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はじめに
この度は、ワードライタBL-80Nをご購入いただきまして誠にありがとうございました。
本機は、作画作業の省力化と品質向上を目指して開発された、スタンドアローンタイプの作画マシンです。本機
は作画専用のファンクションキーを設け、どなたでも簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描くこ
とができます。作画作業の効率化を図り、また良きパートナーとして末永くご愛用いただくために、取扱説明書
にしたがってお取扱いいただきますようお願い申し上げます。取扱説明書は本体左上のＱＲコードを読み取るこ
とでもご閲覧いただけます。（QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です）

●本書の内容は万全を期して作成しましたが、万一不審な点や誤りなどお気付きのことがございました
らご連絡ください。
●万一、本機や本機で作成した文書を使用したこと、および故障・修理などによりデータが消えたり変
化したことで生じた損害や逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では、
一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために
この基本操作ガイドおよび商品は、本機を安全に正しくお使いいただくためにいろいろな表示を使用してい
ます。
その表示と意味は次のようになっています。

■ 表示について

警 告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され、絶対に行なって
はいけないことが書いてあります。

注 意
取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性が想定され、絶対に行なってはいけな
いことや物的損害の発生が想定され、絶対に行なってはいけないことが書いてあります。
また、作成したデータが消失する可能性があり、絶対に行なってはいけないことが書いて
あります。

■絵表示について

「気をつけるべきこと」 
を意味しています。
この記号の中や近くの表示 
は、具体的な注意内容です。

「してはいけないこと」 
を意味しています。
この記号の中や近くの表示
は、具体的な禁止内容です。

「しなければならない 
こと」を意味しています。
この記号の中や近くの表示
は、具体的な指示内容です。

　  機械が故障し修理が必要になることが想定される操作や、現状復帰するために
 リセットなどの操作が必要になるので絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

　  操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。
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本機の内部に指、ペン、針金などの異物を差し込まないでください。本機が故障したり、火災、感
電の原因になります。

電源コードの上に重いものを絶対にのせないでください。電源コードに傷がついて火災や感電の
原因となります。

ぐらついた台の上や不安定な場所に設置しないでください。倒れたり台から落ちたりして、けがや
故障の原因になります。

水、薬品などが機械にかからないようにしてください。万一内部に水などが入った場合は電源プ
ラグをコンセントからすぐに抜いて販売店に修理をご依頼ください。そのまま使用すると本機が
故障したり、火災、感電の原因になります。

故障のまま機械を使わないでください。煙が出ている、変な音やにおいがするなど、故障状態の
まま使用すると火災、感電の原因になります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に
修理をご依頼ください。

本機やACアダプターは絶対に分解または改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
電源コードを加工しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

電源は直接コンセントからとりタコ足配線はしないでください。火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の恐れがあります

電源はAC100V専用コンセントを使用してください。
100V以外の電源を使用すると本機が故障したり火災、感電の原因になります。

電源コードが傷ついたり、いたんだりしているACアダプターは使わないでください。火災・感電・
故障の原因となります。

警 告

同梱されているACアダプターは、本機専用です。本機以外に使用しないでください。および
他商品のACアダプターを本機に使用しないでください。火災、感電、故障の原因になります。

動作中はペンアーム部に顔を近づけないでください。怪我をするおそれがあります。



III

大きな容量を必要とする機器（冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、OA機器等）とコンセントは共用
しないでください。電圧が下がり機械が誤動作する可能性があります。

連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず電源プラグをコンセントから抜いて
ください。

電源プラグは定期的に清掃してください。長い間にホコリなどがたまり、火災や故障の原因になり
ます。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜いてください。
コードが破損して火災や感電の原因になります。

設置場所を移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。電源プラグ
をつないだまま移動させるとコードが傷つき、火災、感電の原因になります。

本体内部に保存した内容は、永久的な保存はできません。故障、修理などに起因するデータ消失
による損害、ならびに逸失利益については、責任を負いかねます。
予めご了承ください。

