
CJV Series
メディアがプラテンに張り付いてしまう場合は

メディアがプラテンに張り付いてメディア送りが正常にできない場合、付属の NITOFLON®( ニトフロン ) をプラテンに

貼ることで解消できます。
NITOFLON®( ニトフロン ) 貼り付けの際は、以下の物をご用意ください。

NITOFLON®( ニトフロン ) No.973UL-S.........................................................付属品 ハサミ

アルコールまたは薄めた中性洗剤 ( 脱脂用 ) ベンコット ( 脱脂用 )

(1) 電源を OFF にする

(2) アンダーカバー L を開け、メンテナンスカバーを下げる

(3) つまみネジを外し、メディア押さえストッパを外す

(4) プラテン上のメディア押さえをスライドさせ、取り外す
( 左右 )

(5) アルコールまたは薄めた中性洗剤でしめらせたベンコッ
トを固く絞り、プラテンを脱脂する

(6) NITOFLON®( ニトフロン ) をプラテンに貼る

プラテンの右端から左端まで、吸着穴に沿って 5 本貼り付けます。

(7) メディア押さえを元に戻し、メディア押さえストッパを取り付ける

(8) アンダーカバー L ､メンテナンスカバーを元に戻す

アンダーカバー L

メンテナンスカバー

メディア押さえ

メディア押さえストッパ

つまみネジ

NITOFLON®( ニトフロン )

• 吸着穴をふさがないように貼り付けること。

吸着穴
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CJV Series
If the media adheres to the platen

NITOFLON® is supplied with the product. If the media adheres to the platen and cannot be fed normally, solve the problem
by sticking the NITOFLON® onto the platen. Follow the procedure below to do this.
Prepare the following items for sticking the NITOFLON®.

NITOFLON® No.973UL-S ............. ............................................Accessory Scissors

Alcohol or diluted neutral cleansing agent (for degreasing) Bemcot (for degreasing)

(1) Turn the power off.

(2) Open the under cover L, and pull the maintenance cover
down.

(3) Remove the thumbscrew, then remove the media press
stopper.

(4) Remove the media presses on the platen (left and right),
by sliding them.

(5) Wet a Bemcot with the alcohol or diluted neutral
cleansing agent, wring it out well, and use it to wipe the
platen clean of grease.

(6) Stick the NITOFLON® onto the platen.
Stick 5 strips of NITOFLON® on, aligned with the suction holes, from
the platen’s right edge to its left edge.

(7) Put the media presses back in their original places, and reinstall the media press stopper.

(8) Put the under cover L and maintenance cover back in their original places.

Under cover L

Maintenance cover

Media press

Media press stopper

Thumbscrew

NITOFLON®

• Take care that the suction holes are not blocked by the 
NITOFLON® strips.

Suction holes
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