
 手帳ボタン 

（ICON）
えもじと予定を組み合わせたプチシール
が作成できます。

（LONG）
数日分の予定シールが作成できます。

（CLOCK）
かわいい時計デザインと入力した時間を
組み合わせて、時計シールが作成できます。

（RANK）
本や映画、お店などを5段階で評価でき
る、ランクシールが作成できます。

（KIMOCHI）
さまざまなシーンに対応した、“きもち”
を表すシールが作成できます。

（mode）
入力モードを、「ひらがな→カタカナ→ABC（大文字）→abc（小文字）」の順で切り換えます。

（space）
ネガ表示のひらがなを漢字に変換します。ネガ文字がないときは、スペースを入力します。漢字変換中は次
の候補を表示します。

“ひより”カバー

（set）
フォントや手帳枠幅などの設定をおこな
います。

（記号）
記号・2桁数字を入力します。

このたびは、スケジュールシールプリンター“ひより”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、本書は保証書を兼ねていますので、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。

● スケジュールシールプリンター“ひより”は、“こはる”専用マスキングテープおよび「テプラ」Liteテープ以
外は使用できません。

● カバーは素材の特性上、低温の環境では固くなり、カバーが本体に内蔵のマグネットでは留まらなくなること
があります。動作環境内の温度（15～35℃）でご使用ください。
カバーを取り外す際は、十分に注意して本書に記載の方法で正しくおこなってください。

“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。

● 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。
● 「キングジム」、「KING JIM」、「ひより」、「hiyori」、「こはる」、「coharu」、「テプラ」、「TEPRA」、「テプラ」Liteは、
株式会社キングジムの商標または登録商標です。

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 6文字×2行　モノクロ液晶表示
最大入力文字数 約62文字
印刷方式 感熱式
印刷幅 約7㎜（180dpi・50dot）
対応テープ “こはる”専用マスキングテープおよび「テプラ」Liteテープ
電源 アルカリ乾電池またはニッケル水素電池（単4形×4本）
外形寸法 約145W×95D×40H（mm）（カバーを除く）
質量 約285g（電池・テープを除く）
動作環境 温度：15 ～ 35℃ /湿度：30 ～ 80%（非結露）
保存環境 温度：-10 ～ 55℃ /湿度：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、「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。

● 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
電池の液が目に入ったときは、失明など障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、本機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、本機を破損させるおそれがあります。
ニッケル水素電池を使用する場合には、お使いの充電器および電池の取扱説明書に従って正しくお使いく
ださい。

“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
本機を踏んだり、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しないでください。事故や故障の原因となります。

印刷中もしくはカッター使用中に、テープ出口付近を指で触れないでください。指を切るおそれがあります。

本機には“ひより”カバーを留めるためのマグネットが内蔵されています。マグネット部をパソコンなど
の電子機器・時計・磁気カードなどの磁気の影響を受けるおそれのあるものに近づけないでください。

