
NEPTUNE 3 PRO
3Dプリンターマニュアル

商品は実際の製品を基準とし、写真は参照用です



ELEGOO の製品をご注文していただき、誠にありがとうございました。

ご参考までに、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
このマニュアルの注意事項とヒントは、誤った取り付けや使用を避けるのに役立ちます。
マニュアルに記載されていない質問や問題については、次のメールアドレスまでお問い合わせく
ださい：3dp@elegoo.com.
ELEGOOチームはいつでも質の高いサービスを提供する準備ができています。
当社の製品をよりよく体験できるようにするために、以下の方法で機器の操作知識を取得するこ
ともできます。
1.ランダムな使用説明書：関連する説明書とビデオはTFカードにあります。
2.ELEGOO公式ウェブサイト：www.elegoo.com ELEGOO公式ウェブサイトにログインして、関連する
機器の操作、連絡先情報などを見つけます。



1.揺れが大きいなど不安定な環境にプリンタを置かないでください。机械の揺れはプリンタの印

刷品質に影響を与えます。

2.高温やけど、人身傷害を防ぐため、プリンターの作業中にノズルやホットベッドに触れないで

ください。

3.印刷後、ノズルの余熱を利用してツールでノズルの消耗品をきれいにしてください。やけどを

防ぐため、きれいにする時に直接手でノズルに触れないでください。

4.よく制品のメンテナンスをしてください。定期的に電源が切れて、乾いた布でプリンターの本

体を掃除して、ほこりと接着した印刷材料を拭います。

5.3Dプリンターには高速回転部品が含まれており、手を挟まないように注意してください。

6.お子様がご使用になる場合は、怪我をしないように大人の監督のもとでご使用ください。

7.緊急時は、直接電源を切ってください。

ご注意
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1

パラメータ

印刷パラメータ

印刷原理：FDM（熱溶解積層法） 
ビルドサイズ：225X225X280(mm³)

印刷精度：±0.1mm

ノズル直径：0.4mm

印刷速度：30~180mm/s（60mm / sを推奨）

温度パラメータ

周囲温度：5°C~40°C

最高ノズル温度：260°C

ホットベッドの最高温度：100°C

ソフトウェアパラメータ

スライスソフトウェア：Cura

入力フォーマット：STL、OBJ

出力フォーマット：Gcode

接続方法：TFカード、USBケーブル

ソフトウェアパラメータ

入力：100-120V/220-240V

出力：24V

物理パラメータ

マシンサイズ：475*445*515mm
正味重量：8.1kg
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X軸
リミット

リードスクリュ
ー T8

リジッドカップリング

フィラメン
トパイプ

フィラメン
トフレームフィラメント

検出スイッチ

X-軸 ベルト
テンショナー

Type-B コネクタ

TFカード
スロット

タッチスク
リーン

タイミング  
プーリー

X軸モーター

Z軸モーター

Y軸モーター

電源スイッチ

Y軸ベルト
テンショナー 

プラットフ
ォーム

ノズル
キット

展示



ELEGOO 3D Printer
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03 04 05 06 07

08 09

（HM5*45）4pcs

（PM4*20）5pcs

（PM4*8）  1pcs

（HM4*M3*3)  1pcs

(1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0)

締め金具

ツール

セットリスト



4 （HM5*45）4pcs
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4.0

① ②

2.5
（PM4*20）3pcs

付属するTFカードにインストール手順のビデオが添付されております

組み立て
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③ ④
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3.0

（PM4*20）2pcs
フィラメント検出器の取り付け:

R型バックルの固定:

08

（PM4*8）  1pcs

（HM4*M3*3)  1pcs

2.5

2.5
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X

X

Z

⑤

使用前に現地の電圧に合
わせて調整してください。

フィラメント検出スイッチ

X-軸リミット
スイッチ

X-軸ステ
ッパー

Z-軸ステ
ッパー
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レベリングに関する補足説明 
特別なケース：
Y軸スライダプレートは工場出荷時に調整されていますが、プリンターは輸送のためにプーリーが緩んでいる可能性があります。プリン

