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1. 序説

1.1 本マニュアルの参照方法 

本マニュアルは、序説、概要、動作方法とトラブルシューティングの４つのセ

クションに分かれています。インストール前に慎重にこのマニュアルをよくご

覧頂き、プリンターをご使用下さい。また、必要に応じて該当箇所をご参照下

さい。 

1.2 注意事項 

本 3D プリンターをご使用の前に、必ずこの章をお読み下さい。 

1.2.1 安全面に関して 

 指定外の電源アダプターのご使用はお止め下さい。商品の破損及び火災の

恐れがございます。

 使用中、又は使用直後の加熱されたノズル、プラットフォーム及びプリン

ティング中のモデルは素手で触らないでください、高温による火傷の恐れ

がございます。

 本商品同梱の手袋の茶色部分は、200 度以上の高温で溶ける材質でござい

ますのでご注意下さい。

 ABS 素材でのプリンティングは、樹脂を加熱する際に、わずかながら臭い

が発生します。安全面において、得に問題はございませんが、換気が効く

スペースでの使用を推奨致します。なお、ABS 素材に関して、燃やすなど

の行為はおやめ下さい。
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本マニュアルで使用されるマークの一覧 

注意: 操作方法をよく読み、ご使用の際にはよく注意して下さい。

怪我をする可能性がございます。 

警告: 操作方法をよく読み、使用の際にはよく注意して下さい。 

重度の怪我をする可能性がございます。 

手袋: 本 3Dプリンターをメンテナンスする際に、火傷の危険性がご

ざいますので手袋をご着用下さい。 

1.2.2 保護規定 

 製品を水につけないで下さい。浸水の危険性がある場所でのご使用の際は

お気をつけ下さい。故障の原因になります。

 データを 3D プリンター本体に転送する際に、電源を切る行為や USB ケー

ブルを抜いたりする行為はお止め下さい。データ破損の危険性がございま

す。

 フィラメントを挿入、交換する際、ノズルとプラットフォームの距離は最

低 50mm以上離れた状態にして下さい。データ破損の危険性がございます。

 3D プリントする際は、室温 15℃～30℃、及び湿度 20％～50％での環境が

最適です。推奨環境下以外での場合、造形物の精度や質が低下してしまう

恐れがございます。



UP! 3D Printer User Manual 6 

2. 概要

UP! シリーズ 3Dプリンターは、シンプルなデザインを基本コンセプトに設計

された機種です。また、初めて 3Dプリンターをご使用の方でも、最小限の操

作で質の高い 3Dプリントをお楽しみできる機種です。 

2.1 外観 

図 1.プリンター正面図 

(1) 本体 (2) プラットフォーム    (3) ノズル 

(4) エクストルーダー    (5)フィラメントガイドチューブ 

(6) ローラー・シャフト 

(7) フィラメント       (8) パイロットランプ      (9) 初期化ボタン 

(10) 水平自動調整モジュール (11) ノズル高さ測定装置 

(12) 3.5mm ケーブル 

⑸ 

⑹ 

⑺ 

⑻ 

⑼ 

⑴ 

⑿ ⑵ 

⑾ 
⑽ 

⑶ 

⑷
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図 2. 付属品 

USB ケーブル        電源アダプター (19 V)       

ネジ セルボード 3.5mm ケーブル 

水平自動調整モジュール  ノズル高さ測定装置 

図 3. ツールキット 

ペン・ナイフ ピンセット 六角ペンチ      デザインナイフ 

ニッパー 手袋 ノズルペンチ      クリップ 

フィラメントガイドチューブ 
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図 4.軸 

図 5. プリンター背面図

エクストルー

ダー（X 軸）

Z 軸 

プラットフォ

ーム軸（Y軸）

電源ボタン 

パワー・インター

フェース 

USB インターフ

ェース 

3.5mm インターフェース 
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2.2 仕様 

2.2.1 本体仕様 

使用可能材料 ABS 又は PLA 

純正ABSフィラメントカ

ラー 
白、黒、赤、青、緑、黄 

積層ピッチ 0.15－0.4mm, 

プリント速度 10－100 cm
3
/h

プリントエリア 140×140×135mm 

最大重量 5 KG (11 lb) 

