
本体カバー 
ハンドル
ガイドプレート×2個
巻き取りバー（φ32）
3インチコア（φ76）
ベースプレート
巻き取り速度切替スイッチ
巻き取り方向切替スイッチ
アダプタージャック
L 型六角棒レンチ（インチサイズ）
ACアダプター
取扱説明書 

①本体の巻き取りバーに固定されている3インチコ
　アを付属の L 型六角棒レンチを使用して、六角穴
　付き止めネジを緩め、巻き取りバーから取り外して
　ください。

　

②付属のガイドプレート2個の表面保護紙を剥がし
　てください。

③お手持ちのラベルプリンタの設定を『オートカット
　OFF』に設定してください。
　※設定方法は各ラベルプリンタの取扱説明書を確
　　認してください。

④本製品へのセットアップ接続用にラベル紙が
　50cm程度の（カットをしないで）長さになるまで
　プリントしてください。

⑤ラベルプリンタは、本製品の後方に配置してくださ
　い。

使用環境 ( 温度 / 湿度 )

本体定格

質量

品番
概要
内芯径
巻き取り紙幅
最大巻き取り直径

巻き取り速度 ( 最大 )
回転方向

駆動
巻き取り方式

製品仕様

自分で分解・修理・改造はしないでください。
故障・発火などの原因になります。

機械部に棒などを差し込まないでください。
破損・故障することがあります。

禁止

禁止

禁止

禁止

注意

禁止

プラグを抜く

禁止

AC100 ～240V以外の電源では使用しないでください。
火災・感電・けがの原因になります。

電源プラグ・アダプター・コード・コンセントが傷んだまま、ゆるんだ
まま、ホコリが詰まったまま使用しないでください。
火災などの原因になります。

部品交換や設置場所を移動するときは、電源スイッチを切り、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
誤ってスイッチを押すと作動して危険です。

引火性のものの近くで使用しないでください。
（可燃性ガススプレー等を含む）発火することがあります。

強い衝撃を与えないでください。
火災・破損などの原因になります。

工業用油やシンナー・ベンジンなどで製品本体を拭かないでください。
破損することがあります。

本体を持ち運ぶ場合は、必ずハンドルを握って持ち運んでください。
落とした場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書および商品は、商品を安全に正しくお使いいただくためにいろいろな表示を
使用しています。その表示の意味は次のようになっています。

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」です。

「してはいけないこと」です。

「実行しなければいけないこと」です。

注意

警告

「障害を負う可能性や、物的損害の発生が予想される内容」です。注意

電源スイッチがONのままの持ち運びしないでください。
必ず電源スイッチがOFFであることを確認してください。

本製品は、平らな場所や安定した場所に設置してください。
本製品は、屋内で使用する機械です。 

電源がONの時に巻き取りバーや回転部に触れないでください。
けがをする恐れがあります。

電源がONの時に可動部に触れないでください。
けがをする恐れがあります。禁止

禁止

禁止

紙や布などを本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。
故障・発火などの原因になります。禁止

禁止

禁止

水・湿気・ホコリの多い場所で使用しないでください。
感電・故障のなどの原因になります。

ぐらついたり、傾いている不安定な場所で使用しないでください。
落下するなどしてけがの原因になります。

禁止

機械部に手や指を入れないでください。
けがの原因になります。

機械のトラブルを避け本製品の故障を未然に防止するために下記の事項を
必ずお守りください。

・故障のまま本製品を使用しないでください。（使用中や保管時に異臭を感じたり、
   発熱・変色変形、その他）
・今までと異なることに気がついたときは、電源プラグをコンセントから抜き、
   すぐに使用を中止してください。
・大きな容量を必要とする機器（冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、OA機器等）と
　コンセントは共用しないでください。
・ご購入時の状態を維持するため、定期メンテナンス、消耗品の交換が必要です。

■トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用及び保管はしないで
　ください。
・温度が 5℃以上～40℃の場所で使用してください。

