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1 はじめに

Mojo 3D プリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

Mojo 3D プリンタは、独自のハードウェアおよびソフトウェア、材料テクノロジを革新的に組
み合わせて誕生した、立体モデル造形ニーズの完全なソリューションです。Mojo Print Wizard
で設計を処理後、強度と耐久性に優れた ABSplus 材料を使用してほんの数分でモデルを造形で
きます。

3D プリンタのマジックの世界へようこそ！

本ガイドの使用方法

本ユーザーガイドでは、「操作」、「メインテナンス」、「トラブルシューティング」の 3 つの各セ
クションを、順を追って分かりやすく解説していきます。プリンタのパフォーマンスを最大限に
引き出せるように、各セクションを丁寧にお読みください。

詳細

本ユーザーガイドには、次のトピックに関する情報が記載されています。

• トラブルシューティング情報

• 安全についての重要なお知らせおよび規制情報

• 詳細なユーザー説明書

詳細は、次のウェブサイトにも記載されています : http://www.Mojo3Dprinting.com
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安全注意事項

このプリンタを適切に使用し、その破損を防止するには、以下の注意事項を順守する必要があり
ます。これらの注意事項に、常時従うようにしてください。

• 銘板に記載された電源電圧を使用してください。たこ足配線によって、プリンタの電源コ
ンセントに過電流が流れないようにしてください。

• プリンタを十分に接地してください。接地しなかった場合、電気ショックや火災が生じた
り、電磁妨害を受けやすくなることがあります。

• プリンタをご自身で分解または修理する前に、お近くのサービス担当者にご連絡ください。
ユーザーガイドの「サポート」の章をご覧ください。

• プリンタに同梱の電源コードのみをご使用ください。電源コードを損傷、切断、修理しな
いでください。損傷した電源コードを使用すると、火災や電気ショックの危険があります。
損傷した電源コードは、承認の電源コードと交換してください。

• プリンタ内部の部品に、金属や液体が触れないようにしてください。触れた場合、損傷や
火災、電気ショックが生じたり、その他の重大な危険にさらされることがあります。

• 次の場合には、プリンタの電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

• プリンタから、煙または異常な臭気が発生している場合。

• 通常の運転中には聞こえない、異常音が発生している場合。

• 金属や液体が、プリンタ内部の部品に触れた場合。

• 激しい雷雨の最中。

• 停電中。
2



2 概要

Mojo システムは、専用ホストコンピュータから USB ケーブルを使用して送信された CAD STL
ファイルからモデルを造形する装置です。コンピュータ制御のプリントヘッド 2 つから ABSplus
モデル材料と SR-30 サポート材料を押し出すことによって 3 次元モデルを造形します。モデル
は、完成直後に高品質モデルとして使用できます。

Mojo システムは QuickPack プリントエンジンと呼ばれる 2 つの消耗部品から構成されます。
1つの QuickPack プリントエンジンには ABSplus モデル材料が、もう 1 つの QuickPack プリン
トエンジンには SR-30 サポート材料が含まれています。

Print Wizard は、Windows 7 または Windows 8 プラットフォーム上で動作する前処理ソフト
ウェアです。

Mojo では最大 127 x 127 x 127 mm (5 x 5 x 5 インチ ) のモデルを造形できます。各 QuickPack
プリントエンジンには、1311 cm³ (80 立法インチ ) 分の材料と成型ヘッドが含まれています。

電源要件 : 100-240V~6-3A, 50/60Hz
3



図 1 プリンタの正面図と右側面図

                                                            

1 カバー

2 チップ拭き取りアセンブリ

3 パージバケツ

4 ドア

5 モデルベース

6 プラテン

7 ドアセンサー

8 LED ディスプレイ
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図 2 プリンタのトップビュー

                                                            

1 モデル材料センサー

2 モデルヘッドソケットアセンブリ

3 Mojo QuickPack プリントエンジン – ABSplus

4 モデル材料ベイ

5 ベローズ

6 サポート材料ベイ

7 カバーセンサー

8 Mojo QuickPack プリントエンジン – SR-30 サポート

9 サポート材料センサー

10 サポートヘッドソケットアセンブリ
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図 3 プリンタ左側面図

                                                            

図 4 プリンタの背面図

                                                            

1 AC 電源コードコネクタ

2 電源オン /オフスイッチ

1 USB ケーブルコネクタ

1

2

1
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図 5 Mojo QuickPack プリントエンジン

                                                            

1 ハンドル

2 材料チューブガイド

3 材料チューブ

4 材料コンテナバッグ (取り外し不可 )

5 固定タブ

6 プリントヘッド
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図 6 スタートアップ消耗品

1 USB ケーブル

2 電源コード (ヨーロッパ大陸 )

3 電源コード (米国 )

4 チップ拭き取りアセンブリ (x2)

5 モデルベース (x2)

6 Mojo Print Wizard ソフトウェア

7 Mojo 3D プリンタソフトウェア

8 モデル材料プリントエンジン (スタータ : 20 ci/328 ci)

9 サポート材料プリントエンジン (スタータ : 8 ci/131 ci)

1 2 3

4

5 76

8 9
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3 セットアップ

プリンタに同梱されたセットアップ説明書に従い、プリンタのセットアップを行います。

システムの接続

設置場所が以下の条件を満たしているかどうか、確認する必要があります。

• 本システムは、落下リスクを回避するために、34.1 kg (75 ポンド ) の重量を支えることが
できる平坦で安定した表面を持つ台に設置する必要があります。

• 本システムを開梱するためのワークエリアは、高さ 1.22 m (48 インチ )、幅 1.83 m 
(72 インチ )、奥行き 1.02 m (40 インチ ) 以上である必要があります。

• 接地電源コンセント (6A @100-127VAC または 2.5A @ 220-240VAC – 50/60 Hz 600W)
は、付属のヨーロッパ大陸または米国の電源コードプラグに接続し、本システムから 2 m
(80 インチ ) 以内に配置する必要があります。延長コードまたはテーブルタップは使用しな
いでください。電源供給が断続的に停止することがあります。

• 操作環境温度は、15～ 30 °C (59～ 86 °F) でなければなりません。
• 操作環境湿度は 20～ 80%でなければなりません (結露なきこと )。

電源の接続

1. お住まいの地域に合った電源コードを使用して、プリンタと接地電源コンセントを接続し
ます。

図 7 電源の接続
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2. 電源スイッチを「オン」(I の位置 ) にします。

図 8 電源の投入

                                                                                                                        

3. テストの間、LED ディスプレイはいくつかの点灯パターンを表示します。テストが終了す
ると、ディスプレイは赤色に変わります。ホストコンピュータとの通信が確立すると、ディ
スプレイは緑色に変わります。緑色の LED は、プリンタが待機状態であることを表します。

図 9 LED テストパターン

                                                            

ソフトウェアのインストール

ホストコンピュータは、Mojo プリンタに直接接続されているコンピュータとして定義されます。

Mojo プリンタでは 2 つのソフトウェアプログラムが必要となります。

• Mojo 3D プリンタソフトウェアは、(Print Wizard で処理された ) モデルをプリンタに送信
するのに使用されます。

• Print Wizard ソフトウェアは、お使いのコンピュータまたはホストコンピュータにインストー
ルして、造形およびホストコンピュータとの通信に向け STL ファイルを処理します。

