サポートのご案内

３Dプリンターペンのすごいやつ（仮称）
簡易取り扱いマニュアル
Version1.0. y

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、
ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）
記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開して
いる場合がございます。ダウンロードページをご確認くださ
い。

● 仕様

● 付属品一覧

サイズ
電源
対応素材
ノズルサイズ
最高温度
付属品
パッケージサイズ
パッケージ重量

幅31×高さ184×奥行46（mm）、67g
ACより給電 100-240V 50/60HZ
ABS樹脂、
プラスティック
0.4mm
約240度（使用環境により異なります）
本体、ACアダプター（150cm）、
フィラメント×3本
日本語説明書
幅216×高さ66×奥行134(mm)
452g

①

②

http://www.thanko.jp/support/download.html

③

ご質問などが多い内容については、
Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html
■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記
アドレスまでご連絡ください。
support@thanko.jp

他社での使用禁止

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び
損傷に関してはサポート外となります。
サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021

保証期間： 1年間
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 各部名称

東京都千代田区外神田５−６−１２ コーワビル4F
TEL 03-5812-1519
FAX03-5812-1520
(月〜金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く）

ご注意
※本体ノズル及び黒いゴムの部分は、非常に高温になります。使用の

①本体 ②ACアダプター（150cm）
③ABS樹脂フィラメント3本（1本約1.75m）
※噴射テストの為、
ノズルの先に一部フィラメントが
残っている場合があります。あらかじめご了承下さい。

際は火傷などにご注意ください。
※フィラメントが途中で折れたりすると、詰まる原因となりますので、
無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
※フィラメントの色を変える際、差し込むフィラメントの先は平らに
なるようにしてください。
※高温に弱い台の上で使用しないで下さい。
※小さなお子様の手に触れないよう、保管にはご注意ください。

● 使用する準備

フィラメント
挿入口

ACアダプター
差込口

本商品では、
フィラメントの素材として
【ABS樹脂】
と
【プラスティック】の2種類を扱うことができます。
溶ける温度が異なりますので、素材に合わせて設定
します。※付属フィラメントはABSです。
①ACアダプター差込口にACアダプターを繋ぎ、
コ
ンセントに挿します。ディスプレイが表示されます。
②ディスプレイの表示は以下のようになります。
電源を入れた直後は
待機モードになります。
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温度調整ボタン
ディスプレイ
フィラメント押し出し
スピード調整ボタン

Welcome
フィラメントバックボタン

6

遅い

速い

Target T:230℃

ABS…ABS樹脂
PLA…プラスティック
ABSの場合：230度
PLAの場合：180度
と表示されます。
（初期状態）

フィラメント押し出しボタンを押すと、現在の温度と
設定スピードが表示されます。本体の温度が設定温度
にならないと、フィラメントの押し出し、バックはできま
せん。※スピード調整、温度調整は可能です。

1〜6まで6段階切替
1

ABS

フィラメント押し出しボタン
ノズル

Rate:3

ABS

Temp: 150/230℃

フィラメント
押し出しスピード
現在の温度

③本体横にあるスピード調整ボタンで
【ABS】
【PLA】
を変更します。

どちらかのボタンを押しながら、
もう片方のボタンを
押すと
【ABS】
【PLA】
と表示が変わります。
④本体上部にあるフィラメント挿入口に、
フィラメント
を差し込みます。フィラメントの先は、図のようになる
べく平らな状態で差し込んで下さい。
先が尖った状態で差し込むと、ノズルが詰まる原因
となります。

⑤挿入口からフィラメントを差し込むと、それ以上入
らない場所があります。その場所にギアがあり、奥ま
でフィラメントを送り出すようになっています。
【フィラ
メント押し出しボタン】
を押し続けると、
フィラメントが
中に入っていきます。

ノズル側
←

電源側
→

フィラメント押し出しボタン

ボタンを押してもフィラメントが中に入らない場合は、
一度フィラメントを引き抜き、先が平らになっているか
確認し再び差し込みます。奥のギアにはまるように、
フ
ィラメントの位置を調整して下さい。
⑥スピード調整ボタンで、入るスピードを調整してく
ださい。スピード6の場合、
かなりの速さでフィラメン
トが入っていきますが、
ノズルから勢いよく出る事に
なりますので、
ご注意下さい。
ノズルからフィラメント
が出始めたら準備は終了です。
途中でフィラメントが全く動かなくなり、モーターの
音が変わった場合、スピード6にしてフィラメントを少
し押してみてください。
ノズル・その上の黒い部分は非常に高温になります
ので、火傷しないようにご注意下さい。

