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安全にお使いいただくために

● 故障かな・・・と思ったときには

万一、異常な音がする、煙が出ている、変な臭いがする場合は、すぐに電源を

OFFにして電源コードのプラグをACコンセントから抜いてください。

（そのまま使用されますと、発火・感電の恐れがあります。）

発煙、発火の無いことを確認してから、購入店または壬生電機製作所に修理を

ご連絡ください。お客様による修理は大変危険ですから絶対におやめください。

● 取扱上の注意

○ 濡れた手で触らないでください。

濡れた手で本機の操作や電源コードの接続は感電の原因になります。

○ 本機の上に物を置かないでください。

本機の上に物を置かれますと（特に飲み物）内部に入る恐れがあります。

内部に異物が入ると火災の原因になります。

● 持ち運ぶ時の注意

電源コードやケーブルを付けたまま動かさないでください。

移動の時には必ず本機の電源スイッチをOFFにしてから持ち運びしてください。

接続したままですと、電源コードやケーブルが傷つき、火災・感電の恐れが

あります。

● 雷の時の注意

雷が鳴り出したら、本機及び周辺機器、ケーブル、電源コードに触れないで

ください。落雷による感電の恐れがあります。
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● カッターの取扱の注意

○ 印字動作中は本機に触れないでください。印字中にカッター刃が動く恐れが

あります。印字動作が終了してから本機の操作をしてください。

○ カッター部にワーク（チューブ・ラベル・記銘板）が詰まっても指を入れない

でください。カッター部にはカッターがあり、大変危険ですので、絶対に

手や指を入れないでください。手や指を入れるとケガの原因になります。

ワークが詰まった時は、ピンセット等で詰まったワークを取り除いてください。

● 電源の利用について

○ 電源は必ずAC100V（50/60Hz）を使用してください。AC100V（50/60Hz）以外で

使用しますと、感電・火傷・発煙・火災の原因となります。

○ 電源コードを束ねたり、上に物を置かないでください。コードを束ねたり、

上に物を置きますと、感電・火傷・発煙・火災の原因となります。

○ タコ足配線はしないでください。電源コードをタコ足配線にしますと、

コンセントが加熱し、火傷・火災の原因となります。

○ 長期間使用しない場合は、必ず電源コードをコンセントから抜き取って

ください。
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 1. ウェーブ４のインストール方法

1.1. インストール可能なパソコン

動作OS 日本語版 Windows98, 98SE, Me, 2000, XP(32bit), Vista(32bit)

対応機種 Pentium 200MHz以上で USB（ver1.1以上）ポートを付属する上記

動作OSがプリインストールされたパーソナルコンピュータ

メモリ 128MB以上　ただし10MB以上の空きメモリがあること

ディスプレイ 16bit（65536色）以上　（推奨　1024 × 768　ドット）

本体に接続可能で動作OSに対応したディスプレイ

ディスクドライブ CD-ROMドライブ必須　（インストール時のみ）

ハードディスク 空き容量が20MB以上あること　（データ領域は別途必要）

マウス 本体に接続可能で動作OSに対応したマウス

※　Windows 2000／XP／Vistaではインストールに管理者権限が必要です。

1.2. インストール方法

“ウェーブ４”のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてください。

CD-ROM のルートフォルダにある“MP012Setup.exe” アイコンをダブルクリックすると

インストーラーが起動されます。その後のインストール作業はインストーラーの画面指示に

従って行ってください。

注）インストール作業は、必ずプリンター本体の電源をOFFにした状態で行ってください。
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 2. ウェーブ４の操作方法