注意 : ホストコンピュータの「Windows 自動更新」がオフになっているこ
とを確認してください。 この機能が無効になっていないと、モデルの造形に
失敗します。 これらの機能をオフにするには、Windows サポートおよびヘ
ルプの指示を参照してください。
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Mojo 3D プリンタソフトウェア

1. スタートアップキットから 3D プリンタソフトウェア CD を取り出し、ホストコンピュー
タの CD ドライブに挿入します。

2. 表示される指示に従って、ホストコンピュータで 3D プリンタソフトウェアをロードします。

図 10 Mojo 3D プリンタソフトウェアのロード

                                                            

図 11 USB ケーブルの接続

                                                                                                                        

3. ソフトウェアがロードするのに数分かかる場合があります。

注意 : ソフトウェアのインストール中、指示が表示されたときに、USB ケー
ブルでプリンタ背面とホストコンピュータの USB ケーブルコネクタを接続
します

注意 : USBケーブルをより長い 5メートルを（105.83197）を使用しない
でください。
11



Print Wizard ソフトウェア

1. スタートアップキットから Print Wizard ソフトウェア CD を取り出し、ホストコンピュー
タの CD ドライブに挿入します。

2. 表示される指示に従って、ホストコンピュータで Print Wizard ソフトウェアのロードを完
了します。ソフトウェアがロードを完了するまでに、約 1 分かかります。

図 12 Print Wizard ソフトウェアのロード
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4 操作

LED ディスプレイ

LED ディスプレイには、プリンタのステータスが表示されます。

図 13 LED ディスプレイ

                                                            

LED LED ディスプレイステータス

アイドル /造形

ドアまたはカバーが開いている

ユーザー /ポーズ

マシンによるポーズ

ユーザーキャンセル

失敗
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プリンタステータスのアイコン

以下のアイコンによって、3D プリンタソフトウェアと Print Wizard の両方でプリンタステータ
スが表示されます。

プリンタアイコン プリンタステータスの説明

エラー

アイドル

接続されていません

材料外

モデル終了

ポーズ中

造形する

モデルがキャンセルされました
14



Print Wizard/3D プリンタソフトウェアの概要

Print Wizard ソフトウェアは複数のコンピュータへのインストールが可能なため、ローカルエリ
アネットワークを通じてモデル (ファイル ) をホストコンピュータに送信することができます。

• 3D プリンタソフトウェアは、ホストコンピュータにインストールしてあり、プリンタにファ
イルを送信する際に使用します。

• 3D プリンタソフトウェアは、ホストコンピュータにのみインストールする必要があります。
• ホストコンピュータに接続できる Mojo プリンタは 1 台だけです。

図 14 ネットワークの概要

注意 : ホストコンピュータの「Windows 自動更新」がオフになっているこ
とを確認してください。 この機能が無効になっていないと、モデルの造形に
失敗します。

ホストコンピュータ

3D プリンタソフUSB ケーブル イーサネット ローカルエリア

ホストコンピュータ

3D プリンタソフトウェアUSB ケーブル イーサネット

Print Wizard 
コンピュータ上

Print Wizard 
コンピュータ上

Print Wizard 
コンピュータ上

Print Wizard 
コンピュータ上

Print Wizard 
コンピュータ上

Print Wizard 
コンピュータ上

トウェアを搭載 (プリン ネットワーク

ローカルエリア

ネットワーク 
および Print Wizard 

トウィザードなし )

ソフトウェアを搭載
(オプション )
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モデルベースの取り付け

モデルを造形する前に、必ずプリンタにモデルベースが取り付けられていることを確認してくだ
さい。

1. モデルベースは、ベースのツメをプラテンにあるスロットに合わせて取り付けます。

2. 「カチッ」と音がするまでモデルベースをプラテンに押し込みます。

3. ドアを閉じます。

図 15 モデルベースの取り付け

                                                            

注意 : モデルベースの再利用は避けてください。

発熱 :チャンバー内の金属表面は熱くなっている可能性があります。熱を発す
る部品を取り扱う際は、細心の注意を払ってください。
16



STL ファイルの処理

Print Wizard の起動

CAD ソフトウェアを使用して、STL ファイルを作成します。CAD 図面を STL ファイルに変換す
る方法の詳細は、CAD ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Print Wizard は次の方法のいずれかで起動できます。

• [スタート ] メニューから、[Print Wizard] を選択し、続いて STL ファイルリストから STL
ファイルを 1 つ以上選択します。Ctrl キーを押しながらクリックすると、複数のファイル
が選択できます。Windows Explorer ツールバーを使用して表示オプションを選択します。

• Windows Explorer から、STL ファイルの保存先のパスを選択し、STL ファイルを 1 つダブ
ルクリックして開きます。

• Windows Explorer から、STL ファイルの保存先のパスを選択し、Windows Explorer の機能
を使用して複数の STL ファイルを選択します。Ctrl キーを押したまま左クリックすると複数
の STL ファイルが選択できます。右クリックして [3D プリント (Print 3D)] を選択し、ファ
イルを開きます。

モデルのサムネイル画像を表示するアイコンのサイズ (大または特大 ) を選択します。

プリンタの選択

1. [MyPrinter] をクリックすると、下図のようなドロップダウンメニューが表示されます。

2. 使用するプリンタを選択します。

3. プリンタの追加方法については 18 ページの「プリンタの追加」を参照してください。

図 16 プリンタの選択
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プリンタの追加

プリンタを追加する場合は、[MyPrinter] をクリックすると、下図のようなドロップダウンメ

ニューが表示されます。次の  アイコンをクリックして、リストにプリンタを追加します。

図 17 プリンタの追加

                                                            

ネットワーク管理者から、ホストコンピュータの IP アドレスを取得します。プリンタに接続さ
れているホストコンピュータの IP アドレスを規定の欄に入力し、ホストコンピュータの Mojo
コントロールパネルのメニューから [OK] をクリックします。

図 18 IP アドレスの入力
18



サポート部のスタイルの選択

サポートは造形処理中にモデルを支えるために使用され、 モデル完成後に除去されます。 サ
ポート部のスタイルは、サポート部の強度と造形時間に影響を及ぼします。 スマートサポート
が、デフォルト設定です。

図 19 [サポート部のスタイル (Support style)]

                                                            

• スマート (SMART) (デフォルト ) - サポート材料の使用量が最小限に抑えられ、造形時間
が削減できると同時に、多くのモデルでサポート材が除去しやすくなります。 この設定で
もサポート部のツールパス間に一定の間隔が設けられますが、ベーシックより低密度とな
ります。

• スパース (Sparse) (デフォルト ) – サポート材料の使用量が最小限に抑えられ、造形時間
が削減できると同時に、多くのモデルでサポート材が除去しやすくなります。この設定で
もサポート部のツールパス間に一定の間隔が設けられますが、ベーシックより低密度とな
ります。

• 周囲 (Surround) – モデル全体をサポート材料で取り囲む場合に適用します。通例、垂直
方向に長く、厚みの少ないモデルで使用します。
19



モデル内部を選択する

モデル内部で、モデル内部のソリッド部分に適用する充填スタイルを設定します。 ソリッドが
デフォルト設定です。

図 20 モデル内部

                                                            ‘

• ソリッド (デフォルト ) - モデルを完全に充填し、耐久性を高めます。 ただし造形時間は長
くなります。

• スパース /低密度 - モデル内部の密度を低くし、造形時間と材料消費量を最小限に抑えま
す。

ディスプレイ単位の選択

ディスプレイ単位はヤード・ポンド法とメートル法から選択可能です。選択した STL ファイルの
名前の下にモデルのサイズが表示されます。ディスプレイ単位は、モデルのサイズがミリメート
ルで表示されるか、インチで表示されるかを決定します。また、Mojo コントロールパネルウィ
ンドウの材料情報でもここで選択した単位が使用されます。

