
卓上汎用紙折卓上汎用紙折卓上汎用紙折卓上汎用紙折りりりり機機機機    ＥＰＦ－ＥＰＦ－ＥＰＦ－ＥＰＦ－３００３００３００３００    

取扱説明書 

●ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

●この取扱説明書と保証書は必ず保管してだくさい。

●本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁じられています。

●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
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必必必必ずおずおずおずお読読読読みくださいみくださいみくださいみください

1.1. はじめにはじめにはじめにはじめに

この度はマックス 紙折り機 ＥＰＦ-３００をご購入いただき、誠にありがとうございます。 

本機は、（Ｂ６サイズ～Ａ３サイズ）紙折り作業の効率化を目指して開発された、汎用紙折り機です。

本機を使うことで、紙折り作業時間の削減及び仕上りの美しさ、どなたにも簡単な操作で、紙折り

作業の効率化を実現します。作業の効率化を図り、また良きパートナーとして末永くご愛用いただ

くために、この取扱説明書に従ってお取扱いいただきますようお願い申し上げます。 

1.2. ごごごご使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術

装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ

ビジョン受信機に接近して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従っ

て正しい取扱いをしてください。 

■■■■表示表示表示表示についてについてについてについて

このこのこのこの取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書およびおよびおよびおよび商品商品商品商品はははは、、、、商品商品商品商品をををを安全安全安全安全にににに正正正正しくおしくおしくおしくお使使使使いいただくためにいろいろないいただくためにいろいろないいただくためにいろいろないいただくためにいろいろな表示表示表示表示をををを使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。

そのそのそのその表示表示表示表示とととと意味意味意味意味はははは次次次次のようになっていますのようになっていますのようになっていますのようになっています。。。。

警告

取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを誤誤誤誤ったったったった場合場合場合場合、、、、使用者使用者使用者使用者がががが死亡死亡死亡死亡またはまたはまたはまたは重傷重傷重傷重傷をををを負負負負うううう可能性可能性可能性可能性

がががが想定想定想定想定されされされされ、、、、絶対絶対絶対絶対にににに行行行行なってはいけないことがなってはいけないことがなってはいけないことがなってはいけないことが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。

注意 

取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを誤誤誤誤ったったったった場合場合場合場合、、、、使用者使用者使用者使用者がががが障害障害障害障害をををを負負負負うううう可能性可能性可能性可能性がががが想定想定想定想定されされされされ、、、、

絶対絶対絶対絶対にににに行行行行なってはいけないことやなってはいけないことやなってはいけないことやなってはいけないことや物的損害物的損害物的損害物的損害のみののみののみののみの発生発生発生発生がががが想定想定想定想定

されされされされ、、、、絶対絶対絶対絶対にににに行行行行なってはいけないことがなってはいけないことがなってはいけないことがなってはいけないことが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。またまたまたまた、、、、

作成作成作成作成したしたしたしたデータデータデータデータがががが消失消失消失消失するするするする可能性可能性可能性可能性がありがありがありがあり、、、、絶対絶対絶対絶対にににに行行行行なってはいなってはいなってはいなってはい

けないことがけないことがけないことがけないことが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。

操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。

説明のページが異なる場合に参照するところが書いてあります。

注意注意注意注意！！！！ 注意していただきたいことです。    

「気をつけるべきこと」を意味しています。

この記号の中や近くの表示は具体的な注意内容です。

「してはいけないこと」を意味しています。

この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。

「しなければいけないこと」を意味しています。

この記号の中や近くの表示は具体的な指示内容です。

機械機械機械機械がががが故障故障故障故障しししし修理修理修理修理がががが必要必要必要必要になることがになることがになることがになることが想定想定想定想定されるされるされるされる操作操作操作操作やややや、、、、現状復帰現状復帰現状復帰現状復帰するためにするためにするためにするためにリセットリセットリセットリセット

などのなどのなどのなどの操作操作操作操作がががが必要必要必要必要になるのでになるのでになるのでになるので絶対絶対絶対絶対にににに行行行行なってはいけないことがなってはいけないことがなってはいけないことがなってはいけないことが書書書書いてありますいてありますいてありますいてあります。。。。
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必必必必ずおずおずおずお読読読読みくださいみくださいみくださいみください    

本機は絶対に分解分解分解分解またはまたはまたはまたは改造改造改造改造しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。火災、感電、故障の原因となります。 

本機本機本機本機のののの内部内部内部内部にににに指指指指、、、、ペンペンペンペン、、、、針金針金針金針金などのなどのなどのなどの異物異物異物異物をををを差差差差しししし込込込込まないでくださいまないでくださいまないでくださいまないでください。本機が故障したり、火災、感電

の原因になります。 

電源電源電源電源はははは、、、、付属付属付属付属のののの電源電源電源電源コードコードコードコードをををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。 

専用以外の電源コードを使用すると本機が故障したり火災、感電の原因になります。 

電源電源電源電源はははは、、、、必必必必ずずずず 100V100V100V100V 専用専用専用専用コンセントコンセントコンセントコンセントをををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。 

100V 以外のコンセントを使用すると本機が故障したり火災、感電の原因になります。    

電源は直接コンセントからとりタコタコタコタコ足配線足配線足配線足配線はしないはしないはしないはしないでください。火災の原因になります。 

電源電源電源電源コードコードコードコードのののの上上上上にににに重重重重いものをいものをいものをいものを絶対絶対絶対絶対にのせないにのせないにのせないにのせないでください。コードに傷がついて火災や感電の原因とな

ります。 

濡濡濡濡れたれたれたれた手手手手でででで電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグをををを抜抜抜抜きききき差差差差ししないししないししないししないでください。感電の恐れがあります 

水水水水、、、、薬品薬品薬品薬品などがなどがなどがなどが機械機械機械機械にかからないようにしてくださいにかからないようにしてくださいにかからないようにしてくださいにかからないようにしてください。万一内部に水などが入った場合は電源プラグ

をコンセントからすぐに抜いて販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると本機が故障した

り、火災、感電の原因になります。 

故障故障故障故障のままのままのままのまま機械機械機械機械をををを使使使使わないわないわないわないでください。煙が出ている、変な音やにおいがするなど、故障状態のまま

使用すると火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理を

ご依頼ください。 

本体本体本体本体はははは必必必必ずずずず水平水平水平水平にににに設置設置設置設置してくださいしてくださいしてくださいしてください。ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に設置しない

でください。倒れたり台から落ちたりして、けがや故障の原因になります。 

警 告
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必必必必ずおずおずおずお読読読読みくださいみくださいみくださいみください 

大大大大きなきなきなきな容量容量容量容量をををを必要必要必要必要とするとするとするとする機器機器機器機器（冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、ＯＡ機器等）ととととコンセントコンセントコンセントコンセントはははは共用共用共用共用

しないしないしないしないでください。電圧が下がり機械が誤動作する可能性があります。 

コンセントコンセントコンセントコンセントにににに差差差差しししし込込込込んだままんだままんだままんだまま、、、、紙紙紙紙やややや布布布布をををを本機本機本機本機のののの上上上上にかぶせたりにかぶせたりにかぶせたりにかぶせたり置置置置いたりしないいたりしないいたりしないいたりしないでください。火災や故

障の原因になります。 

直射日光直射日光直射日光直射日光のののの当当当当たるたるたるたる場所場所場所場所やややや高温多湿高温多湿高温多湿高温多湿のののの場所場所場所場所、、、、結露結露結露結露したしたしたした状態状態状態状態でのごでのごでのごでのご使用使用使用使用はははは避避避避けてけてけてけてください。動作が不安定

になったり、機械故障の原因になります。    

連休等連休等連休等連休等でででで長期間長期間長期間長期間ごごごご使用使用使用使用にならないときはにならないときはにならないときはにならないときは、、、、安全安全安全安全のためにのためにのためにのために必必必必ずずずず電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグををををコンセントコンセントコンセントコンセントからからからから抜抜抜抜いいいいててててくだ

さい。 

電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグはははは定期的定期的定期的定期的にににに清掃清掃清掃清掃してしてしてしてください。長い間にホコリなどがたまり、火災や故障の原因になりま

す。 

電源プラグを抜くときは、電源電源電源電源コードコードコードコードをををを引引引引っっっっ張張張張らずにらずにらずにらずに必必必必ずずずず電源電源電源電源プラグプラグプラグプラグをををを持持持持ってってってって抜抜抜抜いていていていてください。コー