1.2 　　使用上のご注意

1.3　設置について

1.1 安全にお使いいただくために

警告

1 安全上のご注意

2.1 各部の名称

2.2 ご使用前の準備

2 ご使用になる前に

①本体の巻き取りバーにガイドプレート1個を任意
　の位置に合わせてスライドし取り付けてください。
　※ガイドプレートを使用しない場合は、この工程
　　は、不要です。

②巻き取りバーに3インチコアを任意の位置に合わ
　せてスライドし取り付けてください。位置を決め、
　付属の L 型六角棒レンチで3インチコアの六角穴
　付き止めネジを締め、固定してください。

3 ご使用方法
3.1 セットアップ方法

※

サイズ (L×W×H)

AC アダプター定格

5℃～ 40℃ / RH80% 以下

DC12V 800mA

INPUT:AC100-240V 0.6A

OUTPUT:DC12V 1.5A

3 .6kg
272  x  152  x  265mm

LR4500
標準タイプ
φ32/φ76
6 -114mm
251mm

SLOW(180rpm) / FAST(230rpm)
FORWARD( オモテ巻き ) / REVERSE( ウラ巻き )

DC モーター
連続式

5℃～ 40℃  / RH80% 以下

DC12V 800mA

INPUT: AC100-240V 0.6A

OUTPUT: DC12V 1.5A

3 .9kg
336 x  152  x  265mm

LR4500W
幅広タイプ
φ32/φ76
6 -178mm
251mm

SLOW(180rpm) / FAST(230rpm)
FORWARD( オモテ巻き ) / REVERSE( ウラ巻き )

DC モーター
連続式

電動ラベルリワインダー
LR4500/ LR4500W

注意

六角棒レンチでネジを締める際は、
締め過ぎないでください。
破損することがあります。

③巻き取り紙用の紙管を巻き取りバー、もしくは3イン
　チコアに装着してください。

セットアップが完了しました。
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巻き取りバー

3インチコア
紙管（内芯径 φ76）

【紙管装着時の側面図】

電動ラベルリワインダー
LR4500/ LR4500W/ LR4501

※上の図は、組み立てたイメージ

付属品

50cm程度

ラベル
プリンタ

ガイドプレート

3インチコア

六角穴付き止めネジ

六角穴付き止めネジの位置

定格入力電圧 (AC)：100 ～ 240V
定格入力電流 :0.6A
定格出力電圧 (DC)：12V
定格出力電流：1.5A

巻き取りバーに何も装着されていない状態に
なりました。)

※ガイドプレート非装着時の巻き取り紙幅です。

このたびは、電動ラベルリワインダーをお買い上げいただきありがとうございます。はじめに
安全にご使用頂くための注意事項をご使用前に必ずお読み頂き、正しい操作方法でご使用
ください。そのあと取扱説明書を保存し、必要なときにお読みください。本製品は、ラベル紙
専用の自動巻き取り機です。市販のラベルプリンターに対応し、バーコード等の印字後に自
動排出されるラベル紙の自動巻き取り作業に最適です。

警告

⑨



①巻き取り方向切替スイッチをFORWARD(オモテ
　巻き)、REVERSE(ウラ巻き)に倒し切り替えるこ
　とでラベル巻き取りをします。巻き取り面に合わせ
　て切り替えて使用してください。

②巻き取るラベル紙に一定のテンションがかったこと
　が確認できたらラベルのプリントを開始してくださ
　い。

③巻き取り速度切替スイッチをFAST、もしくは SLO
　Wに倒し切り替えることで巻き取り速度調整をし
　てください。ラベルプリンタの排出速度に合わせて
　切り替えて使用してください。

