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フレーム

フォント

文字サイズ

記号・絵

操作のしかた

MP10

セットの確認

・“こはる”本体

・お客様登録カード

・取扱説明書（本書：保証書付）

・テープご紹介パンフレット取扱説明書

本体を裏返し、カバーを
はずす

単4形アルカリ乾電池
4本（別売）をセットする の向き

に注意

テープ（別売）をセット
する テープの

向きに注意

テープの先端を出す
注意

テープ先端がテープ出口から出て
いなかったり、裏紙がはがれてい
たりすると、印刷中にテープが詰
まることがあります。

テープの裏紙が
はがれていないか確認

ツメをミゾに合わせて、
カバーをはめる
「パチン」と音がするまで
 しっかりはめます。

電池とテープのセット

 を押して、電源をON／OFFする

メモ

・  を押して、電源をOFFにすると、入力内容は消去され

ます。

・ 5分間何も操作しないと、自動的に電源がOFFになります
が、入力内容は消去されません。

フォント （書体）を変える

 を繰り返し押して、フォントを選ぶ
＜6つのフォント＞

スタンダード ポップ 

てがき  タイプライター

アンティーク らくがき

注意
・ どのフォントを選んでも、漢字は「スタンダード」で印刷されます。

・ 「タイプライター」と「らくがき」は英数専用フォントなので、
英数文字以外は、「スタンダード」で印刷されます。

 を繰り返し押して、入力モードを選ぶ
＜4つの入力モード＞
・ かな漢字入力：ひらがなと漢字を入力します。
・ カタカナ入力：カタカナを入力します。
・ ＡＢＣＤ入力：アルファベットの大文字を入力します。
・ ａｂｃｄ入力：アルファベットの小文字を入力します。
※文字入力の途中でも、入力モードを変えられます。

を押して、印刷する

印刷が終わったら、出口から5㎜くら
いのところを、両手でちぎるか、市販
のハサミでカットします。

注意
印刷中はテープにさわらないでください。

こんなラベルもつくれます！
※ラベルは原寸ではありません。

 文字を入力する（ローマ字入力）

 漢字に変換するときは、  を繰り
返し押す

  を押す

 文字の編集

： カーソルを移動します。

： 左側の文字を１つずつ削除したり、選択中の
項目をキャンセルします。

： スペース（空白）を入れます。

： 入力中の文字や選択中の項目を確定します。

フレーム（外枠）をつける

 を押す

 を繰り返し押して、フレームを選ぶ

 を押す
00 なし 09 18 27

01 10 19 28

02 11 20 29

03 12 21 30

04 13 22 31

05 14 23 32

06 15 24 33

07 16 25 34

08 17 26

文字入力中
はいつでも
OK！

文字サイズを変える

 を繰り返し押して、文字サイズを選ぶ

　 　 　
※ラベルは原寸ではありません。

注意
文字サイズ、フォントによっては、フレームと重なったり文字
がつぶれることがあります。

文字入力中
はいつでも
OK！

記号・絵 を入れる

 記号・絵を入れたい位置に
 カーソルを移動する

  を押す

  を繰り返し押して、カテゴリを選ぶ

  を押す

  を繰り返し押して、記号・絵を選ぶ

  を押す

文字入力中
はいつでも
OK！
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文字入力中
はいつでも
OK！

＜記号・絵 一覧＞
記述

算数

数字

イラスト
数字

欧州

動物

花・草木

食べ物

乗り物

予定

暮らし

文房具

星座

はんこ絵

メッセージ
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図面番号：1082301

安全上のご注意

MP10
取扱説明書

このたびは、マスキングテーププリンター“こはる”を
お買い上げいただき、ありがとうございます。お使いになる前に、
本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、本書はいつでもすぐ見られる場所に保管して、
紛失しないようにしてください。

“こはる”専用マスキングテープは、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、直射日光など強い光に当たる、ハンドクリームな
ど薬品に触れる、硬いものでこする、高温多湿などにより、
テープ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。