注 意

紙や布を本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。火災や故障の原因になります。

直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、結露した状態では使用しないでください。動作が不安
定になったり、故障の原因になります。

電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱により火災や故障の原因になります。
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ご使用上の注意
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この装置は、クラスB機器です。この装置は住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取扱いをしてください。     　　　VCCI－B
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１章

お使いになる前に
この章では、BL-80Nをご使用になる上で知って
おくべきことについて説明します。

当説明書の表記について ･････････････ 9

各部の名称と付属品 ････････････････10

ディスプレイ ･･･････････････････････11

ご使用前の準備 ････････････････････12

　　ご使用前のお願い ･･････････････12

　　輸送用ネジ取り外し注意喚起メッセージ 
　　（初回使用時のみ） ･･････････････12

　　輸送時のお願い････････････････12

　　紙押えパッドの使用方法とご注意 ･13

　　ボールペンのセッティング ･･･････14

　　サインペンのセッティング ･･･････15

　　本体の設置････････････････････16

まず動かしてみる ･･････････････････17

　　電源のＯＮ／ＯＦＦ ･･････････････17

　　作画する ･･････････････････････18



9

当説明書の表記について
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各部の名称と付属品
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ディスプレイ
ご使用前のお願い

輸送用ネジ取り外し注意喚起メッセージ（初回使用時のみ）

輸送時のお願い
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ご使用前の準備
ご使用前のお願い

輸送用ネジ取り外し注意喚起メッセージ（初回使用時のみ）

輸送時のお願い
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ボールペンのセッティング紙押さえパッドの使用方法とご注意
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ボールペンのセッティング紙押さえパッドの使用方法とご注意
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サインペンのセッティング
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本体の設置サインペンのセッティング



17

まず動かしてみる
電源のON/OFF
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電源のON/OFF 作画する
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２章

文字の入力
この章では、文章を入力する際のキー操作方法、
漢字への変換方法について説明します。

ひらがな／カタカナの入力 ････････････ 20

　　ローマ字で入力 ･･････････････････ 20

　　かなで入力 ･･････････････････････ 22

英数字の入力････････････････････････ 24

　　アルファベット・数字を入力する ･････ 24

漢字の入力･･････････････････････････ 25

　　熟語ごとに変換する ･･････････････ 25

　　いくつかの熟語をまとめて変換する ･･ 27

　　単漢字変換･･････････････････････ 28

文章の訂正･･････････････････････････ 29

　　カーソルキーのはたらき ･･････････ 29

　　“読み”入力で打ち間違えた文章を訂正する ･･ 30

　　確定文章を訂正する ･･････････････ 31

記号入力････････････････････････････ 33

JISコード入力 ･･･････････････････････ 34

住所の郵便番号入力･･････････････････ 35

キー割付 ････････････････････････････ 36

専門用語の入力／登録････････････････ 37

改行の入力･･････････････････････････ 39
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ひらがな／カタカナの入力
ローマ字で入力
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かなで入力
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英数字の入力
アルファベット・数字を入力する
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漢字の入力

熟語ごとに変換する
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いくつかの熟語をまとめて変換する
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単漢字変換
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文章の訂正
カーソルキーのはたらき
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“読み”入力で打ち間違えた文字を訂正する
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確定文章を訂正する
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記号入力
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ＪＩＳコード入力
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住所の郵便番号入力
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キー割付
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専門用語の入力／登録
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改行の入力
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3章

作画
この章では、効率的な作画を行うために設定す
る機能について説明します。

作画･･････････････････････････････41

　　開始と中断 ････････････････････41

　　ペン移動 ･･････････････････････42

ブロック作画 ･･････････････････････44

改行作画･･････････････････････････46

　　サイズ変更 ････････････････････47

　　縦方向自動縮小 ････････････････48

　　ペン位置 ･･････････････････････49

　　始終点確認位置････････････････50

　　一行目書出し位置 ･･････････････50

　　ペン移動 ･･････････････････････51

作画範囲エラー ････････････････････51
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作画
開始と中断
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ペン移動
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令和

令和
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ブロック作画
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改行作画
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サイズ変更
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縦方向自動縮小
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ペン位置
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始終点確認位置