本体サイズ 245 × 260 × 350 mm 

2.2.2 製品仕様 

電源 100-240VAC, 50-60Hz, 200W 

モデルサポート生成 自動生成 

入力フォーマット STL 

使用可能 OS Windows XP/Vista/7/8; Mac 

2.2.3 推奨仕様 

気温（室温） 15°C～30°C 

湿度 20%～50% 
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3. 操作

3.1 準備 

3.1.1 プリンターの設置 

上記の図を参照にしながら、それぞれの部品を組み立ててください。 

セルボード:8つのスプリングでセルボードをプラットフォームに固定してくだ

さい 。 

ローラー・シャフト: 上記の図に示すように、スロットにローラー・シャフト

のブロックを間に差し込み、固定してください。 
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フィラメント挿入(上から見た図)

(1) 電源アダプターを接続し、電源を入れて下さい。

(2) フィラメントガイドチューブにフィラメントを挿入して下さい。

(3) 購入元の案内通りにソフトウェアをインストール後、 ソフトウェアを
開いて下さい。プリントメニューのプリンター設定で「挿入 」を
クリックし、フィラメントをセットして下さい。

(4) プリンターのノズルが 260°Cまで温まった後、プリンターは「ピー」と
いう音が鳴ります。エクストルーダーの一番上の穴にフィラメントを押し
込んで、ノズルによってフィラメントが引かれ始めるまでお待ちください。

フィラメントスタンドを活用してください！

弊社独自のフィラメントスタンドで、高性能のベアリン
グを搭載しているので、フィラメントがスムーズに回転
することで円滑な造形をサポート。

また、3Dプリンターの横に設置しておくことで見た目に
もスタイリッシュでインテリアのように。
様々なフィラメントにご使用できるので、使い勝手の良
いものになっております。
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(Mac バージョン) 
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3.1.2 ソフトウェア・インストール 

UPx.xx setup.exe ファイルを立ち上げ、指定されたディレクトリー(デフォルト

はプログラムファイル/UP です)に該当ファイルをインストールしてください。 

注: 

これにより UP ソフトウェア、UP ドライバー及びお使いの方のプログラムフ

ァイル/UP フォルダーに UP サンプル・ファイルもインストールされます。 

3.1.3 ドライバー・インストール 

3D プリンターを使用するコンピューターに接続し(同封の LAN ケーブルをお使

いになり、3D プリンターとコンピューターを繋いで下さい)、インストール手

順に従いドライバーをインストールして下さい。 
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インストールの際に"Winusb.dll not found" というエラーが起こった場合、本マニュアル

の「異常時の処置」をご参照下さい。 
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3.2 基本的な機能 

3.2.1 操作開始 

アイコンをクリックし、以下の図のようにプログラムを開始してください: 

3.2.2 3Dモデルのロード 

 “File / Open” 又はツールバーの  アイコンをクリックし 3Dモデル(.STLの

拡張子のもの)を選択してください。UP! シリーズは STL以外のファイルは適応

出来ませんのでご注意ください。 

3Dモデルを左クリックし、以下のようにモデルが表示される事を確認してく

ださい。 

(Windows バージョン) 
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(Mac バージョン) 

TIP: いくつかのモデルを開き、すべて同時に印刷することも可能です。 

不要なモデルの削除: 削除したいモデルを左クリックし、削除を選択して下さ

い。Mac OS の場合、削除したモデルをクリックし、右列の Unload アイコンを

クリックして下さい。すべてのモデルを同時に削除する事も可能です。 

モデルの保存: 保存したいモデルを選択し、「保存」をクリックしてください。

ファイルは UP3フォーマットに保存されます、保存されるファイルのサイズは、

元の STL ファイルの 12％～18％軽量化します。保存したファイルをロードす

る際は、保存時の編集(密度等)が自動的に適応されます。 

データ: 正確にプリントが行えるかどうかは、ソフトウェア操作上にロードし

たデータの色で判別が可能です。正確にプリントが行えるファイルであれば、

フォーマット上のモデルはピンク(windows)or グレー(Mac)の色であり、一方

でモデルが赤くなっている場合はそのモデルに何かしらの問題が存在し、基本

的にはプリント不可能でございます。 
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STL ファイルの修正: ロードしたファイルが赤く、問題が検出された場合、修