 テープは必ず“こはる”専用マスキングテープをお使いください。
 この製品を、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。
 この製品は、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。
 この製品は印刷目的のマスキングテープのため、厳密なマスキング用途には適し
ませんので、あらかじめご了承ください。
 キングジム、KING JIM、こはる、coharuは、いずれも株式会社キングジムの
登録商標または商標です。その他、記載の商品名などは、各社の登録商標または
商標です。

主な仕様
入力 ローマ字入力式
漢字変換 熟語変換方式（学習機能付）
表示 8文字×1行　モノクロ液晶表示
最大入力文字数 62文字
内蔵文字 漢字4115文字　ひらがな・カタカナ・英数字・

記号・絵文字
印刷方式 感熱式
印刷幅 約9㎜（180dpi・64dot）
対応テープ “こはる”専用マスキングテープ
電源 単4形アルカリ乾電池×4本
寸法 約80×110×40㎜（革ベルト部除く）
質量 約175g（電池除く）
動作環境 15～ 35℃　30～ 80%（非結露）
保存環境 -10 ～ 55℃　5～80%（非結露）

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。

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あり、かつその切迫の度合いが高
い危害が想定される」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、「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、「傷害を負う
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。

● 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。

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。

電池の取り扱いについて

 電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など傷害のおそれがあり
ます。目をこすらず、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に
洗ったあと、医師の治療を受けてください。

電池の取り扱いについて

 電池の使いかたを誤ると、電池が漏液、発熱、破裂したり、けがや機
器故障の原因となります。電池の外装ラベルやパッケージの注意書に
従って正しくお使いください。

 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池など
を混ぜて使わないでください。特性の違いから、電池を漏液、発熱、
破裂させるおそれがあります。

 長期間この製品を使わない場合や、電池を使い切った場合は、本体か
ら電池を取り出してください。電池から発生するガスにより、電池を
漏液、発熱、破裂させたり、本体を破損させるおそれがあります。

“こはる”専用マスキングテープについて

 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。

その他

 この製品を踏んだり、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、取っ手を強く引っ張ったり、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しないでください。事故や故障の原因
となります。

必ずお守りください！ こんな表示が出たときは

電圧が低下！
電池が消耗しました。
電源をOFFにして、新しい電池と交換してください。

ヘッド過熱！
印刷ヘッドが過熱しています。
しばらくの間（目安は5分）、印刷しないでください。

故障かな？と思ったら

を押しても何も表示されない
● 電池は正しくセットされていますか？
 電池の向きが逆にセットされていると、電源はONになりません。
● 電池が消耗していませんか？
 電池が消耗すると、電源はONになりません。新しい電池と交換して
ください。

正常な動作をしない
● “こはる”は、静電気やその他の原因で不具合を起こすことがあります。
うまく動かないときは、初期化をおこなってください。

初期化の方法

を押して、電源をOFFにする

と を押しながら、 を押す

「本体初期化？」と表示されたら、 を押す

印刷がかすれたときは

ベビー綿棒などで、印刷ヘッドの
汚れを軽くふきとってください。

印刷ヘッド

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。
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。
製品をお買い上げ販売店までお持ちください。
なお、修理・検査をおこなうと、保存されているデータなどは消去されます。
あらかじめご了承ください。

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

キングジム製品のご購入について
キングジム製品のご購入は、お近くのキングジム製品取扱店、または
キングジムストア（KINGJIM STORE）でお買い求めください。

キングジムストア（KINGJIM STORE）
http://www.kingjim-store.jp/
電話番号 03－3864－0811　FAX 03－3864－5647

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。あらかじめご了承ください。

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、ご提示のうえ、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、次の場合は有償修理になります。
（1） 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
（2） 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
（3） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障及び

損傷
（4） 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
（5） 本保証書の提示がない場合
（6） 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或いは字句

を書き替えられた場合
5. 別売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、製品の使用に関連するデータ損失、
機会損失、利益損失、回復費用、第三者請求、その他付随的、間接的、あ
るいは二次的損害を始めとするあらゆる損害について当社は責任を負いま
せん。

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。
※修理に出されるときは、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。

保証書
製品名 マスキングテーププリンター “こはる” MP10

保証期間 製品お買い上げ日より１ヶ年

お買い上げ日 年 月 日

お客様 お名前

ご住所

電話番号

シリアル No.

販売店名
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