図 21 ディスプレイ単位
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モデルの方向の選択

方向機能は、造形されるモデルの方向を示す拡大プレビューウィンドウを表示します。方向の設
定は、モデルの造形速度およびモデル強度、表面仕上げ、材料消費量だけでなく、

図 22 モデルの方向

                                                            

モデルの方向を変更するには、[モデルの方向設定 (Orient Part)] ボタンをクリックして、プレ
ビューウィンドウから希望する方向を選択します。選択したモデルは、X 軸、Y 軸、Z 軸のスラ
イドコントロールを使用するか、特定の値を追加することでさらなる調整が可能です。希望する
方向が得られたら、[OK] をクリックして設定を保存します。

アイコン 説明

表示されているモデルを、X 軸を中心に回転させる

表示されているモデルを、Y 軸を中心に回転させる

表示されているモデルを、Z 軸を中心に回転させる
21



方向に関する考慮事項

• 造形速度と材料の使用量 – サポート材料の使用量が少ないほど、造形速度は速くなります。
造形速度に影響を及ぼすもう 1 つの要因は、軸方向です。Z 軸上よりも、XY 平面上の方が
より速く造形されます。つまり、造形チャンバー内のモデルの Z 軸方向を短く設定すると、
その分だけ造形速度が速くなります。

• モデル強度 – モデル強度は、積層の垂直方向よりも水平方向の方が強くなります。特定の
部分にもっとも高い強度をもたせるように、モデルの方向を決めなければならない場合が
あります。たとえば、押す必要のあるツマミをモデルに付ける場合、積層の垂直方向に圧
力をかけるともっとも強度が低くなることを考慮に入れる必要があります。

• 表面仕上げ – 方向設定はモデルの特定の部分の表面仕上げに影響を及ぼします。モデルの
方向は表面仕上げにも大きく影響を与えるため、特定の部分をもっとも滑らかに仕上げる
ようプリンタを設定する必要があります。たとえば、シリンダを造形する場合、水平方向
に寝かせるよりも、垂直方向に立てて造形する方が表面はより滑らかになります。

モデル表示の回転

モデル上で左クリックし、左右にドラッグするとチャンバー内での表示が回転します。これによ
り、造形するモデルの正面、左側、背面、右側が表示できます。

図 23 表示の回転
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モデルのスケールの選択

モデルの処理を始める前に、造形チャンバー内のモデルのサイズを変更できます。STL ファイル
が最初にロードされた段階でモデルが造形チャンバー内に収まらない大きさであると判断され
た場合は、造形チャンバー内に収まるように自動的にスケールが変更されます。モデルが造形
チャンバー内に収まるように自動的にスケールが変更された場合は、スケールボックスが赤色に
変わります。モデルのサイズはスケール番号を入力するか、スライドコントロールを使用して変
更できます。モデルのサイズは、すべて STL ファイルで事前に定義されています。ファイルを開
き、スケールを変更することによって、造形するモデルのサイズを変更できます。スケールの設
定は常に、STL ファイルで定義されている、モデルの元の STL サイズが基準となります。

図 24 スケールの設定

                                                            

例 : たとえば、5.1 cm (2 インチ ) X 5.1 cm (2 インチ ) X 5.1 cm (2 インチ ) として定義された立
方体は、スケールを「2」に変更するだけで 10.2 cm (4 インチ ) X 10.2 cm (4 インチ ) X 10.2 cm
(4 インチ ) に造形できます。その後、7.6 cm (3 インチ ) X 7.6 cm (3 インチ ) X 7.6 cm (3 インチ )
の方がよいと感じたらスケールを「1.5」に変更します。このようにスケールは元のサイズ、つ
まり 5.1 cm (2 インチ ) を基準にして変更されます。最初の変更の結果である 10.2 cm (4 インチ )
が基準になることはありません。
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コピー数の選択

ユーザーは造形するコピー (モデル ) の数を設定できます。プリンタは、モデルベースで造形で
きるモデルの数を自動的に計算します。コピー数が増加すると、プリンタはジョブを追加する場
合があります。

図 25 コピー数
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ジョブの作成

Print Wizard は、モデルベースで造形できるモデルのサイズと数を自動的に計算します。モデル
のサイズや数が大きすぎる場合、Print Wizard はジョブを追加します。

作成されるジョブの数は以下に基づきます。

• モデルの寸法

• モデルの方向

• スケール

• コピー数

図 26 ジョブの追加

                                                            

注意 : 表示されているジョブはすべて、[プリント (Print)] ボタンをク
リックするとホストコンピュータに送信されます。
25



モデルの追加 /削除

STL ファイルは以下の操作を行うとジョブに追加されます。

• STL ファイルをダブルクリックする。
• Windows Explorer のドラッグアンドドロップ機能を使用して、ファイルをプリントウィン

ドウに移動する。

• 「+」印をクリックする。

図 27 新しい STL ファイルのドラッグアンドドロップ

                                                            

モデルを右クリックして [モデルの削除 (Remove Part)] を選択すると削除できます。

図 28 モデルの削除

                                                            

注意 : STL ファイルは Print Wizard に持ち込まれると、モデルとして認識さ
れます。

+
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STL モデルのコンテンツに関する情報

ジョブごとに STL ファイルの名前と造形されるモデルの品質がウィンドウに表示されます。すべ
てのジョブで個々のモデルのサムネイルが、Print Wizard 画面の左側に表示されます。

図 29 Print Wizard 画面

                                                            

モデルの処理

モデルを選択後、[プリント (Print)] ボタンをクリックします。[プリント (Print)] ボタンをク
リックすると、モデルは処理され、ホストコンピュータに送信されます。

図 30 [プリント (Print)] ボタン
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モデルの処理中には、次のようなウィンドウが表示されます。

図 31 処理

                                                            

次のウィンドウには、すべての処理済みのジョブが、時間および材料の予測とともに一覧表示されま
す。処理済みのモデルは、後でコントロールパネルのモデル選択ドロップダウンメニューを使用して
選択できます。

図 32 処理済みのモデルの一覧
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Mojo コントロールパネルからのモデルの造形

モデルは、Print Wizard で処理後、ホストコンピュータの Mojo 3D プリンタソフトウェアを使
用して造形できるようになります。

1. Mojo コントロールパネルを開くと、下図のようなウィンドウが表示されます。そこには、
以下の情報が表示されています。

• QuickPack プリントエンジンに残っているモデル材料とサポート材料
• ユーザー名

• モデルが転送された日時

• 予想造形時間

• モデルの造形に必要と予想されるモデル材料とサポート材料の量

• モデルの完成予想時間

• 選択中の積層のステータス

図 33 Mojo コントロールパネル
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2. ドロップダウンメニューから [ モデルを選択 (Select part)] をクリックし、造形するモデ
ルを選択します。最初に造形されたモデルが、モデル名とともにプレビューウィンドウに
表示されます。

