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内容物1.

●本体

●ディスプレイ取り付けねじ
（M5×8mm ボタンCAPボルト　2個、
本体のディスプレイ取り付け部に仮止め）
●フィラメントホルダー支柱取り付けねじ
（M5×8mm ボタンCAPボルト　2個、
フィラメントホルダー支柱に仮止め）

●電源コード　●フィラメントホルダー
支柱取り付けナット
（M5 T ナット　2個 
フィラメントホルダー支柱に仮止め）

●microSDカードおよび
microSDカードリーダー

●ディスプレイ ●フィラメントホルダーパーツ
フィラメントホルダー
フィラメントホルダーねじ
フィラメントホルダー支柱

TF

●フィラメント
（PLA　約50g） ●ノズル

（スペアパーツ）

●スパナ
（6mm、8×10mm）

●ニッパー ●マニュアル

●スクレイパー ●ドライバー

● 六角レンチ
（1.5mm、2.0mm、
2.5mm、3.0mm、
4.0mm）

●ニップル
（スペアパーツ）

●その他スペアパーツ
M5ボルト×2
M5ナット×3
ボーデンチューブストッパー（大）
ボーデンチューブストッパー（小）×2
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付属のスクレイパー、ドライバー、ニッパーなどの工具は尖った部分がありますので、
取り扱いにはご注意ください。付属工具について



故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源コードを抜く
    ●煙が出ている、変なにおいや音がする
    ●ファンの回る音がしない
    ●本機に水がかかってしまった
このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源コードを抜いて販売店
あるいは当社修理ご相談窓口に修理・点検を依頼してください。
分解、改造しない
火災・感電の原因となります。
内部の点検・整備・修理は販売店あるいは当社修理ご相談窓口に依頼してください。
可燃性ガスや可燃性液体がある場所や化学薬品の保管場所では使用しない
火災の原因となります。
電源が入っているときはノズルやベッドを触らない
ノズルは最大で255℃、ベッドは最大で110℃になりますので、やけどやけがの原因となります。
ノズルから出てくるフィラメントを触らない
ノズルから出てくるフィラメントは高温になっていますので、やけどやけがの原因となります。
手袋やゆったりとした衣服を着て操作しない
エクストルーダー（ヘッド）やベッドが動作するときに引っかかり、けがや故障の原因となります。
放熱を妨げない
    ●机の下や本棚など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない
    ●布やシーツをかけたり、箱で覆ったりして使用しない
本体の熱が逃げず、本体の機能が発揮されなかったり、火災や故障、誤作動の原因になります。
小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない
感電、やけどやけがの原因となります。
水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない
    ●風呂場や脱衣場など湿度の高い場所では使用しない
    ●調理台や加湿器のそばには置かない
    ●雨や雪などがかかるところで使用しない
    ●本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない
本機に水滴や液体がかかった場合、火災・感電の原因となります。

安全上のご注意

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。警告

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。注意

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告

2.

禁 止

注 意電源プラ
グを抜く

ぬれ手
禁止

水ぬれ
禁止

発火
注意

分 解
禁 止

高温面
注意
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PLAフィラメントについて

小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない
けがの原因となります。
強く曲げたり、乱暴に扱わない
フィラメントが折れてケガの原因となります。



不安定な場所や振動する場所には設置しない
強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。本機が落下したり倒れたりして、けが
の原因となります。また造形精度が悪くなる原因にもなります。
フィラメントホルダーを持って移動しない
部品が外れて、けがの原因となります。
本機の上にものを乗せたまま移動しない
本機の上にものを乗せた状態で移動すると、落下や転倒してけがの原因となります。
付属の電源コード以外を使用しない、また本機以外に使用しない
火災や感電の原因となります。
電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり、無理に曲げたり、捻ったり、引っ張った
り、電源コードを熱器具に近づけたりしない
コードが傷つき、火災や感電の原因となります。
電源コードはコンセントに根元まで確実に差し込む
火災や感電の原因となります。
電源コードを外す時はコード部分を引っ張らない
コードが傷つき、火災や感電の原因となります。プラグを持って抜いてください。
電源コードを束ねた状態で使用しない
発熱し、火災の原因となります。
傷ついた電源コードは使用しない
火災や感電の原因となります。
移動時は電源コードをはずす
コードが傷つき火災や感電の原因となります。
お手入れの際は電源コードを抜く
お手入れの際は、安全のため電源コードを抜いてから行ってください。
濡れた手でコード類、スイッチ類の操作をしない
故障・感電の原因になります。

指定以外のものは使用しない
フィラメントは必ず当社指定のものをご使用ください。ノズルが目詰まりしたり、誤作動や故障の原因と
なります。なお、指定品以外の使用による不具合については保証対象外となることがあります。
湿度の低い場所で保管する
フィラメントは吸湿性が高いため、開封後はなるべく早く使い切るようにしてください。使い残った場合
は密閉容器に乾燥剤とともに、直射日光の当たらない場所に、常温で保管してください。

※私的使用を目的とした個人または家庭内での私的複製以外は著作権法上権利者に無断で使用できません。

注意

PLAフィラメントについて
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 高温面注意の警告表示です。触れるとやけどを負う恐れがありますので、点検・修理は冷めてからおこなってください。
    