正可能なファイルは、「編集」メニュー一覧にある「Fix(修正)」オプションを

使用すると、修正が可能でございます(但し、修正ができないモデルも有り)。

ただし、すべての問題が修正される訳ではございませんので、修正を行い、そ

れでもモデルが赤く表示された場合は、元のモデルのファイルを修正して下さ

い。赤く表示されたモデルは、基本的にはプリント不可能でございます。 

モデルのグループ化: 別々のモデルを一つのモデルとして保存し、プリンティ

ングしたい場合は、「編集」メニューより「グループ化」のオプションを用い

て下さい。グループ化する際の配置は、プラットフォームデータ上で表示され

る位置を確認した上でグループ化を行って下さい。グループ化したファイルも

一つの STLファイルとして保存する事が可能です。 



UP! 3D Printer User Manual 18 

3.2.3 表示オプション 

異なる方向から造形モデルを観察する際は、マウスを用いて操作して下さい。 

回転: クリックしながら、マウスを動かしてください、回転しながら観察する

事が可能です。 

拡大縮小: マウスのホイールを回して、プラットフォームデータの表示サイズ

を変更できます。 

ビュー: 以下の図に示しているようなフィット(Fit)ボタンをクリックすると、

様々なアングルから 3Dモデルを見る事が可能です。 

(Windows version) (Mac version) 
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3.2.4 3Dモデルの編集 

ロードしたモデルの編集は、「編集」メニュー又はツールバーの操作で行えま

す。 

(Windows version) 

3Dモデルの移動: 「移動(Move)」ボタンをクリックし、

移動距離を入力、又は選択してください。次に移動した

い軸を選択してください。ツールバーの軸のアイコンを

押すたびに、モデルはプラットフォーム上で移動します。 

例: 下図モデルを-5mm（下へ）Z 軸上で移動するには、 

手順：①「移動(Move)」ボタンをクリック; ②.「-5」を

入力; 

③. 「Z軸」をクリック。

(Mac version) 
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モデルの回転: ツールバーの「回転(Rotate)」アイコンをクリックし、回転する度

数を選択又は入力してください。次に回転させたい軸のアイコンをクリックして

ください。 

例: Y 軸方向に下図のモデルを 30
o回転させる。

手順: 1.「回転(Rotate)」アイコンをクリック; 2. テクストボックス「30」を入力；

3.「Y 軸」をクリック。  

注:正数を入力した場合は左回り、負数を入力した場合は右回りに回転します。 

モデルの倍率の変更:「倍率(Scale)」アイコンをクリックし、数値を選択又は

入力してください。次に倍率の変更をしたいモデルを選択し、再度「倍率(Scale)」

アイコンをクリックしてください。特定の軸だけを縮尺したい場合は、「倍率

(Scale)」ではなく、倍率の変更をしたい軸をクリックしてください。 

例 1: 下図のモデルを 2倍にする。 

手順: 1.「倍率(Scale)」アイコンをクリック; 2.「2.0」を入力; 3.再度「倍率(Scale)」

をクリック。 

例 2: 下図のモデルを Z軸のみ 1.2倍にする。 

手順: 1. 「倍率(Scale)」アイコンをクリック; 2. 「2.0」を入力; 3.「Z 軸」をク

リック。 
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3.2.5 プラットフォーム上のモデルの配置 

3D モデルをプラットフォーム上の適切な位置に配置する事は、3D プリントの

質を上げるための大事な操作です。 

TIP: 通常はプラットフォームの中央にモデルを設置する事推奨します 

配置: ツールバーの「配置(Auto Place)」アイコンをクリックすると、自動的に

モデルをプラットフォームの上で配置します。特に複数のモデルを同時に 3D

プリントする際は、この機能をお勧めいたします。 

手動配置: 「Ctrl」キーを押し、移動されるモデルを選択しながら、マウスを

移動させるとモデルを移動する事ができます。 

NOTE: 複数のモデルを同時にプリントする場合は、それぞれのモデルの間隔

を 12mm以上に保つことで、モデルの結合を防ぐ事ができます。 
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3.3 プリントの準備 