この章ではウェーブ４の起動から基本的な入力操作までを説明します。

MP-012では様々な種類のワークで印字できますが、基本的な操作はどのワークに対しても

ほぼ同じ操作方法でデータの編集を行うことが可能です。

2.1. 起動

まずはウェーブ４（アプリケーションソフト）の起動方法について説明します。

デスクトップ上にある「ウェーブ4」のアイコンをダブルクリック、又は

スタートボタン→プログラム→MP-012 アプリケーション→MP-012 ウェーブ４を

クリックします。

スタートメニューが表示されますので、新たなデータを作るには「新規作成」のボタンを

クリックしてください。

今までに作ったデータファイルを開く場合は「ファイルを開く」ボタンをクリック

してください。「最近使ったファイル」には以前編集作業を行ったデータファイルが

最新のものから表示されています。

ファイル名をクリックするとすぐに展開されます。

続いて初期設定を行います。
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2.2. 初期設定

ここでは新規のデータ入力の際に、最初に行う初期設定の方法について説明します。

 2.2.1. 全体レイアウト

①～⑨に従って項目の設定を行います。

① 選択した項目の説明が表示されます。

② 対象ワークを選択します。

よく使う設定値は「登録サイズ」に保存すると次回の起動時に設定を読込むことが

できます。

③ 選択したワークのサイズとピッチを入力します。

④ 基本のフォント種類と文字サイズを選択します。

文字サイズは SS～５ L の選択か、より詳細な大きさを文字サイズ欄に

数字を入力することにより使用できます。

⑤ データエンド処理を選択します。ワークごとに選択できるものが異なります。

⑥ 1極あたりの入力行数を選択します。

⑦ 印字方向を選択します。

⑧ データ入力時の文字間隔を設定します。

⑨ 全ての項目の設定を確定し、データ入力画面へ移動します。

処理をやめるには「キャンセル」ボタン、各項目を変更するにはマウスか Tabキーで移動し

変更してください。
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 2.2.2. 長尺記銘板の詳細設定