ドが破損して火災や感電の原因になります。 

本機内部本機内部本機内部本機内部にににに用紙用紙用紙用紙、、、、異物等異物等異物等異物等がはさまるなどでがはさまるなどでがはさまるなどでがはさまるなどで、、、、正常正常正常正常にににに動作動作動作動作しないしないしないしない場合場合場合場合はははは、、、、必必必必ずずずず電源電源電源電源をををを切切切切ってからってからってからってから取取取取りりりり除除除除

いてくださいいてくださいいてくださいいてください。機械が不意に動作したとき、けがの原因になります。 

安全安全安全安全カバーカバーカバーカバーのののの開閉時開閉時開閉時開閉時にはにはにはには手等手等手等手等をはさまないようにをはさまないようにをはさまないようにをはさまないように注意注意注意注意してしてしてしてください。 

本機本機本機本機をををを移動移動移動移動させるさせるさせるさせる時時時時はははは、、、、折折折折りりりりカセッカセッカセッカセットトトト１１１１・・・・２２２２をはずしをはずしをはずしをはずし、、、、補助補助補助補助テーブルテーブルテーブルテーブル、、、、排紙排紙排紙排紙テーブルテーブルテーブルテーブルをををを閉閉閉閉めてからめてからめてからめてから、、、、

２２２２人人人人でででで本体底面四隅本体底面四隅本体底面四隅本体底面四隅をををを持持持持ってってってって運運運運んでくださいんでくださいんでくださいんでください。落下等でけが、故障の原因になります。 

免責事項免責事項免責事項免責事項

本取扱説明書本取扱説明書本取扱説明書本取扱説明書のののの記載内容記載内容記載内容記載内容をををを守守守守らなかったことによりらなかったことによりらなかったことによりらなかったことにより生生生生じたじたじたじた損害損害損害損害やややや、、、、故障等故障等故障等故障等のののの使用不能使用不能使用不能使用不能のののの際際際際にににに生生生生じたじたじたじた損害損害損害損害やややや逸逸逸逸

失利益失利益失利益失利益、、、、またはまたはまたはまたは、、、、重要書類重要書類重要書類重要書類のののの破損破損破損破損およびおよびおよびおよび、、、、これによりこれによりこれによりこれにより生生生生じたじたじたじた二次的二次的二次的二次的なななな損害損害損害損害につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、当社当社当社当社はははは一切一切一切一切のののの責任責任責任責任

をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。あらかじめごあらかじめごあらかじめごあらかじめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    

注 意
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目次目次目次目次

１． 設置前の注意事項

１．１ 設置場所の確認 …………………………………………………… ５

１．２ 搬入時の注意 ……………………………………………………… ５

１．３ 付属品の種類・数量の確認 ……………………………………… ６

２． 製品各部の名称

２．１ 外観 ………………………………………………………………… ７

２．２ 操作パネル部 ……………………………………………………… ８

２．３ エラー表示・状況・対策 ………………………………………… ８

３． 本機でできること

３．１ 用語・折形解説・使用できる用紙 ……………………………… ９

３．２ 特徴および使用目的 …………………………………………… ９

３．３ 使用しないとき ………………………………………………… ９

３．４ 使用上の注意 …………………………………………………… ９

４． 使用前の準備

４．１ 付属品を取付ける ………………………………………………… １０

５． 使用方法

５．１ 規格用紙（Ａ３・Ａ４・Ｂ４・Ｂ５等）の定形折り ………… １３

５．２ 規格外用紙（Ａ３・Ａ４・Ｂ４・Ｂ５等以外）

の折り位置セット方法 …………… １６

５．３ 手差しモードの操作 ……………………………………………… １７

５．４ 調整

５．４．１ 斜行調整 ………………………………………………… １７

５．４．２ 折り位置の微調整 ……………………………………… １８

５．５ カウンタ ………………………………………………………… １８

５．６ クロス折り（オプション装着時仕様）…………………………… １９

６． 保守・点検・消耗品

６．１ 点検・お手入れ時の注意事項 …………………………………… ２０
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６．２ 日常のお手入れ …………………………………………………… ２０

６．３ 消耗品について …………………………………………………… ２０

６．４ 排紙フォトセンサーの清掃について …………………………… ２１

６．５ 給紙ローラーゴム・用紙パッド

ゴムシートの脱着について ………………… ２２

６．６ 消耗部品の交換方法 ……………………………………………… ２３

６．７ ゴムローラーの手入れ方法 ……………………………………… ２４

７． トラブル時の処置

７．１ トラブルの内容と処置 …………………………………………… ２５

７．２ 故障の場合 ………………………………………………………… ２６

８． 移設または廃棄するとき

８．１ 移設

８．１．１ 旧設置場所からの撤去作業 …………………………… ２７

８．１．２ 運搬 ……………………………………………………… ２７

８．１．３ 移設先での設置 ………………………………………… ２７

８．２ 廃棄 ………………………………………………………………… ２７

９． 製品仕様

９．１ 仕様 ………………………………………………………………… ２８

１１１１．．．．設置前設置前設置前設置前のののの注意事項注意事項注意事項注意事項

１１１１．．．．１１１１    設置場所設置場所設置場所設置場所のののの確認確認確認確認

次の条件を満たした場所に設置してください。

・直射日光の当たる場所に設置しないでください。

・窓際は避けてください。

・湿気やほこりの多い場所は避けてください。

・風の当たるところ、熱を発生する機器付近での使用は避けてください。

・本体の重さは約２９kg です。丈夫で水平な台又はテーブル上に設置してくださ

い。

１１１１．．．．２２２２    搬入時搬入時搬入時搬入時・・・・本体移動時本体移動時本体移動時本体移動時のののの注意注意注意注意

・衝撃や激しい振動が製品本体に加わらないようにていねいに取り扱ってください。

・保護手袋をし、２人で底面４隅をしっかり持って運搬してください。
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１１１１．．．．３３３３    付属品付属品付属品付属品のののの種類種類種類種類・・・・数量数量数量数量のののの確認確認確認確認    

・開梱したら、同梱品をご確認ください。万一不足していたらすぐに販売店に連絡してください。

お客様登録をお願いします。（スマートフォン・タブレット・パソコンで登録できます）

①本体

②折りカセット１
③折りカセット２

④電源コード
注意：形状は異なる場合があります

⑤取扱説明書 兼 保証書

⑥簡易マニュアル ⑦お客様登録のお願い
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２２２２．．．．    製品各部製品各部製品各部製品各部のののの名称名称名称名称    

２２２２．．．．１１１１    外観外観外観外観    

操作操作操作操作パネルパネルパネルパネル    

給紙給紙給紙給紙テーブルテーブルテーブルテーブル昇降昇降昇降昇降レバーレバーレバーレバー    

給紙テーブルを上下させます 

ストッパストッパストッパストッパーーーー微調整微調整微調整微調整ツマミツマミツマミツマミ

折り位置を修正します 

折折折折りりりりカセットカセットカセットカセット    1111    

一回目の折りに使用 

折折折折りりりりストッパストッパストッパストッパーーーー    

折り方を設定します 

折折折折りりりりカセットカセットカセットカセット    2222    

二回目の折りに使用 

ストッパストッパストッパストッパーーーー微調整微調整微調整微調整ツマミツマミツマミツマミ

折り位置を修正します 

ブレーカボタンブレーカボタンブレーカボタンブレーカボタン    

安全装置が働くと、ボタンが 

飛び出て電源を遮断します 

AC AC AC AC インレットインレットインレットインレット

電源コードを差し込みます 

電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチ    

主電源スイッチです 

折折折折りりりり部部部部（（（（折折折折りりりりカセットカセットカセットカセット1111））））    

安全安全安全安全カバーカバーカバーカバー    

用紙用紙用紙用紙ガイドガイドガイドガイド    

用紙幅に合わせます 

斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整ツマミツマミツマミツマミ    

用紙をセットします 

補助補助補助補助棚棚棚棚（（（（給紙給紙給紙給紙テーブルテーブルテーブルテーブル））））    

使用時に、引き上げます 

排紙排紙排紙排紙トレートレートレートレー    

折った用紙が積載されます 
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   ２２２２．．．．２２２２    操作操作操作操作パネルパネルパネルパネル 

