SPC-0830

ワイパ吸収材の交換方法
本機は紫外線硬化インク（UV インク）を使用するプリンターです。
お手入れの際は必ず付属の保護メガネと手袋を着用してください。
“! ワイパ / キュウシュウザイ コウカン ” が表示されたら、ワイパ吸収材を確認してください。
図のようにインクで汚れていたら交換してください。
本キットには以下の物が同梱されています。
不足している物や外観に異常がないかご確認ください。
異常があった場合、販売店または弊社営業所までご連絡ください。

ワイパ吸収材

ワイパ吸収材 .................................................... 4 個
ワイパ吸収材ケース.......................................... 4 個
ワイパ吸収材キット説明書 ( 本説明書 ) ........... 1 枚

1

ローカルで、
（MENU）を押してから、
ションメンテ ] - [ ワイパー交換 ] を選択する。
“ ワイパー交換 ” が選択され、キャリッジが左端に移動します。

2

右側のメンテナンスカバーを開ける。

3

ワイパ吸収材を取り出す。

を押して、[ メンテナンス ] - [ ステー

ツメを下に押しながら、手前に引いて取り出します。

ツメ

ワイパ吸収材

4

新しいワイパ吸収材を取り付ける。
(1) カチッと音がするまでしっかりと差し込む。
(2) 取り付けたワイパ吸収材を軽く引っ張って、引き出せないことを確認
する。
•
•

ワイパ吸収材は奥まで押し込んで、ツメが固定されているこ
とを確認してください。インク漏れのおそれがあります。
チューブ先端のキャップはゆるめたり外したりしないでくだ
さい。

ツメ

キャップ

5
6

メンテナンスカバーを閉じ、

キーを押す。

ワーニングがリセットされます。

キーを数回押す。
ローカルに戻ります。
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Replacing Wiper Absorber
This printer uses ultraviolet curable ink (UV ink).
When replacing the wiper absorber, be sure to wear the supplied goggles and gloves.
When “!REPLACE WIPER/ABSORBER” appears on the screen, check the wiper absorber.
If there is ink on the absorber as illustrated by the image, replace the absorber.
The following items are packed in this kit.
Check them for correct quantities and appearance.
If you find any problems, please contact your distributor or a MIMAKI office.

Wiper absorber

Wiper absorber.............................................................................4 units
Wiper absorber case ....................................................................4 units
Instruction manual for the wiper absorber kit (this document) .....1 copy

1

In the local mode, press
(MENU) first, press
[MAINTENANCE] - [STATION] - [Replace WIPER].

next, and then select

“Replace WIPER” will be selected and the carriage will move to the left edge.

2

Open the right maintenance cover.

3

Remove the wiper absorber.
To remove the absorber, push the hook down and pull out the absorber.

Hook

Wiper absorber

4

Install the new wiper absorber.
(1) Insert firmly until you hear a click.
(2) Pull the attached wiper absorber lightly to make sure it cannot be pulled
out.
•
•

Push in the wiper absorber as far as it will go and make sure
that the hook is secured. There is a risk of ink leakage.
Do not loosen or remove the cap at the end of the tube.

Hook

Cap

5

Close the maintenance cover, and press the

6

Press the

key.

The warning will be reset.

key several times.

The machine returns to LOCAL.
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