裏面に続く

● ペンを使う

● フィラメントの色を変える

本体横のフィラメント押し出しボタンを押している間
は、
フィラメントが出続けます。ボタンを離すとフィラ
メントの線を切る事ができます。
※ボタンを押さなくても、微量づつフィラメントはペ
ン先から押し出されます。

すでに挿入されているフィラメントは、本体横の【バッ
クボタン】
を押し続けて抜きます。
フィラメントを抜く時は、必ず電源が入っていて中の
フィラメントが熱い状態で行って下さい。
※無理に引っ張ったりしないで下さい。
ノズルが詰ま
る原因になります。
※待機モード時は、設定温度に上がるまでボタン操作
はできません。
新しいフィラメントを差し込んで、押し出しボタンを押
してください。最初のうちは前の色が出てきますが、
し
ばらくすると新しい色が出てきますので、それまでフ
ィラメントを出し続けてください。

● 待機モード
何もボタンが押されていない状態で、約90秒経つと
待機モードになり、温度が下がっていきます。
【押し出
しボタン】
を押すと、再び設定温度まで上がっていきま
す。この状態では
【押し出し】
【バック】
ボタンを押して
もフィラメントは動きません。設定温度まで上がると
ボタン操作が出来るようになります。
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待機モード中の画面

● 電源を切る
熱い状態で
【バックボタン】
を何度か押し続けるとフィ
ラメントがペンの後ろへと押し出され、抜く事が出来
ます。フィラメントを抜いた後、本体からACアダプタ
ーを外すと、電源は切れます。
ノズルは暫く高温とな
っていますので、絶対に直接触れないでください。
周囲に燃える物などがない、安全な場所で冷ましてく
ださい。

● ノズルのつまりを起こさない為に
Rate:3

ABS

Temp: 150/230℃
■PLA→ABSに変える場合
プラスティックフィラメントを
【バックボタン】
を押して
引き出します。本体横のスピード調整ボタンをどちら
かのボタンを押しながら、
もう片方のボタンを押して
PLA→ABSに変更します。設定温度になったらABS
フィラメントを差し込んで、押し出しボタンを押してく
ださい。
■ABS→PLAに変える場合
必ず
【ABS】表示になっている状態で、ABSフィラメ
ントを引き出します。本体横のスピード調整ボタンを
押してABS→PLAに変更、設定温度になったらPLA
フィラメントを差し込んで、押し出しボタンを押しま
す。

ペン先端のノズルは0.4mmと大変細いので、詰まら
せない為に以下の注意事項を守って頂けますようお
願いいたします。
・フィラメントが残り少ない場合、
全てペンの中に入る
前に、温度を230度まで上げてから、
バックボタンで
引き出して下さい。
・もしフィラメントが全てペンの中に入ってしまった場
合、電源を切らないで、熱いうちに次のフィラメントを
挿入し、
スピード6で先に送るようにしてください。次
のフィラメントがノズルから出ているか、必ず確認して
下さい。絶対に途中で電源を切らないで下さい。
全てフィラメントがペンの中に入った状態で、電源を
切らないで下さい。

ABSとPLAの素材の違いについて
本製品にはABS樹脂のフィラメントが付属されて
います。ABSは融点が高く、固く丈夫なので立体的
なものを作るのに向いています。
PLAは柔らかく光沢のある素材です。紙に絵を描
いたり、飾りつけをするのに向いています。

● 温度の微調整について
温度設定は、ABS：230度、PLA：180度となってい
ますが、
スピードによって温度を調整する事により、
よ
りフィラメントを操りやすくなる場合があります。
温度が下がる

温度が上がる

●遅いスピード
（1,2）の場合
ノズルからパチパチと音が出るなどする場合、設定温
度よりも8〜15度温度を下げて下さい。
●ノーマルスピード
（3,4）の場合
フィラメントを押し出した時に気泡が入る場合、設定
温度よりも3〜8度温度を下げてください。
●押し出されたフィラメントの表面が暗い、
モーター
音がいつもと違う場合、設定温度よりも3〜5度上げ
て下さい。
●プラスティックのフィラメントを使用している際、明
らかに柔らかすぎる場合は、設定温度よりも10〜18
度温度を下げて下さい。

他社での使用禁止