 

表  示 意味 確認／対処のしかた 

ピリオド表示なしの枚数表示 

加算モードでスタートでき

ます。（折った枚数を表示） 

－ 

ピリオド表示ありの枚数表示 

減算モードでスタートでき

ます。（残り枚数を表示） 

－ 

給紙エラーまたは、折りカセ

ット１，２内紙詰まりエラー

表示 

用紙がありません。 用紙をセットします。 

折りカセット１または２内

で紙が詰まっています。 

折りテーブル内に詰まった紙を 

取り除きます。 

給紙テーブルから用紙が送

られませんでした。 

｢こんなときは｣の項を 

ご参照ください。 

上カバーが開いた状態で、ス

タートがかかりました。 

上カバーを閉めてから、 

スタートします。 

排紙側紙詰まりエラー表示 

排紙トレーが満杯です。 排紙トレーの紙を取り除きます。 

排紙センサ付近に紙が残っ

ています。 

排紙センサ付近のお手入れをします。 

カウンタカウンタカウンタカウンタ    

枚数や加算、減算

識別を表示します 

エラーエラーエラーエラー発生発生発生発生ヶヶヶヶ所表示所表示所表示所表示    

表示部とイラストでエラー

発生場所を示します 

枚数設定枚数設定枚数設定枚数設定ボタンボタンボタンボタン    

処理枚数を設定します 

クリアクリアクリアクリア////リセットボタンリセットボタンリセットボタンリセットボタン    

カウンタをクリア、エラーを

リセットします 

テストボタンテストボタンテストボタンテストボタン    

テスト折りを 2 枚 

（カウンタに影響なし） 

スタートスタートスタートスタート////ストップボタンストップボタンストップボタンストップボタン    

スタートまたはストップします 

 

２２２２．．．．３３３３    エラーエラーエラーエラー表示表示表示表示・・・・状況状況状況状況・・・・対策対策対策対策    

0 

10. 
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３３３３．．．．    本機本機本機本機でできることでできることでできることでできること    

            

３３３３．．．．１１１１    用語用語用語用語・・・・折形解説折形解説折形解説折形解説・・・・使用使用使用使用できるできるできるできる用紙用紙用紙用紙    

 

名 称 解 説 

ジャム 用紙が機械内部で詰まること 

重送 ２枚以上重ねて（折りカセット１・２内）給紙すること 

スリップ 用紙が送り込まれないこと 

原位置 折りカセット 1 の折り位置ガイドがいちばん右側にあること 

さばく 用紙どうしがはりついている状態をはがすこと 

 

図 

      

折 形 ２つ折り ４つ折り 片袖折り 内３つ折り 外３つ折り 観音折り 

・その他変形折り・２回折りによるクロス折り   Ｂ６は観音折り不可 

上図の着色部は、給紙テーブルに用紙を下向きにセットしたときに折られた状態です。 

用紙質量 

連量４０～９０㎏（２折りのみ１３５㎏） 

｛坪量４６．５～１０４．７g／㎡（２つ折りのみ１５７g／㎡）｝ 

紙質 

更紙・上質紙・再生紙，  

折り目が付いたもの、カール、その他変形した用紙は除く 

用紙寸法 Ｂ６（１２８×１８２mm）～Ａ３（２９７×４２０mm） 

３３３３．．．．２２２２    特徴特徴特徴特徴およびおよびおよびおよび使用目的使用目的使用目的使用目的    

・操作が簡単です。 

・プリセットカウンタ（枚数表示を繰り返す）により必要枚数をすばやく折ることができます。 

・紙詰まり・スリップ時は、「エラーマップ」上に発生場所を表示します。 

・2 つ折り･4 つ折り･片袖折り･内 3 つ折り･外 3 つ折り･観音折りの 6 種類の折形ができます。 

 

３３３３．．．．３３３３    使用使用使用使用しないときしないときしないときしないとき    

・電源プラグをコンセントからはずしてください。 

 

 

３３３３．．．．４４４４    使用上使用上使用上使用上のののの注意注意注意注意 

 

・特に重要な書類は事前に折りテストをして折り位置の確認をしてください。 

・理由を問わず、用紙の折ずれ・破損の補償はご容赦ください。 
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４４４４．．．．    使用前使用前使用前使用前のののの準備準備準備準備    

    

４４４４．．．．１１１１    付属品付属品付属品付属品をををを取付取付取付取付けるけるけるける    

 

 

 

 

 

（１）電源コードをインレットに差し込みます。 

 

（２）折りカセット２を取り付けます。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

突起部分にカセット２を滑らすように、斜め４５度程度の角度でｶﾁｯとなる所まで差し込みます。 

 

（３）折りカセット１を取り付けます。 

 

 

   

 

      

   両側にある丸印の折りカセット１ガイドに沿わせるようにして、折りカセット１を 

ｶﾁｯとなる所まで差し込みます。 
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補助棚（用紙ﾃｰﾌﾞﾙ）・排紙トレーのセット方法 

                                     

                       

 

 

 

 

 

 

 

    ①                          ② 

 

補助テーブルを上げます。      補助テーブルを１１１１持ち上げてから２２２２の方向に 

押しこんでセットします。 

 

 

 

 

                                

 

                                         

                               

    ③                                  

 

 

 

 

 

排紙トレーを引き出します。 

 

 

 

注注注注    意意意意    

 

折りカセット１・２が正しくセットされているか確認してください。 

外れてけがの原因になります。 

側面の角穴が本体サイドカバーの面に 

丁度合うように押し込んでください。 

折りカセット１がストッパーレバーでしっかりと固定さ

れていることを確認してください。 

２２２２    

１１１１    
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（４）電源コードをコンセントに差し込みます。

注意注意注意注意！！！！ 

・・・・電源電源電源電源コードコードコードコードはははは、、、、必必必必ずほどいてずほどいてずほどいてずほどいて使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・付属付属付属付属のののの電源電源電源電源コードコードコードコード以外以外以外以外はははは使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。

・・・・電源電源電源電源ココココードードードードののののアースアースアースアース線線線線はははは必必必必ずずずず接地接地接地接地((((アースアースアースアース))))してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・電源電源電源電源コードコードコードコードののののプラグプラグプラグプラグ形状形状形状形状はははは異異異異なるなるなるなる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。

警警警警    告告告告    

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

感電の恐れがあります。 

電源コードのアース線は電源コンセントに挿入または接触させないでください。 

火災・感電の原因になります。 

（５）電源スイッチをオンにします。

電源スイッチ 
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５５５５．．．．    使用方法使用方法使用方法使用方法    

５５５５．．．．１１１１ 規格用規格用規格用規格用紙紙紙紙（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３３３３・・・・ＡＡＡＡ４４４４・・・・ＢＢＢＢ４４４４・・・・ＢＢＢＢ５５５５等等等等））））のののの定形折定形折定形折定形折りりりり    

（（（（２２２２））））・・・・（（（（４４４４））））    （（（（４４４４）））） 

用紙ｶﾞｲﾄﾞﾈｼﾞ 用紙ｶﾞｲﾄﾞ（右/左） 

（（（（１１１１））））    （（（（５５５５））））    

給紙ﾃｰﾌﾞﾙﾚﾊﾞｰ （（（（３３３３）））） 給紙ﾃｰﾌﾞﾙﾚﾊﾞｰ 

給紙ﾃｰﾌﾞﾙ 

（（（（１１１１）））） 給紙テーブルレバーを上げて、給紙テーブルを下げます。 

（（（（２２２２）））） 用紙ガイドネジをゆるめて用紙ガイド(右/左)を使用する用紙の目盛りに合わせます。

（（（（３３３３）））） 給紙テーブル上に用紙をきれいに揃えて積みます。

（（（（４４４４）））） 用紙ガイドと用紙の隙間が無いようにして用紙ガイドネジを締めます。

（（（（５５５５）））） 給紙テーブルレバーを下げて用紙をセットします。 

注意注意注意注意！！！！ 

・・・・用紙用紙用紙用紙はははは給紙給紙給紙給紙テーブルテーブルテーブルテーブルのののの目盛目盛目盛目盛にににに沿沿沿沿ってってってって、、、、センターセンターセンターセンター合合合合わせでわせでわせでわせでセットセットセットセットしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