3.3.1 プリンター初期化 

3D プリントを始める前に、必ず初期化をしなければなりません。「設定

(3Dprint)」メニューの中から初期化(Initialize)を行ってください。プリン

ターより「ピー」という音が流れ、自動的に初期化を開始します。 

(Windows version) 

(Mac version) 

TIP: 通常使用時に接続や操作に問題が起こった場合は、初期化をする事によ

り改善可能でございます。 
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3.3.2 水平度調整 

ノズルの高さを測定する前に、水平自動調整モジュールを用いてプラットフォ

ームの水平度を調整する必要があります。 

下図を参照に水平自動調整モジュール及び 3.5mmケーブルを準備し、以下の図

のようにセッティングしてください。 

「設定」メニューの「水平自動調整(Auto level)」をクリックし、水平道の調

整を開始します。９つの点を測定し、それぞれの水平値データをプリンターに

送信します。 

NOTE:水平自動調整モジュールを測定終了後すぐに外してください。 

接続問題を回避するため、3.5mm ケーブルを繋げるときは、必ず確実に接

続しているかを確認してください。サポートなしでのプリントをご希望の

場合は、セルボードを外した上で測定してください。 
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ネジを緩めると、緩めたネジの上に位置するプラットフォームの一部が上がり

ます。UP!Plus2 の設計上、大きなズレがなければ正常にプリント可能なよう

に設計がされておりますが、ネジで水平度を調整する事により、より一層高い

質でのプリントが可能です。 

バネ 

Note: UP! Plus 2 のプラットフォームは、工場より出荷前に一度調整され

ておりますが、運搬途中でズレが生じる場合がございます。ズレが大きい

場合、水平自動調整をする際にエラーが生じる場合がございます。水平自

動調整で測定した９つのポイントの測定値は下図のように表示されますの

で、それを元にネジを調整し、手動調整して下さい。 



UP! 3D Printer User Manual 25 

水平自動調整を行う際は、ケーブルの接続にお気を付けください（下図参照）。 

3.3.3 ノズルの高さ測定 

このセクションは、マニュアルにおいて最も重要な部分です。3D プリントを

成功させる為だけでなく、造形物の質に関わってくる部分ですので、このセ

クションを十分に熟読し、ご理解下さい。 

ノズルの高さ測定 

水平自動調整終了後、水平自動調整モジュールを取り外し、3.5mmのケーブル

を電源スイッチの隣の差し込み口及びインターフェースにそれぞれ接続して

ください。ソフトウェア上で「ノズル高さ測定」を選択し、測定を開始してく

ださい。測定中プラットフォームが徐々に上昇し、測定を開始します。 

NOTE: ノズルの高さを測定する際は、ノズル先端にフィラメントの残留

がない事を必ずご確認ください。 
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ノズルの高さを手動で調整することも可能です。プリント開始時に、ノズルと

プラットフォームの距離が 0.1mm 程度の状態が最適の状態です。ノズルとプ

ラットフォーム間の距離は、測定後画面に表示されます。ウィンドウ(Height

が表示されているもの)を閉じたとしても、その後は、「設定」→「プリンタ

ー設定」でご確認いただけます。 

NOTE: 「プリンター設定」で、ノズルの高さを最大上下 1mm単位までの調整

をする事も可能です。下図の赤い枠の部分を直接入力する事でノズル高

さを調整する事が可能です。数値の直接入力後のプリントは、入力され

た数値によるものになります。 

上の図は、ノズルとプラットフォームの距離が測定後 132.89mm離れている事

を示しております。 

正確なノズルの高さを測定するには、以下のステップに従ってください。 
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STEP 1 - 「設定」メニューの「プリンター設定」を開いてください。下図のウ

ィンドウが開きます。手動で測定する際は、以下ステップ 2から 4までを

繰り返し行ってください。 

(Windows version) 

(Mac version) 

STEP 2 – 移動させたい距離の数値を入力し、「To」ボタンを押してプラットフ

ォームの高さを動かす事ができる。上図同様に入力した場合、プラットフ

ォームは初期の位置より 124mm上昇します。 
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STEP 3 – ノズルとプラットフォームの距離をチェックしてください。STEP 2

