
A

ようこそ
この取扱説明書は大切に保管してください。

（商品の取り扱いに関する注意事項・使用方法など、重要な情報を記
載しています。）

Revised: April 25, 2016

SLOW

FAST

the3Doodler.jp

#WhatWillYouCreate?

取扱説明書



1

セクション１：警告

本商品の廃棄について 3Doodler を廃棄する場合は、一般の家庭ごみ
と一緒には捨てないでください。廃棄処理による環境や人体に害を及
ぼす可能性をなくすために、各地方自治体の処理区分に従って処分して
ください。
廃棄の詳細については、各地方自治体にお問合せください。

• 3Doodler のノズル及び先端のゴム部分は
  非常に熱くなりますので絶対に触れないでくだ
  さい。触れたら火傷する恐れがあります。
• ノズルを可燃性物質の近くに置いたり、接触さ
  せないでください。
• 使用時には、3Doodlerは熱いので触れてはい
  けないという事を、周囲の人に知らせてくだ
  さい。

使用しない時、保管する前には商品のプラグを
外し、スイッチをオフにしてください。

保管する前に、完全にノズルを冷ましてくだ
さい。

クリーニングツールは使用する際、本体の熱に
よって大変熱くなります。3Doodlerのクリーニ
ングに使用した後には、クリーニングツールの
金属部分に触れないでください。火傷をする恐
れがあります。

3Doodler を浴槽、シャワー、洗面器、その他、
水の入った容器の近くなど、湿気・水気のある
場所で使用しないでください。感電により死に
至る可能性があります。

本商品の対象は大人のみです。
子供の手の届かないところに保管してください。

警 告
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セクション２：
3DOODLERを使用する

動かし方：
3Doodler は、高温になった先端部（ノズル）にプラスチックを押し込み
溶かし出す為に、モーター（ドライブ・ギア）を使用します。この過程を押出
しと言います。このユーザーマニュアル内において、この動作について度々
言及します。ペンから押し出されたプラスチックはすぐに冷めて固くなるの
で、立体物を描くことができます。このユーザーマニュアルは、その方法を
記載しています！

3Doodler を快適に、失敗なく使用するためのステップ・バイ・ステップの
ガイダンスとして、このマニュアルを作成しました。これらのステップに精通
することで、3Doodler を完全に使用出来るようになります。

ライトの説明：

赤の点灯：
加熱中 （お待ち下さい）
青の点灯： 
HI - ABS/FLEXY  
緑の点灯：
LO - PLA
青/緑の点滅：
プラスチックの逆回転

• 一度クリックすると、
   スタートします。 

• 再度クリックすると、
   停止します。

• ダブルクリックする
   と、逆回転します。

SLOW

FAST

スピードボタンの説明：
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ノズル
プラスチックが出るペンの先
端部。使用中には大変熱く
なります。