記載場所：エクストルーダー部、ベッド部（表面および裏面）

本体の警告表示とシンボル



①エクストルーダー（ヘッド）
プリントヘッドとも呼ばれ、内部にはヒーターが付いており、フィラメントを熱してノズルから出力します。前方と側面にファン
（側面はシロッコファン）が付いています。これ自身はX軸方向（正面から見て左右方向）にだけ動きます。
②ベッド（プラットフォーム）
下部の四隅にアジャストノブが付いており、これを回すことによって、ベッドの傾きやノズルまでの距離を調整します。ベッ
ド上にはマグネットシートが取り付けられており、造形物を容易に取り外すことができます。底部にはヒーターが付いており、
ノズルから出たフィラメントを適度な温度で保持します。ベッド自身はY軸方向（正面から見て前後方向）にだけ動きます。
③コントロールボックス
メイン基板が収まっており、正面にはmicroSDカードのスロットが付いています。底部にファンが付いています。
④操作画面ユニット
表面にはディスプレイとコントロールノブが、裏面にはコントロール基板が付いています。このパーツはご自身で装着してい
ただく必要があります。
⑤電源ユニット
正面から見て右側にファンが付いています。
⑥押し出しユニット
フィラメントを白色のボーデンチューブを介してエクストルーダーに供給します。
リールから引き出されたフィラメントはこの押し出しユニットによって、必要量を供給したり、エクストルーダーが移動する
ときは逆に巻き上げたりもします。
⑦フィラメントホルダー
フィラメントを取り付けます。このパーツもご自身で装着していただく必要があります。
⑧リードスクリュー
これが回転することで、エクストルーダーが取り付けられているバーをZ軸方向（正面から見て上下方向）に動かします。

各部の名称および付属品について3.
[ 本体 ]

電源ユニット（⑤）

フィラメントホルダー（⑦）

押し出しユニット（⑥）

リードスクリュー（⑧）

エクストルーダー（①）
（ヘッド）

ベッド（②）
（プラットフォーム）

アジャストノブ

microSDスロット

コントロールボックス（③）

操作画面ユニット（④）

電源スイッチ

ディスプレイ

コントロールノブ
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付属のmicroSDカードの中には下記のデータが入っています。
（ルートディレクトリ）
　　サンプルのGコードファイルが入っています。

1.User Manual_Ender-3S_EN V.2.2 フォルダー
        英語のマニュアルが入っています。

2.Software and Drive フォルダー
        スライサーソフトが入っています。本取扱説明書で説明している「Ultimaker Cura」もこの中に入っています。

3.Trouble-Shootingフォルダー
        英語のトラブルシューティングマニュアルが入っています。

4.Model フォルダー
        サンプルのSTLファイルが入っています。

フィラメントは当社のcheero3DフィラメントFL-PL340-WHと同等品です。

エクストルーダー下部を覗くと見える金属部分がノズルです。この部分が高温になってフィラメントを押し出します。
造形精度を保つため、経年劣化したら取り替えます。

押し出しユニットと白いボーデンチューブの間に付いている金属パーツがニップルです。こちらも経年劣化したら取り替え
ます。 

●造形速度
造形中にリアルタイムで変更可能です。
●ノズルの設定温度とベッドの設定温度
造形データで指定した温度かメニューから設定した温度を表示します。
●ファン速度
シロッコファンの回転速度を表示します。100％で最速です。回転していないときは表示されません。
●現在までの造形時間
エクストルーダーの動きに関係なくメニューの「Print from TF」でファイルを選択してからの経過時間を表示します。

[ 操作画面ユニット ]

[ 付属microSDカード ]

[ 付属ニップル（スペアパーツ）］

［付属ノズル（スペアパーツ）］

［付属フィラメント］

ノズルの設定温度

造形速度

造形の進行状況

現在までの造形時間

ベッドの設定温度

ベッドの現在の温度
ファン速度
現在のノズル位置

ノズルの現在の温度

プッシュ：決定（サブメニューに入る）
タ ー ン ：選択／値の変更
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cheero3D pro の準備4.

【ディスプレイの取り付け】

ディスプレイ裏側のコントロール基板に取り付けられたソケットのうち、前方から見て左端（裏側から見て右端）のEXP3と
書かれたソケットに、10色に色分けされたフラットケーブルを差し込みます。

【フィラメントホルダーの取り付け】
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ナットが溝の中で、
溝に対して垂直になる

と外れません

※「？　？　？」と「X　Y　Z」が交互に表示されます。

ナットをボルトに通し、十分緩んだ状態でナット
を溝に差し込み、とくに意識せずにボルトを
回すと、通常自然に「〇」の状態になります。

■設置場所
換気が良く、ほこりの少ない、水平な場所に設置します。
　※振動や不安定さは造形品質の劣化につながります。
ベッド（プラットフォーム）の傾きやノズルとの距離調整が必要ですので、本体の周囲は十分な空間を取るようにします。

■設置場所の環境
温度や湿度が変化がないようにします。とくに造形時間が長くなるときは、造形開始時と造形終了時で温度や湿度に変化が　
あると、精度の高い造形ができないことがありますので注意してください。
同じ理由で、エアコン、扇風機やファンヒーターなどの風が直接当たらないように気をつけてください。

