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はじめに

このたびは、スクリーンプリンター「ロルト」をお買い上げい
ただき、ありがとうございます。「ロルト」をお使いいただく
際には本書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書はすぐにお手にできる場所に保管し、紛失しないよ
うご注意ください。

「ロルト」専用ロール紙は感熱紙ですので、長期間の表示に
は不向きです。屋内での一時的な表示にご使用ください。
また、直射日光などの強い光に当たる、ハンドクリームな
どの薬品に触れる、硬いものでこする、高温多湿などにより、
専用ロール紙の表面や文字が退色しますので、あらかじめ
ご了承願います。
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●	ご使用の際は必ず「ロルト」専用ロール紙をお使いください。
●	本製品を長時間使用しないときは、本体から専用ロール紙を
取りはずしてください。専用ロール紙は、購入時のパッケー
ジに入れて保管してください。

●	本製品を、テレビ・ラジオ等の電波受信機に近づけて使用す
ると、雑音などが発生することがありますのでご了承くだ	
さい。

●	本製品は、日本国内専用です。
●	本書の作成には万全を期していますが、万一誤りなどがござ
いましたら、当社までご連絡ください。

●	Evernote は Evernote	Corporation の商標です。
●	Safari は Apple	Inc. の商標です。
●	キングジム、KING	JIM、ロルト、Rolto は株式会社キングジ
ムの登録商標または商標です。

●	本書に記載された内容、製品の仕様、デザインなどは予告な
く変更されることがあります。



4

目次

はじめに…………………………………………………………… 2

目次………………………………………………………………… 4

準備………………………………………………………………… 6
各部の名称	 …………………………………………………… 6
ACアダプタを接続する	 …………………………………… 7
専用ロール紙をセットする	 ………………………………… 8

iPhone との接続 ………………………………………………… 10
接続方法について	 …………………………………………… 10
ダイレクトモードでの接続方法	 …………………………… 12
無線 LANルータ経由での接続方法	………………………… 15
●	手動設定の場合	 ……………………………………… 17

印刷………………………………………………………………… 20
「ロルト」アイコンについて	………………………………… 20
「ロルト」で印刷できる情報について	……………………… 21

	Web ページを印刷する	………………………………… 23

	カメラで撮影して印刷する	 …………………………… 26

	アルバムから選んで印刷する	 ………………………… 27

	メールを印刷する	 ……………………………………… 28

	地図を印刷する	 ………………………………………… 30

	 Evernoteに保存したノートを印刷する	 ………………… 31

	 入力した文字やテンプレートを印刷する	…………………… 34

	履歴データを表示／印刷する	 ………………………… 36



5

編集………………………………………………………………… 37
	 明るさを調整する	 ……………………………………… 37

	画面上に手書きする	 …………………………………… 39

	画面をトリミングする	 ………………………………… 41

設定………………………………………………………………… 43
設定一覧	 ……………………………………………………… 43
プリンター設定	 ……………………………………………… 44
●	プリンター名を設定する	 …………………………… 44
●	ダイレクトモードON設定を変更する	 …………… 46
●	ダイレクトモードOFF 設定を変更する	 …………… 48

ユーザー設定	 ………………………………………………… 52
●	メールアカウントを追加する	 ……………………… 52
●	メールアカウントを削除する	 ……………………… 54
●	Evernote にサインインする	 ………………………… 55
●	Evernote からサインアウトする	 …………………… 57
●	ブックマークレットを使用する	 …………………… 58

ヘルプ	 ………………………………………………………… 59
バージョン	 …………………………………………………… 60
●	アプリバージョン	 …………………………………… 60
●	プリンターバージョン	 ……………………………… 61

著作権情報	 …………………………………………………… 62

付録………………………………………………………………… 63
LED の表示一覧	 ……………………………………………… 63
テスト印刷	 …………………………………………………… 64
設定の初期化	 ………………………………………………… 66
お手入れ（印刷がかすれる場合）	…………………………… 67
主な仕様	 ……………………………………………………… 68
故障かな？と思ったら	 ……………………………………… 69
アフターサービス	 …………………………………………… 73



