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梱包内容
Silhouette Cameo® には、次のリストに記載されたアイテムが付属します。マシンを使用する前には、す
べての付属品がそろっていることを確認してください。以下のリスト内のアイテムが不足している場合は、 
support@silhouetteamerica.com までお問い合わせください。

Silhouette Cameo®  
デスクトップカッティングマシン

A/C アダプターと 
電源ケーブル

USB ケーブル
12インチのカッティング用台紙

ブレードの
手動調整器 ツールアダ

プター

オートブレード 
Cameo 4 用

mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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マシンから包装物を取り外す
Cameo マシンには、搬送時に部品が動かないように固定するためのテープ、カードボード、フォームがあり
ます。

箱から Silhouette Cameo® を取り出し、蓋や部品を押さえているテープを取り外します。

マシンの前面で透明のプラスチックカバーを押さえている 3 つのタブを取り外します。2 つはマシンの側面パ
ネルに、もう 1 つはマシンに沿って上部にあります。

次に、蓋を少し持ち上げて後ろにスライドさせます。ここにあるテープ、挿入されたカードボード、フォーム
を取り外します。

マシンの後部でクロスカッターを押さえているテープを必ず剥がします。
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マシンの登録
SilhouetteAmerica.com/setup にアクセスし、すべての手順に従いマシンをセットアップします。最初に、
必要に応じて Silhouette アカウントを作成し、マシンを登録します。この手順を完了すると、Silhouette ラ
イブラリにある 100 点の無料デザインにアクセスできます。

アカウントをお持ちの場合は、ログイン認証情報を
入力して [サインイン] をクリックします。

次に、住所を入力します。その情報を送信すると、
この画面が表示されます。この画面からマシンを登
録してください。マシンのシリアル番号を入力しま
す。マシン背面の右側のステッカーにその情報が記
載されています。購入日と購入先も入力してくださ
い。

このセクションでは、該当する場合は保証に関する
情報が表示されます。保証に関する情報は、いつで
もこのページに戻って確認できます。

Silhouetteアカウントをお持ちでない場合は、[無料
サインアップ] のリンクをクリックしてください。
個人情報を入力します。入力の完了後、[アカウン
トを作成] ボタンをクリックします。

http://silhouetteamerica.com/setup
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Silhouette Studio® のダウンロードとインストール
SilhouetteAmerica.com/setup の手順 3 に移動し、Silhouette Studio® の最新バージョンをダウンロードし
ます。お使いのオペレーティングシステム (Mac または Windows) をクリックし、指示に従ってインストール
を完了させます。

Cameo 4 カッティングマシンを利用するにはソフトウェアが必要なため、この手順はお忘れにならないでく
ださい。

Silhouette Studio® ソフトウェアの使い方に関する詳細は、後で、このマニュアルで学ぶことができます。
この時点では、マシンのセットアッププロセスを完了させます。

http://SilhouetteAmerica.com/setup
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1 か月間無料のベーシックサブスクリプションの取得
Silhouette マシンの登録後、Silhouette Design Store を利用するための 1 か月無料のサブスクリプションが
取得できます。

サブスクリプションが有効な場合は、デザインを購入するための特定数のクレジットが毎月獲得できます。獲
得できるクレジット数は、サブスクリプションプランによって異なります。最初のサブスクリプションプラン
はベーシックで、1 か月 $25 のクレジットが獲得できます。

1 か月無料のサブスクリプションを取得するには、最初に Silhouette Design Store にアクセスします。こ
こにアクセスするには、ウェブブラウザを開いて SilhouetteDesignStore.com に移動するか、Silhouette 
Studio® の [STORE] ボタン(ソフトウェアの右上隅) をクリックします。

Design Store で Silhouette アカウントにサインインします。これはマシンの登録時と同じアカウント情報を
使用します。アカウントにサインインするには、右上隅の [サインイン] をクリックします。メールアドレス
とパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。

Silhouetteマシンを登録した後、初めてDesign Storeにアクセスすると、silhouettedesignstore.com/trial-
subscriptionのトライアルサブスクリプション償還ページに自動的にリダイレクトされます。