片側片側片側片側にににに寄寄寄寄っているとっているとっているとっていると斜行斜行斜行斜行しししし、、、、斜斜斜斜めめめめ折折折折りのりのりのりの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

・・・・印印印印刷直後刷直後刷直後刷直後のののの用紙用紙用紙用紙ははははジャムジャムジャムジャム・・・・重送重送重送重送・・・・スリップスリップスリップスリップ・・・・用紙用紙用紙用紙シワシワシワシワのののの原因原因原因原因になりますのでになりますのでになりますのでになりますので必必必必ずずずず乾乾乾乾いてからいてからいてからいてから使用使用使用使用

してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・片袖折片袖折片袖折片袖折りのりのりのりの場合場合場合場合はははは、、、、印刷面印刷面印刷面印刷面をををを下下下下にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。

・・・・用紙用紙用紙用紙ををををセットセットセットセットするときはするときはするときはするときは、、、、印刷面印刷面印刷面印刷面にににに注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。用紙用紙用紙用紙ののののセットセットセットセット状態状態状態状態とととと折折折折られたられたられたられた状態状態状態状態はははは、、、、

    ９９９９ページページページページ「「「「３３３３．．．．１１１１    用語用語用語用語・・・・折形解説折形解説折形解説折形解説」」」」のののの表表表表をををを参考参考参考参考にしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。    

・・・・用紙用紙用紙用紙ガイドガイドガイドガイドとととと用紙用紙用紙用紙にににに隙間隙間隙間隙間があるとがあるとがあるとがあると折折折折りずれのりずれのりずれのりずれの原因原因原因原因になりますになりますになりますになります。。。。
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（６）折り位置をセットします。 

 

折り位置ガイドのハーフナット 

レバーを指で挟みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折りカセット１・２の目盛りの位置 

に折り位置ガイドを合わせます。 

 

 

ハーフナットレバーを離すと折り 

位置ガイドは自動的にその位置で 

ロックします。 

   微調整はストッパー微調整ツマミ 

で行ってください。 

   １８ページ「「「「５５５５．．．．４４４４．．．．２２２２    折折折折りりりり    

カセットカセットカセットカセット１１１１・・・・２２２２のののの微調整微調整微調整微調整」」」」参照  

  

      

 

注意注意注意注意！！！！ 

２２２２つつつつ折折折折りのりのりのりの場合場合場合場合のみのみのみのみ全全全全サイズサイズサイズサイズ共折共折共折共折りりりりカセットカセットカセットカセット１１１１    

はははは2222つつつつ折折折折りのりのりのりの線線線線までまでまでまでストッパーストッパーストッパーストッパーをををを下下下下げてくださいげてくださいげてくださいげてください。。。。    

またまたまたまた。。。。２２２２つつつつ折折折折りでりでりでりでシワシワシワシワ、、、、及及及及びびびび異常異常異常異常なななな折折折折りかたがりかたがりかたがりかたが    

発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、ストッパーストッパーストッパーストッパーがうごかなくなるがうごかなくなるがうごかなくなるがうごかなくなる    

までまでまでまで押押押押しししし下下下下げてくださいげてくださいげてくださいげてください。。。。    

 

    

    

 

    

 

折り位置ｶﾞｲﾄﾞ 微調整ツマミ 

折りカセット１ 

折りカセット２ 

微調整ツマミ 

折り位置ガイド 

ﾊｰﾌﾅｯﾄﾚﾊﾞｰ 

ﾊｰﾌﾅｯﾄﾚﾊﾞｰ 

B5 ｻｲｽﾞ 4 つ折り時 
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（７）試し折り 

「テスト」ボタンを押すと、２枚折ります。 

（カウンタは動きません） 

２枚目の折った用紙で仕上がりを確認します。 

折りずれが発生する原因 

・ローラーの汚れ 

・用紙ガイドのセットが曲がって固定されている又 

は用紙ガイドと用紙の間に隙間がある 

・給紙テーブルが曲がっている 

・用紙の裁断が曲がっている 

折りずれを修正する場合  

 

→ １７、１８ページ「「「「５５５５．．．．４４４４    調整調整調整調整」」」」参照        

 

 

 

注注注注    意意意意    

 

ローラーなどの駆動部には絶対に手を触れないでください。 

けがの原因になります。 

 

髪の毛・ネクタイ・ネックレス等をローラーなどの駆動部にたらさないでください。 

けがの原因になります。 

 

（８）連続折り 

「スタート/ストップ」ボタンを押すと、連続して用紙 

 を折ります。動作中に、もう一度押すと停止します。 

カウンタは加算していきます。 

「クリア」ボタンを押すとカウンタは「０」に戻ります。 

希望枚数のみ折りたい場合 

 

→ １８ページ「「「「５５５５．．．．５５５５カウンタカウンタカウンタカウンタ」」」」参照 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

操作操作操作操作パネルパネルパネルパネル部部部部    

 

テストボタンテストボタンテストボタンテストボタン    

ｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄｽﾀｰﾄ／／／／ｽﾄｯﾌｽﾄｯﾌｽﾄｯﾌｽﾄｯﾌﾟ゚゚゚ﾎﾎﾎﾎﾞ゙゙゙ﾀﾝﾀﾝﾀﾝﾀﾝ    
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５５５５．．．．２２２２    規格外用紙規格外用紙規格外用紙規格外用紙（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３３３３・・・・ＡＡＡＡ４４４４・・・・ＢＢＢＢ４４４４・・・・ＢＢＢＢ５５５５等以外等以外等以外等以外））））のののの折折折折りりりり位置位置位置位置セットセットセットセット方法方法方法方法    

 

 

（（（（１１１１））））用紙用紙用紙用紙のののの長長長長さをさをさをさを測測測測りますりますりますります。。。。    

折折折折りたいりたいりたいりたい形形形形にににに合合合合わせてわせてわせてわせて下表下表下表下表よりよりよりより折折折折りりりりカセットカセットカセットカセット１１１１・・・・２２２２    

のののの折折折折りたいりたいりたいりたい長長長長さをさをさをさを計算計算計算計算しししし、、、、折折折折りりりりストッパーストッパーストッパーストッパー（（（（指針指針指針指針））））    

をををを移動移動移動移動させますさせますさせますさせます。。。。    

 

 

（単位 ㎜） 

 

 

 

 

 

例）３００ｍｍの用紙を４つ折りにする場合。 

折りカセット１＝３００×（１／２Ｌ）＝１５０ｍｍ 

⇒折折折折りりりりストッパーストッパーストッパーストッパーの指針指針指針指針を１５cm の位置に合わせます 

折りカセット２＝３００×（１／４Ｌ）＝７５ｍｍ 

⇒折折折折りりりりストッパーストッパーストッパーストッパーの指針指針指針指針を７.５cm の位置に合わせます 

 

 

 折りカセット１ 折りカセット２ 

２ つ 折 り 原位置 １／２Ｌ 

４ つ 折 り １／２Ｌ １／４Ｌ 

片 袖 折 り ３／４Ｌ １／４Ｌ 

内 ３ つ 折 り １／３Ｌ １／３Ｌ 

外 ３ つ 折 り ２／３Ｌ １／３Ｌ 

観 音 折 り １／４Ｌ １／２Ｌ 

                                   用紙の長さと、折りカセット１・２の 

折りストッパー（指針）位置関係 

折り寸法基準値 

・用紙サイズ及び折り方種類により折りテーブル（1 テーブル／2 テーブル）それぞれの 

折り寸法の基準値を設定。 

 

①折り寸法基準値(mm):基準値は小数点第1位を四捨五入していますので目安です。 

②折り方種類と折り寸法基準位置（折り寸法測定位置 折りカセット１／折りカセット２） 

 

 ＊B6・A5サイズは、サイズ・折り形を【折りカセット１・折りカセット２】（mm）基準値に合わせます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ５５５５．．．．１１１１    規格用紙規格用紙規格用紙規格用紙（Ａ（Ａ（Ａ（Ａ３３３３・・・・ＡＡＡＡ４４４４・・・・ＢＢＢＢ４４４４・・・・ＢＢＢＢ５５５５等等等等））））のののの定形折定形折定形折定形折りりりり参照参照参照参照    

