
容器に適用されるラベルの位置は、
プラットフォームの開始位置を変更することによって調整することができます。 
コンテナプラットフォームの正しい開始位置を確認するには以下の手順に従ってください。

① 容器をプラットフォームの上に置き、プラットフォームの後端に触れるまで容器を押し戻します。 

※ 6インチの容器の前端にラベルを貼りつける場合

② 「プラットフォーム位置」[PPo]セットアップオプションで、+/-ボタンを押して、
コンテナプラットフォームの開始位置を0.01インチ[0.25mm]単位で調整します。
+/– ボタンを⾧押しすると、位置をすばやく調整できます。
コンテナがラベルストックの前縁に近づいたら、アプリケーションアームを押し下げ、正しい位置を目で確認します。
プラットフォームのデフォルトの位置は0.0インチで、ラベルの前縁をコンテナの背面  から約8.0～  9.0インチ  [20～23cm]に配置します。 
※たとえば、上図のような6 インチの容器の前端にラベルを適用する場合、
プラットフォームの位置は約 2.5 インチ (8.5 インチからコンテナの⾧さを引いた値 = PPo 設定) にする必要があります。  
「Mode」または「Recall/Reset」を押して、この値を現在のメモリ位置に保存します。
※目測で設定することもできます。

2.50インチ

6”の容器

コンテナプラットフォーム

ラベルの前縁
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Ⅵコンテナガイドの調整
コンテナガイドを使用すると、プラットフォーム上に容器を統一して配置できます。
容器に適用されたラベルの水平方向の[左右]位置は、アプリケーターアーム内のラベルストックの水平位置とコンテナガイドの位置によって決まります。 
「ガイド位置」[gPo]設定では、プラットフォームの下側にあるつまみネジを使うとプラットフォームを拡張できます。
つまみネジを緩め、ガイドを適切な位置に動かして、容器が目的の位置でラベルを貼れるようにします

コンテナガイド

コンテナガイド

メタルワッシャー

つまみねじ（台の裏）

注意①:手前にプラットフォームが伸びるときは、ぶつからないよう十分に距離をとってください
注意②:Recall/Reset」と「-」を同時に押すことで、プラットフォームをセット位置の外に拡張させることができます。 
    勢いよくプラットフォームが飛び出るので、十分に注意して台の手前に立たないようにしてください。
    拡張を戻すときはモードボタンを押します。
注意➂:容器の幅がプラットフォームよりも広い場合は、コンテナガイドを取り外すこともできます。
注意④:容器をより安全に固定するために追加のコンテナガイド(付属)※を使用することもできます
注意⑤:必要に応じて、コンテナガイドは向きを変えたり、使用しないこともできます。

※追加のコンテナガイドを使用する場合
追加のコンテナガイドは、容器をより安定させて正確にラベル配置を行うことができます。 
ガイドをプラットフォームに置き、下からメタルワッシャーを追加し、つまみねじを追加します。 
ガイドを目的の位置に移動した後、つまみねじを締めます。

Ⅶプラットフォームのスピード設定
プラットフォーム 速度設定は、プラットフォームがスタート位置に戻ったときの速度を制御します。
  S-1 は  最も遅い速度です。 S-8が最も速い速度です。 「+/– 」を押して希望の速度を選択します。
「Recall/Reset」を押して、現在のメモリ位置に設定を保存します。 速度が速いほどプラットフォームは素早く設定の位置に戻りますが
重い容器の場合、プラットフォームが停止する可能性があります。 
軽い容器の場合は、速い設定にすると動いてしまうので容器に合わせて適切な速度に設定する必要があります

プラスチックワッシャー
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高さ

◆ラベルの貼り付け

① モードボタンを押して、現在のメモリ位置を表示します。

② 必要に応じて Recall/Resetボタンを押して、目的のメモリ位置に設定を記録させます。

➂ ラベルを正しく通紙したら、容器をプラットフォームに置きます。
ラベル付けが始まるまで、容器はプラットフォームの1番奥に配置してください。

④ アプリケーションアームがコンテナに触れるまで、アプリケーションアームをすばやく下げます。
プラットフォームとコンテナはラベルがはがれている間は手前に動きます。
ラベルが完全に貼り付けられるまで、アームを下げ続けてください

※アームを下げ切らずに停止または下げるスピードを落とすと、アームが容器に到達する前にラベルが出てくる可能性があります。 
またアームに強い力をかけすぎると、プラットフォームを失速させる可能性があります。

