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レーザーカッター「 Cubiio2 」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書を読んでいただければ、本製品の各機能と安全上の注意事項を理解するの
に役立ちます。ご使用になる前には必ず取扱説明書の内容をよく理解し、注意事項を守
ってください。  

レーザー加工の原理は、高出力のレーザー光を加工物の表面に集光させ、加工物が光を
吸収して瞬時に加熱・燃焼・気化し、それにより加工物が彫刻や切断されます。この過程で
は強い光や高温・有害ガスが発生します。間違った操作方法により、火災や視覚障害、皮
膚の火傷、有毒ガスの吸入、その他人的や物的損害を生じる可能性があります。

この取扱説明書の著作権及びこの製品に含まれる全てのソフトフェア、ハードウェア、ファ
ームウェアの権利は、イギリス領ヴァージン諸島法人原力精工有限会社（以下「原力精工」
という）に帰属します。

この取扱説明書は、いかなる形式や目的であっても、複製または配布を禁じ
ています。この取扱説明書は、今後参照するため、適切に保管してください。
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弊社はオンラインテクニカルサポートサービスを提供しています。
ご不明な点がございましたら、下記のメールにお問い合わせしてください。
support@muherz.com

この取扱説明書に掲載されている内容は、変更される場合があるため、最新版の取扱説
明書を入手してください。最新版の取扱説明書は下記のサイトにて入手することができ
ます。

01

目次取扱説明書について



お客様や周囲の方、そして本製品への危害を避けるため、機械操作を行う全ての人が
以下の「安全上のご注意」をよく読み、内容に遵守することを確認してください。

本製品は風通しの良い室内に設置してください。

屋外や直射日光が当たる場所、換気されていない地下室や最上階などの
密閉空間に設置しないでください。

本製品は安定した場所に設置してください。

機械のゆがみにより、安全装置が作動し、運転が停止する恐れが生じます。

本製品は直射日光を避け、湿気の多い環境に置かないでください。

機械を正常に作動するため、周囲の温度が0～30℃、湿度が10～75％で
あることを確認してください。

お子様やペットが本製品に近づかないよう注意してください。

本製品は15歳未満のお子様に操作させないでください、15歳以上20歳未
満の未成年者は、保護者または安全に操作できる成人の方の協力のもと
で使用してください。

レーザー加工に適さない素材/材料を使用しないでください
[5.2加工素材/材料を参照]

塩素を含む素材/材料は加熱すると腐食性ガスを発生します。それにより本
製品の腐食や人体への危害を引き起こす可能性があります。鏡などの反射
材は、予期せぬ方向にレーザーを反射させ、お客様や本製品に危害を及ぼ
す可能性があります。

電源を入れている間は本製品を放置しないでください。

0-15y
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加工中に発生する炎を直視しないでください。

炎を直視することにより、目の損傷や光による危害を引き起こす可能性が
あります。

加工中に炎が発生した場合、直ちに機械を止め、消火してください。
加工素材/材料に応じて、粉末消火器もしくは泡消火器を使用してください。
炎の勢いが抑えられない場合は、直ちに消防署に連絡し支援を求めてくだ
さい。

定期的に本製品のクリーニングとメンテナンスを行ってください。
[04クリーニングとメンテナンスを参照]

クリーニングとメンテナンスを行う前には必ず電源ケーブルを抜いてください。本
製品の機能や安全性を確保するうえで、クリーニングは極めて重要となります。加
工後に残ったクズや灰が機械内部に残留した場合、加工効率の低下や火災を引き
起こす可能性があります。

本製品が破損した場合は操作しないでください。

本製品のいかなる部分であれ、破損した場合は安全性に影響を及ぼし、危害を及
ぼす可能性があるため、操作を始める前に販売店または弊社までご連絡ください。

液体が入った容器や可燃物、爆発しやすいもの、揮発物を本製品の近くに。
置かないでください。

本製品の近くに危険物を置くことにより、漏電や爆発などの事故を引き起
こす。可能性があります。
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注意：本製品の操作、調整または性能、仕様に関して、この取扱説明書に掲載されてい
る説明を守らなかった場合、危険なレーザー光にさらされる危険性があります。