折折折折りりりりストッパーストッパーストッパーストッパー    

指針指針指針指針    

用紙ｻｲｽﾞ 折りﾃｰﾌﾞﾙ 片袖折り 外 3 折り 内３折り 観音折り 4 折り 2 折り 

B6B6B6B6    

全長全長全長全長    182182182182    

折りカセット１ 137137137137    122122122122    60606060        91919191        

折りカセット２ 46464646    61616161    61616161        46464646    91919191    

A5A5A5A5    

全長全長全長全長    210210210210    

折りカセット１ 158158158158    140140140140    70707070    52525252    105105105105        

折りカセット２ 53535353    70707070    71717171    106106106106    53535353    105105105105    

B5B5B5B5    

全長全長全長全長    257257257257    

折りカセット１ 

【【【【折折折折りりりりカセットカセットカセットカセット１１１１、、、、折折折折りりりりカセットカセットカセットカセット２２２２】】】】用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ・・・・折折折折りりりり形指定形指定形指定形指定ありありありあり    

    

折りカセット２ 

A4A4A4A4    

全長全長全長全長    297297297297    

折りカセット１ 

折りカセット２ 

B4B4B4B4    

全長全長全長全長    333364646464    

折りカセット１ 

折りカセット２ 

A3A3A3A3    

全長全長全長全長    420420420420    

折りカセット１ 

折りカセット２ 
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ピン

溝

軸受け

５５５５．．．．３３３３    手差手差手差手差ししししモードモードモードモードのののの操作操作操作操作    

手差しモードによる複数の用紙をまとめて折る方法 

＊用紙ﾛｰﾗｰﾕﾆｯﾄを外します 

手差し給紙は、最大 3 枚までの重ね折りが可能です。 

Ａ４上質 64g/㎡使用時：3 通り（内 3 折り、外 3 折り、変形 3 つ折り） 

Ａ３上質 64g/㎡使用時：1 通り（2 つ折り）ができます。 

****給紙給紙給紙給紙テーブルテーブルテーブルテーブルをををを上上上上げげげげ、、、、減算減算減算減算「「「「1.1.1.1.」」」」をををを設定設定設定設定しししし、、、、用紙用紙用紙用紙をををを挿入後挿入後挿入後挿入後スタートボタンスタートボタンスタートボタンスタートボタンをををを押押押押しますしますしますします。。。。

****手差手差手差手差ししししモードモードモードモード中中中中はははは、、、、用紙用紙用紙用紙をををを奥奥奥奥までまっすぐにまでまっすぐにまでまっすぐにまでまっすぐに差差差差しししし込込込込んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。

５５５５．．．．４４４４    調整調整調整調整    

５５５５．．．．４４４４．．．．１１１１    斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整    

用紙裁断時用紙裁断時用紙裁断時用紙裁断時のののの曲曲曲曲がりがりがりがり、、、、そのそのそのその他他他他のののの要因要因要因要因でででで折折折折りりりり合合合合わせがわせがわせがわせが    

曲曲曲曲がっているがっているがっているがっている場合場合場合場合はははは、、、、斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整ツマミツマミツマミツマミでででで曲曲曲曲がりをがりをがりをがりを修整修整修整修整    

することができますすることができますすることができますすることができます。（。（。（。（基本位置基本位置基本位置基本位置ははははピンピンピンピンがががが溝溝溝溝のあるのあるのあるのある中央中央中央中央    

にありますにありますにありますにあります））））    

排紙排紙排紙排紙されたされたされたされた状態状態状態状態のままみてのままみてのままみてのままみて、、、、用紙用紙用紙用紙のののの下面下面下面下面がががが    

右右右右へへへへ曲曲曲曲がったがったがったがった場合場合場合場合はははは斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整ツマミツマミツマミツマミをををを右方向右方向右方向右方向へへへへ、、、、    

左左左左へへへへ曲曲曲曲がったがったがったがった場合場合場合場合はははは左方向左方向左方向左方向へまわしてくださいへまわしてくださいへまわしてくださいへまわしてください。。。。    

※※※※万万万万がががが一斜行一斜行一斜行一斜行のののの曲曲曲曲がりががりががりががりが発生発生発生発生したしたしたした際際際際はははは、、、、まずまずまずまず用紙用紙用紙用紙

ガイドガイドガイドガイドとととと用紙用紙用紙用紙のののの間間間間にににに隙間隙間隙間隙間がないかがないかがないかがないか確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

注意注意注意注意！！！！ 

・・・・２２２２つつつつ折折折折りりりり以外以外以外以外のののの場合場合場合場合はははは折折折折りりりりカセットカセットカセットカセット１１１１でででで折折折折られたられたられたられた面面面面

をををを下下下下にしてにしてにしてにして斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・用紙用紙用紙用紙をかえたをかえたをかえたをかえた時時時時はははは、、、、斜行斜行斜行斜行をををを調整調整調整調整しししし直直直直してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

・・・・作業後作業後作業後作業後はははは斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整ツマミツマミツマミツマミをををを基本位置基本位置基本位置基本位置にににに戻戻戻戻してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

①①①①折折折折られたられたられたられた下面下面下面下面がががが右右右右にににに傾傾傾傾くくくく場合場合場合場合 ②②②②折折折折られたられたられたられた下面下面下面下面がががが左左左左にににに傾傾傾傾くくくく場合場合場合場合    

斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整ツマミツマミツマミツマミをををを右右右右にににに回回回回してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整ツマミツマミツマミツマミをををを左左左左にににに回回回回してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

斜行調整斜行調整斜行調整斜行調整ツマミツマミツマミツマミ    

左回左回左回左回しししし    

右回右回右回右回しししし    
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５５５５．．．．４４４４．．．．２２２２    折折折折りりりり位置位置位置位置のののの調整調整調整調整    

折りカセット１ 折りカセット２ ストッパー微調整ツマミ 

※折り形の図は排紙テーブルに出てきた用紙を操作パネル側から見た状態で表しています。

折り形 2 つ折 観音折 内 3 つ折 外 3 つ折 4 つ折 片袖折 

折

り

カ

セ

ッ

ト

１ 

紙折りの状態 

(実線の長さを折りカ

セット 1 で調整しま

す) 

折りカセッ

ト １を通り

ません 

実線部が長い場合 
短 短 短 短 短 

実線部が短い場合 
長 長 長 長 長 

折

り

カ

セ

ッ

ト

２ 

紙折りの状態 

(実線の長さを折りカ

セット 2 で調整しま

す) 

実線部が長い場合 
短 短 短 短 短 短 

実線部が短い場合 
長 長 長 長 長 長 

５５５５．．．．５５５５    カウンタカウンタカウンタカウンタ

（１）加算モード：１枚折るごとに、カウンタが１ずつ増えます。

「クリア」ボタンを押し、カウンタを０にします。 

（２）減算モード：１枚折るごとに、カウンタが１ずつ減ります。

「クリア/リセット」キーを押し、カウンタを０にします。 

希望の枚数を「数字」キーで入力します。 

（ここでは２０枚とします。） 

減算モードランプが点灯します。 



19 

５５５５．．．．６６６６    クロスクロスクロスクロス折折折折りりりり（（（（ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌﾟ゚゚゚ｼｮﾝｼｮﾝｼｮﾝｼｮﾝ：：：：補助用用紙補助用用紙補助用用紙補助用用紙ガイドガイドガイドガイド[[[[右右右右・・・・左左左左]]]]装着時仕様装着時仕様装着時仕様装着時仕様））））

注意注意注意注意！！！！ 

・・・・２２２２つつつつ折折折折りしたりしたりしたりした折折折折りりりり目目目目をををを手手手手でよくしごきますでよくしごきますでよくしごきますでよくしごきます。。。。

・・・・用紙用紙用紙用紙はははは少少少少なななな目目目目にににに積積積積みますみますみますみます。（。（。（。（３０３０３０３０枚以下枚以下枚以下枚以下））））

・・・・補助用紙補助用紙補助用紙補助用紙ガイドガイドガイドガイドはははは、、、、用紙用紙用紙用紙ガイドガイドガイドガイドにあたらないようににあたらないようににあたらないようににあたらないように用紙用紙用紙用紙サイズシールサイズシールサイズシールサイズシールよりよりよりより手前手前手前手前にににに置置置置きますきますきますきます。。。。