全体レイアウトの②「ワーク種類とサ

イズ」で長尺記銘板モードを選択する

と、「記銘板」が追加されます。

● エンド挿入ピッチ

データの前後に側板挿入分の余

白を設定します。

● インフォメーションエリア

記銘板の行き先等の詳細を捨て

板して先頭に付属させることが

できます。

 2.2.3. 特殊入力の設定

この特殊入力を利用すると、図形や絵を貼り付けることができ、ロットシールなどの作成に

利用できます。

① 利用するには、まず「カスタム

データ入力を有効にする」に

チェックをいれます。

② 既に作成された特殊入力設定を

読み込みます。

③ 基本初期設定画面に戻り、ワー

クサイズ等を選択します。

④ 図形や絵を挿入して背景を作成

します。

⑤ 入力するデータを配置します。

⑥ 作成した特殊入力設定を保存し

ます。（拡張子は.MMCです）

⑦ 「背景作成」や「データ配置」

で使用します。

⑧ 実際にここで配置します。

サイズによって一部しか表示できない場合、「全体表示」をクリックすると状態を

確認できます。
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 2.2.4. 登録サイズ

1. 登録したいサイズの初期設定

の項目を全て入力してくださ

い。

2. 「登録サイズ」ボタンを押し

ます。

3. 左の画面が表示されますので、

登録したい№をクリックして

から登録データに名称を入力

してください。

4. 名称入力が終われば「保存」

ボタンを押してください。

5. 次回起動時に設定を読込む

場合は「読込」ボタンで読込

むことができます。

※　最初から登録されている項目で使わない項目があれば、その№を選択して新たに上書き

することが可能です。

 2.2.5. 文字サイズ

今回より、文字の大きさは数値による詳細なサイズの設定が出来るようになりましたが、

従来の文字サイズの選択もできます。ここでは各文字サイズの数値での目安を一覧に

しましたので参考にしてください。

文字サイズ 高さ 数値

ＳＳ文字 約 1.5ｍｍ 24

Ｓ文字 約 2ｍｍ 30

Ｍ文字 約 2.5ｍｍ 39

Ｌ文字 約 3ｍｍ 46

２Ｌ文字 約 4ｍｍ 63

３Ｌ文字 約 5ｍｍ 78

４Ｌ文字 約 6.5ｍｍ 102

５Ｌ文字 約 8ｍｍ 124

※　上表の文字高さはあくまでも目安であり、フォント種類により出力結果が

異なる場合があります。
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 3. データ入力

3.1. データ入力画面の説明

①メニューバー アプリの操作に関する項目を表示します。

②データ・極情報 現編集データや各極毎の情報を表示します。

③印字データリスト 入力された印字データや出力イメージを表示します。

④ツールバー 一部の作業をワンボタンで表示します。

⑤データ入力欄 実際にここでデータ入力を行います。

⑥ファンクションキー キー操作のみで編集を行えます。

3.2. 基本入力の手順

初期設定が終わると上の画面が表示されます。

1. ⑤データ入力欄にデータを入力します。

2. 入力が終われば「Enter」キーを押して数量入力を行います。

3. 数量入力が終われば「Enter」キーを押して次極のデータ入力に移ります。

この作業を繰り返すことで順番にデータを入力することができます。

※漢字の入力をする場合は、Windows標準の IMEソフト（日本語入力ソフト）に対応していま

すので、IMEランチャーでかな入力に設定するか、Alt+半角キーでかな入力にしてからデータ

の入力を行ってください。（端子・チューブ文字などの壬生電機オリジナルフォントでは

漢字・ひらがな等の2バイト文字の入力は行えません）

データ入力中、この極よりフォントサイズや印字行数等を変更する時は、②の

極プロパティで変更してから入力を行ってください。
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3.3. 連番入力の手順

ここでは“A-1”～“A-100”のような連続したデータを入力する手順を説明します。

1. データ入力画面の④ツールバーに

ある「連番入力」をクリックします。

2. 連番モードを選択します。

3. 複数行印字の場合は、連番を組む

行を選択します。

4. 連番ステップ数を指定します。

例えば“１，２，３、・・・”のよ

うな連続した連番であればステップ

“１”、偶数、奇数のような連番で

あれステップ“２”となります。

5. 印字数量を入力します。

6. 作成データの先頭極と最終極を入力

し、全て良ければ「OK」をクリック

して展開します。

あるいは、先に先頭極と最終極のデータ入力をすませ、マウスでドラッグして2極を範囲指

定します。右クリックで「連番入力」を選択して上図の内容を確認の上、展開します。

3.4. 固定入力の手順

ここでは文字数の多いデータを繰返し使用する時に、そのデータを一つの記号とみなし、

簡単に入力する手順を説明します。

1. データ入力画面の②データ・極情報の「補助」

を開きます。

2. クイック入力欄に繰り返すデータを入力するこ

とにより、“￥”を入力するとそのデータが展

開されます。
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3.5.記号入力の手順

ここではツールバー(P15 4.2.参照)の｢記号入力｣を使い、指定の記号や特殊記号 (アース

マーク等)を入力する手順を説明します。

1. まず「記号入力」をクリックしポップアップメニューの「外字エディタを起動」を

クリックしてＷｉｎｄｏｗｓの外字ツールを起動します。

2. 「ビットマップフォントの取り込み」を選択しユーザーフォントの参照画面でインス

トールフォルダ下の\SampleData\Gaiji  にある USERFONT.FON ファイルを登録します。

3. 外字ツールを終了後アプリケーションもしくはパソコンを再起動して「記号入力」を

クリックすると指定の記号以外に６種の特殊記号がボタンに表示されます。
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 4. データ編集