準備 6

各部の名称

開閉スイッチ

カッター刃

用紙排出口

カバー

LED

「CONNECT」ボタン
「DIRECT」スイッチ

AC	アダプタ差込口

「RESET」
ボタン
（底面）
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AC アダプタを接続する

付属の AC アダプタのプラグを、「ロルト」本
体の AC アダプタ差込口に接続し、電源プラ
グをコンセントに接続します。

LED（赤点灯）

電源がONになり、LEDが赤色に点灯します。
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専用ロール紙をセットする

1 開閉スイッチを下にスライドして、カバー
を開ける

カバーが開いていると
LED が点滅

開閉スイッチ

2 専用ロール紙の向きを確認して本体に
セットする

注意

・	専用ロール紙の止めシールをはがしてからセットし
てください。

・	カッター刃にご注意ください。
・	カバーは下図の位置で止まります。無理に開けない
でください。

カッター刃
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3 専用ロール紙を用紙排出口から 2cm 程度
引き出し、カバーの両端を押して閉じる

正しくセットされると
LED が点灯
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接続方法について

iPhone の画面を印刷するには、「ロルト」と
iPhone を無線 LAN で接続する必要があります。
無線 LANの接続方法には、次の 2種類のモードが
あります。

●ダイレクトモード ON
「ロルト」と iPhone を、無線 LAN で直接接続し
ます。（→ P.12）無線 LANルータがなくても、ご利
用になれます。

「ロルト」 iPhone

・	購入時の設定はダイレクトモードONになっています。
・	「ロルト」に同時に接続できる iPhoneは最大4台までです。
・	「ロルト」と iPhoneをダイレクトモードで接続中のときは、
iPhone でのインターネット接続やメール送受信はモバイ
ルデータ通信を使っておこないます。iPhone の Wi-Fi を
使って通信をおこなう場合には、「ロルト」をご使用後に、
iPhone のWi-Fi の設定を変更する必要があります。
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●ダイレクトモード OFF（無線 LAN ルータに接続）
「ロルト」を無線LANルータに接続します。（→P.15）
「ロルト」と同じネットワークにある iPhone から
印刷することができます。

「ロルト」 iPhone

無線 LANルータ

無線 LAN ルータまたは無線 LAN アクセスポイントが必要	
です。
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ダイレクトモードでの接続方法

「ロルト」と iPhoneを無線 LANで直接接続します。
ご購入時はダイレクトモードONに設定されてい
ます。

1 「ロルト」本体の電源が ON であることを
確認する
AC アダプタを接続すると電源がONになり、
LEDが点灯します。

2 本体右側面の「DIRECT」スイッチを左に
スライドして、ダイレクトモード ON に
切り替える
スイッチを切り替えると再起動します。
（LEDが消灯したあと赤点灯）

ON
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3 iPhone の  （設定）で、「Wi-Fi」を選ぶ

4 「Wi-Fi」の設定をオンにして、「Rolto PT10」
（ネットワーク名）を選ぶ
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5 パスワードを入力して、「接続」をタップ
する
ご購入時のパスワードは「12345678」に設
定されています。

パスワードがあっているとチェックマークが
表示されます。
専用アプリ「Rolto」を起動して、接続が成功
すると LEDが緑色に点灯します。（印刷可能）

・	印刷操作については、「「ロルト」で印刷できる情報
について」（→ P.21）を参照してください。

・	パスワードは、「テスト印刷」（→P.64）で確認できます。
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無線 LANルータ経由での接続方法

「ロルト」と iPhone を同じ無線 LAN ルータに接
続します。

無線 LANルータがWPS 機能のプッシュボタン方式に対応し
ていない場合は、「手動設定の場合」（→ P.17）を参照して、接
続してください。

1 「ロルト」本体の電源が ON であることを
確認する

2 本体右側面の「DIRECT」スイッチを右に
スライドして、ダイレクトモード OFF に
切り替える
スイッチを切り替えると再起動します。
（LEDが消灯したあと赤点灯）