図 34 モデルの選択

                                                            

3. [プリント (Print)] をクリックして、造形を開始します。

モデルの造形中に、次のような一般的な情報が表示されます。

• プリンタステータス

• 材料使用量

• 予想完了時間

造形の準備中には、次のようなウィンドウが表示されます。

図 35 プリント準備中

                                                            

注意 : モデルの完成に十分なモデル材料またはサポート材料が QuickPack 
プリントエンジンにない場合、造形は開始されません。
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モデルの造形中には、次のようなウィンドウが表示されます。

図 36 造形する

                                                            

プリンタがポーズされると、次のようなウィンドウが表示されます。造形を続行するには [造形
再開 (Resume)] をクリックしてください。

図 37 ポーズ中
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造形中にプリンタに障害が発生した場合、ウィンドウに特定情報が表示されます。詳細は、
第 6 章の「トラブルシューティング」を参照してください。

図 38 障害

                                                            

コントロールパネルのドロップダウンメニュー

情報アイコンには、付加的なプリンタ機能のドロップダウンメニューが含まれます。

情報アイコンをクリックすると、以下の選択肢を含むドロップダウンメニューが表示されます。
32



エラーの解除を試行 (Attempt to clear the error)

特定のエラーが発生した場合、[エラーの解除を試行 (Attempt to clear the error)] を使用するとエ
ラーが解除され、印刷プロセスを継続できます。

プリンタファイルのエクスポート

プリンタの問題をより正確に診断するには、プリンタからプリンタ構成 (cfg) ファイルをエクス
ポートし、サービスプロバイダに送信する必要があります。

                                                            

1.  [プリンタファイルのエクスポート ... (Export Printer File...)] を選択します。

2.  構成ファイル (.cfg) を保存するディレクトリに移動します。

3.  [保存 (Save)] ボタンをクリックします。

ディスプレイ単位

ディスプレイ単位はヤード・ポンド法とメートル法から選択可能です。
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34

IP アドレス

プリンタに接続されたホストコンピュータの IP アドレスをホストコンピュータのクリップボー
ドにコピーできます。

                                                            

メインテナンスパージ

メインテナンスパージを使うと、QuickPack が正常に押し出しを行なっているか確認する、ある
いはフィラメントチューブから濡れた材料を除去することができます。フィラメントチューブ内
の材料をすべて除去するには、2 回のメインテナンスパージが必要です。メンテナンスパージに
より、造形領域内の中央の空気中に材料が押し出されます。メインテナンスパージが終了した
ら、プリンタのドアを開けて造形領域内の中央部から除去された材料を取り除きます。

1. Mojo コントロールパネルの左上にあるプリンタ情報アイコンをクリックします。

2. [メインテナンスパージ (Maintenance Purge)] を選択します。

3. [モデル (Model)] または [Support (サポート )] のいずれかを選択します。

4. 液化装置が温まり、パージが完了するのを待ちます。

5. 除去した材料を造形領域内の中央部から取り除きます。

Mojo コントロールパネルについて

コントロールパネルのバージョンとビルド番号を表示します。

注意 : QuickPack プリントエンジンを開いた状態で 2 週間以上使用しな
かった場合は、メインテナンスパージを 2 回行ってください。



完成したモデルの取り出し

ジョブが完了したら、モデルを取り出します。

1. ドアを開きます。

2. 2 つのツメを押し込んで持ち上げてモデルベースを取り外し、チャンバーから引き出します。

3. ドアを閉じます。

図 39 モデルベースの取り外し

                                                            

モデルベースからのモデルの取り外し

1. プリンタからモデルベースを取り外したら、モデルベースを両手で前後に強く揺すって、
モデルを取り外しやすくします。

2. モデルベースから引き剥がすか、またはパテナイフを使用して、モデルを完全に取り外し
ます。

発熱 :チャンバーの内面は熱くなっている可能性があります。熱を発する部品
を取り扱う際は、細心の注意を払ってください。

注意 : モデルに触れてみてまだ温かさが感じられるときは、比較的簡単に
モデルベースから取り外すことができます。
35



パージバケツの清掃

プリンタの両側にあるパージバケツは、モデルの品質の問題やプリンタの故障を防ぐために、
毎回使用後、清掃してください。

1. パージバケツの上部と下部にあるツメを押し込んで持ち上げ、チャンバーから引き出し
ます。

図 40 パージバケツの清掃

                                                            

2. パージバケツを空にします。

3. パージバケツを所定の位置に置き、チャンバー内に押し込みます。パージバケツが「カチッ」
と音がするまでしっかりと押し込んでください。

サポート材料の除去

Mojo は、水性溶剤で溶解できる可用性サポート材料を使用します。モデルは、細部の損なわれ
ていない、滑らかで傷のない状態で仕上がります。ソリュブルサポート材料は手でも比較的簡単
に除去できますが、手を使うことなく溶解させてモデルから除去できるよう設計されています。

電源オフ

プリンタの電源を切るには、電源スイッチを「オフ」にします。この操作は、プリンタに悪影響
を及ぼすことなく任意のタイミングで実行でき、他の手順は必要ありません。ただし、モデル造
形中に電源をオフにした場合、そのモデルは完成しません。

発熱 :チャンバーの内面は熱くなっている可能性があります。熱を発する部品
を取り扱う際は、細心の注意を払ってください。
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QuickPack プリントエンジンの取り外し
1. カバーを開きます。

2. 材料センサーの蓋を開き、材料センサーから材料チューブガイドを取り外します。

3. ヘッドソケットの蓋を開き、プリントヘッドを取り外します。

4. ハンドルを使って、材料ベイから QuickPack プリントエンジンを引き上げ、取り外します。

図 41 QuickPack プリントエンジンの取り外し
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QuickPack プリントエンジンの保管

QuickPack プリントエンジンは、製造日から 1 年以内に使用することで最良の結果が得られま
す。製造日は、QuickPack プリントエンジンのバッグに印刷されています。QuickPack プリント
エンジンは、必ず立てた状態で保管してください。

1. QuickPack プリントエンジンをプリンタから取り外します。

2. ハンドル上のポジションにヘッドを固定します。

3. 材料が漏れないように固定タブを押し込みます。

図 42 QuickPac プリントエンジン

                                                            

注意 : QuickPack プリントエンジンを開いた状態で 2 週間以上使用しな
かった場合は、メインテナンスパージを 2 回行ってください (34 ページの
「メインテナンスパージ」を参照 )。

保管環境

温度範囲 0～ 35 °C (32～ 95 °F)

湿度範囲 20～ 90% RH
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QuickPack プリントエンジンの交換
1. QuickPack プリントエンジンを箱から取り出します。

2. QuickPack プリントエンジンの入ったバッグを破いて開きます。

図 43 開封方法

                                                            

3. QuickPack プリントエンジンの外側のバッグ上部からボール紙を取り除きます。

図 44 ボール紙の除去
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4. QuickPack プリントエンジンのハンドルから、チップ拭き取りアセンブリの入ったビニール
バッグを取り出します。チップ拭き取りアセンブリは後のステップで取り付けます。

                                                            

5. ハンドルを使って、バッグから QuickPack プリントエンジンを取り出し、オレンジ色のテー
プを剥がします。

図 45 QuickPack プリントエンジンの取り外し

                                                            