“ひより”カバーは本体にスナップボタンで取り付けられており、以下の手順で簡単に取り外すことができます。

 液晶画面を覆っているカバーを開く  テープ出口を上に向け、本体を片方の手でしっか
り持つ

 もう一方の手で、上部のスナップボタンから順番
にカバーを取り外す

 本体を裏返し、裏蓋をはずす  アルカリ乾電池またはニッケル水素電池 
（単4形×4本：別売）を入れる

 テープの先端を出してセットする

テープの裏紙がはがれていると、印刷中にテープが
詰まることがあります。

テープを指で回し、先端を の位置まで戻す  ツメをミゾに合わせて、裏蓋をはめる
「パチン」と音がするまでしっかりはめます。

“ひより”カバーを付けたままでも上記手順で同様にセットすることができます。

“ひより”パンチ 本体（MPP1）
つくったシールを“ひより”パンチ
でかわいい形に抜くことができます。

“ひより”パンチ 抜き型
別途“ひより”パンチ専用抜き型の購入が必要です。

まる
（MPPC-01）

りんご
（MPPC-04）

おうち
（MPPC-05）

ハート
（MPPC-02）

おはな
（MPPC-03）

詳しくは当社ホームページをご覧ください。
http://www.kingjim.co.jp/

 “ひより”カバーを開き、裏返す

 つくりたいシールの手帳ボタンを押して電源をONにする
手帳ボタン（ 、 、 、 、 ）＝電源ONボタンです。

（mode）を繰り返し押して、入力モードを選ぶ
文字入力中も入力モードを変更できます。

 手順に沿って入力する
手順については裏面の「手帳機能の説明」を確認してください。

編集中に手帳ボタンを押すと、その手帳機能の最初の画面に切り換わります。そのとき入力中の文字
はすべてクリアされます。

（PRINT）を押して印刷する

印刷中やテープの巻き戻し中にカットボタンをさわらないでください。印刷中またはテープの巻き戻し中
にカットボタンをさわると即時印刷を停止します。
停止後、残ったテープは必ず取り除いてください。テープが詰まってしまうことがあります。

• 印刷枚数選択中に （ok）を押しても印刷できます。
• 印刷枚数は数字ボタンでも指定できます。（1～31枚まで）
• 印刷を途中でやめるときは （clear）を押してください。

 印刷が終わったらカットボタンを押してテープをカットする

 使い終わったら （OFF）で電源をOFFにする

（OFF）を押すと入力中の文字はすべてクリアされます。

約 5分間何も操作しないと、電池の消耗を防ぐため、オート・パワーオフ機能により自動的に電源が
切れます。オート・パワーオフ機能が実行されると、入力中の文字はすべてクリアされます。

 編集中もしくは印刷枚数選択中に （set）を押す

で設定したい項目を選び （ok）を押す

• 設定機能で設定した項目は、手帳機能の切り換えや電源OFFにしても保持されます。変更したい場合や、
初期値に戻したい場合はこの操作によって設定しなおすか、本体を初期化してください。
• 編集中の手帳機能に戻りたいときは （set）または （clear）で戻ります。

 フォントを変更する

フォントを選び （ok）を押す

てがき ゴシック

初期設定値は「てがき」に設定されています。

 手帳枠幅を設定する

お使いの手帳の枠の幅をあらかじめ設定できます。LONGシールをつくるとき、枠にぴったりの長さのシールがつ
くれます。

で手帳枠幅の長さを設定し （ok）を押す
初期設定値は「2.0cm」に設定されています。

• 指定する長さは目安です。
• 微妙に異なってしまう場合は「後余白を調整する」で微調整ができます。

 電池種類を変更する

使用する電池種類を選び （ok）を押す
初期設定値は「アルカリ」に設定されています。

 後余白を調整する

設定した手帳枠幅の長さの微調整ができます。

で後余白を調整し、 （ok）を押す
初期設定値は「0」に設定されています。

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、設定等が消失します。
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
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印刷ヘッド

 ICONシールをつくる

えもじと予定を組み合わせたプチシールが作成できます。

 （ICON）を押して電源をONにする

 予定を入力して （ok）を押す（1行まで）
えもじのみを印刷したいときは何も入力せず （ok）を押します。

 でえもじを選び （ok）を押す

 で印刷する枚数を選び （PRINT）を押す

• 予定またはえもじ、どちらかを入力しないと印刷できません。 （clear）を押して戻り、入力して
ください。
• えもじの有無や入力した文字数によっては“ひより”パンチで抜くのに十分な長さが得られないことや、
パンチのサイズに納まらないことがあります。

 LONGシールをつくる

1～7日分の予定シールが作成できます。
シールの長さはお使いの手帳の枠の幅にぴったり合わせることができます。
※ お使いの手帳の枠の幅は、 （set）から設定できます。