OFF
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3 無線 LAN ルータの「WPS」ボタンを押し
たあと、本体右側面の「CONNECT」ボタ
ンを 3 秒間長押しする

お使いの無線 LANルータのWPS 機能については、無
線LANルータに付属の取扱説明書を確認してください。

無線 LANルータ

「CONNECT」ボタンを長押しすると、LED が
緑色に早く点滅します。接続が成功すると、
再起動（LED が消灯後に赤点灯）したあと、
LEDが緑色に点灯します。（印刷可能）
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4 iPhone の  （設定）で Wi-Fi の接続先を、
お使いの無線 LAN ルータに設定する

印刷操作については、「「ロルト」で印刷できる情報に
ついて」（→ P.21）を参照してください。

● 手動設定の場合

1 ダイレクトモードで、「ロルト」本体と
iPhone を接続する
「ダイレクトモードでの接続方法」（→ P.12）を
参照してください。

2 専用アプリ「Rolto」の  （設定）をタッ
プし、「プリンター設定」を選ぶ
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3 接続中の「Rolto PT10」の  をタップ
する

4 「ダイレクトモード OFF 設定」で、接続する
無線 LAN ルータのネットワーク名（SSID）、
セキュリティ方式、パスワードを設定し、
画面右上の「確定」をタップする
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固定 IP アドレスをご使用の場合は、「詳細設定」で、
IP アドレス、サブネットマスク、ルーターを入力して
ください。

5 本体右側面の「DIRECT」スイッチを右に
スライドして、ダイレクトモード OFF に
切り替える
スイッチを切り替えると再起動します。
（LEDが消灯したあと赤点灯）

OFF

接続が成功すると、LEDが緑色に点灯します。
（印刷可能）

6 iPhone の  （設定）で、Wi-Fi の接続先を、
お使いの無線 LAN ルータに設定する

印刷操作については、「「ロルト」で印刷できる情報に
ついて」（→ P.21）を参照してください。
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「ロルト」アイコンについて

専用アプリ「Rolto」のトップ画面では、「ロルト」
アイコンの表示パターンを変えて、「ロルト」の
現在の状況をお知らせしています。

印刷可能 検索中	 未接続

カバー開き 用紙なし エラー
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「ロルト」で印刷できる情報について

「ロルト」ではさまざまな情報を印刷できます。

1 iPhone のホーム画面で  （専用アプリ
「Rolto」）をタップする
「ロルト」本体と無線接続が成功している場
合は、本体の LEDが緑色に点灯します。

印刷できる
8種類の項目

＜トップ画面＞
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2 印刷したい項目をタップする

＜「ロルト」で印刷できる 8種類の項目＞

ブラウザ
Webページを印刷する
（→ P.23）

カメラ
カメラで撮影して印刷する
（→ P.26）

写真
アルバムから選んで印刷する
（→ P.27）

メール
メールを印刷する
（→ P.28）

マップ
地図を印刷する
（→ P.30）

Evernote
Evernote に保存したノートを印刷する
（→ P.31）

メモ
入力した文字やテンプレートを印刷する
（→ P.34）

履歴
履歴データを表示／印刷する
（→ P.36）
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	Web ページを印刷する

Webページを印刷します。

1  （ブラウザ）をタップする

2 印刷したい画面を検索し、  をタップ
する

戻る／進む ブックマーク登録／
ブックマーク選択
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3 「見たままプリント」または「すべてプリ
ント」をタップする
画面で見えている部分だけを印刷するか、ペー
ジ全体を印刷するか、を選びます。

4 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する

印刷される
専用ロール
紙の長さ
（目安）

画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参照
してください。
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 をタップして印刷すると…
「ロルト」で印刷が開始されます。