個人情報の入力後に次の手順に進み、サブスクリプションをレビューおよび確認します。

ご注意：既にアクティブなDesign Storeサブスクリプションをお持ちの場合、トライアルサブスクリプショ
ンの金額に相当するクレジットが利用可能なアカウント残高に追加されます。

http://SilhouetteDesignStore.com
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ライブラリから 100 点の無料デザインにアクセス
Cameo 4 の登録後、マシンに組み込まれた 100 点の専用デザインに無料でアクセスできます。

無料デザインを表示させるには、Silhouette Studio® の [ライブラリ] タブに移動します。ソフトウェアは、
まだ行っていない場合は Silhouette アカウントにサインインするよう指示します。次に、左側のフォルダに
移動します。[マシンの無料コンテンツ]、[Silhouette Cameo® 4] の順にクリックします。

注意: Silhouette Cameo® 4 専用の無料コンテンツが表示されない場合は、ソフトウェアを終了し、Silhouette 
Cameo® 4 の登録情報を確認します。ソフトウェアをもう一度開き、コンテンツを見つけます。問題が引き続き発生す
る場合は、support@silhouetteamerica.com までお問い合わせください。

注意: 初回のセットアップ時にインターネットに接続する必要はなく、Silhouette ライブラリ内のすべてのコンテンツに
はオフラインでアクセスし、ご利用いただけます。Silhouette ライブラリを使用すると、コンテンツやライブラリ構造
などはすべてのサインインしたデバイスで同期されます。

Cameo 4 の接続
Silhouette Cameo® を電源に接続します。最初に、ケーブルとアダプターを接続し、ケーブルを Cameo マ
シンに挿入します。電源コードを壁コンセントに挿入します。

次に、USB ケーブルを使用してマシンとパソコンを接続します。丸い電源ボタンを押してマシンの電源を入
れます。

まだ行っていない場合は、Silhouette Studio® を開きます。[送信] タブ (ソフトウェアの右上隅) に移動して [
送信] パネルを開きます。マシンが接続され、「準備完了」 ステータスが表示されていることを確認します。

正しく接続するには、マシンのアイコンをクリックして、お使いのマシンを選択する必要がある場合がありま
す。
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Silhouette Studio® のナビゲート
Silhouette Studio® がダウンロードされたので、使い方を学びます。Silhouette Studio® を開く
には、デスクトップの Silhouette Studio® アイコンを見つけるか、PC の場合は [スタート] メニュ
ー、または Mac の場合は [アプリケーション] フォルダに移動します。アイコンをダブルクリック
してアプリケーションを開始します。

Silhouette Studio® が読み込まれると、画面には縦横 12 インチの空白のデザインと、その領域の周りにはツ
ールが表示されます。

このマニュアルでは、ソフトウェアの基本的な使い方を学びます。より詳しく学ぶ場合は、Silhouette Studio® ソフト
ウェアマニュアルにアクセスします。マニュアルは手順 6 の SilhouetteAmerica.com/setup または Silhouette101.com 
に見つかります。

作業エリアの概要
1. ドキュメントツール — ドキュメントの調整またはドキュメント上のオブジェクトの選択に使用します。
2. クイックアクセスツールバー — 調整がより簡単に行えるよう、特定のタスクで表示されます。
3. 描画ツール — 図形を作る、およびデザインエリアにテキストを追加するために使用するツールです。
4. ライブラリ分割画面 — このボタンを使用して、ライブラリ/デザインスペースの画面を分割します。
5. ドキュメントタブ — これらのタブを使用して、開いているドキュメント間を切り替えます。
6. ホールドエリア (グレー) — デザインスペースを調整する場合は、この機能を使用してデザインをホールドします。このエリア内

にあるデザインはカットまたは印刷されません。
7. アクティブカットエリア — デザインを作成して配置する場所です。このエリア内にあるデザインはカットまたは印刷されます。
8. ナビゲーションタブ — このタブを使用して、ソフトウェア内の特定の場所に移動します。
9. Silhouette Studio® ツール — Silhouette Studio® ツールには、デザインの調整に使用するさまざまな機能があります。

10. パネル — 他のオプションを使用するため、Silhouette Studio® ツールが表示されるパネルです。
11. 環境設定とテーマ — これらのオプションを使用して、 Silhouette Studio® の環境設定や設定を調整します。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10
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ナビゲーションタブ
右上には 4 つのタブがあります。