6. QuickPack プリントエンジンの材料を適切なベイに設置します。この時、ヘッドが外向きの
状態で、プリンタ背面に向くようにします。

図 46 QuickPack プリントエンジンの配置
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7.  QuickPack プリントエンジンを押し込んで、固定タブを緩めます。

図 47 固定タブの解除

                                                            

8. ツメを押し込んで持ち上げ、適切なヘッドソケットを開きます。

図 48 開いた状態のヘッドソケット (図はモデルヘッドソケット )
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9. ツメを押し込んで持ち上げ、適切な材料センサーの蓋を開きます。

図 49 開いた状態の材料センサーの蓋 (図はモデル材料センサー )

                                                            

10. QuickPack プリントエンジンハンドルからヘッドを取り外します。

図 50 ヘッドの取り外し
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11. 適切なヘッドソケットにヘッドを挿入して、蓋を閉じます。

図 51 ヘッドの挿入 (図はモデルヘッド )

                                                            

12. モデル材料センサのキーにモデル材料チューブガイドをインストールして、ふた
を閉める。支持材センサのキーに支持材チューブガイドを取り付け、ふたを閉め
る。

図 52 モデル材料の挿入

                                                            

13. QuickPack プリントエンジンを交換する際は、対応するチップ拭き取りアセンブリも交換し
てください (44 ページの「チップ拭き取りアセンブリの取り付け /取り外し」 を参照 )。

M S
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チップ拭き取りアセンブリの取り付け /取り外し

1. ドアを開きます。

2. 交換する QuickPack プリントエンジンに対応するチップ拭き取りアセンブリを持ち上げブラ
ケットから外して取り出します。チップ拭き取りアセンブリは、チャンバーの両側に 1 つず
つ、合計 2 つあります。

3. チップ拭き取りアセンブリをブラケットにある 2 つの取り付けポストにはめ込みます。

4. チップ拭き取りアセンブリがチップ拭き取りブラケットに完全にはまっていることを確認
します。

図 53 チップ拭き取りアセンブリの取り付け (右側面から )
                                                            

                                                            

                                                            

注意 : 交換する QuickPack プリントエンジン (モデルまたはサポート ) に
対応するチップ拭き取りアセンブリを交換してください。
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5 メインテナンス

予防メインテナンス

日々のメインテナンス

パージバケツを空にする

造形が完了するごとに、パージバケツを空にします。

チップ拭き取りアセンブリの点検

造形が完了するたびごとにチップ拭き取りアセンブリを点検し、材料の堆積がないかどうか確認
します。堆積を見つけたら、ブラシでチップ拭き取りアセンブリを清掃します。チップ拭き取り
アセンブリに材料が堆積したままの場合、モデルの品質に問題が生じることがあります。

必要に応じたメインテナンス

堆積したデブリの除去

プラテンとその周辺に堆積した材料をすべて除去します。これを怠るとモデルの品質に問題が起
こる可能性があります。

ドアの清掃

刺激の少ない石けんと湿った布で拭き取ります。ポリカーボネートウィンドウが損傷してしまう
ため、ドアの清掃にアンモニアベースのガラスクリーナーを使用しないでください。

チップ拭き取りアセンブリの交換

QuickPack プリントエンジンを交換する際は、必ずチップ拭き取りアセンブリも交換してくだ
さい。

1. ドアを開きます。

2. チップ拭き取りアセンブリを持ち上げて、取り付けブラケットから取り出します。チップ
拭き取りアセンブリは、チャンバーの両側に 1 つずつ、合計 2 つあります。
45



図 54 チップ拭き取りアセンブリの取り外し (右側面から )

                                                            

3. チップ拭き取りアセンブリを交換する際は、取り付けブラケットに完全にはまっているこ
とを確認してください。
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6 トラブルシューティング

一般

プリンタの多くの問題は、Mojo コントロールパネルの [造形再開 (Resume)] を押すか、電源を
切ってすぐに入れ直しますことで、解決する場合があります。

電源サイクリング

1. プリンタの電源スイッチを「オフ」にします。

2. プリンタの電源が切れ、LED ディスプレイが消えます。

3. 20 秒待ってから電源スイッチを「オン」にします。

4. ディスプレイ LED が起動中、順に点滅し、起動が完了するとプリンタがアイドルモードに
あることを示す緑色のライトが点灯します。

ヘッドチップの清掃

余分な材料がヘッドチップに堆積する場合があります。小さいマイナスドライバーを使用して
ヘッドチップを軽くこすり、余分な材料を除去してください。ヘッドチップを傷つけないように
注意してください。

材料詰まり

材料詰まりにより、ヘッドが押し出しに失敗する場合があります。これは、以下のいずれかの項
目をチェックすることで確認できます。

• 材料がどちらかのヘッドチップから出てこない状態でヘッドが動いている。

• モデル材料とサポート材料の高さが等しくない。

• サポート材料の不足によってたるみができている。

材料詰まりが継続して発生する場合は、QuickPack プリントエンジンを交換してください。
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押し出しの確認

メインテナンス パージを使うと、QuickPack が正常に押し出しを行なっているか確認できます。
34 ページの「メインテナンスパージ」 を参照してください。

プリンタファイルのエクスポート

プリンタの問題をより正確に診断するには、プリンタからプリンタ構成 (cfg) ファイルをエクス
ポートし、サービスプロバイダに送信する必要があります。

                                                            

1.  ホストコンピュータで Mojo コントロールパネルを開きます。

2.  ウィンドウの左上にあるプリンタ情報アイコンをクリックします。

3.  [プリンタファイルのエクスポート (Export Printer File)] を選択します。

4.  構成ファイル (.cfg) を保存するディレクトリに移動します。

5.  [保存 (Save)] ボタンをクリックします。

6.  Mojo コントロールパネルを閉じます。
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トラブルシューティング

問題 推奨

電源供給なし。 1. 電源コードのプラグがコンセントに確実に接続されているかどうか確認してく
ださい。

2. 電源スイッチがオンの位置になっているかどうか確認してください。

3. 電源を切り、すぐに入れ直します (47 ページの「電源サイクリング」を参照 )。
4. AC 電源がコンセントに供給されているかどうか確認してください。

材料が押し出されない、
または押し出しが弱い。

1. メインテナンスパージを実行します (34 ページの「メインテナンスパージ」
を参照 )。

2. 問題が解決しない場合は、QuickPack プリントエンジンを交換します。

モデルに材料が堆積して
いる。

1. チップ拭き取りアセンブリの状態をチェックしてください。摩耗していたら交
換してください。

2. チップ拭き取りアセンブリがチップ拭き取りブラケットにかっちりとはまって
いることを確認してください。

3. チップ拭き取りアセンブリを取り外し、チップ拭き取りブラケットの棚に材料
が付着していないことを確認してください。

USB ケーブルを通じてプリ
ンタと通信できない。

1. プリンタがオンになっていることを確認してください。

2. プリンタとコンピュータに接続されている USB ケーブルをいったん抜き、再
び接続します。

3. を確認し、USBケーブルはもはやその 5メートル（105.83197）。
4. ホストコンピュータを再起動します。

5. 3 つの LED がすべて点滅している場合は、電源を切り、すぐに入れ直します 
(47 ページの「電源サイクリング」を参照 )。

6. Mojo 3D プリンタソフトウェアをインストールし直します。
7. 別のケーブルと USBケーブルをスワップアウト。

プリントヘッドが取り外せ
ない。

ヘッドチップに付着している材料を除去します (47 ページの「ヘッドチップの清
掃」を参照 )。

ベースが見つからない。 1. モデルベースに問題がある可能性があります。モデルベースを交換してください。

2. チップに付着している材料を除去します。

フィラメントが読み取れない 
(フィラメントセンサー )。

材料チューブガイドが材料センサーアセンブリに正しく取り付けられていることを
確認してください。

3 色のライトが点滅して
いる。

3 つの LED がすべて点滅している場合は、電源を切り、すぐに入れ直します 
(47 ページの「電源サイクリング」を参照 )。
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警告 /障害コード

