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001電源

スイッチ名や番号をつける
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AB-01

AB-01

高品質印字がラクラク

チューブに文字を印字する
「AB-01」「20V」のようにそのケ
ーブルが持つ意味をチューブに直
接印字できます。チューブは市販
品が使えるのでとても経済的。
4mmI.D.Stripにも対応していま
す。

配電盤のフタを開けると、端子台やブレーカをはじめとしてさ

まざまなスイッチがぎっしり。さらに、こうした装置と装置の間

を縫うように多くのケーブルも配線されています。それぞれの

ケーブルや装置に記号や番号を表示しておかないと、メンテナ

ンス作業も一苦労。そこでチューブに文字を印字してケーブル

に取り付けたり、ラベルに記号を印刷してスイッチに貼りつけ

たりする方法が電設現場では一般的に行われています。

Mk1500はこうした印字作業をするためのプリンタです。

電設現場で大活躍！！
は、こんな機械です。1500

スッキリ見やすいスイッチに

ラベルに文字を印
字する
Mk1500はチューブのほかに
ラベルテープと呼ばれるシール
に文字を印字することもできま
す。これによって、ケーブルチ
ューブに印字した記号に対応し
たものを装置にも貼りつけるこ
とができ、作業の能率がアップ
します。

おもな

特長　　

印字部とラミネート部が一体に

ラップアラウンドテープ
印字面を透明フィルムでラミネ
ートするので、文字がかすれて
見づらくなることがありませ
ん。すでに配線されたケーブル
にも後から貼りつけることがで
きます。

お客様ご相談窓口について

お客様相談センター 050-555-90064全国共通電話番号

受付時間 ［平日］9:00～12:00 / 13:00～17:00

（土・日・祝祭日と年末年始、弊社休業日は休ませていただきます）

＊海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は

03-5428-1344をご利用ください。音声ガイダンスに従って「カードプリンタ」とお

話しください。

＊受付時間は予告無く変更する場合が有ります。あらかじめご了承ください。

● 製品には保証書が同梱されています。必要な事項が記入されているかどうか確
認の上、大切に保管してください。万一の故障のときの本体無償修理期間はご
購入後半年間です。ただし、消耗品類(紙類、カセット等)は、保証の対象とはな
りません。

● 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打
ち切り後7年間です。

● その他アフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、ご購入の販
売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。

● 修理を依頼されるときは下記の修理対応窓口までご連絡ください。

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
テクニカルリペアセンター　〒141-0032  東京都品川区大崎5-10-6  大崎ロジスティックビル4F  TEL 03-5496-0720
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