デザイン
このデザインエリアは、プロジェクトを作成するためのワークス
ペースです。このエリアには、ツールバー、白のデザインページ、
グレーのホールドエリアがあります。ライブラリ、Silhouette 
Design Store、送信メニューにいる場合は、[デザイン] タブをクリ

ックしてデザインページに戻ります。

Store
インターネットに接続していると、[Store] タブでブラウザウィン
ドウを開いて Silhouette Design Store に移動し、デザインを閲覧
して購入できます。

ライブラリ
保管されているデザインは [ライブラリ] タブからアクセスできま
す。デザインは、フォルダやサブフォルダを追加することで並び
替えおよび整理できます。デザインはパソコンまたは Silhouette 
Library に保管できます。

送信
[送信] タブを使用してデザインのカット設定を調整し、Silhouette 
に送信できます。このメニューは、他のプログラムの [プリンタに
送信] メニューと同じように機能します。
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デザインエリア
デザインエリアは、Silhouette Studio® を開いたときに最初に表示さ
れるエリアです。これはデザインの作成時に最も使用するエリアなた
め、使い方を学ぶことが大切です。

パネル
Silhouette Studio® ツールの各アイコンは、それぞれのパネルで開き
ます。パネルは、Silhouette ツールアイコンの横にあるデザインスペー
スの右側に開きます。デフォルトでは [ページ設定] パネルが開き、ここ
からマシンなどのデザインスペース、ページサイズ、作業する素材 (ま
たはメディア) のサイズが調整できます。

パネルは 1 つずつ、または一度に複数のものを開くことができます。
複数のパネルを使用するには、名前が付いたバーをクリックして新しい
場所にドラッグし、別のアイコンをクリックして次のパネルを開きま
す。パネルは好きなだけ開くことができ、デザイン画面内のどの場所に
も移動できます。

パネルを非表示にする
パネルは、左側の矢印をクリックして非表示にすることができます。画
面は、パネルを非表示にする、移動する、再調整することで、好きな
ように設定できます。パネルを閉じると、1 つ下のパネルが表示されま
す。

スティッキー パネル
パネルは、デザインエリアの上部またはお互いがスナップします。ただ
し、お互いをスナップさせる必要はありません。パネルは、グループと
してまたは個別に、画面のどの場所にも移動できます。プロジェクトに
よってはたくさんのパネルを開き、さまざまなツールを使用して調整す
るか、一度に 1 つのパネルを開きます。

パネルハウジングマルチアイコン
PixScan™ またはオフセットアイコンなど、単一のアイコンパネルがあります。他には、関連アイコンがグル

ープ化されているパネルがあります。これらのアイコンは、パネル内の別々のタブから利用できます。たとえ
ば、[変換] パネルには、[整列]、[拡大縮小]、[回転]、[移動] があり、Designer Edition には [シアー] アイコン
があります。

パネルモード
パネルモードは [環境設定] パネルからカスタマイズできます。[デフォルト] からパネルの開き方を選択できま
す。

 f 単一パネルモード:一度に 1 つのパネルのみ開くことができます。パネルが開いた状態で別のアイコンをクリックす
ると、以前に開いていたパネルは新しく開いたパネルに置き換えられます。

 f フレキシブルパネルモード:デフォルトのパネルです。このモードは、単一パネルモードと同じようにデフォルトの場
所のパネルは置き換えますが、移動したパネルは置き換えません。

 f マルチパネルモード:すでに複数のパネルが開いていたとしても、すべての新しいパネルが開きます。
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描画ツール
ソフトウェアの左にあるツールバーには、基本的な図形やテキストの作成や変更に必要なツールがあります。

選択ツール

編集点

ラインツール

描画ツール

フリーハンドツール

テキストツール

メモを書く

消しゴムツール

ナイフツール

注意: 他の Silhouette Studio® エデ
ィション (例: Silhouette Studio® 
Designer Edition) をお持ちの場
合は、ここに一覧化された以外
の描画ツールが表示される場合が
あります。これらのツールの詳細
は、Silhouette Studio® ソフトウェ
アマニュアルをご覧ください。