プリンタが動作不可能となる警告/障害が発生すると、プリンタにはコードとともに必要な措置
が表示されます。

                                                            

障害コード表

                                                            

注意 : エラーコードが下記に記載されていない場合、またはプリンタにエ
ラーコードが表示され続ける場合は、サービスプロバイダにお問い合わせ
ください。

注意 : 障害コードが表示された場合、モデルの造形は停止され、モデルは
元に戻せません

Mojo コントロールパネルに
表示される障害コード コードの説明 推奨

8 造形中にドアが開いている。 電源を切ってすぐに入れ直し、造形を再開
します。

9 造形中にカバーが開いている。 電源を切ってすぐに入れ直し、造形を再開
します。

10 Gantry (U モーター ) がポジショ
ンを失った。

電源を切ってすぐに入れ直し、造形を再開
します。

11 Gantry (V モーター ) がポジショ
ンを失った。

電源を切ってすぐに入れ直し、造形を再開
します。

12 プラテン (Z モーター ) がポジ
ションを失った。

電源を切ってすぐに入れ直し、造形を再開
します。

22 モデルヒーターの障害。 モデルの QuickPack プリントエンジンを
交換します。

23 サポートヒーターの障害。 サポートの QuickPack プリントエンジン
を交換します。

31 モデルプリントエンジンの温度
障害。

モデルの QuickPack プリントエンジンを
交換します。

32 サポートプリントエンジンの温
度障害。

サポートの QuickPack プリントエンジン
を交換します。

51 プリンタ制御エラー。 電源を切ってすぐに入れ直し、造形を
再開します。
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警告コード表

                                                            

注意 : 警告コードが表示された場合、プリンタは造形を休止します。Mojo 
コントロールパネルの [造形再開 (Resume)] を押すことで、造形が回復す
る場合があります。

Mojo コントロールパネルに
表示される警告コード コードの説明 推奨

100

101
Z テーブル (Gantry) がポジショ
ンを失った。

1. ベローズ、モデルベース上、および造
形チャンバー内に障害物がないこと
を確認します。

2. チップ拭き取りアセンブリがかっち
りとはまっていることを確認します。

3. パージバケツが正しく取り付けられ
ていることを確認します。

102 Z モーターがポジションを
失った。

1. モデルベース上、および造形チャン
バー内に障害物がないことを確認し
ます。

2. パージバケツが正しく取り付けられ
ていることを確認します。

103 モデルプリントエンジンのエ
ラー。

1. [造形再開 (Resume)] を押します。
2. 問題が解決しない場合は、モデル

QuickPack プリントエンジンを交換し
ます。

104 サポートプリントエンジンのエ
ラー。

1. [造形再開 (Resume)] を押します。
2. 問題が解決しない場合は、サポート

QuickPack プリントエンジンを交換し
ます。

105

106
Z テーブル (Gantry) での過
電流。

1. ベローズ、モデルベース上、および造
形チャンバー内に障害物がないこと
を確認します。

2. パージバケツが正しく取り付けられ
ていることを確認します。

3. チップ拭き取りアセンブリがかっち
りとはまっていることを確認します。

107 Z モーターでの過電流。 1. モデルベース上、および造形チャン
バー内に障害物がないことを確認し
ます。

2. パージバケツが正しく取り付けられ
ていることを確認します。

108 モデルプリントエンジンでの
過電流。

モデルの QuickPack プリントエンジンを
交換します。

109 サポートプリントエンジンでの
過電流。

サポートの QuickPack プリントエンジン
を交換します。

112 過電流によるモデルの加熱。 モデルの QuickPack プリントエンジンを
交換します。

113 過電流によるサポートの加熱。 サポートの QuickPack プリントエンジン
を交換します。

120 オーブン温度エラー。 室温は必ず 15～ 30°C (59～ 86°F) に維
持してください。
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エラーコード表

                                                            

123–140 電圧が低い。 AC 入力電源が仕様に従っていることを確
認します (56 ページの「設備の仕様」を
参照 )。

148 ヘッドファンの低電流。 1. [造形再開 (Resume)] を押します。
2. エラーが解決しない場合は、サービス

プロバイダに連絡してください。

503 プリンタの移動コマンドの
喪失。

1. USB ケーブルをいったん抜いて再び
接続します。

2. 電源を切り、すぐに入れ直します。

3. ホストコンピュータを再起動します。

4. ホストコンピュータが最小要件を満
たしていない (57 ページの「コン
ピュータ仕様」を参照 )。

注意 : エラーコードが表示された場合、プリンタは休止され、エラーを解
除するまで造形は再開できません。

Mojo コントロールパネルに
表示されるエラーコード コードの説明 推奨

2000 コンパイラ移動エラー。 1. ホストコンピュータの電源を切り、
すぐに入れ直します。

2. 3D プリンタソフトウェアをインス
トールし直します。

2001 プリンタが接続されていない。 1. USB ケーブルが接続されていること
を確認します。

2. を確認し、USBケーブルはもはやそ
の 5メートル（105.83197）。

3. USB ケーブルをいったん抜いて再び
接続します。

4. 電源を切り、すぐに入れ直します。

5. ホストコンピュータを再起動します。

6. ホストコンピュータが最小要件を満
たしていない (57 ページの「コン
ピュータ仕様」を参照 )。

2002 ファイルが見つからない。 STL ファイルを再処理します。

2003 ディスクが満杯。 ホストコンピュータのハードドライブが
満杯です。ホストコンピュータのディク
スに空き容量を作ってください。

2005 ドアが開いている。 ドアを閉じます。

2006 カバーが開いている。 カバーを閉じます。

2007 モデルプリントエンジンがプリ
ンタに取り付けられていない。

モデルの QuickPack プリントエンジンを
取り付けます。

2008 サポートプリントエンジンがプ
リンタに取り付けられていない。

サポートの QuickPack プリントエンジン
を取り付けます。

Mojo コントロールパネルに
表示される警告コード コードの説明 推奨
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2009 プリンタから反応がない。 1. USB ケーブルが接続されていること
を確認します。