を行う際に、入力する数値はノズルとプラットフォームの距離より小さい

数値でなければなりません。ノズルとプラットフォームが衝突し、故障の

原因になります。  

STEP 4 – ノズルとプラットフォームの距離が 1mm以下に成った場合、STEP 2

に戻り、0.1mm単位でプラットフォームを上昇させてください。 

NOTE: ノズルの高さの測定は一度測定を行えば、移動などによりプリンター

に振動を与えない限り、再度行う必要はございません。(※ただし、ソフ

トウェアを使用するパソコンも同じものだと仮定して) 

TIP: 出力中にフィラメントがプラットフォームに付着しない場合は、再度高

さの調整を行ってください。 

TIP: STEP 2 で誤った数値を入力し、ノズルとプラットフォームを衝突させて

しまった場合、他の操作を行う前に、初期化を行ってください。 

TIP: 厚さ 0.1mmのコピー用紙を使用し、ノズルとプラットフォームの間の距

離を確かめることも可能です。 
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3.3.4 その他のプリンター設定オプション 

「設定」メニューの「プリンター設定」をクリックすると、以下のボックスが
画面に表示されます。

 
(Windows version) 

 
(Mac version) 

挿入(Extrude): フィラメントをノズルに挿入する為のメニューです。クリック
すると、ノズルは ℃（ の場合）まで上昇するので、フィラメントを予
めセットしておいて下さい。加熱完了後、挿入直前に「ピー」と言う音を出し、
フィラメントが引きこまれ、ノズルに挿入されます。完了後再度「ピー」とい
う音を出します。挿入が正確に行える事は、ノズルが正常に作動しているかど
うかの確認にもなります。 
 
除去(Withdraw):フィラメントを除去します。新しいフィラメントに交換する際や、
ノズルからフィラメントを外したい場合はこのオプションを選択して下さい。
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設定(New Spool): 表示されたボックスでフィラメントの使用状況を確認する
事が可能です・プリントを行う際、自動的に必要なフィラメントの量が計測さ
れ、一回のプリントに十分なフィラメントがない場合はプリント開始が出来ま
せんので、新しいフィラメントを挿入してください。プリント後、フィラメン
トを交換する際は、残りの残量を正確にメモする事を推奨致します。 

 

TIP: 純正品フィラメントのスプール 黒い部分 は約 です。使用したフィ
ラメントの残量が分からなくなった場合は、天秤で重さを量り、残量を計
算してください。 

 
ステータス(Status): ノズル及びプラットフォームの温度を表示します。 
 
強制終了(Stop All): 全ての動作を中止します。プリント中にオプションを実行
した場合、プリントを中止した場所での再開は不可能なのでご注意ください。
このオプションを実行した場合は、再度利用する前に必ず初期化を行ってくだ
さい。 
 
 
ノズル＆プラットフォーム(Nozzle & Platform): ノズル及びプラットフォーム
の位置を調整する事が可能です。 
 
「下げる(To  Bottom)」ボタンでプラットフォームを初期位置に戻します。  
 
ノズルの高さをセット(Set Nozzle Height): 数値を入力し、「 」ボタンで自動
的に上下に移動する事が可能です。
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3.3.5 プラットフォームのセッティング 

プリント前にセルボードに噴出したフィラメントが付着可能な状態かを確
認し、ヒーターベットの下に設置している つのスプリングでセルボードを固
定してください。 

 

   
 
Note: セルボードをヒーターベットから取り外す際は、スプリングを下図のよ
うにセットしてください。 
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3.3.6 印刷設定 

「設定」メニューの「印刷設定」を開いてください：  

 

プリント オプション 
積層ピッチ(Z Resolution): プリンターのプリント解像度（積層ピッチ）を指定
できます。積層ピッチは から の間で選択する事が可能です
感覚 。 
 
高さオプション 
Base(Mac版のみ): ラフト部分の厚さを表しています。プリントをする際、最
初にラフトと言うサポートをプリントします、サポート同様、自動で生成され
ますが、ラフトの厚さは調整する事が可能です。ラフトなしでのプリントも可
能ですが、安定したプリントを実現するため、ラフトありでのプリントを推奨
致します。 