シンプルな図形
線

線を引くには、左にあるツールバーの [線] ツールを選択
します。線を引くにはマウスをクリックしてドラッグす
るか、1 回クリックして線を引き始めて、終わりの部分
でもう一度クリックします。

 f 完全に垂直、水平、45° の線を引くには、[SHIFT] を押し
たまま線を引きます。

長方形/正方形
長方形を描くには、左にあるツールバーの [長方形] ツー
ルを選択します。長方形を描くには、マウスをクリック

してドラッグするか、1 回クリックして 1 つの角をセットし、
対角となる場所でもう一度クリックします。

 f 正方形を作るには、[SHIFT] を押したまま長方形を描きます。

 f 長方形を 1 つの角からではなく中心から作るには、[ALT] (Mac® は [OPTION]) を押したま
ま長方形を描きます。

 f 正方形を作るには、最初にクリックした場所から [SHIFT] + [ALT] (Mac® は [SHIFT] + [OPTION]) を押したま
ま長方形を描きます。

フリーハンド
[フリーハンド] ツールを使用して描くには、左にあるツールバーのツ
ールをクリックします。通常またはスムーズの [フリーハンド] ツール
が選択できます。描くには、デザインエリアに作る図形をクリックし

てドラッグします。

作成した図形を調整するには、[頂点の編集] ツールを使用します。こ
のツールを使用すると図形の頂点が表示され、図形を移動することが

できます。
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テキスト
パソコンのフォントを使用して文字または単語をカットするには、画面左にあるツールバーから [テキスト] 
ツールを選択します。[テキスト] ツールを選択した状態でページ内の場所をクリックし、入力し始めます。デ
フォルトのフォントが使用されますが、これはポップアップ表示する [テキストスタイル] パネルから簡単に
変更できます。

[テキスト] ツールでページをクリックすると、点滅したカーソルが表示されます。好きな文字、単語、フレー
ズを入力し始めます。

[テキストスタイル] パネルは、テキストを入力または編集しているときには画面右に表示されます。このパネ
ルを使用して、フォント、テキストサイズ、太さ、揃える位置、文字や行の間隔を変更できます。フォント、
サイズ、太さを変更する前には、マウスを使用してテキストを強調表示させます。

テキストの入力を完了するには、ページ外の部分をクリックします。これによりテキストの編集モードが終了
し、テキストの選択が解除されます。テキストを変更する必要がある場合は、[選択] ツール (左のツールバー) 
を使用して、ページ内のテキストをダブルクリックします。

 f ページ内でテキストを移動させるには、クリックして新しい場所までドラッグします。

 f テキストのサイズを変更するには、テキストを選択し、いずれかの角のコントロールハンドルをクリック
してドラッグします。

 f テキストを回転させるには、テキストを選択し、オブジェクトの上に表示される緑の円をクリック
してドラッグします。
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ライブラリ
サインイン
ライブラリには、Silhouette Design Store で取得したデザインが見つかります。また、Silhouette ライブラ
リにはデザインを保管できます。

[ライブラリ] タブをクリックすると、まだ行ってない場合は、Silhouette アカウントにサインインするよう要
求される場合があります。メールアドレスとパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。まだ 
Silhouette アカウントをお持ちでない場合は、[無料サインアップ] リンクをクリックします。

サインインすると、左にはフォルダ、右にはデザインが表示されます。まだデザインがなくても心配いりませ
ん。デザインは後で追加できます。
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ライブラリの整理
デザイン用の新しいフォルダを作成することで、ライブラリ内のデザインを整理できます。

右のウィンドウからデザインをドラッグし、左の [フォルダ] パネルに作成した新しいフォルダにドラッグし
ます。各フォルダの横にある丸数字は、各フォルダに含まれているデザインの数を表します。

Silhouette Design Store からデザインを購入すると、それらのデザインは [最近のダウンロード] に表示され
ます。デザインは、ここから別のフォルダに移動できます。

フォルダをライブラリに追加するには、[デザイン] フォルダをクリックします。フォルダ内の余白を右クリッ
クし、[新規フォルダ] を選択します。[無題のフォルダ] という新規フォルダが作成されますが、名前は変更で
きます。