■ディスプレイおよびフィラメントホルダーの取り付け

■ベッド（プラットフォーム）の調整（レベリング）
1. A4サイズ程度のコピー用紙あるいは上質紙などの薄い紙を用意します。
2. 電源スイッチを入れるとディスプレイに Info screen（トップページ）が表示されます。

3．コントロールノブを押すと、メインメニューが現れますので、コントロールノブを回し、メニューから「Prepare」
を選び、コントロールノブを押して決定します。

EXP3

エクストルーダーを固定している白い結束バンド（本体前面）とケーブルを固定している白い結束バンド（本体後面）
を付属のニッパーで切断します（くわしくは別紙をご覧ください）。 



※ノズルが移動完了した直後は「Prepare」メニューの階層を表示しています。
その場合は次の6．に進んでください。

※約10 秒間コントロールノブを操作しないと Info screen（トップページ）
に戻ってしまいますので、5．～6．の操作は続けて行ってください。
ただし、さらに約2分間操作しないと自動的に「Disable steppers」　　
状態になります。

4．さらにコントロールノブを回し、メニューから「Auto home」を選び、コントロールノブを押して決定すると、
ベッドとエクストルーダーが稼働して、ノズルがベッドの左前の最接近位置（ホームポジション）移動します。

5．Info screen が表示されていれば、コントロールノブを押してメインメニューを表示させ、コントロールノブを回し、
メニューから「Prepare」を選び、コントロールノブを押して決定します。

    

6．さらにコントロールノブを回し、メニューから「Disable steppers」を選ぶとベッドやエクストルーダーを手で動かす
ことができるようになります。

7．図の「左前方のアジャスト部」で作業するため、エクストルーダーを手でつかんで、右方向に数センチ移動させ、
ベッドも手でつかんで数センチ前に出します。

※約10 秒間コントロールノブを操作しないと Info screen（トップページ）
に戻ってしまいますので、3．～4．の操作は続けて行ってください。
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※ファン部に指を入れないように十分注意してください。

【ベッドを上から見たところ】

こちらが手前です

この場所からレベリングを始めます
エクストルーダーは上下に動かさないでください。

最初に4カ所のアジャストノブを、上から見て左回り（反時計回り）に十分回して、真横から見て、
ノズルがベッドに接触しないところまで下げます。
※十分下げていないと、エクストルーダーを移動させた時に、ノズルがベッドに当たってしまい
ますのでご注意ください。

必ず実行

ノズルエクストルーダー

ベッド

アジャストノブ
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ノズルとベッドのすき間が広すぎて、フィラメントが
ベッドに定着せず、うまく造形できません

ノズルとベッドのすき間がちょうど良いのでうまく造形
できます

ノズルとベッドのすき間が狭すぎて、フィラメントが
均質に排出されないためうまく造形できません

ノズルとベッドのあいだに紙をはさんだところ 紙を抜いたところ

8.次に、ベッドとノズルの間に1.で用意したA4コピー用紙を挟みます。そして左手前のアジャストノブを右回り（時計回り）
にゆっくりとまわして、ノズルが紙に当たるか当たらないか程度までベッドを上げます。
コピー用紙を前後に動かしてみて、かすかにコピー用紙の抵抗がある程度が良いでしょう。

    

9. 左前方のレベリングが完了しましたら、エクストルーダーを手でつかんで、ノズルがベッドの右前方に位置するまで
ゆっくりと右側に動かします。
※その際、途中でノズルとベッドが接触するようであれば、右前方のアジャストノブを上から見て左回り（反時計回り）
に回してすき間を確保します。

10. ノズルとベッドの間にA4コピー用紙を挟み、8. の要領で、右前方のアジャストノブを回してすき間を調整します。

11. 右前方のレベリングが完了しましたら、ベッドを手でつかんで、ノズルがベッドの右後方に位置するまでゆっくりと前方
に動かします。
※その際、途中でノズルとベッドが接触するようであれば、右後方のアジャストノブを上から見て左回り（反時計回り）
に回してすき間を確保します。

12. ノズルとベッドの間にA4コピー用紙を挟み、8. の要領で、右後方のアジャストノブを回してすき間を調整します。

13. 右後方のレベリングが完了しましたら、エクストルーダーを手でつかんで、ノズルがベッドの左後方に位置するまで
ゆっくりと左側に動かします。
※その際、途中でノズルとベッドが接触するようであれば、左後方のアジャストノブを上から見て左回り（反時計回り）
に回してすき間を確保します。

14. ノズルとベッドの間にA4コピー用紙を挟み、8. の要領で、左後方のアジャストノブを回してすき間を調整します。

15. 慎重を期すのであれば、7． ～14. の手順を繰り返すと良いでしょう。

アジャストノブを上から見て右回り（時計回り）に回すとベッドが上がります。逆に上から見て左回り（反
時計回り）に回すとベッドが下がります。マグネットシートの四隅に描かれた「ADJUST」のイラストを
参考にしてください。

レベリングは最初に設置したときに行います。それ以降は必要に応じて行えば良いですが、比較的頻繁に行う方が安定し
た造形ができます。
造形時あるいは造形直後はベッドが非常に高温になっていることがありますので、レベリング操作をするときは、ベッド
が冷めてから行ってください。

．



造形までの主な工程5.