1 ドライブ・ギア 
ペンの中でプラスチックを押
し出します。

7

「速い」 スピードボタン2 電源スイッチ 
3Doodlerの電源を入れ、温
度設定をHIかLOにするため
のスイッチです。

8

「遅い」 スピードボタン3 プラスチック挿入口 
3Doodler の後方にある、
プラスチックを挿入するた
めの穴。

9

ライト 
色によって3Doodlerの使用
状態を知らせます。

4 プラスチック10

電源アダプタ5 温度調整器11

メンテナンスカバー 
ペン内部の状態を確認する
ことができます。

6 制御ポート12

5
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10-15
secs

H
I
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O

FF

電源スイッチをHIにします。

プラスチックを溶かす為に必要な温度に達する間、ライトは赤く点灯しま
す。ライトが青になったら、温度に達し、プラスチックを押し出す準備が完
了した状態となります。

ステップ１：3DOODLERの電源を付
け、熱くなるのを待ちます。

3Doodler を電源アダプタに接続し
て、コンセントに差し込みます。

電源アダプタ

ライトが青に点灯

60-90
secs

ステップ２： 
プラスチックを入れて、押し出す

ライトが青であることを確認し、プラ
スチックをプラスチック挿入口から
挿し込みます。

ブルーライト

親指と人差し指を使って、プラスチッ
クを優しくつかみ、ドライブ・ギアに
よってプラスチックが引っ張られる
のを感じるまで、押し込みながら時
計方向に回します。

時計方向にひねる

ABS （マット）プラスチック
（3Doodler Box内にある）を1つ
選びます。

「速い」スピードボタンを一度クリッ
クします。ドライブ・ギアがスタート
する音が聞こえます。

x1

約１０～１５秒後、ノズルからプラス
チックが押し出され、数秒後に押し
出されたプラスチックは固まります。

「速い」スピードボタンを再度クリ
ックして、プラスチックの押し出し
を止めます。

x1

1
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x1

ステップ３：
自分の名前を3DOODLERで描く。
下の枠内に、3Doodlerを使って、自分の名前を描いてみましょう。

枠内に、マーカー、ペン、鉛筆など好
きな筆記具を使用して、名前を書き
ます。草書体、または、文字同士を繋
げたブロック体をお奨めします。

まるで鉛筆で書くように紙に沿って
プラスチックを引くことによって、途
切れる事なく名前が描けます。ゆっ
くりと、着実に描いてください。

描いた名前を紙から剥す為に、紙の
外側を曲げて、取り外します。

「速い」スピードボタンを一度クリ
ックします。プラスチックが押し出
される際に、紙の表面にプラスチッ
クが引っ付くように、ノズルを紙に
付けます。

名前を描き終わったら、再び「速い」
ボタンを一度クリックして、押し出し
を止めてください。

あなたの名前

#MyFirstDoodle
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x1

ステップ４：空中に描く。
このセクションを始める前に、下記の全てのステップを読んでくださ
い。3Doodlerで空中に線を引く方法を教えます。

紙の上にプラスチックを押し出し、
てんとう虫程の大きさのダマを作
って、それが固まったことを確認し
てください。

押し出しを止めるために、「速い」ス
ピードボタンを押してください。この
時、ペンは動かさないでください。

そのままペンを持ち上げて、プラス
チックを3.8 cm程、紙から離して伸
ばしてください。

3.8 cm

プラスチックがペンの先端に付い
た状態で、数秒間そのままでいて
ください。

5-6
secs

プラスチックが固まったら、ペンを引
っ張ってください。線は空中に伸び
た状態で残ります。

よくやりましたね！空中で3Doodlerを使えました！これは貴方が
3Doodlerを使って様々な素晴らしい立体物を創るための、貴重な足
掛かりになります。

ステップ５： 
もっと 3DOODLER で遊びましょう！
     今後の制作、計画、創造のために、下記を参考にしてください：

ユーチューブ・ビデオ： 立方体
https://www.youtube.com/3Doodler

ユーチューブ・ビデオ： 曲がりくねった形
https://www.youtube.com/3Doodler

マニュアルに掲載のテンプレート：
メガネ - P.16-17

マニュアルに掲載のテンプレート：
エッフェル塔 - P.13-15

想像力を掻き立てて、より楽しむ為のプロジェクト：
http://the3Doodler.jp/communityMORE

1
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ユーチューブ・ビデオ： 立方体
https://www.youtube.com/3Doodler

ユーチューブ・ビデオ： 曲がりくねった形
https://www.youtube.com/3Doodler

マニュアルに掲載のテンプレート：
メガネ - P.16-17

マニュアルに掲載のテンプレート：
エッフェル塔 - P.13-15

ステップ６：リバース（逆回転）させて、
プラスチックを取り除く。

プラスチックの逆回転がストップしたら、プラスチックの後ろを優しく引っ
張り、安全に取り外します。

ブルーライト

ペンの温度設定をHIに設定し、青の
ライトが点灯するまで待ちます。

H
I

LO
O

FF

スピードボタンをダブルクリックし
ます。ライトが点滅し始めたら、プ
ラスチックがリバースをしている
状態です。

x2

青に点滅

13.5
cm

プラスチックが13.5cmより短くなるとリバースで取り出すことが出来ま
せん。最後まで使い切ってください。（他の方法としては、メンテナンスツ
ールでプラスチックを取り出します。セクション３、ステップ３Bを参照く
ださい。）

注意： 

続けて使用する前に、3Doodlerで使用出来る異なったプラスチッ
クのタイプと、タイプ別のセッティング方法について学びましょう。

ABS(マット）：
温度：HI 
ライト:青
特徴:空中で描くのに最適
見分け方:プラスチックの断面が、半円型
に白くなっている。

PLA（グロス/クリアー/メタリッ
ク/スパークル）：
温度：LO
ライト:緑
特徴：環境に優しく、つやのある芸術作品
を作成するのに最適。
見分け方：曲げる時にとても固い。断面は
白くなっていない。