ターのプラットフォームが揺れたり緩んした場合、Y軸スライダプレートが揺れずにスムーズにスライドするまで、プラットフォームの

下にある六角分離柱をオープンエンドレンチでゆっくりと回してください。

同様に、プリントヘッドが揺れたり緩んだりしている場合は、プリントヘッドが揺れずにスムーズにスライドするまで、対応する偏心

分離柱も調整することができます。また、ガントリーの両側のプーリーにも、対応する偏心分離柱があり調整することができます。
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照明の制御

設定画面 レベリング画面

温度の表
示

3つの画面：移動、温度、
押出し機

モーターロック解除

ゼロに戻す

移動距離 

Y=0 に設定

Z=0に設定

X=0に設定

温度の表示

補正の設定

36点のパラメータ表示

言語切り替え

温度の設定

ファンの制御
モーターロック解除

機種情報

フィラメント検知スイッチ制御

詳細な設定

操作画面の紹介

左右のページキー

Gcodeファイルの表示

印刷ドキュメント

　メイン画面

プリペア画面

デフォルトのパラメータに戻す
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①

A4用紙

l 電源投入時に【レベリング】を選択すると、プリンターの各軸が自動的に原点復帰します。レベリングページ

に入ったら、キャリブレーションアイコン【     】をクリックして確定します。

l 機械は加熱状態に入ります: ノズルは 140°C に加熱され、ホットベッドは 60°C です（フィラメントの温

度に応じてホットベッドの温度を事前に調整し、より正確なレベリング値を達成するために印刷のプラットホ

ームを水平にしてください）。

l 設定温度に達した後：36点自動校正を開始します。

l 最終的にノズルがプラットフォームの中心に戻るまで、この期間中は他の操作を行ってはなりません。

l レベリング後、Z軸の補正を設定します。ノズルとプラットフォームの間にA4

用紙を挟みます。補正値をクリックし、A4用紙を連続的に押し引きし、摩擦

力が発生したら補正レベリング完了です。

②

マシンを最初に実行するときは、レベリングモードでプラットフォームとノズルの距離を
A4用紙の厚さ程度に調整する必要があります。

なお、レベリングセンサーは金属
製プラットフォームのみを検出す
ることに注意してください。例え
ばレベリングのためにガラス製プ
ラットフォームを交換しても検知
効果は得られず、ノズルがプラッ
トフォームを圧迫してしまいます。

オートレベリング
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A B C

ノズルがプラット
フォームに近すぎ
るため、押し出し
が不十分である。 

ノズルはプラット
フォームから適度
な距離にあり、適
量を押し出し、プ
ラットフォームに
均一に付着します。

ノズルがプラットフォーム
から離れすぎていて、接着
が不十分な場合、印刷中に
モデルがプラットフォーム
から落下する可能性があり
ます。

ご注意:　硬度の異なるフィラメントは、バネ強度の要求が異なります。
六角レンチで押出機のバネ強度を調整することができます。反時計回
りに回すとバネの強さが強くなり、時計回りに回すとバネの強さが弱
くなります。

ヒント:
テストモデルを印刷するときは、最初の層の印刷を観察してください。
AとCの場合、補正設定が適切に調整されていません。印刷中に補正調整を
行い、ノズルとプラットフォームの間の距離を調整することができます。
Bの場合、ノズルとプラットフォームは適切な印刷距離に達しており、印刷
を継続することができます。

2.5

モデルテスト

押し出しの検査
1) まず、フィラメントをプリントヘッドの底部に押し込みます。
2) 【準備】 - 【押出し機】をクリック、【ロード】をクリックすると、ノズルの
温度が自動的に200℃に加熱されます。
3) ノズルが200℃に予熱された後、ロードをクリックすると、ノズルからフィラメ
ントが押し出されます。
4) プリントする前に、ノズルの前で溶けたフィラメントをきれいにしてください。

印刷開始
1) TFカードをプリンタのカードスロットに挿入します。
2) メインメニューの[印刷]をクリックし、テスト印刷ファイルを選択
します。
3) ノズルとホットベッドが所定の温度に達すると、X、Y、Z軸がゼロ
に戻り、印刷が開始されます。



①

②

③
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写真に示すように:

微調整を行う場合は、ノズルからプラットフォームが過剰に押
し出されたり、フィラメントが空中に垂れ下がったりしないよ
うに、移動距離を0.01mmまたは0.1mmに切り替えてください。

レジュメ印刷の説明

停電後の印刷再開：突然の停電や誤って本機の電源を切ってしまい、印刷を継続したい場合、本機能を手動で

設定する必要はありません。プリンターを電源に再接続して電源を入れたら、「再開」をクリックするだけで続行
できます。(PEIプラットフォームは加熱すると接着効果が向上しますが、長時間電源を切ると冷えてしまい、モデ
ルが落ちやすくなり、印刷再開ができなくなりますのでご注意ください。)

材料切れ・詰まり検知：この機能は、モデルの印刷の途中でフィラメントが切れや目詰まり時、印刷を続行す

るにはフィラメントを交換する必要があることをユーザーにお知らせることができます。
これにより、フィラメント不足によるモデルの廃却を防ぐことができます。



12

ソフトウェアのインストール

当社のスライシングソフトウェアは、オープンソースのスライシングソフトウェア「Cura」を改良した
もので、当社のマシンとの相性が良く、お客様のニーズに応えられるようになっています。

ヒント：カードリーダーを使用して、TF カードのデータをパソコンにコピーして保存します。

ソフトウェアのインストールは次のとおり：
TFカードを開き、パス/ソフトウェアおよびソフトウェアドライバーフォルダー/ ELEGOOソフトウェアフォルダーを選択し

ます。ELEGOO-Curaアプリケーションをダブルクリックしてインストールします。

画面の指示に従って次のステップに進み、

最後に以下のように対応するモデルを選択すれば、セットアップが完了します。



日本語操作画面に切り替え

[Preferences]をクリックして、[Configure Cura]を選択し、言語[日本語]を選択します。次に、ソフト
ウェアを閉じて再び開けば、言語設定が完了します。

13
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① マウスのホイールをスクロールさせると
ビューが拡大し、ホイールを押し続ける
とプラットフォームの位置が移動する

② マウスの右ボタンを押しながらマウスを
動かすと、角度が変わります。

③ マウスの右ボタンをクリックすると、ポ
ップアップボックスが表示され、選択す
ることができます。

その他の操作のヒント：

モデル設定：複数のモデルを印刷する際に、

指定したモデルのスライス設定を個別に行うこ
とができます。

サポートを遮る：モデルに遮るエリアを設定し

て、設定されたエリアがサポートを生成しない
ようにすることができます。 

使用方法

移動
リサイ
ズ回転
ミラーリング
モデル設定

サポートを遮る

モデルの導入

画像プレビュー機能 画像プレビュー機能: TFTファイル形式で保
存されたGcodeファイルはプリンターで選択
したファイルのモデル画像をプレビューでき、
印刷ファイルをより直感的に認識できます。
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l USBでプリンターをパソコンに接続し、ダブルクリックでスライスソフトウェアを開き、対応する
型番を選択し、モニターをクリックした後、画面が空白が表示された場合は正常に接続されていな
いので、ドライバーをインストールする必要があります。

l ドライバのインストール方法は、Windowでは以下のように処理します。TFカードのプロファイルを開いて以下

のパスを選択します。\ ソフトウェアおよびソフトウェアドライバフォルダ \ ソフトウェアドライバフォルダ \ 

Window-USBドライバフォルダ \ CH340G USBドライバフォルダ\ [DRVSETUP64]ファイルをダブルクリックして

実行し、インストールをクリックします（下図のように）。本ドライバーソフトはウイルスに感染していません

ので、安心してインストール してください。ウイルス対策ソフトでウイルスと判断された場合は、しばらくウイ

ルス対策ソフトを閉じてから、ドライバソフトのインストールを続行してください。

オンライン印刷

TFカード内の関連データファイルを必ず確認してください。



l ドライバのインストール方法は、Macは以下のように処理します。ランダムなTFカードデータを開いて、以下のパスを

選択します。 \ ソフトウェアおよびソフトウェアドライバーフォルダー \ ソフトウェアドライバーフォルダー \ Mac-

USBドライバーフォルダー \ CH34X_MACフォルダー \ CH34x_install_V1. 5.pkgをダブルクリックしてインストールし

ます。プロンプトに従ってインストールを続行します。(下図のように)

.....