3Dモデリング データ変換 cheero3D pro
による造形
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■３Dモデリングについて
3Dモデリングソフトにはいろいろありますが、基本的にどのようなものを使用されても結構です。
ただしｃheero3D pro で造形できるエリアは最大で 220×220×250ｍｍですので、そのエリアに収めるか、大きいものは
分割する必要があります。分割する場合は造形後に組み立てられるよう工夫する必要があります。

■データ変換について
お使いの 3D モデリングソフトのデータを cheero3D pro で造形するためには、その 3D モデリングソフトのデータを
cheero3D pro を制御するデータに変換する必要があります。cheero3D pro は基本的に NC 工作機と同じ G コードを利用
して制御しています。このように3DモデリングソフトのデータをこのGコードデータに変換してくれるソフトを「スライサー
ソフト」と言います。
スライサーソフトには Ultimaker Cura、Creality Slicer、Repetier-Host、Simplify3D など数多くありますが、ここでは
本製品に付属している「Ultimaker Cura」を使って説明をすすめていきます。
Cura は3MF、AMF、STL、OBJ、X3Dなどの形式の3Dデータが読み込めますので、まず3Dデータモデリングソフトを使っ
て、cheero3D proで造形したいデータをこれらのいずれかのデータ形式で保存します。その後Curaを使ってGコードデータ
（拡張子 .gcode）に変換します。
※Cura（Windows 対応版）は付属のmicroSDカードの中に保存されています。バージョンは 4.0.0ですが、最新版は
Ultimaker社のウェブサイトからダウンロードが可能です。ただしアップデート版は本取扱説明書の説明とは一部違いが
ありますので、自信のない方はあわててアップデートせず、まずは 4.0.0 をしばらく使用してからアップデートする方が
良いでしょう。
※Cura にはWindows対応版以外にMac OS X 対応版、Linux 対応版があります。これらもUltimaker社のウェブサイト
からダウンロードが可能です。
https://ultimaker.com

1. それではCuraをインストールしていきましょう。

1-1. 付属のmicroSDカードを、付属のmicroSDカードリーダーに装着して、パソコンのUSB（USB-A）コネクタに
　　　差し込むか、パソコンに搭載されたmicroSDカードスロットに直接差し込みます。

1-2. microSDカード内の「2.Software and Drive」フォルダを開き「Ultimaker_Cura-4.0.0-win64」をダブルクリック
　　　してアプリケーションを実行します。

1-3. セットアップウィザードに従ってインストールしていきます。



１-4. ライセンス契約書を確認します。確認したら「同意する (A)」をクリックして先に進みます。

1-5. インストール先を選択します。通常はそのまま「次へ (N)>」をクリックして先に進んで問題ありません。

1-6. スタートメニューフォルダを選択します。通常はそのまま「次へ (N)>」をクリックして先に進んで問題ありません。

1-7. 必要なコンポーネントを選択します。通常はそのまま「インストール」クリックして、インストールを実行して問題
ありません。

1-8. インストールが完了するのを待ちます。
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1-9. これでインストールは完了です。

1-10. インストールしたUltimaker Cura 4.0.0 を開きます。

1-11. 免責事項に同意する場合は「I understand and agree」をクリックして続けます。

1-12. 使用する3Dプリンターを登録します。
　　　ダイアログ左の囲みの中からいちばん下の「Other」を選び , 出てきたリストから「Creality CR-10」を選びます。

1-13. ダイアログ右側の「Printer Name」の項目を「cheero3D pro」に変更し、右下の「Add Printer」をクリックします。

1-14. つぎに、メニューから「Settings」→「Printer」→「Manager Printers…」を選びます。

　



12

1-15. 出てきたダイアログ内の「Machine Settings」ボタンをクリックします。

1-16. 「Printer Settings」の「X(Width」「Y(Depth)」「Z(Height )」の項目をそれぞれ「220」「220」「250」に
 　　　変更したら、右下の「Close」ボタンを押してダイアログを閉じます。

1-17. これでプリンターの設定は完了ですので、右下の「close」ボタンを押してダイアログを閉じます。

1-18. メニューを日本語にしたい場合は以下のようにします。メニューから「Priferences」→「Configure Cura…」を選びます。

1-19. 「Langage」の項目のドロップダウンリストから「日本語」を選び、「Currency」の「€」を「¥」に書きかえます。

1-20. ダイアログを閉じて、いちどUltimaker Cura 4.0.0 を終了して、再度起動しますとメニューが日本語になります。
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2. つぎにUltimaker Cura 4.0.0 を使ってデータの変換を行いましょう
この作業は造形の度に、毎回行うことになります。
2-1. 「ファイルを開く」ボタンを押すか、ファイルメニューから「ファイルを開く (s)…」を選択します。

2-2. 造形したいファイルを選びます。

2-3. スライスボタンを押して、データを変換します。

2-4. スライスが完了したら、造形にかかる時間やフィラメントの使用量などの目安が表示されますので確認します。

2-5. 必要に応じてプレビューボタンで確認します。

2-6. 変換したデータを「ファイルに保存する」ボタンを押して保存します。

OR
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2-7. microSDカードをパソコンに接続していると「リムーバブルドライブに保存」という選択肢が出ますので、
　　直接microSDカードに保存することもできます。