ここでは既に入力されたデータを編集する時に使用するメニューバーやツールバーについて

説明します。

4.1. メニューバー

ファイル

新規作成 ・・・ 新規にデータファイルを作成します。

①ボタンも同機能です。

ファイルを開く ・・・ 既存のファイルを開きます。

②ボタンも同機能です。

上書き保存 ・・・ 編集中のデータを名前を変えずに保存します。

③ボタンも同機能です。

名前をつけて保存 ・・・ 編集中のデータを新たに名前をつけて保存します。

ファイルを閉じる ・・・ 編集中のデータをそのまま閉じます。

④ボタンも同機能です。

チューブ定寸カット

作成

・・・ チューブを無地のままカットする機能に移行します。

データリスト印刷 ・・・ 編集中のデータをリストにしてプリントアウトします。

CSV形式エクスポート ・・・ 編集中のデータをCSV形式で保存します。

終了 ・・・ ウェーブ４を終了します。

編集

極の切り取り ・・・ 極データを切り取ります。

⑦ボタンも同機能です。

極のコピー ・・・ 極データとコピーします。

⑧ボタンも同機能です。

極の貼り付け ・・・ コピーもしくは切り取った極データを貼り付けます。

⑨ボタンも同機能です。

全てのデータを選択 ・・・ 編集中の全データを範囲選択します。

データの追加 ・・・ 無地の極データを最後に追加します。
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表示

データリスト ・・・ 印字データリストを表示します。

印字イメージ ・・・ 印字イメージを表示します。

表データの縮小表示 ・・・ 印字データリストを縮小して表示します。

ツールバー ・・・ チェックを外すとツールバーが隠れます。

再描画 ・・・ 再描画します。

移動

先頭極に移動 ・・・ 先頭極に移動します。

最終極に移動 ・・・ 最終極に移動します。

極番を指定して移動 ・・・ 印字リストの№を指定して移動します。

データを検索して移

動

・・・ 極データの一部を検索して移動します。

※　検索する文字について大･小文字、全･半角文字は区別します。

オプション

環境設定 ・・・ 環境設定を表示します。

初期メニューの表示 ・・・ 初期メニューを表示します。

最近使ったファイル

をクリア

・・・ 初期メニューの右側に表示されたファイル名をクリアに

します。

メンテナンス情報の

表示

・・・ 接続しているプリンターの内部情報を表示します。

ボタン

①新規作成

②ファイルを開く

③上書き保存

④ファイルを閉じる

⑤編集データの移動

⑥印字開始

⑦極データの切り取り

⑧極データのコピー

⑨極データの貼り付け

⑩ヘルプ
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4.2. ツールバー

連番入力 ・・・ 連番入力画面へ移動します。

数量固定 ・・・ 印字数量を固定してデータ入力のみ行います。

フォント変更 ・・・ 極データのフォントを変更します。

記号入力 ・・・ 指定の記号を一覧から選択入力します。

データ検索 ・・・ 極データの一部を検索します。

※　検索されるデータについて大･小文字、全･半角文字は区別します。

入力モード ・・・ データ入力欄が分離します。

印字開始 ・・・ 印字開始画面へ移動します。

4.3. マウスによる操作

一部の編集作業についてはマウスの右クリックを使って作業することができます。

極の切り取り ・・・ 極データを切り取ります

極のコピー ・・・ 極データをコピーします。

極の貼り付け ・・・ コピーされた極データを貼り付けます。

極の複数貼り付け ・・・ コピーされた極データを複数貼り付けます。

選択すると右側の画面が現れますので、極数を入力し、

「貼り付け」ボタンを押してください。

極の挿入 ・・・ 手前に無地の極データを挿入します。

極の削除 ・・・ 極データを削除します。

連番入力 ・・・ 連番入力モードに移行します。

１極指定の場合、その極を先頭極とみなします。

２極間の範囲指定をした場合、その極データ間の連番とな

ります。

グループ化

（記銘板のみ）

・・・ １～複数極を指定して極データのグループ化を行います。

印字イメージ回転

（チューブのみ）

・・・ 入力された極データが180度回転します。
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4.4. ファンクションキー

編集操作をキー操作のみで行うことができます。

該当のファンクションキーを押し、方向キーと Enterキーで選択できます。

Ｆ１　「メニュー」 ・・・

Ｆ２　「文字」 ・・・

Ｆ３　「編集」 ・・・

Ｆ４　「印字」 ・・・ 印字開始画面へ移動します。
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 5. 印字

