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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。

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。

安全上のご注意 必ずお守りください！

お使いになる方々や他の人々への危害、財産への損害を防ぐため、必ずお守
りいただきたい事項を次のように説明しています。

● 表示された指示内容を守らずに、誤った使いかたによって起こる危害および
損害の度合いを、次のように説明しています。

● 次の絵表示で、お守りいただきたい内容を区別して説明しています。

この表示を守らずに誤った使いかたをすると、「死亡または重傷な
どを負う可能性が想定される」内容を示しています。

この表示を守らずに誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性
または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示してい
ます。

AC アダプタの取り扱いについて
付属の「ロルト」専用 AC アダプタ以外のアダプタは、使用しないでく
ださい。故障したり、過熱、発煙するおそれがあり、火災・感電の原因と
なります。

分解、改造、または濡れた手で AC アダプタを操作しないでください。
故障や火災・感電の原因となります。

AC アダプタのケーブルを引っ張ったり、ケーブルの上に重いものをの
せないでください。火災・感電の原因となります。

AC アダプタは、指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでく
ださい。故障したり、加熱、発煙するおそれがあり、火炎・感電の原因と
なります。

本製品の使用にあたっては「安全上のご注意」をよくお読みになり、そ
の指示に従ってください。

印刷時に動作音がしますが、異常ではありません。

本製品を踏んだり、落としたり、叩いたりなど、強い力や衝撃を与えた
り、水に濡らしたり、分解または改造をしないでください。  
故障や火災、感電の原因となります。

本書に記載されていない操作はおこなわないでください。事故や故障
の原因となります。

用紙排出口をふさがないでください。 用紙がつまったり、故障の原因
となります。

気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。

してはいけない「禁止」の内容です。

必ず実行していただきたい「強制」の内容です。

主な仕様

アフターサービス

「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。

● 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。

● App Store は Apple Inc. の商標です。
● Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
● 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。

セットの確認
「ロルト」本体
接続ガイド（本書：保証書付）
アプリスタートガイド／AC アダプタ

1 本体から AC アダプタを抜く（電源 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

印刷がかすれるときは

カッター部には鋭利な部分があり、指を切る恐れがありますので触れ
ないでください。

印刷ヘッドおよびまわりの金属部分、ゴムローラーには触れないでく
ださい。高温になるため、やけどをするおそれがあります。

「ロルト」専用ロール紙について
塩化ビニールのように可塑剤を含むなど被着体の材質、環境条件、貼
り付け時の状況などにより、ノリが残ったり、被着体を傷めることがあ
ります。なお、これによって、生じた損害および逸失利益などにつきま
しては、当社ではいっさいその責任を負いかねますので、あらかじめご
了承ください。

電源ONになり、LED が赤色に点灯します。

AC アダプタと接続

専用ロール紙（別売）のセット

アプリのダウンロード

印刷方式  感熱式

印刷幅  約 48 mm（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（本書：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）

App Store で「Rolto」で検索！

このアイコンが専用アプリ「Rolto」です。

専用アプリ「Rolto」の使い方は、アプリスタートガイドを参照してください。
さらに詳細な使い方については、アプリ内のヘルプを参照するか、アプリ内の
ヘルプデータを下記 HPよりダウンロードしてください。
http://www.kingjim.co.jp/support/

開閉スイッチを下にスライドして、カバーを開ける1

● 付属の AC アダプタのプラグを本体に接続し、
　 電源プラグをコンセントに接続する

● App Storeで、専用アプリ「Rolto」をダウンロードする

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

3

専用ロール紙の向きを確認して本体にセットする2

※対応機種は当社 HPよりご確認ください。

印刷ヘッド

開閉スイッチ

カッター刃

LED（赤点灯）

カバーが開いていると
LED が点滅

正しくセットされると
LED が点灯

接続ガイド 無線製品に関して

本製品を下記のような状況でご使用になるのはおやめください。
• 本製品を心臓ペースメーカーや補聴器など医療機器の近くや医療機関の中でお使いにな
るのはおやめください。医療機器に影響を与える危険性があります。

• 本製品を交通機関内、特に航空機の中でご使用になることはおやめください。機内では電
子機器や無線機器の利用が禁止されており、航空機の装置などへ影響を与えて事故の原
因となるおそれがあります。

• 電子レンジをご使用のとき、電磁波の影響によって、本製品の無線通信が妨害されること
があります。

電波に関して

• 本製品の無線 LAN の周波数帯は、医療機器や電子レンジなどの産業・科学機器、工場の
生産ラインなどで使用される移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局と重
複しているため、電波の干渉による無線通信の障害が発生するおそれがあります。

• 本製品のご利用の前に、干渉範囲内に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線
局が運用されていないことを確認してください。

• 万一、本製品使用中に移動体識別装置用の構内無線局や特定省電力無線局に対して電波
の干渉が発生したときは、速やかに使用を中止してください。

ご利用上の注意

• 接続においては、無線 LAN（IEEE802.11n/2.4GHz 帯または IEEE802.11g、
IEEE802.11b）、その他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障
害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用した場合に、接続が頻繁に途切れた
り、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生したりする可能性があります。

• 本製品はすべての無線 LAN 機器との接続動作を保証するものではありません。

• 当社に故意または重大な過失がある場合を除き、無線機器によるデータ通信時に発生し
たデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