ABS樹脂を使って3Doodlerができた今、他の種類のプラスチックを使
えるようになるために必要な知識をお教えします。

FLEXY：
温度：HI
ライト:青
特徴：柔軟性があり、曲げやすい。
見分け方：プラスチックは柔軟性がある。

H
I

LO
O

FF
H

I
LO

O
FF

H
I

LO
O

FF

3Doodler からプラスチックを取
り出した後、再度、そのプラスチ
ックを使用する際には、少しでも
溶けた箇所があれば、その部分
をハサミなどで切って、取り除いて
ください。

注意   ハサミで切り落とします！
 

ヒント プラスチックタイプとセッティング。

1

3

2
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H
I
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FF
x1

x1

ステップ７： 
PLA プラスチックに交換しよう！

ブルーライト

PLAプラスチック

ペンの温度設定がHIの状態で、PLA
プラスチックを挿入口から入れま
す。この時、以前使っていたABSと
違う色を使うことをお奨めします。

H
I

LO
O

FF

PLAプラスチック

ABSプラスチック

押し出されたプラスチックの色が
変化し始めたら、PLAに切り替わ
った事を示します。スピードボタ
ンを一度クリックして、押し出しを
止めます。

時計回り

プラスチックを押し込んだ状態で、
「遅い」スピードボタンを一度クリ
ックしてください。ドライブ・ギアに
よって、プラスチックが引っ張られ
ていくまで、必要であればプラスチ
ックを押しながら、時計方向に回し
てください。

x1 遅い

遅い
速い

ライトが赤く点灯

ライトが緑に点灯

PLAプラスチックが使えるようにな
ったので、いずれかのスピードボタ
ンをクリックして、押出しを始めて
ください。

ペンの温度設定をLO設定に切り
替えます。ライトが緑になるまで
待ちます。

H
I

LO
O

FF

ステップ８：電源のオフ

プラスチックのリバース機能を使っ
て、ペンから全てのプラスチックを取
り除いてください（スピードボタンを
ダブルクリックします）。端を切るこ
とを忘れずに！

電源スイッチをOFFにします。

保管する前に3Doodlerを完全に冷
やしてください。

２時間程度使用するたびに3Doodlerの電源を落とし、休ませること
を強く推奨します。

動作を停止させた状態で５分間放置すると、3Doodlerの加熱システムは
自動的にオフ状態になります。その場合、スピードボタンのうちの１つをク
リックするか、あるいは電源スイッチを一旦オフにし、再びオンにします。

注意：

ペンを休ませる：

電源アダプタ

x2

1

3

5

2

4

1

3

2



8

セクション３：トラブルの解決
道具（ボックスに入っている物）
3Doodler の問題解決の方法を紹介する前に、ボックスに収められて
いる３つの便利な道具を紹介します。

ミニ・スパナ

ノズルを締めたり、外したりす
るのにご使用ください。
ノズルの取付け・取外しは、
必ずペンが温まっている状態
で行ってください。また、過度
に締め過ぎない様にしてくだ
さい。ノズルの装着部分が破
損する可能性があります。

メンテナンスツール：

短くなったプラスチック
をドライブ・ギアの中に
押し込むのに役立つ道
具です。

ミニ・スクリュードラ
イバー 

メンテナンスカバーを外
すための道具としてご使
用ください。

これらの紹介を終えて、貴方の3Doodlerに起こり得る色々な問題点
と、その解決法について段階を踏んで見ていきましょう。
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1. ペンの電源が入らない！
   （ライトが点かない）
以下の事をダブルチェックしましょう。
A. 電源アダプタは、電源出力できるところに差し込まれていますか？

B. ペンと電源アダプタは正しい箇
所に接続されていますか？

H
I

LO
O

FF

もし、貴方がスペアの電源アダプタをお持ちであれば、3Doodlerをテス
トするためにそれをご使用ください。これによって、3Doodler本体に問
題があるのか、それとも電源アダプタに問題があるのかを確認すること
ができます。

注意：

C. 3Doodler の電源スイッチがオフ
になっていないかをご確認ください。

3. プラスチックが 3DOODLER から
    押し出されません。
3A. プラスチックがドライブ・ギアに噛み合っていません。

プラスチックが、ドライブ・ギアに引っ張られていくのを感じるまで、優しく
プラスチックを押して、時計方向に回してください。 

上手く行かない場合は、プラスチックをリバースして取り出し、（セクション
２のステップ６を参照）。プラスチックの端を切り落として、再度挿入し、動
作を再開してください。 

