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使用の準備と電池の入れ方

この製品はクロック表示用としてリチウム電池 CR2032 1個、プリンター用として単三電池4本を使用します。

１・タイムスタンパーの裏蓋を開けます。

２・リチウム電池はご購入時にすでに所定位置に入っています。一旦硬貨等で蓋を反時計方向に90度回して外し、

絶縁用の透明フィルムを抜き取り、電池の＋（プラス）極の表示が見えるように入っていることを確認して蓋

を元に戻してください。

３・単三電池４本をプラス、マイナスを確認しながら表示通りに入れます。
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リチウム電池



４・４ページの「日付・時刻表示の設定」を行います。

５・プリンターリセットボタンをボールペンなど尖ったもので

押します。一度作動音がしてプリンターがリセットされま

す。

６・裏蓋を閉めます。

７・本体底のプリンター部分を保護している透明フィルムをは

がします。（プリンターベルト部分には手を触れないでく

ださい）

注意：　　エボルタ電池は不適合による動作不良が報告されて

いますので、通常のアルカリ電池をご使用ください。

注意：　　使用中にプリンターが動作しなくなり、リセットボ

タンを押しても作動音がしない場合は、電池を交換し

てみてください。
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日付・時刻表示の設定

１・ボタン①[SET/EDIT]を数秒間押すと、「ピッ」とい

う音と共に設定モードに入ります。

２・②[

▲

]は設定項目を進め、③[▲]は項目内のデータ

を設定するボタンです。

３・最初、日付表示部分の「M（月）」と「D（日）」が

点滅しますので、年・月・日の表示順を設定しま

す。ボタン③[▲]を押す度に、表示順が変わります。年・月・日が好みの表示になったら、ボタン②[

▲

]を押

して日付の設定に進みます。
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①

②

③

スタンパーの日付表示部分とプリンターの対応。

年 ・ 月 ・ 日 月 ・ 日 ・ 年 日 ・ 月 ・ 年



４・年・月・日を設定するときは、表示面右側の小さい

４桁の数字が西暦年を表示しています。一番左側の

点滅している表示から順にボタン② [

▲

]とボタン③

[▲ ]を交互に使って、日付を設定します。日付の設

定後、ボタン② [

▲

]を押すと西暦年を表示していた

部分が時間表示に切り替わるので、同じ手順で時間

を設定します。時間を設定した後、さらに② [

▲

]を

押すと 12時間表示または 24時間表示が選べるよう

になりますので、ボタン③ [▲ ]で好みの表示方法を

選んでください。

５・設定すべき数字を行き過ぎても戻ることは出来ません。その場合はボタン③ [▲ ]を長押しして、「早送り」

にして設定し直してください。

６・設定中、約15秒間操作を行わないと、自動

的に通常のクロック表示に戻ります。ま

た、設定の途中でも ボタン①[SET/EDIT]ボ

タン を押せば設定を終了することが出来ま

す。
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①

②

③

西暦年表示となる

12時間表示、24時間表示の切り替え画面。12時間表示を

選択した場合は、設定終了後ＡＭ、ＰＭが表示されます。



スタンプ項目について

このスタンパーは [日付]、[時間]、[メッセージ]、[４桁カウンター] 、[６桁カウンター]の５項目を、単独で、

または項目を組み合わせて印字することが出来ます。

[４桁カウンター]と[６桁カウンター]を同時にスタンプすることは出来ません。[４桁カウンター]はカウンターの

み、又は[日付]、[時間]、[メッセージ]、の内、任意の２項目と同時にスタンプすることが出来、

[６桁カウンター]はカウンターのみ、又は任意の１項目と同時にスタンプすることが出来ます。
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[４桁カウンター]は一回のスタンプごとに１ずつ進む昇順のみ設定できます。

＊　４桁カウンターを[メッセージ]と組み合わせる場合は、メッセージごとにそれぞれ別の数値を設定してカウン

トさせることが出来ます。

[６桁カウンター]は昇順、または降順を設定してスタンプすることが出来ます。

＊　[年]のスタンプは、４項目の内、選択項目が２項目の場合は4桁で、選択項目が３項目以上の場合は２桁でス

タンプされます
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スタンプ項目の設定

１・ボタン①[PRINT/SELECT]を長押しすると、表示面の

[DATE]表示が点滅し、スタンプ項目設定モードに入りま

す。

２・文字に囲みのある項目がスタンプされる項目です。ボタ

ン②[SET/EDIT]を一回押すごとに文字囲みが点いたり消

えたりします。プリントしたい項目に文字囲みを表示さ

せ、ボタン①[PRINT/SELECT]で次に進みます。

カウンターの設定

３・４桁、又は６桁のカウンターの表示を指定すると、カウ

ンターの数値表示が点滅します。ボタン⑤[▲]で一桁目

の数値を決定、ボタン④[

▲

]で桁送りを繰り返してカウ

ンターのスタート値を設定します。

　　項目設定が終わり、ボタン①[PRINT/SELECT]を押すと通

常のクロック表示に戻ります。
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④

⑤

①②③

④

⑤



４・表示項目が多すぎるなど、設定に間違いがあると設定モードから抜けられず、放置すると元の設定に戻ってし

まいます。この場合は設定を正しい値に修正してください。ボタン③[ALARM/MODE]を押すと以前の設定のまま

強制的に設定モードから抜けることが出来ます。また、必要事項の設定が終われば設定の途中でもボタン③

[ALARM/MODE]で設定から抜けることが出来ます。

メッセージの設定

４・[MESSAGE]の内容（IN、OUT、PAID、FILE、REF:、CFMD、RCVD）は、タイムスタンプするときいつでもボタン④

 [

▲

]を押して選択することが出来、選択したメッセージ（とカウンター値）が画面に表示され、表示されて

いるデータがスタンプされます。

５・[MESSAGE]の表示を設定すると、詳細（IN、OUT、PAID、FILE、REF:、CFMD、RCVD）が表示されるようになりま

す。それぞれのメッセージにカウンターの値を指定したい場合は、画面に指定したいメッセージを表示してか

らボタン①[PRINT/SELECT]を押し、設定モードに入ってカウンター数値をセットしてください。

６・一時的にカウントを停止させたい場合は、ボタン⑤ [▲ ]を押して停止させることが出来ます。この場合、画

面に[CNTLOCK] が表示されます。ボタン⑤ [▲ ]を再度押すと[CNTLOCK]表示が消え、停止が解除されます。
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セキュリティーコードの設定