同じ方法を使用して、フォルダやサブフォルダを追加します。
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ライブラリでデザインの検索
Silhouette Design Store で購入したデザインには関連付けられた特定のキーワードがあり、これにより、特
定のデザインが簡単に検索できます。デザインを検索するには、[ライブラリ] タブをクリックしてライブラリ
を開きます。右上の検索ボックスに移動して、キーワードを入力します。

ライブラリからデザインの使用
使用するデザインを見つけてダブルクリックし、ページに配置させます。また、デザインを右クリックし
て、[「file name」を開く] を選択することもできます。ライブラリが自動的に終了し、デザインページに移
動します。ライブラリは、[ライブラリ] タブをクリックすることで、簡単に再度開くことができます。

デザインを貼り付けずにライブラリを閉じるには、[デザイン] タブをクリックしてデザインエリアに移動する
か、[Store] タブをクリックして他のデザインを検索します。
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ライブラリ画面の分割表示
デザインスペースと Silhouette ライブラリを同時に表示させるには、[ライブラリ画面の分割表示] 機能を使
用します。画面を分割するには、[デザイン] 画面に移動する必要があります。画面の左下に移動して下矢印が
付いたフォルダ (または [ライブラリ] アイコン) をクリックするか、右向きの三角形をクリックします。分割
した画面が開きます。

分割した画面が開くと、ライブラリフォルダ内を移動して、デザインページに追加するデザインを見つけるこ
とができます。デザインページに配置するには、デザインを右クリックするか、クリックしてドラッグさせま
す。

分割画面での作業の終了後、中央にある同じライブラリアイコンをクリックすることで、またライブラリ部分
を非表示にすることができます。
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Silhouette Design Store
Silhouette Design Store には、シンプルなカットアウト、複雑なパターン、デザイン、フォント、フレー
ズ、3D デザインなど、Silhouette マシンでカットできる 17 万点以上のデザインがあります。ほとんどのデ
ザインがたった ¢99 で購入できます。Design Store では定期的にセールが実施され、通常、無料デザインが
毎週投稿されます。

Silhouette Design Store にアクセスするには、ソフトウェアの右上隅にある [Store] タブをクリックします。
これでブラウザウィンドウが開き、Store に移動できます。

ホームページには、今週注目の無料デザインが表示されます。また、プロモーション、新しいデザイン、上昇
トレンドのデザインなどが表示されます。

デザインを検索するには、検索バーにキーワードを入力するか、メニューシステムを使用して特定のカテゴリ
内を検索します。
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デザインのダウンロード
今週注目の無料デザインをクリックし、無料デザインをダウンロードしてみます。また無料デザインは、[プ
ロモーション] の [無料のデザイン] でも見つかります。

デザインをクリックするポップアップウィンドウが表示され、デザインの詳細が確認できます。ここにはデザ
インやファイルの種類、ならびに価格が表示されます。

デザインをショッピングカートに追加するには、青
のカートアイコンをクリックします。次に、矢印ま
たは Design Store の右上隅にあるアイコンをクリッ
クし、ショッピングカートに移動します。

無料デザインをダウンロードするため、ショッピン
グカートの合計は $0.00 です。

ショッピングカートを確認し、続行するには [チ
ェックアウト] ボタンをクリックします。この時
に、Design Store はデザインをダウンロードする前
にサインインするよう要求します。

すでに Silhouette アカウントをお持ちであるとは思
いますが、お持ちでない場合、アカウントは数秒で
作成できます。ログインページの [無料サインアッ
プ] をクリックし、新しいアカウントを作成します。

アカウントの作成後、またショッピングカートにアクセスし、チェックアウトプロセスを実行する必要があり
ます。デザインは、ダウンロードするたびにパスワードの確認が要求されます。
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送信パネル
[送信] タブをクリックすると、左にはグレーアウトした [デザイン画面]、右には [送信] パネルが表示されま
す。[送信] パネルでは、最適にカットするようカット設定を調整できます。

[送信] タブでは 4 つの操作が選択できます: シンプル、ライン、フィル、レイヤー

各操作を使用して、特定のカット設定に調整できます。カットは、[シンプル] パネルで素材、操作、ツールを
選択し、[送信] をクリックするだけで簡単に実行できます。