ここでは印字作業に関して説明します。

5.1. 基本操作の手順（記銘板を除く）

メニューバーかツールバーの「印字開始」をクリック、またはファンクションキーの

Ｆ４「印字」を押すと、印字モードの基本画面が表示されます。

①印字データ ・・・ 対象のワークが表示されます。

②印字範囲 ・・・ 印字する範囲を指定します。

③印字方向 ・・・ 印字する方向を指定します。

逆さ方向を指定すると、極データが１８０度回転

します。

④印字ループ回数 ・・・ 指定の印字範囲を何回繰り返すかを指定します。

⑤印字数量倍数 ・・・ 極データ毎の印字数量を指定倍数まとめて印字します。

⑥印字終了後、ワーク

を自動排出する

・・・ 印字終了後の自動排出をする/しないの選択をします。

自動排出をするときはチェックをします。

⑦印字開始 ・・・ 印字を開始します。

各項目を変更した時は「適用」ボタンを押した後「印字開始」ボタンを押してください。また、

処理を止めるには「キャンセル」ボタンを押してください。
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5.2. 基本操作の手順（記銘板）

記銘板モードでは、データ入力項目の違いと印字対象ワークの変更がありますので

基本画面が異なる部分があります。

● 　ラベル印字モード

記銘板に印字する時は

「通常モード」、長尺ラ

ベルに印字する時は「ラ

ベルモード」をチェック

してください。

全ての設定が完了し本体を

確認の上、「印字開始」ボ

タンを押しますと「MPモニ

タ」が表示され、印字作業

を開始します。

一時停止の場合は「一時停

止」ボタン、中止の場合は

「印字キャンセル」ボタン

を押してください。
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5.3. 詳細設定の手順

ここでは印字結果に対する印字濃度や印字位置の補正の設定について説明します。

基本画面の左上にある「詳細設定」タブをクリックします。

①印字濃度補正 ・・・ 印字濃度を補正します。

● 濃くするには「右」へ、

● 薄くするには「左」へ

タブをドラッグしてください。

②印字位置補正 ・・・ 印字位置を補正します。

上側が X軸、下側が Y軸となります。

右図を参考にタブをドラッグしてください。

③印字ピッチ補正 ・・・ 印字データの出力寸法を補正します。

● 長くするには「右」へ、

● 短くするには「左」へ

タブをドラッグしてください。

④印字速度 ・・・ 印字速度を設定します。

● 「きれい」を選択すると、処理速度は落ちますが通常より

鮮明に出力されます。（特殊入力等で図形データを印字す

る様な時に使用してください。）

● 「はやい」を選択すると、通常よりクォリティは落ちます

が処理速度が速くなります。

※ただし、印字環境や印字印象により印字速度を変更しても 

必要なクォリティを確保できない場合があります。

この詳細設定はワーク種類毎にテーブルを持ち、種類別に利用されます。

ここで行った設定変更は次回起動時にも有効になります。
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5.4. エラーについて