LED（緑点滅）

印刷中は、LEDが緑色に点滅します。

印刷が終了したら、「ロルト」本体の両端を
手で押さえながら、専用ロール紙を本体の
カッター刃にあてて、切り取ります。

注意

・	印刷中は専用ロール紙に触れたり、ものをあてたり
しないでください。また印刷終了後は、専用ロール
紙を切り取ってください。用紙づまりの原因になり
ます。

・	専用ロール紙の巻き始め部分への印刷は、安定しな
い場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・	印刷中に開閉スイッチをスライドしないでください。
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	カメラで撮影して印刷する

カメラで撮影した画面を印刷します。

1  （カメラ）をタップする

2 構図を決め、  をタップする

3 「写真を使用」をタップする

4 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する

画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参照
してください。
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	アルバムから選んで印刷する

アルバムの中から写真を選んで印刷します。

1  （写真）をタップする

2 印刷したい写真を選ぶ

アルバム
を選択

3 「選択」をタップする

4 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する

画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参照
してください。



印刷 28

	メールを印刷する

メールを印刷します。

注意

専用アプリ「Rolto」で使用したいメールアカウントをあら
かじめ追加しておく必要があります。「メールアカウントを
追加する」（→ P.52）を参照してください。

1  （メール）をタップする

2 印刷したいメール本文を表示し、  を
タップする

メールアカウントを複数追加している場合は、アカウ
ント画面で、印刷したいメールのメールアカウントを
選んでください。
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3 「見たままプリント」または「すべてプリ
ント」をタップする
画面で見えている部分だけを印刷するか、
メールの全文を印刷するか、を選びます。

4 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する

画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参照
してください。



印刷 30

	地図を印刷する

検索した地図を印刷します。

1  （マップ）をタップする

2 住所を検索し、印刷したい範囲の地図を
表示させて、  をタップする

現在地の
表示

ブックマーク登録／
ブックマーク選択

3 プレビュー画面を確認し、  をタップ
して印刷する

・	ピンを立てた状態で印刷すると、ピンのある場所の住所が
地図の下に表示されます。

・	画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参
照してください。



印刷 31

	Evernoteに保存したノートを印刷する

Evernote に保存したノートを印刷します。

注意

あらかじめEvernoteにサインインしておく必要があります。
「Evernote にサインインする」（→ P.55）を参照してください。

1  （Evernote）をタップする

2 印刷したいノートを選ぶ

登録済み
のタグ

ソート

ノート
ブックの
選択
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・	「ノートブックの選択」：Evernote に登録している
ノートブックを選べます。

・	 	：	Evernote に登録しているタグで絞り込みでき
ます。

・	 	：	作成日時順／更新日時順／タイトル順で並べ替
えできます。

・	Evernote へのサインイン状態はサインアウトするま
で保持されます。サインアウトの操作については、
「Evernote からサインアウトする」（→ P.57）を参照し
てください。

3 ノートの内容を表示し、  をタップする
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4 「見たままプリント」または「すべてプリ
ント」をタップする
画面で見えている部分だけを印刷するか、
ノートの全文を印刷するか、を選びます。

5 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する

画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参照
してください。
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	入力した文字やテンプレートを印刷する

入力した文字やテンプレート、画像などを組み合
わせて印刷します。

1  （メモ）をタップする

2 キーボードで文字などを入力し、「完了」
をタップする

カメラ

テンプ
レート

フォント／
サイズ

キーボード
の非表示
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・	 	：	カメラで撮影／アルバムから選んだ画像を挿入
できます。

・	 	：	編集したい文字列を選択すると、フォントの種
類やサイズを変更できます。

・	 	：	テンプレートを選んで挿入できます。
・	 	：	画面下のキーボードを非表示にします。キー

ボードを再表示するには、画面をタップします。

3  をタップする

文字／画像
の向き

：文字や画像などの向きを変更できます。

4 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する

画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参照
してください。
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	履歴データを表示／印刷する