[送信] 画面は 2 つの部分に分かれており、右側にはパネル、左側にはデザインが表示されます。右側のパネル
には操作タブや操作オプションが表示されます。[送信] タブを使用すると、デザインのカット線がより濃くか
つ太く表示され、Silhouette によってカットされる部分がはっきり確認できます。

デザインを調整するには、[デザイン] タブをクリックしてデザイン画面に戻る必要があります。デザイン
は、[デザイン] タブの使用中には移動できますが、他の調整はできません。

[操作] パネルで最初に見つかるオプションは [シンプル] タブです。このタブを使用して、素材の種
類、Silhouette が実行する操作、使用するブレード、ならびにカット、エッチング、スコア、エンボス加工、
スティップルする線が選択できます。

より高度な設定には、[ライン]、[フィル]、[レイヤー] パネルを使用します。[ライン] または [フィル] パネル
を使用して、画像の線の色や塗りつぶされた色に応じて Silhouette が実行するタスクを割り当てることがで
きます。複数のレイヤーがあるデザインの場合は、[レイヤー] パネルを使用してカットするレイヤーが選択で
きます。
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Cameo 4 の準備
カッティング用台紙に素材を配置
カッティング用台紙から剥離紙を剥がします。最初のうちは、カッティング用台紙はとても粘つきます。カッ
ティング用台紙に配置する素材にダメージを与えないようにするには、デニムやマイクロファイバーなどのホ
コリが立たないよう、表面には粘つく側を下にして配置します。これで台紙はあまり粘つかず、素材にダメー
ジを与えずにつかむことができます。

Silhouette Studio® の図解に基づき、カッティング用台紙に用紙またはその他のメディアを配置します。

Cameo をオンにする
電源ボタンを押して Silhouette Cameo® をオンにし、マシンが起動するまで待ちます。カッティング用台紙
をマシンにフィードする

 f 蓋を持ち上げて後ろにスライドさせます。

 f 台紙の左端を、マシンの左側にあるグレーの整列マークに合わせます。

 f 台紙をホワイトローラーに押し付けます。

 f タッチパネルの上矢印を押して、台紙をカット位置へと押し込みます。

画面上のドキュメントでカッティング用台紙の画像が表示されない場合は、ウィンドウ右の Silhouette ツー
ルバーの上にある [ページ設定] アイコンをクリックします。[カッティング用台紙] セクションの [Cameo] 台
紙を選択します。

台紙の上でカットする画像を画面上に配置します。デザインは、ページの赤いマージンから飛び出ないように
します。
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ツールの読み込み
カットするため Silhouette を準備するときの重要な手順には、ツールやブレードの選択があります。マシン
にはオートブレードが付属しており、これを挿入できます。スタイルが異なるブレードは、さまざまな方法で
調整できます。異なるブレードの種類を調整する手順は、ブレードのパッケージに含まれています。

オートブレードを使用する場合、カットするデザインを送信すると、ブレードは自動的に調整されます。オー
トブレードまたは他のブレードを手動で調整するには、マシンの調整ソケット、またはマシンに搭載したハン
ドヘルドツールを使用します。赤い標線が希望の設定を示すまで、ブレードを調整ソケットに向けてゆっくり
と上下させます。

注意: オートブレード、ラチェットブレード、プレミアムブレード、ファブリックブレード、スケッチペンは、左のツ
ールホルダーまたはツールホルダー 1 のみに利用できます。

上記のブレード設定は、オートブレード、ラチェットブレード、プレミアムブレードのみに適用されます。す
べての場合において、ブレード設定を上げるとブレードの刃出し量が増え、より厚い素材がカットできます。
異なる素材で推奨されるブレード設定は、Silhouette Studio® を参照してください。

ツールを使用しない場合は、マシンの左側のツールホルダーで保管できます。カバーを左にスライドさせ、ツ
ールを中に入れてください。入れた後はカバーを右にスライドさせて、閉じてください。