もしプラスチックが短くなり、ドライブ・ギアに噛まない場合は、3Bに移
動してください。

3B. プラスチックが短すぎてドライブ・ギアに噛んでいません。

ノズルを取り外して、メンテナンスツ
ールを使用してください。

ペンが熱い状態（ライトが青か緑
に点灯している状態）で、ミニ・スパ
ナを使用して、ノズルを取り外して
ください。

ノズルを取り外した口からメンテナ
ンスツールを挿入し、ペン先にある
短くなったプラスチックを優しく押し
出してください。

ミニ・スパナ

青ま
たは
緑のラ
イト

2. プラスチックは押し出されるが、
    紙に引っ付かない。あるいはノズル
    周辺でカールしてしまう。
押し出しを一度止め、以下の指示に
従って、再スタートさせてください。

プラスチックが押し出され始めたら、
プラスチックが紙などの表面に付く
ように、ノズルをしっかりと押し付け
てください。
まるでペンで描くように、途中で止め
ず、しっかりと表面をなぞるようにプ
ラスチックを引いてください。

ペンはゆっくり着実に動かし続けて
ください。プラスチックを紙に付け、
ノズル周辺でカールしないようにす
る必要があります。

青または緑
のライト

メンテナンスツール
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3C. プラスチックがドライブ・ギア周
辺で巻き込まれています。

ミニ・スクリュー・ドライバーを使っ
て、メンテナンスカバーを取り外し
てください。

ミニ・スクリュードライバーか、メン
テナンスツールを使用し、引っ掛か
っているプラスチックを取り除き、メ
ンテナンスカバーを開けた箇所、ま
たは、プラスチックの挿入口から取
り出してください。

ミニ・スクリュー
ドライバー

メンテナンス
カバー

メンテナンスツール

連続して使用することにより、ノズ
ルが緩んでしまっている可能性が
あります。ペンが熱い間（ライトが
青か緑に点灯している状態）、ミニ・
スパナを使って優しくノズルを時
計方向に締めてください。過度にキ
ツく締めすぎて、壊さないように、
抵抗を感じたら締めるのを止めて
ください。

A. 「速い」か「遅い」のボタンを一度クリックしてください。

B. もしステップAで問題が解決しない場合は、3Doodlerの電源アダプタ
のプラグを外し、もう一度差し込んでトライしてください。

5. プラスチックの押出しが止まらない。

4. プラスチックがノズル周辺から漏
    れている。

ペンが熱い時（ライトが青か緑に点灯している状態）に、「速い」か「遅い」
のスピードボタンをダブルクリックしてください。

ライトが点滅を始めたら、プラスチックをリバースしている状態です。
一旦、プラスチックのリバースが止まったら、プラスチックの後ろを優しく
引っ張って、ペンから安全に取り除いてください。 

もしプラスチックが短すぎてリバース出来ない場合は、セクション３のステ
ップ３B をご確認ください。

6. 使用したプラスチックはどうしたら
　 リバースできますか？

注意:  プラスチックの端を切り落としてください。後でプラスチックを
挿入するのが楽になります。

プラスチックが短くなった為にリバース出来なくなった、もしくは短くなり
過ぎてドライブ・ギアシステム部分を超えている可能性があります。メンテ
ナンスカバー越しに状態を確認してください。

メンテナンスカバー越しに、これらの状態を確認することが出来ます。

7. プラスチックをリバースさせました
    が、出てきません。

これらの両方の件に対しては、以下のオプションを試してみてください。
• 新しいプラスチックを挿入するか、メンテナンスツールを使用して、押出
しをしている間にプラスチックを押し込んでください。

残りが短くなった為、ドライブギアでリバースをすることができません。

ミニ・スパナ

短くなり過ぎた為、ドライブギアを越えています。
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ペンが熱くなるのに約６０～９０秒掛ります。もしそれを行った後で、ペン
が未だ熱くならず、ライトの光が赤のままであれば、ペンの電源を点けたり
消したりしてみてください。それでも改善しない場合は、 
3doodler@nakabayashi.co.jp にお問合わせください。