本体動作中に不具合が発生すると、MPモニタに表示されます。

● プリンターの電源を入れてください。

本体の電源が入っていないか、USBの接続が途切れています。

● リボン切れエラー

リボンを最後まで使用したか、緩んでガイドから外れています。

● ワーク切れエラー

ワークが正しくセットされていません。

● ワーク詰まりエラー

ワークが搬送ローラーとカッター部間で詰まっています。

● ワインダーエラー

チューブ送りレバーが一定時間以上、上がったままになっています。

● ラベル検出エラー

マス目ラベルを印字するのにラベルピッチ検出センサーを通していないか、

センサー内にラベルが張り付いていて検知不良を起こしています。

● カッターエラー

カッターユニットが上死点に戻っていません。本体パネルの「START」ボタンを

一回押して原点復帰させてください。

● その他エラー

カッターカバーが外れていたり、ヘッドユニット接続ケーブルが外れています。

MPモニタにエラーメッセージが表示された状態で、そのエラーを解除して「印字再開」ボタ

ンを押すとデータの途中から印字を再開します。「印字キャンセル」ボタンを押すと改めて

最初からの印字となります。
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 6. 環境設定

ここでは初期設定のデフォルトや各モードの個別の環境設定をする方法について説明します。

6.1. システム

ウェーブ４の全モードに共通する項目を設定します。

● エラー発生時 PC からエ

ラー音を鳴らす。

ウェーブ４の中で設定で

きない数値や変更できな

い項目を操作した場合に

ビープ音で注意を行いま

す。

● 印字終了時に音を鳴らす。

印字が終わった時に音で

お知らせします。

● ウィンドウの最下行にヒ

ントを表示する。

ウェーブ４の各ボタンを

ポイントすると画面の一

番下に説明が表示されま

す。

● デフォルトで印字イメー

ジを表示する。

編集画面の起動時に印字イメージを起動させます。

● 印字数量入力を省略する。

データ入力時に印字数量の入力を省略します。途中から数量変更する場合は

データ入力画面の「数量固定」ボタンを解除するか、数量入力のボックスを

選択して数量を入力してください。

● 入力あふれを無視する。

入力されたデータがピッチ内に収まらない場合、エラーとせずにあふれた文字を

無視して入力を確定します。

● 印字終了時に自動でワークを排出する。

印字作業終了時、本体に残っている印字済みワークを排出するまで動作を行います。

● 行数、段数の動的追加を有効にする。

“Shift”キーを押しながら“ Enter”を押すと行を追加、“ Ctrl”キーを

押しながら“Enter”を押すと段落を追加します。

※　設定したデフォルト値を出荷時の値に戻したい場合は「初期値に戻す」ボタンを

押してください。
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6.2. チューブモード

チューブモード新規作成時のデフォルトと個別の項目を設定します。

● 逐次印字を行う

次回起動時より、データ入力と同時

に印字を行う“逐次印字モード”に

移行します。

注）編集画面が開いているとチェッ

クができませんので一度編集画面を

全て閉じてください。

● 入力データにあわせてピッチを

伸ばす

入力データがワークピッチの設定の

長さを超えると自動的にカット長さ

を変更します。

● 縦方向印字のとき縦読みにする

チェックを入れると、縦方向印字の

ときに縦方向に読めるようになりま

す。

チューブモードの初期値はチェック

が入っています。

※　設定したデフォルト値を出荷時の値に戻したい場合は「初期値に戻す」ボタンを押してください。

6.3. 記銘板モード

記銘板モード新規作成時のデフォルトと個別の項目を設定します。

● 記銘板の前後をカットする

記銘板の前後にカッターで切れ目を

入れます。

● 縦方向印字のとき縦読みにする

チェックを入れると、縦方向印字の

と き に 縦 方 向 に 読 め る よ う に

なります。

記銘板モードの初期値はチェックが

入っていません。

※　設定したデフォルト値を出荷時の値に戻したい場合は「初期値に戻す」ボタンを押してください。
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6.4. マス目ラベルモード

マス目ラベルモード新規作成時のデフォルトと個別の項目を設定します。

● 縦方向印字のとき縦読みにする

チェックを入れると、縦方向印字の

ときに縦方向に読めるようになりま

す。

マス目ラベルモードの初期値は

チェックが入っています。

※　設定したデフォルト値を出荷時の値に戻したい場合は「初期値に戻す」ボタンを押してください。

6.5. 長尺ラベルモード

長尺ラベルモード新規作成時のデフォルトと個別の項目を設定します。

● 入力データにあわせてピッチを伸ばす

入力データがワークピッチの設定の

長さを超えると自動的にカット長さ

を変更します。

● 縦方向印字のとき縦読みにする

チェックを入れると、縦方向印字の

ときに縦方向に読めるようになりま

す。

長尺ラベルモードの初期値はチェッ

クが入っていません。

※　設定したデフォルト値を出荷時の値に戻したい場合は「初期値に戻す」ボタンを押してください。
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6.6. その他