過去に印刷したデータを表示／印刷します。

1  （履歴）をタップする

2 印刷したい履歴データを選び、  をタッ
プする

お気に入り登録

削除

3 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する

注意

履歴データは最大 50 件まで表示されます。お気に入り登録
していない履歴データは、古いものから自動で削除されます。

画面を編集してから印刷するときは「編集」（→ P.37）を参照
してください。
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	明るさを調整する

画像の明るさを調整できます。

1 プレビュー画面で、  をタップする

2 スライドバーを左右に動かして、濃度と
明るさを調整する

トップ画面で選んだ項目によって、初期値が異なります。
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3 「モノクロ」／「グレー」をタップする

・モノクロ：文字をくっきりと表示します。
・グレー　：写真などの場合に効果的です。

4 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する
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	画面上に手書きする

画面上に文字や線を手書きして印刷できます。

1 プレビュー画面で、  をタップする

2 ペンの太さを選び、手書きする

ペンの太さ元に戻す／
やり直し

手書きした文字や線を消す
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3 手書きした文字や線を消すときは、  を
タップし、文字や線の上をなぞる

4 「完了」をタップする

5 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する
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	画面をトリミングする

必要な部分だけを選んで（トリミング）、印刷で
きます。

1 プレビュー画面で、  をタップする

2 トリミング枠の四隅を動かして、必要な
部分を選ぶ
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3 「完了」をタップする

4 プレビュー画面を確認し、  をタップし
て印刷する
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設定一覧

各種設定やヘルプの参照などをおこないます。

1  （設定）をタップする

2 項目を選ぶ
項目は以下のとおりです。

・	 プリンター設定（→ P.44）
・	 ユーザー設定（→ P.52）
・	 ヘルプ（→ P.59）
・	 バージョン（→ P.60）
・	 著作権情報（→ P.62）
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プリンター設定

「ロルト」の設定内容を変更します。
プリンター設定をおこなう前に、「ロルト」と
iPhone を接続してください。（→ P.10）

● プリンター名を設定する

1  （設定）をタップし、「プリンター設定」
を選ぶ

2 設定を変更したいプリンター名の  を
タップする

3 「基本設定」のプリンター名をタップし、
設定する
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4 「確定」をタップする
確認メッセージが表示されます。

5 「OK」をタップする
完了メッセージが表示されます。

6 「OK」をタップする
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● ダイレクトモード ON 設定を変更する

1  （設定）をタップし、「プリンター設定」
を選ぶ

2 設定を変更したいプリンター名の  を
タップする

3 「ダイレクトモード ON 設定」の「ネット
ワーク名」、「パスワード」、「詳細設定」
をタップし、設定する
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「詳細設定」では、使用するチャンネルを選べます。

4 「確定」をタップする
確認メッセージが表示されます。

注意

設定を変更すると「ロルト」が再起動します。

5 「OK」をタップする
設定完了メッセージが表示されます。

6 「OK」をタップする
iPhone の	 	（設定）から、手順	 3（→ P.46）
で変更した内容で、接続し直してください。
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● ダイレクトモード OFF 設定を変更する
「ダイレクトモードON」に設定している場合に、
無線 LANルータに接続するための設定を変更する
手順について説明します。

1  （設定）をタップし、「プリンター設定」
を選ぶ

2 設定を変更したいプリンター名の  を
タップする
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3 「ダイレクトモード OFF 設定」の「ネッ
トワーク名」、「セキュリティ」、「パスワー
ド」、「詳細設定」をタップし、設定する

固定 IP アドレスをご使用の場合は、「詳細設定」で、
IP アドレス、サブネットマスク、ルーターを入力して
ください。

4 「確定」をタップする
確認メッセージが表示されます。

注意

設定を変更すると「ロルト」が再起動します。

5 「OK」をタップする
設定完了メッセージが表示されます。
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6 「OK」をタップする
「ロルト」の接続が成功すると、LED が緑色
に点灯します。

