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カッターホルダーの内側にカッター
刃があります。
カッター刃に触れてケガをすることが
あります。

本体は、ABS樹脂ですので、工業用
油やシンナー・ベンジンなどで拭か
ないでください。
破損することがあります。

ご自分で分解・修理・改造は
しないでください。
故障・発火など、異常の原因になります。

アダプターご使用時は、専用のアダ
プター・交流 100V以外の電源では
使用しないでください。
故障・発火など、異常の原因になります。

警　告



TCE-100 の操作部

本体の説明

TCE-200 の操作部

操作部

リール (φ76)

送りローラー

カッターホルダー

表示部

切替えレバー

送りキ―

表示部

セットキー

チェックキー

送りキ―

・テープのカット長さを
  表示します。

・テープのカット長さを
  切替えます。

・テープのカット長さを
  設定します。

・テープのカット長さを
  表示します。
・数字に「 .」がある時は、
   ～ 5mm。

・表示は30秒で待機消灯
  します。

・表示部が消灯中に押すと、
  表示点灯します。

・押している間テープが
  出ます。
  (OFFのときも有効 )

・押している間テープが
  出ます。

S : 30mm
M
L
 : 45mm
 : 90mm

OFF : フリー

小巻リール (φ25)

（左図は、85ｍｍ設定時の表示）



乾電池のセット方法

テープのセット方法

テープの取りかた
● テープの先端を斜め上に引き上げるとテープが
　 カットされます。まっすぐに引き上げるとカット
　 されません。（図 5）
● 長さを設定してあるときは、表示されている長さの
　 テープが自動的に送り出されます。

本体後部のジャックに AC アダプターのコネクタを
差し込んでください。（図 2）

ACアダプターでのご使用方法

専用アダプター以外は、使用しないでくだ
さい。使用しない時は、アダプターをコン
セントから抜いてください。
火災の原因になります。

1. テープをリールにセットし、本体にはめこみます。
　 小さいテープは、小巻リールをご使用ください。
2. カッターホルダーの上部に指を掛け手前に倒して
　 開けてください。（図 3）
3. テープの先端を図のように送りローラーの上に
　 セットします。（図 4）
4. カッターホルダーを閉めます。
5. 送りキーを少しずつ押してテープを送ります。

刃先に触れないでください。
ケガをすることがあります。

注
意

注
意

（図1）

（図2）

（図3）

（図4）

（図5）

1. 本体底の電池カバーをはずします。
　 オープンつまみを矢印の方向へ動かし
　 円形の穴に指を掛けて引いてください。

3. 電池カバーをセットします。
　 後ろ側を先に差し込みます。
4. 電池カバーのオープンつまみを動かし
　 てロックしてください。

2. アルカリ単 1 乾電池 3 個をセットします。
　 電池ケース底の図に従って　　　の
　 向きを確認してセットしてください。



長さの設定

小巻リールの取り出しかた
1. リールを平らな面に置きます。小巻リールの
    突起が見える側を上にしてください。（図6）

2. 軸を面に押し付けると、小巻リールがはずれ
    ます。（図6）

TCE-100 　● 切替えレバーをS・M・Lの必要な長さに合わせてください。
　　　　　　   S(30mm)  M(45mm)  L(90mm)  3 段階の長さ調節が可能です。

TCE-200 　● TCE-200は、長さを数字で設定します。

（図6）

1. 表示が待機中で消灯しているときは、チェックキーを
　押してください。はじめの数字「0」、または設定してある
　長さが表示されます。
2. セットキーを1回押すごとに数字がカウントアップします
　ので必要な長さの数字に合わせてください。
　数字は、0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 のみセットできます。
　（0にセットしたときも送りキーは有効です。)

3. 5mmの単位（35mm, 45mmなど）を設定するときは、
　チェックキーを押しながら、セットキーを押してください。
　表示の右下に小数点を表す「 . 」が点灯します。

設定された値は、電源をOFFにした後（乾電池を取り出すもしくは、ACアダプターを
抜く）再び電源をONにした場合、前回使用時に設定した数字が表示されます。

● 「 . 」の表示があるときは、数字+5ｍｍの長さになります。
　小数点以下の数字は、表示されません。
● 「 . 」の表示を消したいときは、もう一度チェックキーを押しながら
　セットキーを押してください。

・・・　35mm

・・・　45mm

・・・　95mm
〜 〜

・・・　30mm

・・・　40mm

・・・　90mm
〜 〜

【表示と長さ】

【表示と長さ】

表示部

セットキー

チェックキー

30mm～95ｍｍ の 5ｍｍ間隔で 14段階の長さ調節が可能です。

（OFFのときも送りキーは、有効です。）



カッター刃の交換方法

■カッター刃：テープの粘着剤が付くと切れにくくなります。テープの粘着剤を
　取り除くときは、除光液やアルコールを布や綿棒に含ませて拭き取ってください。

■本体 / リール：ABS 樹脂製品です。乾いた布で拭いてください。
工業用機械油・シンナー・ベンジンなどで拭かないでください。
破損、変質するおそれがあります。

1. カッターホルダーの上部を手前に
　倒して開けてください。（図 7）
2. カッターホルダーの内側のカッター
　刃にある固定ネジを（+）ドライバで
　はずしてください。

3. 新しいカッター刃をセットし、固定ネジで固定してください。カッター刃に裏表は、
　ありません。
　＜注意＞固定ネジをきつく締めすぎるとカッター刃が反る等して本来の性能が失われ
　　　　　ることがあります。

刃先に触れないでください。
ケガをすることがあります。

（図 7）

カッター刃
固定ネジ

注
意

注
意

■ 全く運転しないときは、もう一度電池のセット（または、アダプター）をご確認ください。
■ テープがゆっくりと出るときで表示が薄いときは、電池交換時期です。
　 新しい乾電池と交換してください。
■ テープが適切にカットされなかったときにそのままテープを持ち上げ続けると連続してテ
　ープが送られ次のテープがつながって送られてきます。
■ 乾電池を使用する場合、しばらくの時間テープカッター使用しないときは、製品本体から乾
　 電池を取り出してください。乾電池が液漏れする場合があります。
■ 動作が異常な場合は、お客様相談室または、販売店にご相談ください。
　 故障の際は、保証規定によりアフターサービスを承ります。

■ TCE-200 の表示部に何も表示されないときは、電源が不足しているか待機消灯
　 中です。電源が適切に接続されていることを確認しチェックキーを押すと点灯し
　 ます。そのままの状態にしておくと表示は、30 秒で消灯（待機消灯）します。



カッター刃

リール

AC アダプター

TCE-100 TCE-200
S・M・L・OFFスライド表示 小数点付き 1桁デジタル表示
7mm ～ 24mm

3～95（5mm間隔）：14段階

135mm 以下

DC モーター

セロテープ  、PP テープ、
メンディングテープ、ポリエステルテープ　
ただし、テープの種類により不向きな場合があります。

600mA

1.1kg

5℃～ 40℃　湿度 80％RH 以下
W96×D177×H155mm

1.2kg

切れにくくなる前に定期交換をお奨めします。

破損したときなどに交換してください。

過熱するときは故障ですので交換してください。
故障・紛失時は、専用アダプターをご注文ください。

■下記の別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

本体
カッターホルダー
電池カバー

：ABS 樹脂
：ポリアセタール樹脂
：冷間圧延鋼板

DC 4.5V
アルカリ単 1 乾電池 ×3 個または、
AC アダプター（4.5V　600ｍA）

S:30  M:45  L:90  OFF:フリー(mm)
     リール ＝ 3 インチ（φ76）
小巻リール ＝ 1 インチ（φ25）