チューブ径による寸法ズレの補正

や読込み可能な互換データの確認

を行います。

● チューブ径による送り補

正

各Φ数に分かれています

ので狂いが起こるΦ数の

割合を設定範囲に従って

補正してください。

● 読込み可能データ

現在読込み可能なファイ

ル形式が一覧表示されて

います。

● 詳細設定

互換データファイルを読

込む際、読込む方法など

を設定するファイル形式

がありますので、一覧表

示から選択し、「詳細設定」ボタンをクリックして読込み時の設定を行います。

例（ＣＳＶファイルの読み込み設定）

○ ＣＳＶ読込行設定

データ内で空白の

データが存在する場

合の読込み方法を指

定します。

○ ＣＳＶ区切り文字

コード

読込み可能な区切り

文字コードを指定し

ます。

※　設定を変更した項目全てを初期値に戻したい場合は「全て初期値に戻す」ボタンを押してくださ

い。
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 7. いろいろな機能

7.1. CSVファイルの読み込み

ここでは、CSV ファイル（テキストデータの一種、主に表計算ソフト等でよく使われて

います）を読込み、編集する方法について説明します。

CSV ファイルは市販の表計算ソフト等で作成することができます。通常のエクセル等の

表計算ファイルをそのまま読込むことはできませんが、保存形式を CSV形式で行うことに

より、ウェーブ４へのインポートが可能となります。

ファイルの読込方法として“かんたん読込”と“特殊フォーマット読込”の２種類が

ありますので、続いて読み込みの手順を説明します。

 7.1.1. かんたん読込の手順

1. 通常はカンマ区切り形式にて

ファイルを保存します。

2. ウェーブ４を起動し、スター

トメニューから「ファイルを

開く」ボタンをクリックして

ください。

3. 環境設定の読込み可能データ

一覧に“ＣＳＶファイル”が

あれば画面に表示されますの

で、ＣＳＶファイルが保存さ

れている場所を選択してくだ

さい。

4. ファイルが表示されれば、選択して「開く」ボタンを押してください。「ＣＳＶ

ファイルの読込み」画面が表

示されますので続けて各設定

を行います。

5. MP-012 にインポートする

ワーク種類を指定します。

6. 右表の｢かんたん読込｣タブを

クリックし、データインポー

トの設定を行います。

7. 表内のどの列を印字データに

するかを指定します。

最大３行までのデータを変換

することができます。

8. 印字数量を全て同じ数量にす

るか、データの中で指定する

かを選択します。
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9. 読込み範囲は何行目から何行目までであるかを指定します。

10.「読込みオプション」をクリックすると、ＣＳＶファイル読込みの詳細設定を

確認できます。

11.全ての設定が終われば「すべてＯＫ」ボタンを押してください。インポートが

開始され、編集画面が開きます。

7.1.2.特殊フォーマット読込の手順

線番表等を読込む際、仕様により列データを結合する等の特殊な形式で読込むよう定義を

作成してインポートさせることができます。

1. 1.～5.までのかんたん読込の手順通りにファイルを読込みます。

2. 右表の｢特殊フォーマット読込」タブをクリックし、データインポートの設定を

行います。

3. ＣＳＶ読込フォーマット欄に

次ページの“定義に使用する

式リスト”を参考に読込み形

式を定義した数式を入力しま

す。

4. 読込データ詳細プロパティで

データのフォント及び読み込

み時の関連付けをチェックし

ます。

5. 全ての設定が終われば｢すべ

てＯＫ｣ボタンを押してくだ

さい。インポートが開始され、

編集画面が開きます。

26



定義に使用する式リスト

注１）　印字数量指定と数量列指定は定義上同数式には出来ません。
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記号 意味 説明 記述例 イメージ