 （LONG）を押して電源をONにする

 で何日分の長さのシールをつくるかを選び （ok）を押す

• 「指定しない」を選択すると入力した文字の長さに応じて印刷されます。
• 日数は ～ の数字ボタンでも指定できます。

 でライン枠もしくは、えもじを選び （ok）を押す
予定のみを印刷したいときは、「なし」を選び （ok）を押します。

ライン枠とえもじは同時に指定することはできません。

 予定を入力して （ok）を押す（２行まで）
1行のみを印刷したいときは、2行目は何も入力せず （ok）を押します。

 で印刷する枚数を選び （PRINT）を押す

ライン枠やえもじ、予定のいずれかを入力しないと印刷できません。 （clear）を押して戻り、 
入力してください。

 CLOCKシールをつくる

かわいい時計デザインと入力した時間を組み合わせて、時計シールが作成できます。

 （CLOCK）を押して電源をONにする

 で時計デザインを選び （ok）を押す

 数字ボタンで時間を入力し （ok）を押す
（ok）または で時・分の移動ができます。

 で印刷する枚数を選び （PRINT）を押す

 RANKシールをつくる

本や映画、お店などを5段階で評価できる、ランクシールが作成できます。

 （RANK）を押して電源をONにする

 でえもじを選び （ok）を押す
タイトル、ランクのみを印刷したいときは「なし」を選び （ok）を押します。

 タイトルを入力して （ok）を押す
えもじ、ランクのみを印刷したいときは何も入力せず （ok）を押します。

 でランクをつけて （ok）を押す

ランクは ～ の数字ボタンでも指定できます。

 で印刷する枚数を選び （PRINT）を押す

 KIMOCHIシールをつくる

さまざまなシーンに対応した、“きもち”を表すシールが作成できます。

 （KIMOCHI）を押して電源をONにする

 でKIMOCHIイラストを選び （ok）を押す

 で印刷する枚数を選び （PRINT）を押す

電池が消耗しました。
電源をOFFにして、すべての電池を新しい電池と交換してください。

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。

えもじや文字が何も入力されていないため印刷できません。
（clear）で戻り、えもじや文字を入力してください。

本体で印刷できる長さ（4m）をオーバーしています。
入力文字数や印刷枚数を減らしてください。

設定されている手帳枠幅に文字がおさまらない状態です。えもじやライン枠をクリアした
り、文字数を減らす、また手帳枠幅の設定値を変更するなどしてください。

このまま （PRINT）を押すと強行することもできます。

モーター動作に不具合がありました。電源をOFFにして再度入れなおしてください。
同じメッセージが繰り返される場合には、表面の「アフターサービス」の項目をご覧ください。

手帳ボタン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。すべての電池を新しい電池と交換してください。

正常な動作をしない
● 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、以下の方法で初期
化をおこなってください。

 （OFF）を押して、電源をOFFにする

 （ok）＋ （clear）を押しながら （KIMOCHI）を押す

 「本体初期化？」と表示されたら、 （ok）を押す

 初期化をやめるときは （ok）以外のボタンを押してください。
 本当に初期化しても大丈夫ですか？
 設定した手帳枠幅などあらゆるデータが消去されます。初期化をおこなう前に十分に確認してください。

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。

 えもじを入れる

対応手帳機能：ICON、LONG、RANK

おでかけ

トラベル

記念日

シーズン

おけいこ

グルメ

くらし

おしゃれ

ショップ

仕　事

学　校

記　録

いきもの

家族・顔

モチーフ

 記号を入れる

対応手帳機能：ICON、LONG、RANK（文字入力中に （記号）で入力可能)

 を押して、記号を入れたい位置にカーソルを移動する

 （記号）を押す

 を押して、カテゴリを選び （ok）を押す

 を押して、記号を選び （ok）を押す

記　述

省　略

カッコ

矢　印

○△□

単　位

数　字

２桁数字  ～ 

ギリシャ

欧　州

編　集

 ライン枠をつける

対応手帳機能：LONG

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

ライン枠とえもじは同時に指定することはできません。

 時計デザインを選ぶ

対応手帳機能：CLOCK

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

時計デザインと針の種類は固定です。

 KIMOCHIイラストを選ぶ

対応手帳機能：KIMOCHI

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20