ペンが加熱しない！（ライトが赤い点灯
のまま）

セクション４：
役立つ情報とベストな実践

• 3Doodler を最適な状態で使用するために、プラスチックに対して正し
い温度セッティングでの使用を提案します。

• 3Doodler のスイッチを点けて、プラスチックを挿入する前に、使用して
いるプラスチックのタイプをチェックしてください。もし分からない場合は、
その問題を解決し、プラスチックを特定できる便利な表があります。

プラスチックのタイプとセッティングに
注意してください。

端が切り落とさ
れていない

VS

端を切り
落とす

プラスチックの端を切り落とすことを
忘れないでください。
• 3Doodler からプラスチックを取
り除いた後、再度、プラスチックを
挿入する前に、プラスチックの端の
溶けている箇所を切って、取り除い
てください。トラブルや詰まりのリス
クを軽減することが出来ます。

もしくは
• ノズルを取り外し、メンテナンスツールを使用して、ノズルを取り外した
口から、挿入口に向けてプラスチックを押し出してください。（セクション３
のステップ３B を見てください）

メンテナン
スツール

ABS(マット）：
温度：HI 
ライト:青
特徴:空中で描くのに最適
見分け方:プラスチックの断面が、半円型
に白くなっている。

PLA（グロス/クリアー/メタリッ
ク/スパークル）：
温度：LO
ライト:緑
特徴：環境に優しく、つやのある芸術作品
を作成するのに最適。
見分け方：曲げるとき、とても固い。断面
は白くなっていない。
FLEXY：
温度：HI
ライト:青
特徴：柔軟性があり、曲げやすい。
見分け方：プラスチックは柔軟性がある。

H
I

LO
O

FF
H

I
LO

O
FF

H
I

LO
O

FF
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• 指示した以外の方法で、3Doodlerの後ろからプラスチックを引っ張ら
ないでください。

• 3Doodler を続けて２時間使用した後は、約３０分程、電源をオフにし
て休ませてください。

一旦、プラスチックのリバースが止まったら、プラスチックの後ろを優しく
引っ張り、ペンから安全に取り除きます。

いずれかのスピードボタンをダブル
クリックしてください。ライトが点滅
すると、プラスチックがリバースされ
ている状態になります。

ペンをHIにセットし、ライトが青く点
灯するまでお待ちください。

• ノズルを取り外す必要がある場
合は、3Doodlerが冷たい状態では
絶対に取り外さないでください。必
ずペンがオン（ライトが青か緑に点
灯している状態）の状態で取り外し
てください。
  
• もしノズルを締め直す必要がある
場合は、ノズルを過度に締め過ぎな
い様ご注意ください。ノズルが破損
し、3Doodler に深刻な損傷を与え
る恐れがあります。

ノズルの取り扱いにはご注意ください。

リバースさせ、プラスチックを正しく
取り除く。

ペンを休ませる

青または緑
のライト

ブルーライト

H
I

LO
O

FF

x2

青に点滅1

3

2

SPECIFICATIONS
Output Power: 6W
Output Voltage: 5V
Input Voltage: 5V

CARE & MAINTENANCE
For care and maintenance information, and more advice on how to use your 
3Doodler, please refer to our website: the3Doodler.com
To troubleshoot, please visit: the3Doodler.com/troubleshooting

This marking indicates that this product should not be disposed of with 
other household wastes. To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to 
promote the sustainable reuse of material resources.

LIMITED WARRANTY
For more details on your limited warranty, pleae visit:
the3Doodler.com/warranty
For 3DoodlerÕs Terms and Conditions and other notices please refer to our 
website: the3Doodler.com/terms-and-conditions

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation.

仕様：
Output Power： 6W 
Output Voltage： 5V
Input Voltage： 5V

ケアとメンテナンス 
ケアとメンテナンスの情報について、また、3Doodlerの使い方について
の更なるアドバイスについては、ウェブサイトthe3doodler.jp をご参照
ください。  
トラブルの解決方法については、the3Doodler.jp/troubleshooting 
を参照ください。

商品の保障について
商品の保障についてのより詳しい情報は、the3Doodler.jp/warranty 
を参照ください。
その他の内容に関しては公式WEBサイト the3Doodler.jp/
をご参照ください。    

この印は、この商品が家庭用ゴミと一緒に破棄してはいけない
ことを示しています。廃棄による、環境や人体の健康に害を与
える可能性を避けるため、また、環境に優しい資源の再利用を
促進するためにリサイクルを促しています。

仕様は通知なしで、変更や改善され
ることがあります。
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x4

セクション５：テンプレート
エッフェル塔
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