このとき「リムーバブルドライブに保存」ボタン右側の矢印から「ファイルに保存」を選択することもできます。

3.Ultimaker Cura 4.0.0 のその他の使い方を見ておきましょう。
3-1. プリント設定

画面右上のプリント設定ボタンをクリックするとプリント設定の変更が可能です。変更したらスライスし直し
ます。

レイヤーの高さ
FDM（熱溶解積層）方式の本機では、フィラメントを一層一層積んで造形していきます。その層（レイヤー）の値を小
さくすると、ひとつのレイヤーの高さが低くなるため精度があがります。ただし、造形時間が長くなり、フィラメント
の使用量も増えます。

インフィル
FDM 方式の場合、造形物の内部をすべてフィラメントで埋めるのではなく、強度や造形速度を考慮した格子やハニカ
ム形状で充填します。この充填物をインフィルと呼びます。デフォルトではインフィル密度は20％になっていますが、
100％にするとフィラメントで全部埋めることになります。こうすると造形時間がかかりますしフィラメントの消費
も多くなります。逆に0％にすると、中空になりますので強度に問題がでる場合があります。
本ソフトでは10 種類以上のインフィルパターンが作成可能です。造形物によってパターンや密度を工夫することで、
強度や造形速度を最適にすることができます。
インフィル半減にチェックを入れると、中心部ほどインフィルの使用量が少なくなり（パターンが荒くなり）、外郭に
近くなるほど使用量が増えます（パターンが細かくなります）。とはいえこれを選ぶと必ずしもフィラメントの使用量
が減るわけではありません。

サポート
オーバーハングのある造形物（たとえば鶴のくちばしのように、空中に飛び出したような部分のある造形物）の場合、
そのオーバーハング部分を下から支えてあげないとうまく造形できない（下から積み上げるためオーバーハング部分が
垂れ下がってしまう）ことがあります。
そのような場合、このチェックを入れるとオーバーハング部分を支えるサポートと呼ばれる柱を立ててくれます。もち
ろん造形終了後にはこのサポートを取り除く必要があります。そのため積層方向を工夫するなどしてオーバーハングが
発生しないように造形することもあります。

密着性
ちいさい造形物が造形中に剥がれてしまうことを防ぐために、底面積を増やしたいときにこのチェックを入れると、
ブリム（造形物の周囲につくる土台。造形物と接していて底面積を増やします）やラフト（造形物の下につくる土台）
を設定してくれます。
デフォルトではブリムをつくります。ブリムはシルクハットのツバのように、造形物のまわりに 1 層分の土台を作り
ます。
小さい造形物をたくさん並べるようなときはラフトの方が適していることがあります。その場合は「カスタム」から
「ビルドプレート密着性」を選び、「ビルドプレート密着タイプ」から「ラフト」を選びます。
また、底面積（プレートに接する部分）が大きい造形物の場合、逆にプレートに密着しすぎて造形後に剥がれないこと
があります。そのような場合も「ラフト」を使うと簡単に剥がせるようになります。ただしラフトの分だけフィラメン
トの使用量と造形時間が増えます。
なお、この密着性にチェックを入れると、有効造形エリアが小さくなりますのでご注意ください。



動かす（T）
選択したモデルやサポートを移動させます。

スケールする（S)
選択したモデルやサポートの大きさを変更します。

回転させる（R)
選択したモデルやサポートを回転させます。

反転させる（M)
選択したモデルやサポートを反転（リフレクト）します。

サポートブロッカー
サポートを付ける場所を決定します。

各モデル設定
ふたつ以上のモデルやサポートが存在する場合、
選択したモデルやサポートに対して、それぞれ別々
の設定を施すことができます。
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3-2. ツールバー
画面左側にツールバーがあります。ほとんどの場合、Curaが自動的に最善な向きにモデルを設置してくれますが、
場合によってはモデルを寝かせたり、上下を逆にしたりすることでサポートを減らしたり、使わずに造形することが
できる場合があります。

3-3. その他の設定
デフォルトの設定では、ファイルを読み込むときに自動的にプリンター名（この場合「CCR10_」）をファイル名の
先頭に付加します。しかし cheero3D pro で microSD カードを読み取るときに、ファイル名が英数字で先頭から
21文字しか表示されませんので、不要な文字がない方が便利なことが多いです。
そこでこのプリンター名を付加しないように設定を変更しましょう。
まずメニューから「プレファレンス」→「Cura を構成する…」を選びます。

次にダイアログの「プリンターの敬称をジョブネームに加える」のチェックを外します。

「閉める」ボタンを押して終了します。



※microSDカードは電源を入れる前に挿入する方が操作は簡単です。

メインメニューから「Control」を選び、さらに「Temperature」を選びます。 出てきたリストの中から「Nozzle：」を選びます。

 「Nozzle：0」という表示が出ますので、コントロールノブを「Nozzle：185」から「Nozzle：200」程度になるまで回します。

コントロールノブを押すとひとつ前の画面に戻り、予熱が始まります。
　※このまま約10秒間経過すると自動的に Info Screen に戻ります。
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■cheero3D pro による造形について
基本的な手順

1. 造形したいGコードデータを入れたmicroSDカードを用意します。
2. microSDカードをスロットに挿入します。

4. 電源を入れます。
5. メインメニューから「Prepare」を選び、コントロールノブを押して決定します。

次に「Auto home」を選び、エクストルーダーをホームポジションに移動します。

次のいずれかの方法で予熱を行います。

方法1

3. フィラメントホルダーにフィラメントを装着します。



さらに「Preheat PLA」を選ぶと予熱が始まります。
 ※フィラメントを交換するためにノズルだけ予熱する
場合は「Preheat PLA End」を選びます。