3.2 巻とり紙のセット方法 3.3 動作方法

3.4 巻き取りが終了したラベルの取り出し方

4 こんなときは
①巻き取り紙の先端を紙管に粘着テープで留めて
　固定してください。
＜オモテ巻きの場合＞
紙管上部にテープ留め（印刷面は、上向き）

注意

専用アダプター以外は、使用しないで
ください。使用しない場合は、アダプタ
ーをコンセントから抜いてください。

設置場所を移動する場合は、電源をO
FFにして、本体上部のハンドルを持っ
て移動、設置してください。注意

④本体後部のアダプタージャックにACアダプター
　のプラグを挿し込んで下さい。
( 注意 )プラグを挿し込む前に、巻き取り方向切替ス
　イッチがOFFであることを確認してください。
⑤ACアダプターをコンセントに挿し込んでくださ
　い。

注意

直線上に配置セットしてくださ
い。
直線上にセットされていない場
合は、巻き取り紙、ラベルの破損
や、正しく巻き取られない可能性
があります。

②巻き取り紙の幅に合わせて右側のガイドプレート
　の位置を調整し、固定ネジを手で締めて固定して
　ください。
　※ガイドプレートを使用しない場合は、この工程は
　　不要です。
③ラベルプリンターの排出口と本製品の巻き取り位
　置が一直線上になるようセットしてください。

①巻き取りが終了したら本製品の巻き取り方向切替
　スイッチをOFFにしてください。

②ラベルプリンタの手動カットボタンを押して、プ
　リンターからラベルを切り離してください。

③巻き取りバー、もしくは3インチコアから巻き取っ
　たラベルを紙管ごと取り出してください。

＜ウラ巻きの場合＞
紙管下部にテープ留め（印刷面は、紙管向き）

異常がある場合は、ご自分で修理しないでください。
異常作動などにより、けがをすることがあります。警告

※問題が解消しない場合は、弊社または販売店にご相談ください。

全く動作しな
い

電源がONになっていな
い可能性があります。

電気部品、内部配線が
破損している可能性が
あります。

電源プラグが正しく挿し込まれ
ているか確認、電源スイッチが
ONであることを確認してくだ
さい。

処置こんなときは 考えられる原因

すぐに使用を中止し、
サポートセンターお客様相談室
へご相談ください。

すぐに使用を中止し、
サポートセンターお客様相談室
へご相談ください。

FORWARD

OFF

REVERSE

FAST

SLOW

【オモテ巻き】

【ウラ巻き】

【巻き取り速度：速い】

【巻き取り速度：遅い】

FORWARD

OFF

REVERSE

ラベル
プリンタ

ラベル

プリン
タ

【上から見た配置位置】

【オモテ巻き】

【ウラ巻き】

テンションが不足
している状態

一定のテンションが
かかった状態

紙管

右側のガイドプレート

正常に巻き取
れない

本体が変形し
ている

誤って本機を落としてし
まった可能性はありませ
んか？

巻き取りバー（3インチ
コア）が空回りしていませ
んか？

プリンター排出口と本機
が直線上に設置されてい
ますか？

本紙 3.2 巻とり紙のセット方法
を参照してください。

巻き取りバー（3インチコア）に
厚手のテープを巻いて調整して
ください。

6 保証規定
1. 保証期間内に説明書に従った正しい使用により万一故障した場合は、

　お買い上げの販売店または、当社が無償保証いたします。（※消耗部品は、除く）

2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

　A. 本保証書のご提示が無い場合

　B. 本保証書の所定事項のご記入が無い場合あるいは、字句を書きかえられた場合

　C. ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷

　D. お買い上げ後の輸送・落下等による故障および損傷

　E. 火災・地震・風水害その他天災地変による故障および損傷

　F. 異常電圧・指定外の使用電源 (電圧・周波数 )による故障および損傷

　G. 特殊な材料を使用したラベルのご使用による走行不良

3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

ラベルリワインダー　保証書

□LR4500　　□LR4500W ※いずれかにチェック

〒171-0022　東京都豊島区南池袋 3-13-8 4F
03-5924-6677
03-5924-6456

19.07.