印刷する場合は、iPhone の	 	（設定）から、
Wi-Fi の接続先を、手順	 3（→ P.49）で設定し
た無線 LANルータに変更してください。
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ダイレクトモード OFF に設定している
場合は
「ダイレクトモードOFF 設定を変更する」の
手順	 3 	（→ P.49）で、ネットワーク名を選び、
パスワードを入力してください。

近くにある無線 LAN のネットワーク一覧が
表示されるので、ネットワーク名を選んでく
ださい。

固定 IP アドレスをご使用の場合は、 をタップして、
IP アドレス、サブネットマスク、ルーターを入力して
ください。
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ユーザー設定

メールと Evernote のアカウントや、その他の設
定をおこないます。

● メールアカウントを追加する

1  （設定）をタップし、「ユーザー設定」
を選ぶ

2 「メール」の「アカウントを追加」をタッ
プする
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3 追加したいメールアカウントの種類を
選ぶ

4 メールアカウント情報を入力し、「登録す
る」をタップする

画面例：
Gmail

注意

・	入力するメールアカウント情報は、メールアカウン
トの種類によって異なります。

・	パスワードなどのアカウント情報は、各メールアカ
ウントのサービス先の設定から確認してください。
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● メールアカウントを削除する

1  （設定）をタップし、「ユーザー設定」
を選ぶ

2 「編集」をタップする

3 削除したいメールアカウントの「削除」
をタップし、削除する
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● Evernote にサインインする

注意

あらかじめ Evernote アカウントを作成しておく必要があり
ます。専用アプリ「Rolto」では、Evernote アカウントの作
成はできません。

1  （設定）をタップし、「ユーザー設定」
を選ぶ

2 「Evernote」の「サインイン」をタップする
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3 メールアドレスまたはユーザ名、パスワー
ドを入力し、サインインする
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● Evernote からサインアウトする

1  （設定）をタップし、「ユーザー設定」
を選ぶ

2 Evernote のユーザ名をタップする
確認メッセージが表示されます。

3 「OK」をタップする
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● ブックマークレットを使用する
Safari に、専用アプリ「Rolto」のブックマークレッ
ト（ウェブブラウザで動作する簡易的なプログラ
ム）を登録すると、Safari で表示しているページ
から専用アプリ「Rolto」を簡単に起動することが
できます。

1  （設定）をタップし、「ユーザー設定」
を選ぶ

2 「ブックマークレット」をタップする

3 「使い方」をタップし、ブックマークレッ
トの登録方法を確認する
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ヘルプ

アプリ操作マニュアル（本マニュアル）を表示し
ます。

1  （設定）をタップし、「ヘルプ」を選ぶ

2 ページをスクロールして内容を確認する

「戻る」をタップすると、トップ画面に戻ります。
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バージョン

専用アプリ「Rolto」のバージョンの表示と、「ロ
ルト」本体のファームウェアのバージョン（プリ
ンターバージョン）の表示／更新をおこなえます。

● アプリバージョン

1  （設定）をタップし、「バージョン」を
選ぶ
専用アプリ「Rolto」のバージョンが表示され
ます。
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● プリンターバージョン
プリンターバージョンの表示／更新をおこなう
前に、「ロルト」と iPhone を接続してください。
（→ P.10）

1  （設定）をタップし、「バージョン」を
選ぶ

2 「プリンターバージョン」をタップする
プリンターバージョンが表示されます。

3 アップデートする場合は、「ファームウェ
アアップデート」をタップしたあと、「実
行」をタップする
「ロルト」本体のLEDが赤色に早く点滅します。
アップデートが完了したら、本体に AC アダ
プタを接続し直してください。（→ P.7）
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著作権情報

著作権情報を表示します。

1  （設定）をタップし、「著作権情報」を
選ぶ
著作権情報が表示されます。
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LED の表示一覧