2. 電源と (47 ページの「電源サイクリン
グ」を参照 ) コンピュータの電源を切
り、すぐに入れ直します。

3. Mojo 3D プリンタソフトウェアをイ
ンストールし直します。

2019 モデルベースが見つからない。 新しいモデルベースを取り付けます。

2020 モデルベースが水平でない。 モデルベースを交換します。

2028 ベースが検出できない。 モデルベース上、およびチャンバー内に
障害物がないことを確認します。

2032 モデルプリントエンジンが加熱
されない。

モデルの QuickPack プリントエンジンを
交換します。

2033 サポートプリントエンジンが
加熱されない。

サポートの QuickPack プリントエンジン
を交換します。

2035 キャリブレーションのタイムア
ウト。

ヘッドチップを清掃します (47 ページの
「ヘッドチップの清掃」を参照 )。

2037 プリンタのファームウェアバー
ジョンが PC ソフトウェアの
バージョンより新しい。

Mojo 3D プリンタソフトウェアをインス
トールし直します。

2038 USB 未接続による障害。 1. USB ケーブルが接続されていること
を確認します。

2. 電源と (47 ページの「電源サイクリン
グ」を参照 ) コンピュータの電源を切
り、すぐに入れ直します。

2039 USB 未接続によるポーズ。 1. USB ケーブルが接続されていること
を確認します。

2. 電源 (47 ページの「電源サイクリン
グ」を参照 ) とコンピュータの電源を
切り、すぐに入れ直します。

2041 モデルチップでのチップ補正
キャリブレーションの失敗。

1. ヘッドチップを清掃します (47 ペー
ジの「ヘッドチップの清掃」を参照 )。

2. モデルの QuickPack プリントエンジ
ンを交換します。

2042 サポートチップでのチップ補正
キャリブレーションの失敗。

1. ヘッドチップを清掃します (47 ペー
ジの「ヘッドチップの清掃」を参照 )。

2. サポートの QuickPack プリントエン
ジンを交換します。

2043 モデルスプールでのスプール
ロックの検出。

モデル材料の QuickPack プリントエンジ
ンの固定タブを緩めます。

2044 サポートスプールでのスプール
ロックの検出。

サポート材料の QuickPack プリントエン
ジンの固定タブを緩めます。

2045 プリンタのファームウェアバー
ジョンが PC ソフトウェアの
バージョンより古い

Mojo Control Panel の [ エラーの解除を試
行 (Attempt to clear the error)] メニュー ア
イテムを選択し、プリンタのファームウェ
ア バージョンを更新して PC のソフト
ウェア バージョンを一致させます。(この
作業の所要時間は 2 分程度です。)

Mojo コントロールパネルに
表示されるエラーコード コードの説明 推奨
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7 サポート

登録

Mojo 3D プリンタの登録方法については、次のサイトをご覧ください。
http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx

カスタマーサポート

以下の詳細については、http://www.stratasys.com/login をご確認ください。

• 材料仕様、MSDS、環境に関する文書。
• 製品仕様およびガイド。

• アプリケーション。

• ベストプラクティス。

テクニカルサポートにお問い合わせの際には、以下の情報をお知らせください。

電話の場合 : 

• システムモデル名。

• システムシリアル番号。

• システムソフトウェアビルド番号。

• Mojo 3D Printer softwareと Print Wizard softwareのバージョン番号。
• 問題に関する詳細な説明。

• トラブルシューティングをスムーズに実行できるようにプリンタの近くからお電話くだ
さい。

電子メールの場合 : 

• システムモデル名。

• システムシリアル番号。

• お客様のご氏名。

• お客様の電話番号。

• 問題に関する詳細な説明。

高度なトラブルシューティングの場合 (電子メール専用 ): 

• システム CFG ファイル。
• STL ファイルおよび CMB ファイル。
• 問題のある部分を撮影した詳細な写真。

http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 処分

材料および素材は、すべて地域のリサイクルガイドラインに沿って適切に処分してください。

表 55リサイクルマーク

電子部品を処分する際は、地域のリサイクルガイドラインに従ってください。

システムコンポーネント 材料 /素材 リサイクル
マーク

モデルベース ABS

包装材料は、すべて地域のリサイクルガイドラインに
沿って処分可能

注意 : お住まいの地域での QuickPack プリントエンジンの処理方法に関す
る情報は、stratasys.com/recycling を参照してください。



9 プリンタ仕様

物理的仕様

設備の仕様

高さ 47 cm (18.5 インチ )

幅 63 cm (25 インチ )

奥行き 52.1 cm (20.5 インチ )

重量 28.2 kg (62 ポンド )

設置場所 耐荷重 34.1 kg (75 ポンド )、最低地上高 80 cm (31.5 インチ ) の安定した平面。

電源要件 6A @ 100-127VAC または 2.5A 220-240VAC – 50/60Hz 600W の専用回路を 
2 m (80 インチ ) 以内に備えていること
延長コードまたはテーブルタップは使用しないでください。電源供給が
断続的に停止することがあります。

換気用スペース プリンタの背面 : 最低 165.1 mm (6.5 インチ )
プリンタの周囲 : 最低 50.8 mm (2 インチ )
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コンピュータ仕様

電源仕様

環境仕様

音響仕様

オペレーティングシス
テム

最低 : Microsoft Windows 7 (SP1, 32- または 64-bit), Windows 8 (32- または 64-bit)
推奨 : Windows 7 (SP1, 64-bit) または Windows 8 (64-bit)

プロセッサ 最低 : Intel® または AMD® デュアルコア、2.0 GHz 以上
推奨 : Intel® Core™ i5 (クアッドコア ) 3 GHz 以上

RAM 最低 : 2 GB
推奨 : 4 GB

ハードディスク 最低 : 11 GB ディスク使用可能容量
推奨 : 15 GB 使用可能容量

ビデオ表示アダプタ 最低 : 解像度 1024 x 768 以上 (96 dpi)、1280 x 800 以上 (120 dpi)、メモリ 
128 MB 以上、DirectX 9.0 以降に対応
推奨 : 解像度 1680 x 1050 以上、メモリ 256 MB 以上または Intel HD 統合グラ
フィックス、DirectX 9.0 以降に対応

USB 最低 : USB 2.0  または USB 3.0
推奨：One USB 2.0または USB 3.0ポート
USBケーブルの最大の長さ：5メートル（105.83197）

電源 (定格 ) 6A 100-127VAC または 2.5A @ 220-240VAC – 50/60Hz 600W の専用回路を 
2 m (80 インチ ) 以内に備えていること
延長コードまたはテーブルタップは使用しないでください。電源供給が
断続的に停止することがあります。

温度範囲。 15 °C～ 30 °C (59 °F～ 86 °F)

相対湿度範囲 20%～ 80% RH (結露なきこと )

発熱量 1057 BTU/hr (通常の造形中 )
85 BTU/hr (通常のアイドル時 )

第三者のアイドル時音圧 <32 dBA (アイドル )

第三者の動作時音圧 <46 dBA (造形中 )
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10 追加情報

Stratasys 限定保証書

Stratasys, Inc. (以下「Stratasys 社」) は、Stratasys 社または Stratasys 社認定再販業者にから購入
されたシステムおよび関連周辺機器、交換部品 (以下「製品」と総称 ) について、以下に述べる
契約条件に基づいて、その材質または仕上がりに欠陥がないことを保証するものとします。

保証の対象者は、製品をご購入いただいたお客様本人のみとします。当初製品 ( 納品時の製品 )
の保証期間は、納品日から 1 年間とします。本限定保証に基づいてお客様が享受できる唯一の
救済方法は、本書で規定されている修理または交換とします。

お客様の保証の権利を保護するためには、すべての製品を過去または現在のユーザーガイド

(www.stratasys.com から入手可能 ) の説明に従って設定しなければならないものとします。本限
定保証の期間中、Stratasys 社または Stratasys 社が指名した代理人は、その自由裁量により、以
下に述べる欠陥製品を、修理または交換するものとします。保守部品および交換製品は新品また
は修復品のいずれかで、交換ベースで提供されます。すべての交換部品または交換製品は