Cubiio 認証済みアクセサリーを使用する

電波に関するご注意

Cubiio 認証済みアクセサリーは Cubiio2 に装着しても安全に操作できるように設
計され、保証されています。Cubiioで販売されていないアクセサリーを使用した場
合、Cubiio2を破損させてしまい、保証が無効となります。

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、
工事設計認証を受けて います。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必
要ありません。 

本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せ
られることがあります。 

本製品は、次の場所で使用しないでください。 
電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、2.4GHz付近の電波を
使用しているものの近く （環境により電波が届かない場合があります。） 

本製品を分解/改造すること 
本製品に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

本製品の使用する無線チャンネル（2.4GHz帯）は、以下の機器や無線局と同じ周波数
帯 を使用します。 

産業・科学・医療用機器 
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局 

本製品を使用する際は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下
の事項に注意してくだ さい。 

本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線
局が運用されていない ことを確認してください。 

本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生し
た場合など何 かお困りのことが起きたときは、当社サポートセンターへお問い合
わせください。

(1) 構内無線局（免許を要する無線局） 

(2) 特定小電力無線局（免許を要しない無線局） 
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警告標識と表示場所
Cubiio2 の警告標識と情報表示は、操作前もしくは操作中に危険を引き起こす可能性の
ある場所に表示されています。安全確保のため、これらの警告標識を取り外さないでくだ
さい。

シリアル番号ラベル 

シリアル番号ラベル

Cubiio2

Cubiio2 Plus
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3.1 作業環境を確保
Cubiio2 を使用する際の環境は非常に重要となります。次の図のように快適で安全な
作業環境を確保することを強くお勧めします。

作業環境を制限/リモートロック

お子様やペットが作動中の本製品に近づかないで
ください。お客様は本製品とドアをリモートで連動
するように設定することができます。

ファイヤーブランケットと消火器

火災防止に必要な設備を整える。

CO/CO2検出器

部屋に異常がないことを確保する。

排気と換気

排気ガスを安全に屋外へ排気し、粉塵フィル
ターに接続することをお勧めします。

しっかりとした作業机

本製品を作業机の中心に設置し、可燃物を
机の上に置かないでください。
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セキュリティーロック（リモートロック）端子

フィルターホルダー

加工エリア

通知ランプ/ボタン

調整スタンド

レーザー出口

WPS

3.2 製品内容
付属品

3.3 製品の概要

ACアダプタ

その他

電源端子

電源スイッチ

吸気口

ダクトとアダプタ
電源ケーブル

*アメリカ規定電源
ケーブルのみ付属

(ご注文によって内容が異なる場合がございます)

排気口 (ダクト端子) 

リセット

Cubiio2

07

03 使い方



3.4 ボタンと通知ランプ 圖例 指示燈號

青色呼吸ランプ 初期化/ネットワーク設定

呼吸ランプ
ゆっくりとした点滅。

警告ランプ
長い間隔をおいて素早く三回点滅。

点滅ランプ
瞬間的に明るくなり、ゆっくりと暗くなる点滅。

青色点滅ランプ WPS設定

綠色呼吸ランプ 待機中

狀態

紫色警告ランプ レーザー出力中

紅色警告ランプ システムエラー

紅色点滅ランプ ファームウェア更新中

原点復帰
Cubiio2 待機中（綠色呼吸ランプ）、ボタンを三秒間押すと、レーザーヘッド
は原点に戻ります。

一時停止/再開
レーザー出力中（紫色警告ランプ）、ボタンを軽く押すと加工の一時停止
または再開させることができます。

加工終了
レーザー出力中（紫色警告ランプ）、ボタンを1.5秒以上押すと加工を終了
させることができます。
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1