 
 

このパラメーターのデフォルト値は にセットされています。 
 

(Mac version) (Windows version) 
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部分オプション 
 
角度(Angle): 造形物の角度によりサポートの生成が必要かどうか自動的に決
まります。設定した角度より小さい場合、プリント中サポートを生成します。
サポートの厚さは、サポートオプションで変更する事が可能です。 

 

 
レイヤー層(Surface): 造形物のレイヤー層が設定可能です。
 
 
 
密度 
密度を変更する際は下の表を参照してください。  
 

 

ほぼ中身がある構造 

 

内部がおよそ の厚さの壁で出来た構造。 

 

上の状態より構造を一定の間隔をあける構造 

 

必要なサポート以外何もプリントしない中空構造です。 
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Shell: このオプションは、中空構造でのプリントで、印刷の効率を改善する効
果がございます。 
 
Surface: 表面の部分を レイヤーでプリントしたい場合は、こちらを選択して
ください。 
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サポートオプション 
 
レイヤー層(Dense): これは、サポート部分の厚さを選択する箇所です。サポー
トは、積層過程において、上のプリントに「支え」が必要と判定された場合プ
リントされる部分でございます。 
 
角度(Angle): サポートが必要とされる角度です。設定したサポート角度によっ
て、自動でサポートを生成する最低角度が変更されます。 
 

Set to > 10° Set to > 50° 
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造形物のプリント時の向きを変える事によっ
て、必要なサポートの量が変わってきますの
で、ただプリントするのではなく、できるだけ
少ないサポートの量でプリントできるように
向きを考えて設定して下さい。
 
サポートが少なければ少ないほど、造形物のサ
ポートの取り外しが容易になります。 
 
 
 

 
 
スペース(Space): このパラメーターの変更は、使用されているサポート材の量、
品質などのバランスを考慮したプリント経験が必要とされます。 
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エリア(Area): この値を設定する事によって造形物の中の空洞の体積がこの数
値よりを超えた場合のみにサポートが生成されるようになります。 下図のよう
に ２を選択した場合、数値以下の部分はプリント不要と認識され、プリント
しません。 

 
 
その他のオプション 
サポートの強度(Stable Support):サポートを生成する事でプリントの品質を上
げることは出来ますが、サポートが多すぎる事はかえって取り外しにくくな
るなどの悪影響を及ぼす可能性がございますので、サポートの設定はよく考
えて行って下さい

日本3Dプリンター株式会社
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. プリンティング 

 
 プリンティングの成功率を向上させる鍵として、プラットフォームの予熱
を十分に行う事を推奨しております。特に を使用する際の大きい造形物の
のプリントは、予熱不十分の場合、端の部分が反る可能性が高くなります。

予熱を十分に行う事によって、低い温度の環境下（推奨環境温度より気温が低
い場合）での プリントも、ある程度安定させる事が可能です。
 
 
プリント前に以下の要点をご確認ください: 

�  プリンター本体をコンピューターに接続し、 ソフトウェアを立ち上
げ、プリンターを初期化してください。プリントするモデルをロードし、
モデルをプラットフォームデータ上の適切な位置に配置して下さい。また、
プリントに必要なフィラメントの残量が十分かどうかを確認してくださ
い。不十分の場合は新しいフィラメントに交換してください。 

�  大きいサイズ（ 以上）のモデルのプリントは、必ずプラットフォー
ムの予熱を十分に行ってください。 

�  右の図のパーツはファンから出る空気を調整する
孔の開閉を操作するものでございます。 
尖った形をしたモデルをプリントする際は、孔を開
いた状態にした方が、より良いプリントが可能にな
ります。 

 

(Windows version) 
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(Mac version) 

印刷オプション: 

品質(Quality): 「Fine」「Normal」「Fast」の三種類のクォリティーの選択が可
能です。同じ積層ピッチ及びレイヤーの設定で、クォリティーに影響を及ぼす
のは、プリント速度です。速度を上げればその分ヘッド及びプラットフォーム
は高速に作動し、プリント中の振動が増えます。その逆も同じで、速度を下げ
れば、その分だけ正確に作動し、プリントのクォリティーを上げます。