日時やカウンターの設定内容を第三者に勝手に変更されないよ

う、暗証番号で設定をロックすることが出来ます。ロックされ

るのは日時とカウンターの数値のみで、メッセージの選択、印

字項目の変更については影響を受けません。

１・ボタン①[SECURITY CODE]を長押しすると、「ピッ」とい

う音と共に設定モードに入り、表示面右下の数値表示部分

の１桁目に点滅が表示されます。

２・ボタン②[▲]を押して数値を決定し、ボタン③ [

▲

]を押

して次の桁に移ります。これを繰り返して４桁の暗証番号

を入力し、もう一度ボタン①[SECURITY CODE]を押すと、

設定数値が数度点滅して消え、表示面左側に鍵のマークが

表示されます。

３・ロックの解除はボタン④を長押しし、数値表示部分を点滅

させて設定した暗証番号を入力するとセキュリティーコードを保持したまま日付等の変更が可能になります。
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①

②

③

④



４・もしセキュリティーコードを完全に解除したい場合は、上記「１、２」の操作を繰り返すと、設定数値が数度

点滅して消え、同時に鍵のマークも消えて、ロックのない状態になります。

５・もし暗証番号を忘れてしまった場合は、一旦電池を取り外すことにより暗証番号をリセットします。
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アラームの設定

１・ボタン①[ALARM MODE]を押してアラーム時刻表示モー

ドにします。時間表示の上部分に ALARM マークが点

滅します。

２・ボタン②[▲]を押してアラームのON/OFFを設定しま

す。アラームONの場合は時刻表示の前部分にベルマー

クが表示されます。

３・ボタン③[SET/EDIT]を押すと時刻表示が点滅しますの

で、ボタン②[▲]ボタンで時間を設定し、ボタン④

[

▲

]を押して分の設定に移り、同じようにボタン②

[▲]で分を設定ます。

４・アラーム時刻の設定が終了したら、ボタン①[ALARM 

MODE]を押して終了します。

５・アラームが鳴ったときはどのボタンを押してもアラー

ム音を止めることが出来ます。

６・アラームが設定されているときは、ボタン①[ALARM MODE]を押すと設定時刻が表示されます。
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タイムスタンプの方法

タイムスタンパーを印字したい紙の上に軽く置き、印字位置を確

認してください。印字される位置は左右側面の矢印、前面の波模

様の部分です。印字位置が決まったらスタンパーを軽く押さえて

前に傾けてください。プリンタースイッチが入り印字されます。

注意：　　不用意にボタンに触れると表示が変わっ

たり設定モードに入ってしまったりしま

す。スタンパーを持ち上げるときはボタン

に触れないよう注意してください。

一旦スタンプを始めたらプリンターが止ま

るまで本体を動かさないでください。

堅い平らな面の上で印字してください。
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印字位置 印字範囲



インクロールの交換

スタンプの印字が薄くなった場合は、下記の手順でインクロール（別売）を交換してください。

予備のインクロールは弊社サイト（b-tao.jp）よりご購入いただけます。

１・本体正面左側にあるインクロールの蓋を側面より押し、手前に引いて開けます。

２・インクロールをピンセットなどでつかみ反時計方向に回転させ、手前に引いて抜き取ります。

３・新しいインクロールを前のものと同じ位置に設置します。

４・インクロールの蓋を閉めます。
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エラー表示について

表示面で[P.RESET]表示が点滅したら裏蓋を開け、[PRINTER RESET]ボタンを押してプリンターをリセットしてくだ

さい。それでも動作しない場合はプリンター用単三電池4本を新しいものと交換してください。

表示面に[BATT]が点灯表示された場合は速やかにリチウム電池 CR2032 を新しいものと交換してください。

使用上の注意

・故障の原因となりますので、プリンター部分には手を触れないでください。

・プリント速度が遅くなったり、[BATT]表示が点灯した場合は早めに電池交換を行ってください。

・丁寧に取り扱い、落として衝撃を与えたりしないでください。
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製品の保証範囲について

初期不良対応期間は納品後10日間です。お届け商品に不都合を発見されましたら早めにご連絡ください。

なお、本品は個人使用、家庭内使用等の民生用として設計されております。工場のライン等、産業目的の使用は想

定されておりません。あらかじめご了承ください。
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B-TAOタイムスタンパー仕様

寸法 106(L) X 79(H) X 51(W)mm

重量 160g（電池を除く）

電源 クロック用 CR2032 リチウム電池　1本

プリンター用 単三電池 4本

本製品の仕様は予告なく変更することがあります。

本製品を使用して生ずる結果には、当社は一切その責を負いませんのであらかじめ御了承ください。

本説明書は当社の著作物です。無許可の複製を禁じます。

有限会社　加 納
150-0001　東京都渋谷区神宮前 2-4-20

TEL 0120-726-308     http://b-tao.jp
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