2

3 5

6

Step 5 ACアダプタと電源ケーブルを接続した後、電源を入
れます。

Step 4 水平調整

4つのレベリングフィートを調整して、機械を水平にします。
水平にした後、アクリルの蓋は2つの検出スイッチに同時に
押すことができます。

Step 2  上カバーと加工エリアの保護シールをはがす

両側の保護蓋
カバーフィルム加工エリア保護シール

3.5  セットアップ

アダプタを設置し、先ほど取り外したネジを締めなおす。

ダクトを伸ばし、片方はコネクタに接続し、もう片方を適
切な屋外スペースまたは粉塵フィルターに接続する。

Step 3  ダクトを設置

PH2       ドライバーで排気口の四つ角のネジを取り外す。

QRコード
をスキャン
して説明ビ
デオをご覧
ください

Step 1
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Cubiio2 はWi-Fi経由で制御装置に接続します。制御装置と Cubiio2 が同じWi-Fi
ネットワーク上にある限り、 Cubiio2 を操作できます。そのため、 Cubiio2 の設置に
はケーブル不要、電波の届く範囲であれば、どこからでも制御できる。

いずれかの方法を選択してください 

* WPS は Wi-FiProtected Setup の略で、ユーザーは安全なホームエリアネットワ
ークを確立しながら、Wi-Fi 名とパスワードを入力する手順を省略できます。 （詳
細については、インターネットでWPSを検索してください。）

Cubiio2 をWiFiホットスポットに接続させるには2つの方法があります

1. Wi-FiルーターのWPS機能を利用する場合 を入力
する必要はありません。

Cubiio2
APP

パソコン助手

パソコン助手

パソコン助手

Cubiio2
APP

Cubiio2
APP

Android

Android

Android

IOS

IOS

IOS

MacWindows

cubiio.com/support/download/

1. 通知ランプが青色点滅ランプに変わるまで、 Cubiio2 のWPSボタン [ 3.3製品
の概要を参照]を長押してください。 ( 3秒間以上押し続けます)

2. Wi-FiルーターのWPSボタンを押します。
     *ご不明の場合は、ルーターの取扱説明書をご確認ください。

3. 接続が確立すると、 Cubiio2 レーザーヘッドが原点復帰の実行を開始する、
通知ランプが緑色呼吸ランプに変わります。[ 3.4ボタンと通知ランプを参照 ]

4. [3.8 最初の作品] 続ける。 

3.6 ソフトウェアをインストールする

3.7 接続設定

3.8 最初の作品

WPS接続（ボタン接続）する場合方法

Cubiio2 アプリ またはパソコン助手の接続する場合

Wi-FiホットスポットにCubiio2を接続します

Cubiio2 アプリのネットワーク設定ページで を設定します。

ネットワーク名/パスワード

2. Cubiio2 アプリまたはパソコン助手を利用する場合
を入力する必要があります。

ネットワーク名/パスワード

ネットワーク名/パスワード

* ご自身の状況に応じて、右の指示に従ってください。

QRコードをスキャンして、説明ビデオをご覧ください

方法

お薦め
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クリーニングやメンテナンスの前には必ず電源ケーブルを抜いてください。

定期的にグリスによるメンテナンスをすることにより、機械の寿命を延ばすこ
とができます。

メンテナンスの頻度:

* 加工素材/材料により時間が異なります。

機械本体のクリーニング
グリスによるメンテナンス

2-3 日
3-4  週間

1. 掃除機とブラシを用意し、機械内部のゴミを取り除く。

2. フィルターホルダーを開けて、掃除機でリアファンを掃除する。

3. 清潔で糸くずの出ない布を用意し、左右のレーザーライトの汚れを拭き取る。
この部分を拭くために、水、アルコール、その他の界面活性剤を使用しないよ
う注意してください。