 

非完成モデル(Unsolid Model): この機能は、モデルのデータに一部破損又があ
る場合や プリント不可能なモデルをプリントする際にご使用できます。
（「 モデルのロード」をご参照ください。） 

 

ラフト無(No Raft): サポート(ラフト なしでのプリントを行う場合、この項目
にチェックを入れてください。

※ ラフトなしでのプリントを行う場合は、セルボードを使用しない事をお勧
めいたします。その際は水平度調整及びノズルの高さ調整は項目にチェックを
入れた後に再度行ってください。
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5. サポートの除去 

1. プリントが終了した時、プリンター本体から「ピー」という音が出ます。
それと同時にプラットフォーム及びノズルの加熱を中止します。  

2. セルボードをプラットフォームに止めているスプリングを外し、セルボー
ドをヒートベット上から取り外しください。 

3. 下図を参照し造形物をセルボードより取り外してください。（手袋は必ず
ご使用ください） 

 
 
 

 

CAUTION: セルボードから造形物を取り除く際、必ず手袋を着用し
てください。 

 
 
 

サポート材 ラフト の除去 

 

プリントされたものは、造形物本体とサポートの二つの部分から成り立ちます。
ただし、ラフト無を選択した場合を除く

サポート材は造形物本体と同じ素材から成り立っていますが、サポートの部分
の密度は本体とは違いかなり低い密度で出力されています（調整可能）。  

上記の図をご覧ください。左の図はサポートを取り外した後のティーポットで
す。右はプリント直後のものになります。
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サポートの大部分は、工具なしで取り外す事が可能ですが、造形物が薄い又は
細長い部分は、サポート材より強度が低い場合がございます。付属の工具を利
用しサポートを剥がしてください。 

 
 

 

 

CAUTION: 工具を使用する際やサポート ラフト の
除去の際は、必ず手袋と保護眼鏡を着用してくださ
い。 
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6. メンテナンス

フィラメントの交換 

をご参照ください。

 

 

 

プリント中ヘッド及びプラットフォームは高温の熱を帯びていま
す、調整又は操作する場合、必ず手袋をご使用ください。 

 
  
 
 
 
 
 

垂直校正 

垂直に校正する事で、より正確な 3Dプリンティングを実現する事ができます。 
まず最初に、プリンターソフトに付属されたキャリブレーション・モデル 以下の図のよ
うなモデル をプリントしてください。 

 
 
 

ノズル詰まりが発生した場合は、ノズルを取り外し、キレイにし
てください。 
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モデルの プリントが完了後、下図のようにプラットフォーム上で 及び
の値を測定してください。 

    
 
プリントメニューのキャリブレーションを開き、 及び の測定値をそれ

ぞれ入力してください。 

 

 
 
 
IMPORTANT NOTE: 新しい校正値を入力する際は必ず一度値をリセットしてください。
入力前にリセットした値が次のように表示されている事をご確認ください: XY: 0.00 deg / 
XZ: 0.00 deg. 

次に、フロント・センター「 」を降ろし、値を測定します。 ボックスの中
に正確な値を入力し、それが右側に反れば、プラス値、逆の場合はマイナス値
で入力してください。
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最後に、フロント・センターの高さを測定し、 である事を確認してくだ
さい。 
 
「 」ボタンをクリックし、キャリブレーションメニューを閉じてください。 
 

ノズルのメンテナンス 

プリンター本体の使用に伴い、ノズルに酸化したフィラメントの残留物がつ
いていると、プリントに影響を及ぼす可能性がございます。酸化した残留物は
ノズルを温める際に新しくセットしたフィラメントと同時に溶け出し、ノズル
に悪影響を与える可能性がございますので、ノズルは定期的にケアする必要が
ございます。 
 
まず、酸化したフィラメントを溶かすために、ノズルをあらかじめ温める必要
がございます。フィラメントの挿入、除去のどちらかのオプションを選択し、
ノズルの温度を上げてください。 
 