「ロルト」本体の状態を LEDで確認できます。

表示パターン 状　　態

消灯 電源未接続、再起動中

赤点灯 起動中、未接続中（印刷不可）

赤点滅 エラー発生中
（カバー開き、専用ロール紙なし、
オーバーヒート）

赤早く点滅 ファームウェアアップデート中

緑点灯 接続中 ( 印刷可能 )

緑点滅 印刷中

緑早く点滅 「CONNECT」ボタンで無線 LAN ルータ
を検索中



付録 64

テスト印刷

ダイレクトモードの設定と、設定された無線 LAN
の情報を印刷できます。設定したパスワードなど
も印刷されるので、パスワードを忘れたときは、
テスト印刷で確認してください。

1 「ロルト」本体右側面の「CONNECT」ボ
タンをすばやく 3 回連続で押す
テスト印刷が開始されます。

①

②

③

④

システム設定

共通設定

ネットワーク設定
（ダイレクトモードON）

ネットワーク設定
（ダイレクトモードOFF）
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＜テスト印刷の記載内容＞

①	システム設定 バージョン情報、MAC アドレ
ス、電圧、ダイレクトモード

②	共通設定 プリンター名

③	ネットワーク設定（ダ
イレクトモードON）

ネットワーク名（SSID）、セキュ
リティ、パスワード、詳細設定

④	ネットワーク設定（ダ
イレクトモードOFF）

ネットワーク名（SSID）、セキュ
リティ、パスワード（伏字）、
詳細設定

注意

テスト印刷の内容は見本です。
実際に印刷されたもので、設定情報を確認してください。

テスト印刷をしたあとは、「ロルト」本体が再起動します。
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設定の初期化

無線 LANの設定を初期状態（ご購入時の状態）に
戻すことができます。

1 「ロルト」本体底面の「RESET」ボタンを
５秒以上長押しする
LED が消灯し、初期化が完了すると、再起動
します。

初期状態（ご購入時）の設定は以下のとおりです。

プリンター名 Rolto	PT10

［ダイレクトモードON］

ネットワーク名 Rolto	PT10

パスワード 12345678

［ダイレクトモードOFF］

ネットワーク名 none

パスワード 設定なし
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お手入れ（印刷がかすれる場合）

印刷がかすれる場合は、印刷ヘッドのお手入れを
してください。

1 「ロルト」本体から AC アダプタを抜く（電
源を OFF にする）

2 綿棒に市販の薬用アルコール（エチルア
ルコール）を含ませる

3 カバーを開け、印刷ヘッドを掃除する

印刷
ヘッド
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主な仕様

印刷方式 感熱式

印刷幅 約 48mm（203dpi ／ 384dot）

対応紙 「ロルト」専用ロール紙	50mm幅（別売）

インターフェイ
ス

無線 LAN：IEEE802.11b/g/n

電源 ACアダプタ（AS0518U）

外形寸法 約 75（W）× 84（D）× 49（H）mm

質量 約 150g（専用ロール紙含まず）

セット内容 「ロルト」本体／接続ガイド（保証書付）
／アプリスタートガイド／ AC アダプ
タ（AS0518U）

動作環境 温度：5～ 35℃
湿度：30 ～ 80%（非結露）

保存環境 温度：-10 ～ 55℃
湿度：5～ 80%（非結露）
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故障かな？と思ったら

動作しない、印刷できないなど、問題が発生した場合
は、次の項目を確認してください。

● iPhone と「ロルト」を無線 LAN で直接
接続できない（ダイレクトモード ON）

 「DIRECT」スイッチは正しく設定されていますか？

	iPhone と直接接続する場合には、本体右側面の
「DIERECT」スイッチを左にスライドして、ダイレ
クトモードONに設定し、ACアダプタを一度抜い
たあと、再度、電源をONにしてください。

	 ⇒「ダイレクトモードでの接続方法」（→ P.12）

 iPhone の設定で、「ロルト」の無線 LAN に接続し
ていますか？

	iPhone の	 	（設定）から、Wi-Fi の設定が「ロルト」
の無線 LAN に接続されていることを確認してくだ
さい。

	 ⇒「ダイレクトモードでの接続方法」（→ P.12）
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 設定したパスワードを入力していますか？