4. アルコールや界面活性剤を糸くずのない布に吹き付け、機械内部と上カバー
を拭く。*機械表面を傷つけないよう注意してください。

5. 界面活性剤を糸くずのない布に吹き付け、保護レンズに傷を付けないために、
レーザー出力レンズを一方向で拭くようにする。

必要な道具：掃除機、ブラシ、糸くずの出ない布、アルコール/界面活性剤。

4.1 クリーニング

1. T10H        ドライバーでX軸カバーを取り外す。

2. Y軸とX軸のスライドレールを糸くずの出ない布で汚れを拭き取る。
    *この部分を拭くために、水、アルコール、その他の界面活性剤を使用な  
    いよう注意してください。

3. 糸くずの出ないきれいな布でグリスを左右のY軸とX軸のスライドレー
ルに均等に塗る。

4. X軸カバーを締め直し、手動でレーザーヘッドを前後左右に数回スライ
ドさせる。

4.2 メンテナンス

必要な道具：T10Hドライバー、糸くずの出ない布、グリス(ISOVG32~68)。
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4.3 レーザーカートリッジの交換

1. H2.5        ドライバーでレーザーカートリッジ右上のネジを取り外す。

必要な道具：H2.5 ドライバー。
2. レーザーカートリッジを慎重に垂直に持ち上げる。

3. 新しいレーザーカートリッジを載置台に合わせて、垂直に軽く押しこむ。 

*位置がズレたら入らないのでご注意ください。

4. 右上のネジを締め直す。
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MDFに使用する接着剤と木材は加工品質に影響を
与える。一部のMDFにはホルムアルデヒドが含ま
れている場合がありますのでご注意ください。

5.1 規格表

5.2 加工素材/材料

Cubiio2

500 x 400 x 60 mm 620 x 490 x 60 mmサイズ
紙 >1mm

素材
材料 

彫刻 カット 説明

木材 >3mm
木材の木目やニスなどは、加工品質に影響を与え
ます。

アクリル >3mm アクリルの色によってカットの深さが異なります。

合板 >3mm
合板に使用する接着剤と木材は加工品質に影響
を与える。一部の合板にはホルムアルデヒドが含
まれている場合がありますのでご注意ください。

中質
繊維板

>3mm

本革 >1mm
本革を加工する際、大量のガスが発生するため、必
ず換気をしてください。       加工速度が遅いと発火
する可能性があります。

EVA 
フォーム

>5mm
マットやスタンプの作成によく使用され、レーザー
で安全に加工できる無害な素材です。

6 kg 8 kg重量 

300 x 220 x 10 mm 420 x 300 x 10 mm加工可能サイズ  

0 - 30 ℃加工に適した温度 

10 - 75 %加工に適した湿度 

<5W @ 450 nmレーザー光源

AC 100-240 V , 60 W電源

操作方法

 切断/彫刻素材

この素材/材料表を必ず詳しく読んでください。加工禁止素材/材料を使用しないでください。

Cubiio2 Plus

      紙は可燃性であるため、加工速度が遅いと発火
する可能性があります。

 !" #$%&'%(  

Wi-Fi with WPS (2.4GHz only) 
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ABS樹脂

頁岩 セメント アルマイト

紙 木材 アクリル 本革

彫刻素材

使用禁止素材

有機塩素系物質

説明

使用禁止素材。ABS樹脂はレーザー加工しやすいが、不
完全燃焼時に発がん性物質が生じるため、一般の方に
はお勧めできません。

使用禁止素材。カッティングシートや人造皮革などの塩
素含有物質は、加熱すると塩酸やダイオキシンなどのガ
スを発生し、健康を害し、機械を腐食させてしまいます。

高反射率素材

加圧された内容物
を含む容器

使用禁止素材。スパークリングワインやピール、スプレー
塗料などの容器は、レーザーによる温度上昇や表面のひ
び割れにより爆発する可能性があります。

使用禁止素材

素材
材料 

彫刻 カット 説明

頁岩
お皿を作るのによく使われていますが、レ
ーザーによって黄金色の模様が生じます。 

セメント パラメータが異なれば、効果も異なります。

アルマイト
染色したアルマイトはレーザーによって気
化または酸化することがあります。設定に
よって異なる結果となります。

低光沢の
SUS 304

5WのレーザーカートリッジのみSUS304に
彫刻が可能です。

使用禁止素材。鏡と磨かれた金属などの素材は、予期せ
ぬ方向へレーザーを反射させてしまうため、危害を及ぼ
す可能性があります。

低光沢のSUS 304
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レーザーシステムは潜在的な危険性を評価するために、
1、1C、1M、2、2M、3R、B、4の8つの安全クラスに分類されています。
Cubiio2 は最も安全なクラス1のレーザーを使用しています。通常の使用では害を
及ぼすことはありません。これは、密閉された保護カバーと安全装置によって保証
されます。