標線

調整ソケット

オードブレード

ブレード設定

1

4–6

7–10

2–3

素材

ビニールや熱をスムーズなアイロンプリントシートなどの薄い素材です

テクスチャード加工のカードストックやパターン紙などのより厚い素材です

キャンバスなどの厚い素材です

用紙、カードストック、フロック加工のアイロンプリントシートなどの中量素材
です

カバー

ツールホルダー
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ツールの自動検出
Cameo 4 から新たにツールの自動検出機能が搭載されました。この機能によってソフトウェアは、マシンに
どのツールが搭載されているのか検出し、[送信] パネルには操作オプションを自動的に追加します。

この機能は、Cameo 4 と Cameo 4 ツールのみに利用できます。ツールとツールアダプターの後ろでは、小さ
なメタルスリップが見つかります。これにより、マシンおよびソフトウェアには、どのツールがツールホルダ
ーに挿入されているのかわかります。

ツールアダプター
Cameo 4 のツールホルダーは以前の Cameo バージョンとは少し異なるため、Cameo 4 には、ここに挿入で
きる 4 つのツールアダプターが付属します。

デュアルキャリッジのセットアップ
Cameo には、2 つの異なるツールを同時に押さえるデュアルキャリッジがあります。これにより、異なる種類
のブレードでさまざまな操作が実行できます。2 つのキャリッジには、1 (左側にツール 1) と 2 (右側にツール 
2) のラベルがついています。Cameo 4 のブレードには、1 または 2 のいずれかがあります。これらの番号は、
ツールで使用可能なツールホルダーを示します。

ツールで Cameo 3 用のラチェットブレードなどのアダプターを使用する場合、そのツールは 1 のスポットの
みで使用できます。

ロックとアンロックツール
最初に、ロックレバーを引いてツール 1 の位置をアンロックします。オートブレード (ま
たは使用するツールやツールアダプター) をツール 1 に挿入し、ロック装置を押して元の
位置に戻します。ロックレバーを元の位置に押しつつ、ツールを下に押すと簡単にできま
す。これにより、ツールが所定の位置にしっかりロックされます。

ロックレバーは、ツールホルダー 1 と 2 で同じように作用します。どのツールを挿入した
としても問題ありません。すべてのツールが同じように所定の位置にロックされます。

ツール番号の横に青い光が点灯している場合は、ツールが所定の場所にしっかりロックさ
れていることを示します。

青のツールアダプタ
ーは Silhouette ス
ケッチペンに使用
します

ディープカットブレ
ード用のグレーツー
ルアダプター

黒いツールアダプタ
ーは、標準、ファブ
リック、およびプレ
ミアムブレードに使
用されます

白のツールアダプタ
ーは 2mm のクラフ
トブレードに使用
します 
(以前の Silhouette マシンと互
換性あり)

ロックレバー
unlock lock
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ローラーの調整
Silhouette Cameo® は、本体のローラーシャフトのローラーを調整することで、次のメディアサイズの用
紙がカットできます: A4、レター、12 インチ、13 インチ。

ホワイトローラー
レバー

右側のリリースレバーを見つけて、時計回りに回します。

ローラーボディをつかみ、ロックボタンを押します。

ロックボタンをホールドしつつ、ローラーを好きな場所に移動させます。
ローラーボディのボタンをリリースし、リリースレバーを反時計回りに回
すことでロックさせます。

ローラーは、所定の位置にしっかりロックされていないと、ずれる場合があります。

ローラーヘッド

ローラーボディ

ロック
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素材のロード
素材をカッティングマットにロードしたら、または使用する素材がわかった
ら、カッティングマットまたは素材をマシンにロードします。

注意：カッティングマットを使用しない素材は、マシンに送り込まれる間しっかりと
保持され、素材が両方のピンチローラーで均等にしっかりとつかまれるようにするこ
とが非常に重要です。そうしないと、素材が中央で垂れ下がってしまい、結果として
生じるカットの質が悪くなります。

ロード方法は2つあります。どちらの場合も、最初にスライダーを調整して、素
材に最適になるようにしてください。
1. 右側のローラーを動かして、カッティングマットまたは素材の幅に合わせます。
2. 中央のスライダーを調整して、左側の読み込み側と右側のスライダーの間で等距離になるよ