	パスワードを忘れた場合は、テスト印刷をおこなっ
てパスワードを確認するか、無線 LAN の設定を初
期化してから、再度接続してください。

	 ⇒「テスト印刷」（→ P.64）
	 ⇒「設定の初期化」（→ P.66）

 専用アプリ「Rolto」を起動していますか？

	「ロルト」本体では、専用アプリ「Rolto」からのみ
印刷できます。Safari などの他のアプリから直接印
刷することはできません。必ず専用アプリ「Rolto」
を起動して印刷してください。

	 ⇒「ロルトで印刷できる情報について」（→ P.21）

● 「ロルト」を無線 LAN ルータに接続でき
ない（ダイレクトモード OFF）

 ダイレクトモードが OFF になっていますか？

	「ロルト」を無線 LANルータと接続する場合は、本
体右側面の「DIERECT」スイッチを右にスライドして、
ダイレクトモードOFF に設定し、ACアダプタを一
度抜いたあと、再度、電源をONにしてください。

	 ⇒「無線 LANルータ経由での接続方法」（→ P.15）

 接続先の無線 LAN ルータは正常に動作していますか？

	無線 LAN ルータの電源が入っているか、正常に動
作しているか、確認してください。
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 無線 LAN ルータの設定はあっていますか？

	接続先の無線 LANルータの設定情報を確認し、「ロ
ルト」と iPhone の設定をおこなってください。

	 ⇒「手動設定の場合」（→ P.17）

注意

上記の対処をしても接続ができない場合は、無線 LAN の設
定を初期化して（→P.66）、ダイレクトモードONで接続（→P.12）
してください。

● きちんと印刷されない
 専用ロール紙は正しくセットされていますか？

	正しい向きでセットされているか確認してください。
	 ⇒「専用ロール紙をセットする」（→ P.8）

 専用ロール紙がつまっていませんか？

	専用ロール紙がつまっていると、印刷結果が欠け
たり、かすれたりすることがあります。専用ロー
ル紙を取り出し、つまった専用ロール紙を引き出
してセットしなおしてください。

	 印刷中には専用ロール紙に触れたり、ものをあて
たりしないでください。用紙づまりの原因になり
ます。

	 ⇒「専用ロール紙をセットする」（→ P.8）
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 印刷ヘッドが汚れていませんか？

	印刷がかすれる場合は、印刷ヘッドのお手入れを
してください。

	 ⇒「お手入れ（印刷がかすれる場合）」（→ P.67）

●途中までしか印刷されない
 専用ロール紙の残りがありますか？

	新しい専用ロール紙をセットし、もう一度印刷し
なおしてください。

	 ⇒「専用ロール紙をセットする」（→ P.8）

 印刷ヘッドが過熱していませんか？

	続けて印刷をしていると、印刷ヘッドが過熱して
しまいます。しばらく放置して、冷ましてから再
度印刷をしてください。



アフターサービス

●保証書
保証書は販売店・お買い上げ年月日等の記入をお確かめのうえ、
販売店よりお受け取りください。保証書と保証規定の内容をよ
くご覧のうえ、大切に保管してください。

●修理に出されるときは
保証期間内は、保証規定に基づいて修理いたします。本製品お
よび保証書をお買い上げ販売店までお持ちください。
保証期間後も、修理によって使用可能なときは、ご要望により
有償で修理いたします。
本製品をお買い上げ販売店までお持ちください。

●お問い合わせ
アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げ
販売店、または当社お客様相談室にお問い合わせください。

株式会社キングジム
〒 101-0031 東京都千代田区東神田二丁目 10 番 18 号
http://www.kingjim.co.jp/

FAX からの場合	 0120-79-8102
携帯電話からの場合	 0570-06-4759		※通話料お客様負担
受付時間：平日（月～金曜日）午前 9：00 ～午後 5：30