Cubiio2 には、クラス4のレーザー光源が使用されています。しかし、通常の使用で
は、保護カバーの外側へ危害を及ぼすことはありません。

クラス4のレーザーはとても危険であり、失明や火傷の危害を及ぼす可能性があり
ます。レーザーの拡散反射光も同様に危険です。レーザーの使用には火災を引き
起こす可能性があります。保護装置がない状態では、入射光や拡散反射光は人や
物に危険を及ぼす可能性があります。

不適切な改造はクラス1の安全状態を無効にし、有害な光が漏れる可能性があり
ますのでご注意ください。保護対策なしでレーザーを使用すると、以下のリスクが
発生する可能性があります：

必ず Cubiio2 で指定させた条件下で操作し、Cubiio2を改造や分解をしないでく
ださい。

目：網膜火傷、失明

皮膚：火傷

衣類：着火の危険性

5.3 レーザーの安全性
Cubiio2 では、レーザーの専門知識を持つユーザーが、Cubiio2に入れられない
対象物を加工するためのフリーモードが用意されています。
このモードでの Cubiio2 は、レーザークラス1の安全な状態ではなく、前章で述べ
た危険性を引き起こす可能性があります。下記の注意事項を必ずお読みになられ
てからご利用ください。

セーフティーロック（もしくはリモートロック）。
レーザー保護メガネ（OD5 +、450nm）。
ファイヤーブランケットと消火器。
通気性の良い室内空間。

マスクを着用するか、粉塵フィルターを設置する。

ブルーライトを反射・拡散しない作業面（コンクリートの床など。

必要な道具と作業場所

1. 電源ケーブルを抜き、Cubiio2 を裏返し、底面を上に向ける。

2. T10Hドライバーで底面のステンレスプレートのネジを8本外す。

3. 機械を正面に戻し、セーフティーロック（もしくはリモートロック）を挿入する。
    *セーフティーロックを挿入しないと、レーザーはフリーモードでは発光しない

4. レーザー保護メガネとマスクを着用するか、粉塵フィルターを設置する、その
他の必要な保護措置を完了してください。

5. Cubiio2 が水平になるよう必要に応じて調整スタンドで高さを調整する。

6. 通常の起動操作を行う。

フリーモードで彫刻するときの流れ

5.4 大型オブジェへの彫刻
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Cubiio2 本体とレーザーカートリッジは、お届け日より一年間の保証期間が

ついています。通常のご利用で故障した場合は、修理または交換のサービス

をご提供いたします。保証の適用範囲は、不自然な外的要因による製品の破

損は含まれません。

人為的破損、誤った操作方法や取り付け、無許可行為（分解、改造、システム
へのハッキングを含むがこれに限定されない）

下記の状況が発生した場合、保証適用外となります：

落雷、水害、火災、戦争などに限定されないが災害による破損、または電力
問題による破損。

製品のシリアルナンバーと製品保証シールの欠落、または判読不能。

下記の項目は保証対象外となります：

1. 付属の素材/材料、アクセサリー、消耗品（例えばエアフィルターなど）

2. キズ、へこみ、ひびなどの機械表面の破損。

3. 現地の法律に違反して取得または使用した製品およびサービス。

4. 正常に使用で自然に生じるレーザーカートリッジの消耗。レーザーカー
トリッジの出力は、使用時間とともに低下します。レーザーカートリッジ
の故障は、メーカーのレーザーパワーメーターで測定した定格出力の
50％以下にまで低下するか、全く光が出ない状態と定義されています。
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