（１） ２つ折りにした用紙を給紙テーブルにのせ、

用紙ガイドを密着させて固定します。 

（２） 左右の給紙補助ローラーのネジをプラスドライバー

でゆるめて、用紙の両端をおさえる位置にセットします。 

（３） 補助用紙ガイド右左を用紙サイズの目盛りの位置に置き

先端のベアリングが用紙のふくらみを抑えるようにおきます。 

注意注意注意注意！！！！ 

給紙補助給紙補助給紙補助給紙補助ローラーローラーローラーローラーのののの材質材質材質材質はははは    

樹脂樹脂樹脂樹脂のためのためのためのため、、、、ネジネジネジネジをををを締締締締めるめるめるめる    

際際際際はははは締締締締めめめめ過過過過ぎてぎてぎてぎて給紙補助給紙補助給紙補助給紙補助    

ローラーローラーローラーローラーがががが割割割割れないようれないようれないようれないよう

十分注意十分注意十分注意十分注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

・クロス折りとは、２つ折りした用紙（Ａ３・Ｂ４）をさらに４つ折り

や内３つ折りなどにすることをいいます。 

・（Ａ３・Ｂ４）の用紙を４つ折りしただけでは、長３封筒に入ら

ない場合などにクロス折りをします。 

１回目 ２回目 

（Ａ３・Ｂ４） 

４つ折り 

２つ折り 

３つ折り 

注意注意注意注意！！！！ 

クロスクロスクロスクロス折折折折りするりするりするりする場合場合場合場合、、、、別売別売別売別売オプションオプションオプションオプションのののの補助用紙補助用紙補助用紙補助用紙ガイドガイドガイドガイド２２２２個個個個

（（（（右右右右・・・・左左左左））））がががが別途必要別途必要別途必要別途必要ですですですです。。。。    

使用使用使用使用できるできるできるできる用紙用紙用紙用紙はははは諸条件諸条件諸条件諸条件    

によってによってによってによって変動変動変動変動しますしますしますします。。。。    

・・・・用紙用紙用紙用紙種類種類種類種類 ・・・・用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ

・・・・用紙用紙用紙用紙のののの縦目縦目縦目縦目・・・・横目横目横目横目

・・・・温度温度温度温度・・・・湿度湿度湿度湿度 ・・・・印刷状態印刷状態印刷状態印刷状態

通常の折りより横ズレが大きくなったり、折った角が内側 

に折れる現象が起こる場合がありますが機械の故障では 

ありません。 

補助用紙ガイド（右/左） 

給紙テーブル 

ベアリング

用紙ガイド（右/左） 

補助用紙ガイド（右/左） 

給紙補助ローラー 
用紙サイズシール 

補助用紙ガイド（右/左） 



６６６６．．．．    保守保守保守保守・・・・点検点検点検点検・・・・消耗品消耗品消耗品消耗品    

６６６６．．．．１１１１    点検点検点検点検・・・・おおおお手入手入手入手入れれれれ時時時時のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    

警警警警    告告告告    

点検・手入れ時には電源プラグをコンセントから抜いてください。 

けが・感電の恐れがあります。 

６６６６．．．．２２２２    日常日常日常日常のおのおのおのお手入手入手入手入れれれれ    

・・・・ 折折折折りりりりローラーローラーローラーローラーにににに紙粉及紙粉及紙粉及紙粉及びびびび印刷物印刷物印刷物印刷物ののののインクインクインクインクがががが付着付着付着付着するとするとするとするとシワシワシワシワ、、、、紙詰紙詰紙詰紙詰まりまりまりまり等等等等トラブルトラブルトラブルトラブルのののの原因原因原因原因になるのでになるのでになるのでになるので定期的定期的定期的定期的

ににににゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラー専用専用専用専用クリーナークリーナークリーナークリーナー

※※※※

とととと布切布切布切布切れをれをれをれを用用用用いていていていて清掃清掃清掃清掃してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・ 折折折折りりりりローラーローラーローラーローラーはははは 1111 本本本本ずつずつずつずつ、、、、ゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラー専用専用専用専用クリーナークリーナークリーナークリーナーをををを浸浸浸浸したしたしたした布切布切布切布切れでれでれでれで力力力力いっぱいこすりいっぱいこすりいっぱいこすりいっぱいこすり、、、、何何何何もももも汚汚汚汚れがれがれがれが取取取取

れなくなるまでれなくなるまでれなくなるまでれなくなるまで拭拭拭拭いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。    

・・・・ 紙粉及紙粉及紙粉及紙粉及びびびび印刷物印刷物印刷物印刷物ののののインクインクインクインク等等等等がががが給紙給紙給紙給紙ゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラーやややや用紙用紙用紙用紙セパレーターセパレーターセパレーターセパレーターにににに付着付着付着付着するとするとするとすると給紙性能給紙性能給紙性能給紙性能がががが低下低下低下低下しししし、、、、紙紙紙紙

詰詰詰詰まりやまりやまりやまりやスリップスリップスリップスリップのののの原因原因原因原因にににになるのでなるのでなるのでなるのでゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラー専用専用専用専用クリーナークリーナークリーナークリーナーをををを用用用用いていていていて清掃清掃清掃清掃をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください。。。。    

・・・・ 外装部外装部外装部外装部のののの汚汚汚汚れはれはれはれはアルコールアルコールアルコールアルコール又又又又はははは清掃用清掃用清掃用清掃用クリーナークリーナークリーナークリーナーをををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

溶剤系溶剤系溶剤系溶剤系のののの洗浄液洗浄液洗浄液洗浄液はははは変色変色変色変色のののの原因原因原因原因になるのでになるのでになるのでになるので使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。    

※※※※ゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラー専用専用専用専用クリーナークリーナークリーナークリーナー ・・・・・・・・・・・・マックスマックスマックスマックス卓上紙折卓上紙折卓上紙折卓上紙折りりりり機機機機

ゴゴゴゴムムムムロロロローーーーララララ専専専専用用用用ククククリリリリーーーーナナナナーーーー【【【【ＥＥＥＥＦＦＦＦ１１１１８８８８６６６６００００６６６６】】】】 をををを使用使用使用使用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。 

６６６６．．．．３３３３    消耗品消耗品消耗品消耗品についてについてについてについて    

製品製品製品製品にににに使用使用使用使用されているされているされているされている給紙給紙給紙給紙ゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラー、、、、ブレーキゴムブレーキゴムブレーキゴムブレーキゴム、、、、用紙用紙用紙用紙セパレーターセパレーターセパレーターセパレーターはははは消耗品消耗品消耗品消耗品ですですですです。。。。    

交換交換交換交換がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はははは、、、、おおおお買買買買いいいい求求求求めめめめ販販販販売店売店売店売店までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。 

交換方法は
ＥＰＦ－ＳＢ２ 消耗部品セット【ＥＦ７０１１３】
20 

、「６６６６．．．．６６６６    消耗部品消耗部品消耗部品消耗部品のののの交換方法交換方法交換方法交換方法」」」」２３ページを参照してください。
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６６６６．．．．４４４４    排紙排紙排紙排紙フォトセンサーフォトセンサーフォトセンサーフォトセンサーのののの清掃清掃清掃清掃についてについてについてについて    

＜＜＜＜排紙排紙排紙排紙フォトセンサーフォトセンサーフォトセンサーフォトセンサーのののの清掃清掃清掃清掃＞＞＞＞    

排紙トレーの用紙を取り除いても「テストキー」または「スタートキー」を押した時に以下の表示になる 

場合は排紙センサーのお手入れが必要です。 

排紙センサー(受光、発光)部に用紙の 

破片及び紙粉などが付着すると上記エラー 

が発生します。このような場合は、綿棒など 

軟らかいもので付着した紙粉や用紙の破片 

などを取り除いてください。 

カウンタ下部の横線が右方向に流れる様に点滅する

排紙受光センサー 
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６６６６．．．．５５５５    給紙給紙給紙給紙ローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴム・・・・給紙給紙給紙給紙パッドパッドパッドパッド・・・・ゴムシートゴムシートゴムシートゴムシートのののの脱着脱着脱着脱着についてについてについてについて    

給紙ローラーゴムと給紙パッドを交換する際は、下記の要領で取外しを行ってください。 

①給紙ローラーゴム、②給紙パッド、③ゴムシートは、消耗部品（別売）です。

交換の目安は、使用枚数 20 万枚もしくは 2 年のどちらか早い方です。 

いつでも快適にお使いいただくために、早めの交換をお奨めします。 

交換の際は、性能維持のため必ず以下の、給紙給紙給紙給紙ローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴム、給紙給紙給紙給紙パッドパッドパッドパッド、ゴムシートゴムシートゴムシートゴムシートのののの３３３３点点点点ををををセットセットセットセットでででで交換交換交換交換し