⑤ アプリケーションアームを持ち上げて、  プラットフォームを開始位置に戻します。
⑥ 容器を取り外し、①～➄の手順を繰り返します 。

ディスプレイには、適用された  ラベルの数が自動的に示されます。
カウンターをリセットするには、Recall/Resetボタンを2秒間押し続けます。 

⾧さ

幅

このアームを下げる
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◆容器の設置（アームの高さ調整）

ピンリリースバーを動かして容器の高さに応じてアームの高さを4段階に調整できます。
最大の容器の高さは20センチです。

コンテナの高さ目安
15-20cm
10-15cm
5-10cm
0-5cm

ピン
ピンリリースバー

注意: アプリケーションアームの高さは、ローラー以外のアーム部分が容器に触れないような高さで
できるだけ低い位置に設定してください

◆ラベルの通し方

アプリケーション ローラー および/またはラベルは、

最初にコンテナに触れる必要があります。

容器

ライナードライブローラー

ラベルガイドローラー

ライナーアイドラーローラー

ピールエッジ

アプリケーションローラー

ラベルの通り道（緑色の矢印）
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◆トラブルシューティング 

● ラベルが曲がってしまう
以下のいずれかが原因として考えられます。
・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
・ロールドラッグアームの位置が正しい位置か確認してください。
・ラベルがアームに対し平行に取り付けられているか確認してください。

● プラットフォームの動きの有無にかかわらず  、アプリケーションアーム  から複数のラベルが送り出されてしまう
⇒ラベルセンサーを再調整してください。

● ラベルを貼るときに「SC-」と表示される
⇒ラベルセンサーを再調整してください。

● ラベルの位置を容器ごとに変更したい
⇒アプリケーションアームとアプリケーションローラーの位置を調整します。
最適なローラー・ラベルの位置は、作動中のアームの角度とラベルの大きさ、容器の種類によって変わります。
テストが必要です。

● コンテナ台が停止する、または異音を発する
⇒アプリケーションアームの位置が低すぎたり、アプリケーションアームプッシュバーに過度の圧力がかかったりすると、
プラットフォームが停止する可能性があります。
ラベルガイド、またはガイドカラーでラベルを挟んでいないか確認してください。
調整後もまだ停止している場合は、プラットフォームのベアリングプレートを交換してください。

● 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。
コントロールパネルでアプリケーションローラーの位置やラベルの位置を調整します。

◆メンテナンス

●  プラットフォームベアリングプレートの交換
・時間がたつと、プラットフォームベアリングプレートはプラットフォームシャフトに反り、摩耗する可能性があります。 
使用される容器の重量によって、100,000台から1,000,000台が交換目安です。
プラットフォームベアリングプレートは2本のねじでコンテナ台に取り付けられます。

● ライナー アイドラー ローラーのポジション
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いて、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くぼみが生じる可能性があります。

● ベアリングへの注油
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つのベアリングに給油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位置を入れ替えることでより幅の小さいラベルに対応します
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◆コントロールパネルの設定
● LEDの強度表示

1. ディスプレイに「LEd」と  表示されるまで、モードボタンと+ボタンを押し続けます。
2. + ボタンまたは - ボタンを押し てLED強度を調整し ます。
3. モードボタンを押して完了。

● トレイを「アウト」ポジションに動かす
[Recall/Reset]ボタンと[-]ボタンを同時に押し続けます。 トレイが「アウト」の位置に移動します 。

● 英語（インチ単位での表示）の設定
1. 本体の電源を切ります 。
2. モードボタンと+ボタンを同時に押しながら、本体の電源を入れ直します。
 起動後、右図のように先頭に「–」が表示され、その後に現在のファームウエアの数字が表示されます。

● メトリック設定（センチ単位での表示）への変更
1. 本体の電源を切ります 。
2. モードボタンと+ボタンを同時に押しながら、本体の電源を入れ直します。
 起動後、右図のように先頭に「＝」が表示され、その後に現在のファームウエアの数字が表示されます。

● テストモード
1. 本体の電源を切ります。
2. Recall/Resetボタンと+ボタンを押しながら、ユニットの電源を入れます。
3. プラットフォームを出し入れし、ライナードライブローラーが連続で作動します。

注意: テストモードを開始する前に、ライナードライブローラーからラベルストックを必ず外してください。 

※テストモードをオフにする場合
1. 本体の電源を切ります。
2. Recall/Resetボタンを同時に押しながら、ユニットの電源を入れます。

＊各ボタンの機能
【モード】
ラベルカウントモード（発行ラベル数表示）・もしくはセットアップモード（メモリ位置の設定）の2つのモード間の切り替えが可能です。
本体起動時はラベルカウントモードで起動します。2秒間⾧押しすると、セットアップモードに切り替わります。
ボタンを押してセットアップモードを終了します。

【Recall/Reset】
設定された各メモリ位置を呼び出します。 
上記【モード】ボタンよりセットアップモードに切り替えた後、この【Recall/Reset】ボタンを押して各設定を呼び出します。
その後2秒間⾧押しすると、呼び出したメモリ位置のすべての設定がリセットされます。
ラベルカウントモードでの起動時に2秒間⾧押しすると、ラベルカウンタがリセットされます。

【＋/－】
ラベルカウントモード時:2秒間⾧押しすることで、意図的に発行ラベル数を増減することができます。
セットアップモード時:各設定値の増減に使用します。⾧押しすると進みが早くなります。

14  