一行目書出し位置
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ペン移動

作画範囲エラー
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4章

パラメータの設定
この章では、文字の大きさを変えたり、レイアウ
トを変えたりする方法について説明します。

パラメータの設定 ･･････････････････53

　　設定状態表示･･････････････････53

　　設定の初期値と範囲 ････････････53

文字サイズ ････････････････････････55

　　（多行の）文字サイズ ････････････56

文字幅････････････････････････････57

　　半角数字･･････････････････････58

文字間と桁合わせピッチ ････････････59

位置合せ･･････････････････････････61

範囲作画･･････････････････････････63

　　均等配列･･････････････････････64

書体変更･･････････････････････････65

　　太文字／ペン字 ････････････････65

　　明朝体／楷書体････････････････67

横書き／縦書き ････････････････････69

行間隔････････････････････････････70

一行均等配列･･････････････････････71

始終点確認機能････････････････････72

一行目書出し位置 ･･････････････････73

県名削除機能･･････････････････････74

作画速度･･････････････････････････75
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パラメータの設定
設定状態表示

自 動 幅

設定の初期値と範囲
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文字サイズ
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文字間と桁合せピッチ
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位置合せ
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範囲作画
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書体変更
太文字
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ペン字
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明朝体
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楷書体
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横書き／縦書き
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行間隔
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一行均等配列
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始終点確認機能
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一行目書出し位置
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県名削除機能
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作画速度

作画速度
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5章

文字飾り
この章では、上付き文字、下付き文字、組文字、飾
り枠について説明します。

上付下付･･････････････････････････77

組文字････････････････････････････79

飾り枠 ････････････････････････････80
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上付下付

上付き文字
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下付き文字
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組文字

令和

令和

令和11年

令和

令和
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飾り枠



81

6章

メモリ
この章では、注記やタイトルボックスなど頻繁に
使う文章や慣用句をメモリに保存して呼び出す
方法と、宅配便の宛名等に使用する各行毎のサ
イズ等の設定をメモリに保存して呼び出す方法
について説明します。

文書の登録････････････････････････82

文書の呼出････････････････････････83

文書の削除････････････････････････84

全削除（文書メモリ） ････････････････85

設定の登録････････････････････････86

設定の呼出････････････････････････87

設定の削除････････････････････････88

全削除（設定メモリ） ････････････････89
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文書の登録
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文書の呼出



84

文書の削除
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全削除（文書メモリのクリア）
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設定の登録
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設定の呼出
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設定の削除
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全削除（設定メモリのクリア）
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7章

はやわざ機能
この章では、ハガキやインデックスシールなどに
簡単に作画する機能について説明します。

新規入力と登録 ････････････････････91

　　ハガキ ････････････････････････93

　　マス目 ････････････････････････95

　　インデックス ･･･････････････････97

　　枠付き２行／３行／４行／５行 ････99

はやわざ呼出 ････････････････････ 102

はやわざ削除 ････････････････････ 103
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新規入力と登録

操作の流れ
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ハガキ
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マス目
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インデックス
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枠付き２行／３行／４行／５行
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はやわざ呼出

ハガキ
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はやわざ削除

ハガキ
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8章

困ったときは
この章では、ご使用中に異常があったときの考え
られる原因と対処方法について説明します。

故障かな？と思う前に ･････････････ 105

エラーメッセージの原因と対応 ･････ 106

操作上のトラブル解決ページ ･･････ 108
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故障かな？と思う前に
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エラーメッセージの原因と対応
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操作上のトラブル解決ページ

ペン切替



109

ペン切替
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付録１　ローマ字入力の読み一覧
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付録2　ＪＩＳコード一覧
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ＪＩＳコード一覧 非漢字
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ＪＩＳコード一覧 非漢字

ギ
リ
シ
ャ
文
字

ロ
シ
ア
文
字

単  

位

絵
文
字

省
略
文
字

特
殊
文
字
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ＪＩＳコード一覧 非漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字