Stratasys 社の所有物とし、欠陥のある部品が Stratasys 社による指示に従って返却されない場合、
本限定保証に基づいて交換部品の請求が行われるものとします。

お客様が本限定保証の期間中に保証クレームを提出し、返却に先立って Stratasys 社から返却の
指示を受けている場合は、Stratasys 社が部品の返却費用と新品または修復した交換部品の発送費
用を負担するものとします。各交換部品の保証期間は、Stratasys 社または Stratasys 社が指名し
た代理人の住所から発送された日から 90 日間とします。消耗部品は、本限定保証の対象外とし
ます。保証サービスは、Stratasys 社、Stratasys 社認定再販業者、Stratasys 社が指定する第三者
サービスプロバイダのいずれかによって提供されます。

以下に述べる条件のいずれかに該当する場合、本限定保証に基づく保証範囲または保証支払額は
無効となります。

(a) 製品が、乱用、誤ったまたは不適切な保守、無許可の修正または修理、誤用、不正利用、

湿気への暴露、洪水、火災、供給電源に関連する電気的問題、Stratasys, Inc. の過失ではないそ
の他の行為の対象となっている場合。

(b) Stratasys 社カスタマーサービス部が、1 年間の保証期間が終了する前に、システムの不具
合または故障について通知を受けなかった場合。

(c) Stratasys 社が保証または承認していない部品または消耗品が取り付けられ、使用されてい
た場合。
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Stratasys 社は、製品の交換またはその関連作業、利用または利益の損失、その他のいかなる間接
的、偶発的、付随的、典型的、懲罰的、結果的、例外的な損害についても、また製品の購入およ
び本限定保証によって生じた損失について、Stratasys 社または Stratasys 社が指名した代理人が
上記の損害またはクレームの可能性について通知をしていたとしても、一切責任を負わないもの
とします。上記のクレームが管轄権を有する裁判所によって除外できないと見なされる限りにお
いて、お客様は唯一かつ排他的な救済として、欠陥があると見なされた製品の見返りに、当初購
入価格に相当する支払を受けることに同意しているものとします。

一部の国、地域、州、地方では、救済または偶発的、懲罰的、結果的損害、適用される期間に
ついて排除または限定が認められていないため、上記の限定がお客様に適用されない場合があ
ります。法律によって許可される範囲を除き、本限定保証は、お客様に対する本製品の販売に
適用される制定法上の権利を排除または制限、修正するものではなく、かかる権利に追加され
るものです。

本保証はお客様に特定の法的権利を付与するものであり、お客様は国または地域、州、地方ごと
に異なる他の権利を有する場合もあります。

本限定保証を除き、法律で許可された最大限の範囲において、STRATASYS 社および任意の
STRATASYS 社認定再販業者は、明示または黙示を問わず、市販性および特定目的に対する適合
性の黙示保証を含むいかなる保障もいたしません。STRATASYS 社は、割引の提供または設定、
許可、それに関連する賠償責任の負担またはその他のいかなる保証も、任意の STRATASYS 社認
定再販業者またはその他の独立した第三者によって明示または黙示されたかどうかにかかわら
ず、一切行いません。
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適合宣言書
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規制 /環境情報
EMC Class A に関する警告

FCC 声明 (米国 )

米国連邦通信委員会 (FCC) は、以下の通知について、本製品のユーザーに注意を喚起するよう
呼びかけています (47 cfr 1 5.105)。

本装置は FCC 規則第 15 章に準拠しています。次の 2 つの条件に従って使用してください :
(1) 本装置が有害な障害を引き起こさないこと、(2) 本装置が、望ましくない動作を引き起こす可
能性のある電磁障害を含め、あらゆる電磁障害を受容できること。

シールドケーブル :シールドデータケーブルを使用するには、FCC 規則第 15 条 の Class A の制
限に準拠する必要があります。

注意 : FCC 規則第 15.21 部の規定により、Stratasys 社により明示的に許可されていない変更や
改造を加えた場合、有害な障害を引き起こし、ユーザーはこの装置を操作する権限を失う可能性
があります。

注意 : 本装置は、FCC 規則第 15 章で定められた Class A デジタルデバイスの制限に適合するこ
とが試験により確認されています。これらの制限は、本装置を商業地域で運用する場合に、電波
障害に対する適切な保護措置が行われるよう設けられたものです。本装置は高周波エネルギーを
生成、使用、放射するため、取り扱い説明書に従わずにインストール、使用すると、無線通信に
有害な電波妨害をもたらす恐れがあります。本装置を住宅地域で使用すると有害な電波障害が起
こる可能性があります。その場合、ユーザーは自己の負担で対策を講じることが求められます。

カナダの電磁両立性 (EMC)

Normes de sécurité (カナダ )

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables 
aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

DOC 声明 (カナダ )

本デジタル装置は、カナダ通信省の無線障害規制に規定された、デジタル装置から放出される電
波雑音の Class A制限値を超えていません。

MSDS (Material Safety Data Sheet: 製品安全データシート )

プリンタの使用材料に関する現在の材料安全データシートは、http://www.stratasys.com/login 
から入手できます。

警告 : これは Class A 製品です。本製品を室内で使用すると無線干渉を引
き起こすことがあるため、適切な手段を講じるよう求められる場合があり
ます。
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欧州連合諸国における一般家庭のユーザーによる装置の廃棄について

製品またはパッケージ上のシンボルは、本製品を他の家庭ゴミと一緒に廃棄してはならないこと
を示しています。本製品はユーザー本人が、電気・電子機器の廃棄処理を行う指定回収所に届け
る責任を負います。不要となった装置を個別に回収して廃棄することで、自然資源を保護すると
ともに、確実に人体や環境を保護する方法で処理が行えます。不要な装置の回収所の詳細につい
ては、お住まいの地域の市町村役所や家庭ゴミ廃棄サービス、または製品を購入した店舗にお問
い合わせください。
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11 グロッサリ

用語集

STL ファイル

STL ファイルは、3 次元のオブジェクト ( モデル ) の表面形状のみを記述したファイルで、色や
テクスチャ、その他 CAD モデルに一般的な属性を欠きます。STL ファイルには、造形するモデ
ルの表面形状のみが含まれています。

XYZ 軸

三次元の平面に言及するとき、Z軸は三次元オブジェクトの垂直方向の高さを指します。 Z軸面
は上から下へ行き、Y軸と X軸と交差する。 X軸は水平方向の幅を意味し、Y軸は 2次元または
3次元のオブジェクトの深度を表します。

ジョブ

Mojo プリンタに送信された 1 つ以上のファイル。

パック

パックは 1 つ以上のモデルから構成されます。パックには、造形チャンバー内の 1 つまたは複
数のファイルの場所に関する情報が含まれています。

ホストコンピュータ

ホストコンピュータは、Mojo 3D プリンタソフトウェアおよびオプションの Print Wizard ソフ
トウェアが存在するコンピュータとして定義されます。ホストコンピュータは、USB ケーブル
を介して Mojo プリンタに直接接続されます。

モデル

Mojo プリンタで造形される 3 次元オブジェクト。

ローカルプリンタ

3D プリンタソフトウェアが実行されているコンピュータに接続された Mojo プリンタ。
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