16



l ドライバーのインストール後、USBケーブルを再接続し、ELEGOスライシングソフトウェアを開き、モニターをクリッ
クすると、プリンターの型番名などが表示され、パソコンとの接続が成功したことを示します。

l モデルを取り込んだ後、印刷温度、層の厚さなどの関連情報を設定し、スライスをクリックすると、USBオンライン印
刷を選択します。

l USBケーブル接続による印刷時には、データ転送の失敗を防ぐために、電源を切ったり、パソコンがスクリーンセーバ
ーやスリープに入ったりすることはできません。

17



X / Y / Z軸のモーターがゼロに戻っても動かない、異音がする
① モーターワイヤーが緩んでいる、再度配線をご確認ください

② 対応するリミットスイッチが正常に作動しない場合は、対応する軸の動きに干渉がないか、リミットスイッチの配線が緩んでいないかをご確認してくださ

い。

異常なノズル押し出し
① 押し出しモーターのワイヤーが緩んでいないかをご確認してください。

② 押し出しギアのトップワイヤーがモーター軸にロックされているかをご確認してください。

③ プリントヘッドの放熱が不十分ですので、プリントヘッドの冷却ファンが正常に動作することをご確認してください。

④ ノズルが詰まっている場合は、ノズルを230℃に短時間加熱し、手動で消耗品を絞ってください。詰まりが解消しやすくなります。

または、細い針を使用して、予熱中にノズルの詰まりを取り除きます。

モデルがプラットフォームにくっつかず、反り返っている
① モデルがプラットフォームにくっつくことができるかどうかのポイントは、最初の層を印刷するときに消耗品がプラットフォームに取り付けられているか

どうかです。プリントヘッドがプラットフォームから0.2mm以上離れた状態で1層目を印刷すると、プラットフォームのプレートへの密着度が著しく低下し、

再水平化が必要となります。

② Curaでプリントプラットフォームの貼り付けを設定し、貼り付けタイプ[Brim]を選択すると、貼り付けの表面が強化され、反りなどを防ぐことができます。

モデルのズレ
① 移動速度や印刷速度が速すぎますので、速度を落としてみてください。

② X/ Y軸ベルトが緩すぎるか、同期ホイールがしっかりと固定されていません。

③ 駆動電流が小さすぎます。

糸引きがひどい
① 引き抜き距離が足りない場合は、スライス時に引き抜き距離を少し大きく設定してください。

② 収縮速度が遅すぎる場合は、スライスするときは、引き抜き速度を少し大きく設定してください。

③ スライスの際は、引き抜きZのリフトをセットしてください。リフト高さは約0.25mmです。

④ 印刷温度が高すぎるため、消耗品の流動性と粘度が高くなりますので、印刷温度を少し下げてください。

トラブル排除のガイド
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＋

－

X軸モ
ーター

Y軸モ
ーター

Z軸モ
ーター

E軸モ
ーター

E1軸モ
ーター

TFカードスロット

X- :X 軸リミットスイッチ

Y- :Y 軸リミットスイッチ

ホットベッドサーマル

電源インターフェース

ホットベッドインタ
ーフェース

ヒーターヘッドインタ
ーフェース

モデルファン

画面インターフェース

材料切れ検出

ノズルサーマル

マザーボード冷却用ファン／
プリントヘッド冷却ファン

Type-B インターフェース

LED 

センサー

マザーボード配線

押し出し
モーター

右側モデル
冷却ファン

ヒーター
パイプ

左側モデル
冷却ファン

近接スイッチ

スロートパイプ 
冷却ファン

ホットエンドサーモ
センサー



アフターサービス登録カード
售后服务登记卡

アドレス
      地址：

障害の説明

故障描述：

購入日

购买日期：
サイト

购买地点：

電話番号
电话号码：

型番

机器：       

連絡先
联系人：

シリアル番号

        序列号：       



ELEGOO公式ウェブサイト：www.elegoo.com