P122

菱
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字

無　牟　矛　 霧　鵡　椋　婿　 娘
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第一水準漢字



125

ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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ＪＩＳコード一覧 ＪＩＳ第二水準漢字
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付録4　商品仕様
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付録5　さくいん

あ
アンダーライン（下線） …… P80

い
位置合せ…………………… P61
一行書出し位置 …………… P73
一行均等配列……………… P71

う
上付き文字 ………………… P77

え
英数字の入力……………… P24
エラーメッセージ ……… P106

か
カーソルキー …………… P4,29
改行作画…………………… P46
改行の入力………………… P39
楷書体作画………………… P68
替芯の交換………………… P14
確定表示画面……………… P11
飾り枠 ……………………… P80
かな入力 …………………… P22
紙押えパッド ……………… P13
漢字の入力………………… P25

き
キーの名称とはたらき ………P4
キー割付け ………………… P36
記号入力…………………… P33
行間隔……………………… P70
均等配列…………………… P64

く
矩形囲み…………………… P80
組文字……………………… P79

け
桁合せピッチ ……………… P59
県名削除…………………… P74

さ
サインペンの取付け ……… P15
作画開始…………………… P41
作画速度…………………… P75
作画中断…………………… P41

し
始終点確認機能…………… P72
下付き文字 ………………… P78
シンボル …………………… P33
ＪＩＳコード入力 …………… P34
住所の郵便番号入力……… P35
熟語変換…………………… P35

せ
設定状態表示……………… P53
設定状態表示画面………… P11
設定の登録………………… P86
設定の初期値……………… P53
設定の範囲………………… P53

た
単漢字変換………………… P28

て
訂正………………………… P29
ディスプレイ ……………… P11

と
登録設定の削除…………… P88
登録設定の全削除………… P89
登録設定の呼出…………… P87
登録文書の削除…………… P84
登録文書の全削除………… P85
登録文書の呼出…………… P83
取消……………………………P5

に
入力文書の削除…………… P32

は
範囲作画…………………… P63
半角数字…………………… P58
はやわざ …………………… P91
パラメータ ………………… P53
パラメータの初期化 ……… P53

ふ
太文字作画………………… P65
ブロック作画 ……………… P44
文書の登録………………… P82

へ
ペン移動 …………………… P51
ペン字作画 ………………… P66

ほ
ボールペンの取付け ……… P14

ま
丸囲み……………………… P80

み
明朝体作画………………… P67

も
文字の入力………………… P20
文字飾り …………………… P76
文字間……………………… P59
文字サイズ ………………… P55
文字幅……………………… P57

よ
用語入力…………………… P37
読み入力…………………… P30
読み入力画面……………… P11

ろ
ローマ字入力 ……………… P20



ご不明な点は下記へお問合せください

https://wis.max-ltd.co.jp/op

お客様相談ダイヤル ： 0120-510-200 （土日・祝日・当社指定休日を除く）
※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。 
　通話内容は対応品質向上のため録音させていただいております。

本社・営業本部オフィスプロダクツ営業部
〒103-8502　東京都中央区日本橋箱崎町6－6

支店・営業所
札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、四国、広島、福岡

修理に関するお問合せは
マックスエンジニアリングサービス株式会社

東日本／東京サービスステーション
〒190-0022　東京都立川市錦町5－17－19
TEL  042－548－5332（代）

西日本／大阪サービスステーション
〒553-0014　大阪府大阪市西区北堀江3－9－10
TEL  06－6110－02655（代）

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。

見積レス修理
お客様の修理品をお預かりするにあたり、よりスピーディーにお客様の修理対応を行う為に「見積レス修理」のご承諾を
お願いしております。「見積レス修理」は、お客様のご承諾の下、修理内容が「基準修理金額」以下の場合に、見積提示を
せず直ぐに修理対応を行うサービスです。

●詳しくは下記URLよりホームページをご参照ください。

　https://wis.max-ltd.co.jp/op/repair_estimate.html

マックス株式会社 オフィスプロダクツ営業部
〒103-8502　東京都中央区日本橋箱崎町6-6

N2011N