2

データ区切 2,4

改行 3/1

改段落 1^2/3

2+5

2+" "+5

3*20

3#4

 数字 列番号
の指定

印字データとして利用する列番号を指定しま
す。
先頭は1行目データとして使用する列番号か
ら開始します。

 ,
(カンマ)

CSV 1行中から2極以上に分けて読込む時に
指定します。

 /
読込の行を変更するときに指定します。
最初は1行目、改行する毎に2行目、3行目に移
行します。

 ^ 読込の段落を変更するときに指定します。
2段落目に移行可能なときに移行します。

 + 列の
連結

CSVの同一行のデータをくっつけて読み込む
ときに指定します。

 " " 任意文字列
の挿入

" "で囲まれた文字列を印字データとして読
み込みます。
 " を文字として読み込むときは前に \ を
付けて \" とします。
 \ を文字として読み込むときは前に \ を
付けて \\ とします。

 * 印字数量
の指定

印字数量を1～9999までの範囲で直接数字で
指定します。
読込フォーマットの末尾で指定してください
。
「印字数量列の指定」と併せて設定は出来ま
せん。

 # 印字数量列
の指定

印字数量として読み込む列を指定します。
読込フォーマットの末尾で指定してください
。
「印字数量の指定」と併せて設定は出来ませ
ん。



7.2. CSVファイルにエクスポート

ウェーブ４では作成したデータを MP-012 以外で使用できるようＣＳＶ形式のテキスト

ファイルで保存することができます。

1. データ作成が完了したら「メニューバー」→「ファイル」→「ＣＳＶ形式エクス

ポート」をクリックします。

2. データ保存画面が開くので、ファイルに名前をつけて保存します。

データはＣＳＶ形式（カンマ区切り）にて保存され、保存される内容は

“１行目”,“２行目”,“３行目”,“２段落１行目”,“２段落２行目”,“２段落３行目”, 

“印字数量”となります。

※初期設定等のワーク情報は保存されません。

7.3. 定寸カット

ウェーブ４では、チューブを印字せずに定寸でカットのみ行うことができます。

無地チューブを作成するときにご利用ください。

1. 「メニューバー」→「ファイル」→「チューブ定寸カット作成」をクリックします。

2. カットするチューブに応じて以下の項目を設定してください。

① チューブ径を入力します。

② カットする長さを入力します。

③ カットする個数を入力します。

3. ①～③を入力した後「全てＯＫ」ボタンをクリックすると、データ入力画面が

表示されます。

4. チューブをセットして「印字開始」ボタンをクリックして作業を行います。

7.4. 逐次印字

ウェーブ４ではデータを全て入力後に印字するのではなく、入力したデータを即座に

印字することができます。

1. ウェーブ４を立ち上げて初期設定などの編集画面に入る前に環境設定の

チューブモードにある“逐次印字を行う”にチェックを入れ、「ＯＫ」ボタ

ンを押し、一旦ウェーブ４を終了させると、次回立ち上げ時より逐次印字

モードに入ります。

2. 通常通りの作業を行い、データ入力画面に入った時点で「印字開始」ボタン

を押してスタートさせると、それ以降は個数が確定すると印字を行います。

印字されたデータは画面から削除されます。

3. 逐次印字モードから通常モードに戻るには『１．』でセットしたチェックを外し、

再度ウェーブ４を起動してください。

※　逐次印字モード起動時はチューブモードでのみ動作します。

※　逐次印字モードでは印字終了後の自動排出は行えません。
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 8. 終わりに

もし、ウェーブ４の操作上わからないところがございましたら、

壬生電機製作所お問合せ番号

       ０７５（６８１）８５６１

もしくはお問合せメールアドレス

       printer@mibudenki.co.jp  まで、お気軽にお問合せください。

今後とも壬生電機製作所製品をよろしくお願い致します。
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