てください。 

交換方法は「６．６消耗部品交換方法」 

卓上汎用紙折り機（ＥＰＦ－３００・４００）用純正パーツ、 ＥＰＦ－ＳＢ２ 消耗部品セット【ＥＦ７０１１３】 を 

お買い求めの販売店でご購入ください。 

消耗したときの機械の症状 交換の目安 消耗部品 交換が必要な状態 

① 給紙テーブルから紙が

送られないことが、度々 

発生する。 

使用枚数 ２０

万枚もしくは2

年のどちらか

早い方 

給紙 

ロ ー ラ ー

ゴム 

ゴム断面の山が丸くなって、溝が浅くなっている。 

ゴムに亀裂が生じている。 

② 用紙が重なって送られ、

機械内で詰まったり、折

り位置が全く異なって排

出されることが度々発生

する 

給紙パッド 

給紙ローラーゴムのあたる部分がへこんでいる。 

ゴムシート 

給紙ローラーゴムと給紙パッドと同時に交換してくだ

さい。 

給紙ローラユニット
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ピン

溝

軸受け

６６６６．．．．６６６６    消耗部品消耗部品消耗部品消耗部品のののの交換方法交換方法交換方法交換方法    

 

 

                                          

 

 

（１） 必ず電源プラグをコンセントから抜きます。 

（２） 給紙ローラーユニットを以下の手順で取り外します。 

① 上カバーを開けます。 

② 給紙ローラーユニットを、手前に押し込みます。 

③ 上に引き上げて、取り外します。 

     

 

（３） 給紙パッドの両側を持ち、引き上げて取り外します。 

向きに注意して、新しいパッドを差し込みます。 

 

 

 

（４） 粘着テープで取り付けられている黒いゴムシートの 

剥離紙をはがし、本体突起部に合わせて、元の位置 

に貼り付けます。 

 

 

（５） 給紙ローラーゴム（３個）を取り外し、３個全て新しい 

給紙ローラーゴムに取り替えます。 

 

 

 

（６） 給紙ローラーユニットの白いプラスチック 

部材側を本体手前側の穴に押し込み、 

本体奥側の軸受けにあるピンに、給紙 

ローラーユニットの軸に合わせて取り 

付けます。 

 

（７） 上カバーを閉じて完了です。 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

給紙給紙給紙給紙ローラーユニットローラーユニットローラーユニットローラーユニット    
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６６６６．．．．７７７７    ゴムローラーゴムローラーゴムローラーゴムローラーのののの手入手入手入手入れれれれ方法方法方法方法    

                                

６．７．１ ゴムローラーの手入れ方法 

ゴムローラーに紙紛やインクなどの汚れが付着すると、折りズレや、紙詰まりを起こす原因と 

なります。定期的にクリーニングを行ってください。おおむね 5 千枚～1 万枚程度毎のク 

リーニングが目安ですが、印刷時のインクの乾きが不充分の状態の用紙を使用されますと、 

クリーニングが必要な時期を早めます。また、紙粉とインクが混ざり合ってゴムローラーに固 

着すると、汚れがとりにくくなりますので、早めのクリーニングをお奨めします。 

 

    

AAAA    

    

    

    

    

CCCC    

    

BBBB    

DDDD    

    

 

 

 

B    C    D 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

① 必ず電源プラグをコンセントから抜きます。 

 

② きれいな布に、専用のクリーナーを含ませて、ゴムローラー 4 本をクリーニングします。 

ローラーの変質を防止する為、必ず専用のクリーナーをご使用ください。 

ローラーを手で回しながら、上記 A～D のローラーを全周クリーニングしてください。 

 

・紙粉及び印刷物のインク等が給紙ローラーゴムや給紙パッドに付着すると給紙性能が低下し、紙詰まりやスリップ

の原因になるのでゴムローラー専用クリーナーを用いて清掃をしてください。 

給紙ローラーゴムと給紙パッドを交換する際は、下記の要領で取外しを行ってください。 

６．７．２ 消耗品の交換方法 

①給紙ローラーゴム、②給紙パッド、③ゴムシートは、消耗部品（別売）です。 

交換の目安は、使用枚数 20 万枚もしくは 2 年のどちらか早い方です。 

いつでも快適にお使いいただくために、早めの交換をお奨めします。 
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７７７７．．．．トラブルトラブルトラブルトラブル時時時時のののの処置処置処置処置    

 

７７７７．．．．１１１１    トラブルトラブルトラブルトラブルのののの内容内容内容内容とととと処置処置処置処置    

 

 

 

 

 

 

症 状 ご確認ください 対処のしかた 

電源スイッチ

をＯＮしても電

源が入らない 

電源コードがしっかりと接続され

ていますか。 

電源コードを接続します。 

ブレーカが働いていませんか。 

安全装置が働きました。 

紙詰まり等の原因を除き、ブレーカボタンを押

し復帰させます。 

排紙トレーが満杯になっていませ

んか。 

排紙トレーから用紙を取り除いきます。 

スタートキー

を押しても給

紙しない 

上カバーが開いていませんか。 上カバーを閉じます。 

ゴムローラに紙片が巻きついてい

る。 

折りカセット 1 及び 2 を外してゴムローラに

付着した紙片を取り除きます。 

折りカセット1または2が外れて

いませんか。 

折りカセット 1 及び 2 を取り付ける 

斜めに折られ

てしまう 

用紙ガイドの固定位置が用紙サイ

ズと合っていない。 

用紙ガイドは、用紙に合わせ、隙間がないよう

に固定します。 

斜行調整ツマミで斜行を調整して

いない。 

斜行調整ツマミを左または右に回して斜行を

調整します。 

折りカセットが正しく取り付けら

れていない。 

折りカセット 1 及び 2 を正規な位置に取り付

ける。 

用紙の裁断が曲がっていません

か。 

裁断誤差の少ない用紙をご使用ください。 

薄くコシのない用紙で、反ってい

ませんか。 

反りを矯正するか、適合する用紙をご使用くだ

さい。 

ゴムローラが汚れていませんか。 

お手入れのしかたに従って、クリーニングを行

ってください。 

紙詰まりが多

発する 

使用できる用紙以外の紙を使用し

ていませんか。 

使用できる用紙を確認して、適合する用紙をご

使用ください。 

用紙通過部に紙片が詰まっていま

せんか。 

折テーブル内、ローラ近傍、排紙部付近を確認

し、紙片を取り除きます。 

ゴムローラが汚れていませんか。 

お手入れのしかたに従って、クリーニングを行

ってください。 

用紙が静電気で貼り付いていませ

んか。 

市販の静電気除去スプレー等で静電気を除去

してください。 

印刷直後のインクで湿っている用

紙を使用していませんか。 

充分に乾いてから使用します。 

給紙テーブル上に用紙がない、少

ない。 

給紙テーブル上に用紙をのせる 
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７７７７．．．．２２２２    故障故障故障故障のののの場合場合場合場合 

 

修理が必要な場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 

症 状 ご確認ください 対処のしかた 

シワが生じる 

ゴムローラが汚れていませんか。 

お手入れのしかたに従って、クリーニングを行

ってください。 

使用できる用紙以外の紙を使用し

ていませんか。 

使用できる用紙を確認して、適合する用紙をご

使用ください。 

印刷の乾燥が不充分で、用紙がは

りついていませんか。 

インクを充分に乾かした後、用紙をよくさばい

てから紙折りをします。 

印刷直後のインクで湿っている用

紙を使用していませんか。 

充分に乾いてから使用します。 

折りカセット内で、紙が詰まって

いませんか 

折りカセット 1 または 2 を外し、紙片を取除

きます。 

薄くコシのない用紙で、反ってい

ませんか。 

反りを矯正するか、適合する用紙をご使用くだ

さい。 

電源コードのプラグが外れかかっ

ていませんか。 

電源コードのプラグを確実に差し込みます。 

排紙トレーが

満杯で無いの

に、排紙エラー

が多発する 

排紙センサが汚れていませんか。 排紙センサ付近のお手入れしてください。 

給紙テーブル

から、用紙が送

られない 

給紙ローラゴムが紙粉やインクで

汚れていませんか。 

給紙ローラゴムを清掃してください。 

給紙ローラゴムが摩耗していませ

んか。 

給紙ローラゴムを交換してください。 

使用できる用紙以外の紙を使用し

ていませんか。 

使用できる用紙を確認して、適合する用紙をご

使用ください。 

給紙パッドが汚れていませんか。 給紙パッドを清掃してください。 

給紙パッドが摩耗していません

か。 

給紙パッドを交換してください。 

用紙が重なっ

て送られてし

まう 

 