予熱の初期値はノズル温度 185℃、ベッド温度
45℃です。
この場合、ノズルとベッドの温度は同時に上がります。

次に「Preheat PLA」を選びます。

この穴から通します この部分を通ります

フィラメントの先端を
付属のニッパーで V字
型にカットすると通し
やすくなります
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6. フィラメントを挿入します
 　押し出しユニットに付いているレバーを押しながら、フィラメントを穴に挿入します。

　

フィラメントがノズルから流れ出るようになるまで供給を続けます。

7. Print from TF を選択します

8. 造形するファイルを選択します

（後方から見たところ）

（左上方から見たところ） （後上方から見たところ）

メインメニューから「Prepare」を選び、
コントロールノブを押して決定します。

方法2
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フィラメントの交換（方法1）

フィラメントの色や種類を交換したいときは、ノズルをフィラメントにあわせて予熱し、現在挿入されているフィラ
メントを引き抜き、交換したいフィラメントを挿入します。

フィラメントの交換（方法2）

造形中にフィラメントを交換しなければならない場合は「Tune」メニューから「Change filament」を選択して、
指示に従ってフィラメントを交換します。次項「操作メニューについて」をご参照ください。

造形中の操作
造形中にも下記の数値をリアルタイムで変更可能です。
ノズル（実際にはエクストルーダーとベッド）の移動スピード
ノズル温度
ベッド温度
ファンスピード（エクストルーダー側面のシロッコファンの回転速度）
フィラメントの出力量
Z軸方向の移動距離

その他の操作

造形が終了すると、ノズル温度、ベッド温度は初期値（室温）まで下がります。
※造形直後はノズル温度、ベッド温度とも指定値に近く高温になっていますので注意してください。

造形終了後の操作
完成したモデルが取り外しにくいときは、マグネットシートごと取り外してからマグネットシートを湾曲させると取り外し
やすくなります。
※マグネットシートを再び取り付けるときは、ベッドが動いたときに支柱や電源ユニットに当たらないように気をつけて
ください。

次にノズルを予熱し、挿入されているフィラメントを引き抜きます。
引き抜いたフィラメントは乾燥剤を入れた密閉容器に保存します。
※フィラメント装着したままにしておくと、フィラメントの劣化が早まりますので、毎回取り外して保管することを
おすすめします。

最後にメインメニューから「Prepare」→「Cooldown 」を選び、ノズルの温度が下がってから電源を切ります。

※Info Screen には造形にかかった時間が表示されます

ベッドが、スライサーソフトで指定した温度
（初期値は50～60℃）まで上昇します。

つぎにノズルが、スライサーソフトで指定した温度
（初期値は190～200℃）まで上昇します。

ノズルの温度が指定値まで達すると、「Heating done.」
と表示されて造形が始まります。

Info Screen に「Bed Heating.」という表示が出ます Info Screen に「Extruder Heating…」という表示が出ます

Info Screen に「Heating done.」という表示が出ます

※造形中に microSD カードを取り出すと
造形が止まってしまいますので、絶対に
取り出さないでください。
※造形中にフィラメントが不足すると造形
不良を起こしてしまいますので、十分な
量を供給してください。



●Info screen（Top Page）
ノズルやベッドの温度、ノズルの位置、造形の進行程度などを表示します。

●Main（メインメニュー）
       ［造形前後］                                                   ［造形中］

●Prepare（メインメニューの1項目）
Move axis
エクストルーダーをX軸方向、Y軸方向、Z軸方向に移動させます。
Auto home
エクストルーダーをベッドの左前の最接近位置（ホームポジション）に移動します。ベッドのレベリングの際やフィラメ
ントを挿入する際に使用します。
Set home offsets
今あるノズルの位置を原点にします。操作ノブを押すとBeep音が2 回鳴ります。完了すると Info screen に「Offsets 
applied」と表示されます。
Disable steppers
このメニューを選択すると、Beep 音が 1 回鳴ります。そうすると手動でエクストルーダーを X 軸方向（左右方向）に、
またベッドをY軸方向（前後）に動かすことができます。
Change filament
このメニューは通常表示されませんが、ノズルの温度を手動で170℃以上にあげたときに表示されます。
フィラメントを交換するときに使います。くわしくは後述のTune の項目をご参照ください。
Cooldown
このメニューは通常表示されませんが、ノズルやベッドの温度を手動であげたときに表示されます。
このメニューを選択すると、ノズルやベッドの温度設定が0℃になります。
Preheat PLA
PLAフィラメントを使った造形を行う際の予熱に使います。初期値は
　ノズル温度：185℃、ベッド温度：45℃、ファンスピード：255（最大）
です。「Control」メニューの「Preheat PLA conf」からこれらの値を変更することができます。
Preheat ABS
ABSフィラメントを使った造形を行う際の予熱に使います。初期値は
　ノズル温度：240℃、ベッド温度：70℃、ファンスピード：255（最大）
です。「Control」メニューの「Preheat PLA conf」からこれらの値を変更することができます。