• Bluetooth® と無線 LAN は同じ 2.4GHz 帯の無線周波数を使用するため、同時に使
用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合がありま
す。接続に支障がある場合は、お使いの Bluetooth®、無線 LAN のいずれかの使用を一
旦中止してください。

本製品は工事設計認証を得た無線装置を搭載しています

保証書

製品名

品番

保証期間

お客様

販売店名

スクリーンプリンター「ロルト」

PT10

本体お買い上げ日より１ヶ年

お買い上げ日　　　　年　　　　月　　　　日

お名前

ご住所

電話番号

保証規定

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証
期間内に故障した場合には、お買い上げ販売店、または取扱店までお持ちくだ
さい。当社が無償で修理いたします。なお、修理・検査をおこなうと保存された
データは消去されます。修理をお受けになる場合には、データのバックアップ
をお取りください。

2．保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本保証書を
ご持参、ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

3．ご転居やご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を
ご依頼になれない場合には、キングジムお客様相談室へご相談ください。

4．保証期間内でも、次の場合には有償修理になります。
（イ）使用上の誤りや、お客様による修理または改造による故障及び損傷

（ロ）お買い上げ後の浸（冠）水、塩害、液体かぶり、落下、衝撃、砂（泥）入り、圧力等による

故障及び損傷

（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷

（ニ）一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷

（ホ）本保証書の提示がない場合

（ヘ）本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句

を書き替えられた場合

5.本体同梱付属品の修理は承っておりません。取扱店にてお買い求めください。

6．保証期間内であるか否かにかかわらず、当社に故意または重大な過失がある
場合を除き、お客様が製品を使用することによって発生した間接的もしくは波
及効果による損害、データ・プログラムその他の無体財産に関する損害、使用
利益、および得べかりし利益の喪失等に対して、当社は一切責任を負わず、ま
た製品代金を限度額としてのみ、これを賠償する責を負うものとします。

7．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
（This Warranty is valid only in Japan.）

8．本保証書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※本保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※修理をお受けになる場合は、製品と本保証書をご持参のうえお買い上げ販売店にご依頼

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。

注意



MEMO

専用アプリ「Rolto」の使い方は、アプリスタートガイドを参照してください。
さらに詳細な使い方については、アプリ内のヘルプを参照するか、アプリ内
のヘルプデータを下記 HP よりダウンロードしてください。
http://www.kingjim.co.jp/support/

MEMO

「ロルト」と iPhone を無線 LAN で直接接続します。無線 LAN ルー
タがなくても、ご利用になれます。
※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。

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）

ACアダプタと接続すると電源がONとなり、LEDが点灯します。

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。

「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。

「ロルト」本体の電源が ON であることを確認する

ご購入時のパスワードは「12345678」に設定されています。

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で接続します。
無線 LANでの接続方法には 2つのモードがあります。
※具体的な接続方法については、右ページを参照してください。

ダイレクトモードでの接続方法

「ロルト」を無線 LAN ルータに接続します。「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。

※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。

無線 LANルータに接続 （ダイレクトモードＯＦＦ）

「ロルト」と iPhone を無線 LANで直接接続します。

無線 LAN ルータ経由での接続方法 無線 LAN ルータ経由での接続方法

設定の初期化

「ロルト」と iPhone を同じ無線 LAN ルータに接続します。

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。

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）の設定は以下となります。

1

「ロルト」本体の電源が ON であることを確認する1

接続が成功すると、LED が緑色に点灯します。（印刷可能）

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）

ダイレクトモードで、「ロルト」本体と iPhone を
接続する

1

専用アプリ「Rolto」の
「プリンター設定」から、
接続中の「Rolto PT10」を
選択する

2

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。

「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

3

「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）

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

3

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）

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

2

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
4

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

2

LED の表示一覧

「Wi-Fi」の設定をオンにして、「Rolto PT10」

（ネットワーク名）を選択する
4

パスワードを入力して、「接続」をタップする5

緑色

ON

白色

OFF

iPhone の　　 （設定）で、「Wi-Fi」を選択する3

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

印刷

● 本体底面の「RESET」ボタンを５秒以上長押しする

4

白色

OFF

プリンター名

［ダイレクトモード ON］

ネットワーク名

パスワード

［ダイレクトモード OFF］

ネットワーク名

パスワード

Rolto PT10

Rolto PT10

12345678

none

設定なし

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）

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

手動設定の場合

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
5

LED（緑点滅）

ダイレクトモードでかんたん接続 （ダイレクトモードＯＮ）

注意

「
ロ
ル
ト
」で
は
、iP
ho

ne
の画
面をワ

イヤレスで印刷することができます。

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。

●       （専用アプリ「Rolto」）を起動して、
　 印刷操作をする

印刷中は、LED が緑色に点滅します。
印刷が終了したら、本体の両端を手で押さえながら、
専用ロール紙を切り取ります。

印刷操作については、右ページの「 印刷 」を参照してください。

印刷操作については、右ページの「 印刷 」を参照してください。

印刷操作については、右ページの「 印刷 」を参照してください。

iPhone の　　 （設定）で、Wi-Fi の接続先を、

　　 

　　 

左ページの「ダイレクトモードでの接続方法」を
参照してください。

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、右ページの
「無線 LAN ルータ経由での接続方法（手動設定の場合）」を
参照して、接続してください。