次に、綿素材の布又は耐熱製の紙、及びピンセットを準備してください。それ
らを用いて高温のノズルの表面を拭いてください。ノズルは高温のため、火傷
には十分ご注意ください。 
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ノズルの取り外し、交換 

ノズル詰まりが起こった場合やノズルが高温で長時間の使用により酸化し老朽
化した場合、ノズル詰まりを解消するために、ノズルを交換する必要がござい
ます。（ノズル詰まりのみの場合は、交換は不要です。）
ノズルを取り外す場合は、本体に同梱しているノズルネジまわしを使用してく
ださい。 
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セルボードのメンテナンス 

セルボードは使用するにつれて表面が滑らかではなくなり、 プリントに影
響を及ぼす可能性がございます。表面が古くなった場合 大体 ～ ヶ月が目安
です 、新しいものをご使用ください。 

ベアリングの保守 

のプリンターヘッドの中のベアリングは、潤滑に保つ必要があります。ベ
アリングのフィラメントの残留をキレイに取り除き、リチウム・グリースを使
用し潤滑を保ってください。 

スペア・パーツ 

機械本体についているパーツを含め、殆どのプラスチックパーツはソフトウェ
アと同時に自動的にダウンロードされますので、 プリンターでプリントす
る事が可能です。C:\Program Files (x86)\UP\Example\UP Spare Part folder. 
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7. 備考＆  

大きいモデルの プリントを行う場合は、プラットフォームを十分に予熱し
ないとプリント中の造形物に反りが起こる可能性がございます。反りは熱膨張
と同じ原理で、温度の不均一によって起こります。反りを防ぐ為には、以下の
方法をお試しください：  

� 「solid mode」での大きいモデルのプリントはお控えください。  
� できるだけ厚いレイヤー層を選択してください。  
� 大きいモデルのプリントは、「 モードでのプリントをお勧めいたし
ます。 完成までの時間を減らす事によって造形物の温度変化を防げま
す  

 
 

プリンターとプラットフォームを接続しているねじを回す際には、小さなねじ

蓋を 3Dプリントし、お付けする方をお勧めいたします。 
ねじ蓋のためのファイルは以下リンクよりダウンロードすることが可能です: 
http://www.thingiverse.com/thing:4113 
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プリンターを起動後は必ずノズルの高さを測定してください！ プリントの成
功率はノズルの高さの正確なデータがあるか否かで決定すると言っても過言
ではありません。また、ノズルの高さの測定なしでのプリントは、セルボード
及びノズル本体に損害を与える可能性もございます。 
 
 
質の高い プリンティングを行うためには、使用する際に必ず水平自動調整
を行い、こまめにプラットフォーム下のねじを回すなどの調整をお勧め致しま
す。 
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8. 異常時の処置 

エラー表示 状況又は解決法 

No power 電源コードがしっかりと接続されている事をお確
かめください。 

Extruder or platform 
fails to reach operating 
temperature 

1. プリンターの初期化を行ったか確認してくださ
い、されていない場合は行ってください。 
2. ヒーターベッドが破損しております。ヒーター
ベッドを交換してください。 

Material not extruding 

ノズル詰まりが発生、 のメンテナンスを参照し、
ノズルの掃除を行って下さい 

フィラメントのセッティングに問題がある 

Cannot communicate 
with printer 

1. ケーブルが本体及び にしっかりと接続さ
れている事をお確かめください。 
2. ケーブルを外し、再度接続してください。 
3. プリンターを再起動してください。 
4. コンピューターを再起動してください。 

Others サポートにご連絡ください。 

"Winusb.dll not found" 問題の解決方法

ドライバーが見つからないと表示された場合、以下の方法

を行っても解決されない場合は購入元にご連絡ください

 “Winusb.dll not found”と言うエラー表示が出た場合、以下の手順を行ってくだ
さい。 

手順: 以前のドライバーをアンインストールし、新しいドライバーをインスト
ールして下さい。 

コントロールパネルを開き、「ハードウェアとサウンド」内のハードウェ
アを選択してください。（デバイスマネージャーが表示されている場合は、
直接デバイスマネージャーを開いても構いません。） 

    
   2.「3Dprinter@...」で始まる該当箇所がございますので、こちらを右クリ

ックし、アンインストールして下さい。 
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