給紙パッドが汚れていませんか 

 

給紙パッドを清掃してください。 

印刷済用紙がはりついていません

か。 

用紙をよく捌いてから、再セットしてくださ

い。 

使用できる用紙以外の紙を使用し

ていませんか。 

使用できる用紙を確認して、適合する用紙をご

使用ください。 

用紙がカール(反り)していません

か。 

カール（反り）を矯正します。 
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８８８８．．．．    移設移設移設移設またはまたはまたはまたは廃棄廃棄廃棄廃棄するときするときするときするとき    

 

８８８８．．．．１１１１    移設移設移設移設    

 

８８８８．．．．１１１１．．．．１１１１    旧設置場所旧設置場所旧設置場所旧設置場所からのからのからのからの撤去作業撤去作業撤去作業撤去作業    

  

・電源スイッチを切る 

・電源プラグをコンセントから抜く 

・折りカセット１・２を外す                            ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 

・補助テーブルをしまう 

・排紙テーブルをしまう 

 

 

８８８８．．．．１１１１．．．．２２２２    運搬運搬運搬運搬    

 

・取り外した部品や付属品、取扱説明書を一緒に運ぶ。 

・強い振動や衝撃を与えないようにする。 

・保護手袋をし、2 人で底面 4 隅をしっかり持って運搬する。 

 

 

 

８８８８．．．．１１１１．．．．３３３３    移設先移設先移設先移設先でのでのでのでの設置設置設置設置    

 

・新設の場所と同様、すべての作業を行ってください。 

 

 

 

８８８８．．．．２２２２    廃棄廃棄廃棄廃棄    

 

廃棄する際は、各地方自治体の政令に従い産業廃棄物処理業者に依頼するなど、適切な処理 

をしてください。 
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９９９９．．．．製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様    

 

９９９９．．．．１１１１    製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様    

 

商 品 名 ＥＰＦ－３００ 

商 品 コ ー ド ＥＦ９００１８ 

用 紙 寸 法 Ｂ６（１２８×１８２mm）～Ａ３（２９７×４２０mm） 

用 紙 質 量 

連量４０～９０㎏（２折りのみ１３５㎏） 

｛坪量４６．５～１０４．７g／㎡（２つ折りのみ１５７g／㎡）｝ 

紙 質 

更紙・上質紙・再生紙 

折り目が付いたもの、カール、その他変形した用紙は除く 

折 方 

連続折り機能（１枚毎の処理） 

２つ折り・４つ折り・片袖折り・内３つ折り・外３つ折り・観音折り・その他変形折り 

※２回折りによるクロス折りは、別途オプション使用により可  Ｂ６は観音折り不可 

折 り 寸 法 

最大折り寸法 

折りカセット１：３２２mm 

折りカセット２：２１６mm 

最小折り寸法 

折りカセット１：５２mm 

折りカセット２：４４mm 

給 紙 方 式 ３輪フリクション方式 

排 紙 方 式 自然落下方式 

給 紙 積 載 量 ５００枚（Ａ４サイズ 上質紙５５㎏・上質紙６４g／㎡の場合） 

処 理 速 度 

（毎分） 

Ａ４ ２つ折り時   １３３枚／分（５０Ｈｚ）、１５３枚／分（６０Ｈｚ） 

操 作 方 式 折り方手動設定方式 

付 加 機 能 

折り位置調整・斜行調整・紙詰まり検知・４桁カウンタ（加算 減算 オートリピート付

き）・ジャムマップ表示 ・安全スイッチ付き 

・手差し給紙機能 Ａ４上質紙 55 ㎏（64g/㎡）で最大３枚まで（内３つ折り、外３つ折

り、変形外３つ折り）、Ａ３上質紙 55 ㎏（64g/㎡）で最大３枚まで（２つ折限定） 

消 費 電 力 動作時：５６Ｗ（５０Ｈｚ）／６３Ｗ（６０Ｈｚ）・待機時：３Ｗ   

使 用 電 源 １００Ｖ ＡＣ  ５０／６０Ｈｚ 

機 械 寸 法 

Ｗ８１２mm×Ｄ５１０mm×Ｈ４８５mm（使用時）  

Ｗ６６６mm×Ｄ５１０mm×Ｈ４８５mm（収納時）   

動作 温 度範囲 ＋５℃～＋３５℃ （湿度 20％～80％ＲＨ）  注：ただし、結露なきこと 

保存 温 度範囲 －１０℃～＋６０℃（湿度 20％～80％ＲＨ）  注：ただし、結露なきこと 

機 械 質 量 ２９㎏ （電源コードは除く） 

 

 

本機の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 
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ごご不明な点は下記へお問合せください
ホームページ　https://wis.max-ltd.co.jp/op/
お客様相談ダイヤル 0120-510-200（月～金曜日　祝祭日・弊社休業日除く）

「ナンバーディスプレイ」を利用しています。通話内容は対応品質向上のため録音させていただいております。
本社・営業本部オフィスプロダクツ営業部
〒103-8502　東京都中央区日本橋箱崎町６－６

支店・営業所
札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・四国・広島・福岡

修理に関するお問合せは マックスエンジニアリングサービス株式会社
西日本/大阪サービスステーション

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に、
無償で修理をさせていただきます。なお、中古品や個人売買、オークションで購入頂いた商品は対象外となります。
① 無償修理は、ご購入の販売店に本書を添えてご依頼ください。
②ご購入の販売店にご依頼にならない場合は、お近くのマックス㈱またはマックスエンジニアリング
サービス㈱にご相談ください。（弊社ホームページをご参照ください）

2 保証期間内でも次のような場合には有償となります。
① 使用上の誤りおよび改造や不当な修理による故障および損傷
②ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障および損傷
③ 火災・地震・風水害・落雷その他天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電圧（電圧・周波数）
などの不可抗力による故障および損傷

④ 本保証書のご提示がない場合（コピー可）
⑤ 本保証書にご購入日、お客様名、ご購入店の記入のない、もしくはレシート・請求書などご購入店、
ご購入日がわかる書類がご用意できない場合。また、保証書・書類の字句を書き換えられた場合

⑥ 消耗品、付属品などの交換や指定の手入れを怠ったことに起因する故障および損傷
⑦ 弊社が指定している消耗品およびオプション品以外の使用に起因して生じた本体の故障および損傷
⑧ 本商品本体を利用するために必要な消耗品（使用することでその機能を失う、あるいは消費されて
なくなってしまう物品）は、保証対象外とします。（プラテン・サーマルヘッド・カッタユニット等が含まれます）

⑨ 故障の原因が、本商品以外に起因する場合
⑩ 上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障

3 お客様のご負担となる費用
① 修理の際のお預かり、ご返却にともなう送料はお客様のご負担となります。
② 本商品に異常がない状態での、点検に伴う費用はお客様のご負担となります。

4 その他
① 本商品の故障などに伴う2次的損害に対する保証はいたしません。
② 修理の際に取り外した部品の所有権は、マックス㈱に帰属します。
③ 本商品の動作に影響のない外観上の不良（経年劣化や日焼けによる変色・退色を含むがこれに
限りません）については保証および修理の対象外とします。

④ 保証および修理の対応に際して、環境保全等の観点から、品質・性能を確認した再生部品を使用させ
ていただく場合があります。

⑤ 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid　only in Japan.
⑥ 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

ご購入日
年 月 日

ご購入店

電話番号（ ）　　　　　－

【保  証  書】

保証期間（ご購入日から）

品番

【保 証 規 定】

6ヶ月
EF90018
EPF-300

東日本/東京サービスステーション
〒190-0022　東京都立川市錦町5-17-19
TEL　042-548-5332（代）

〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江3-9-10
TEL　06-6110-0265（代）

N198TG

製品名