●Control（メインメニューの1項目）
Temperature
ノズルの温度、ベッドの温度、ファンスピードを今すぐ変更したいときに使用します。
また、Preheat PLA、Preheat ABSの設定値を変更する場合もこのメニューから行います。
Motion
造形時のノズルの移動速度（実際にはエクストルーダーとベッドの移動速度）、非造形時のノズルの移動速度（実際にはエ
クストルーダーとベッドの移動速度）、ノズルの加速度（実際にはエクストルーダーとベッドの加速度）、ノズルの移動精度
（実際にはエクストルーダーとベッドの加速度）をコントロールします。通常変更する必要はありません。
Filament
 通常「E in mm3」は「Off」で使用します。
   ※ノズルやボーデンチューブなどを交換すると直径 3mm のフィラメントを使用することができますが、その際には
「On」にします。

Store settings
「Motion」などで変更した値を保存します。
   ※「ノズル温度」、「ベッド温度」、「印刷速度」を除いた現在の設定値を保存します。
Load settings
保存している設定値を読み出します。
Initialize EEPROM
保存している設定値を消去し、工場出荷時の値に戻します。

　

※メニューは10秒間なにもしないと、この Info screen に戻ります。

操作メニューについて6.
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●Print from TF（メインメニューの1項目）
microSDカードから造形したいデータを選択するときに使います。

●Change TF card（メインメニューの1項目）
電源が入っているときに microSD カードを抜いた場合、再度カードを挿入してもカードが認識されないことがありますが、
その際にこのメニューを選ぶと認識されます。

●No TF card（メインメニューの1項目）
このメニューは通常表示されませんが、電源を入れたときに microSD カードが挿入されていなかったとき、あるいは電源が
入っているときにmicroSDカードを抜き、「Refresh」を実行したときに表示されます。
電源が入っているときに microSD カードを抜いた場合、再度カードを挿入してもカードが認識されませんが、その際はこの
メニュー内にある「Refresh」を選ぶと認識されます。

●Init. TF card（メインメニューの1項目）
このメニューは通常表示されませんが、電源を入れたときに microSD カードが挿入されていなかったとき、あるいは電源が
入っているときにmicroSDカードを抜き、「Refresh」を実行したときに「No TF card」とともに表示されます。
microSDカードを挿入しても認識されない場合、このメニューを選ぶと認識されます。

●About Printer（メインメニューの1項目）
cheero3D pro のバージョンを表示します。

●Tune（メインメニューの1項目）
このメニューは造形中にPrepareメニューの代わりに表示されます。
Speed
造形のスピードをリアルタイムでコントロールします。初期値はアプリケーションで設定された値です。
Nozzle
ノズルの温度をリアルタイムでコントロールします。初期値はアプリケーションで設定された値です。
Bed
ベッドの温度をリアルタイムでコントロールします。初期値はアプリケーションで設定された値です。
Fan Speed
シロッコファンのスピードをリアルタイムでコントロールします。
Flow
フィラメントの出力量をリアルタイムでコントロールします。
Babystep Z
Z軸方向（レイヤー）の移動距離をリアルタイムでコントロールします。
Change filament
このメニューは通常表示されませんが、造形中かつノズル温度が170℃以上のときに表示されます。
このメニューを選択すると、「PRINT PAUSED」というタイトルの下、「Wait for start of the filament change」と
表示され、エクストルーダーがホームポジションに移動します。続いて「Wait for filament unload」と表示され、フィ
ラメントがノズル部から自動的に引き抜かれます（ボーデンチューブ内には残ります）。一連の動作が終了すると、Beep
音が 5 回鳴り「Insert filament and press button to continue …」と表示されますので、押し出しユニットのレバー
を押しながらフィラメントを引き抜きます。
次に、次に使うフィラメントを押し出しユニットを介して、ボーデンチューブ内に確実に挿入し、コントロールノブを押
します。するとBeep 音が1回鳴り「Wait for filament extrude」と表示されて、自動的にフィラメントを送ります。
※ただし、このメニューを選択してから 1 分程度経ちますと、「Press button to heat nozzle.」という表示とともに
ノズルの温度が下がり始めます。ですので、できるだけすばやくフィラメントを交換するようにします。
※ノズルの温度が下がった場合はコントロールノブを押すと Beep 音が 5 回鳴り「Heating nozzle Please wait...」
という表示とともに、元のノズル温度に戻りますので、戻りましたら作業を継続します。

フィラメントが一定量送られたら「RESUME OPTIONS:」というタイトルの下「Resume print」と「Extrude  more」
というメニューが表示されます。
ノズルからフィラメントが排出されなかったら「Extrude  more」を選びます。そうしますとさらにフィラメントが送ら
れます。
ノズルからフィラメントが排出されたことを確認できたら「Resume print」を選びます。そうしますと造形を再開します。

●Pause print（メインメニューの1項目）
このメニューは通常表示されませんが、造形中に表示されます。
一時的に造形を止めるときに使います。
※このメニューを選ぶとノズル温度とベッド温度がすぐに初期値（0℃）に設定され、温度が下がっていきますのでご注意ください。

●Resume print（メインメニューの1項目）
このメニューは通常表示されませんが、造形中Pause print を選択したときに表示されます。
Pause print 後、再び造形を開始するときに使います。

●Stop print（メインメニューの1項目）
このメニューは通常表示されませんが、造形中に表示されます。
造形を中止するときに使います。

20



故障かな？と思ったら7.

microSDカードが挿入で
きない

上下逆向きに挿入し
ようとしている

端子が上（容量が書いてある面が下）になるように挿入します

電源が入らない
ディスプレイへの
ケーブルの接続が間
違っている

ケーブルをEXP3ソケットに挿入します

microSDカード抜き差し時
にひっかかりがない

microSD カードを
そのまま引き抜いた

プッシュ -プッシュ式のスロットになっていますので、microSD
カードをカチッと言うまで押し込むとカードが飛び出してきます。
挿入するときはカチッと音がするまで差し込みます

メニューに「Print from 
TF」が表示されない

microSD カードが
挿入されていない microSDカードを挿入して、電源を入れ直してください

microSDカードが挿入され
ているのに、カード内のデー
タが表示されない

電源がオンの状態で
microSDカードを抜
き差しした

「Change TF card」メニューを実行するか、「Print form TF」メ
ニュー内の「Refresh」を実行するか、電源を入れ直してください

microSDカードが挿入され
ているのに「No TF card」
と表示される

電源をオンしたとき
に microSDカード
が挿入されていな
かった

「Change TF card」メ ニ ュ ー を 実 行 す る か、「No TF card」
メニュー内の「Refresh」を実行するか、電源を入れ直してください

microSD カードが挿入されて
いるのに「No TF card」と表
示 さ れ る し、「Change TF 
card」メニューも表示されない。
また「No TF card」内を見て
も「Refresh」が表示されない。

FAT32 あるいは
FAT16 以 外 で
フォーマットした
micro SD カードを
挿入したあと

「Init. TF card」を実行（データは消えません）するか、電源を入れ
直してください

microSD カードが挿入され
ているのに「No TF card」と
表示されるし、「Change TF 
card」メニューも表示されな
い。また「No TF card」内を
見ても「Refresh」が表示され
ない。「Init. TF card」を実行
しても何も起こらない

mic roSDカ ー ド
を FAT32 あ る い
は FAT16 以 外 で
フォーマットした

microSD カードを FAT32（SDHC規格カードの場合）あるいは
FAT16（SD 規格カードの場合）でフォーマットし直すか、
FAT32（SDHC規格カードの場合）あるいは FAT16（SD規格
カードの場合）でフォーマットされたで microSD カードを使用
してください
なお、SDXC規格のmicroSDカードは使用できません

microSD カード内の文字
が読めない

2 バイト以上の文字
（漢字や全角ひらがな
ど）をフォルダ名や
ファイル名に使用し
ている

1バイトのアルファベットや数字（半角カタカナは使えません）で
フォルダ名やファイル名を付け直してください
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メンテナンスについて8.

よくあるお問い合わせ9.

修理ご相談のご案内12.

製品に不具合がございました場合は、不具合内容、ご購入店舗を、下記問合せ先までご連絡ください。ご注文番号がある場合は、
ご注文番号もお知らせください。

        お問合せ先：ティ・アール・エイ株式会社
        Ｅメール：support@cheero3d.com
        URL：https://cheero3d.com/

本機のお手入れについて

必ず本体の電源を切った状態で、乾いた布で、ほこりやガイドレール上の異物などを取り除いてください。
頑固な表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭いてください。
造形物の残りはスクレイパーで取り除き、ガラスクリーナーで拭き取ってください。

11.

フィラメントついて
フィラメントは信頼の「cheero3D PLAフィラメント」あるいは「cheero3D ST-PLA フィラメント」をお求め
ください。詳しくは cheero3d.comをご覧ください。

10.

マグネットプレート
マグネットプレートが傷んだときは cheero3d.comにてお求めいただけます。
ノズルとニップル
エクストルーダーに取り付けられているノズルや押し出しユニットに取り付けられているニップルは、使用時間が経過するにつ
れて経年劣化する場合があります。そのためこれらはスペアパーツとして同梱されており、フィラメントの動きが悪くなってき
たときは付属の工具を使用して交換が可能です。
なお交換の方法は、cheero3d.comのウェブサイトに掲載されていますのでご参照ください。
ローラーとベルト
エクストルーダーにガタつきが出るようになったときはローラーが傷んでいることがあります。
ローラーやベルトが経年劣化すると、造形精度が落ちてきますので交換するとよいでしょう。これらもご自身での交換作業が可
能ですが、まずはメール（support@cheero3d.com）にてご相談ください。
    

Ｑ．他社のフィラメントは使用できますか。
Ａ．検証を行っておりませんので、ご使用はお控えください。
Ｑ．Cura の最新版はどこで入手できますか。
Ａ．Ultimaker 社のウェブサイト（https://ultimaker.com）からダウンロードしていただけます。
Ｑ．Cura の動作要件を教えてください。
Ａ．最低動作環境
OpenGL 2対応グラフィックカード（3D画像を見るにはOpenGL 4.1対応が必要）
ディスプレイ解像度1024×768
Intel Core 2あるいはAMD Athlon 64 CPU
ハードディスク空き容量 550MB
メモリー容量 4GB

Ｑ．microSDXCカードは使えますか
Ａ．使用できるmicroSDカードは8GBまでです。それ以上の容量では動作が不安定になることがあります。
なお、microSDXCカードは使用できません。
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