うにします。

素材の取り付け後にカットの開始点を調整する場合は、コントロールパネルまたは Silhouette Studio® ソフ
トウェアの矢印を使用します。

カットが完了したら、[アンロード] ボタンを押します。ローラーは、カッティングマットまたは素材をローラ
ーバーの下から動かして解放します。

ロード

アンロード

最初の方法は、遅延のロード方法です（大きめのカットエリアに推奨）。
1.  Cameoの[ロード] ボタンを押します。[ロード] ボタンが点滅し、素材をロードする準備ができていることを示します。
2.  カッティングマットまたはロール状の素材の左端を、ツールキャリッジの前にある灰色の線とローラーバーの左側のグリッ

プに合わせます。
3.  数秒後、マシンがカッティングマットまたは素材をつかみ、ローラーバーの下の位置に移動します。

2番目の方法は、即座のロード方法です（小さめのカットエリアに推奨）。
1.  カッティングマットまたはロール状の素材の左端を、ツールキャリッジの前にある灰色の線とローラーバーの左側のグリッ

プに合わせます。
2.  Cameoの[ロード] ボタンを押します。マシンが即座にカッティングマットまたは素材をつかみ、ローラーバーの下の位置に

移動します。
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デザインのカット
デザインを選択して素材を取り付け、マシンの準備が整った後にカットし始めます。

Silhouette Studio® に戻り、必要な情報をすべて入力します。[シンプル] 
操作を使用してカットすると、各セクションでは次の機能が利用できます。

ツール 1 および 2 セクションには、素材、操作、ツールのドロップダウン
オプションが表示されます。

最初に素材を選択します。Silhouette Studio® には、各素材に適したカッ
ト設定があるため、間違った設定を選択しないことが大切です。調整する必
要がある場合は、これらの設定を変更します。新しい素材を追加する必要が
ある場合は、素材のドロップダウンメニューに下部にある [新しい素材の種
類を追加] ボタンをクリックし、特有のカット設定を追加します。

次に、ツールを選択するか、正しいツールが選択されていることを確認しま
す。マシンは、ツールの自動検出によってどのツールがツールホルダーに挿入されているのか、自動的に検出
します。この Cameo 4 には、オートブレードとスケッチペンツールアダプターの 2 つの異なるツールが挿入
されています。

[送信] ボタンをクリックすると、Silhouette がデザインを的確にカットする様子がご覧いただけます。

どのようなデザインをカットする必要があるのかリマインドするには、[送信] ボタンの左側で [送信] パネルの
左下隅にある角帽アイコンをクリックします。これをクリックすると、従う必要がある手順が短いスライドシ
ョー形式で表示されます。

ツール 1 と 2
本製品は、Cameo 3 とは異なり、デュアルキャリッジシステムのツールホルダーにはさまざまなカット機能
があるため、ツールを置き換える必要がありません。各ツールホルダーが互換性をもつツールと機能は、以下
のとおりです。

ツール 自動操作
ツール 1 オードブレード カット

ラチェットブレード カット
ディープカットブレード カット
スケッチペン スケッチ

ツール 2 クラフトブレード カット
ロータリーブレード ロータリーカット
パンチツール パンチ
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台紙なしでカット（キスカット）
キスカットとは、裏当て（ビニール、熱転写、ステッカーシートなど）のあるカット素材で使用されるもので
す。Cameo 4でキスカットを実行する場合、他の2つの機能であるロールフィーダーとクロスカッターのご利
用をお勧めします。

キスカットの一部としてロールフィーダーやクロスカッターを使用したくない場合は、次の2つのことを行う
必要があります。
1. [ページ設定] パネルに移動し、カッティングマットを「なし」に変更します。
2. [送信] タブに移動し、素材を選択します（このタイプのカットを実行するには、素材にバッキングが必要です）。 

これらの2つの手順を完了したら、カットを続行できます。
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ロールフィーダーの使用
内蔵型のフィーダーは、Cameo 4 の前面のトレイの中にあります。ロールフィーダーを開くには、トレイを
ゆっくりスライドさせて完全に出します。

注意: ロールフィーダートレイは、完全に開いていると、マシンからおよそ 8 インチ突き出た状態になります。トレイ
が 4 ~ 5 インチしか突き出ない場合は、何かに当たっている可能性があり、完全に突き出てはいません。トレイが完全
に突き出た状態になるまで、ゆっくり引きます。

トレイが完全に突き出た状態で挿入部をフリップして開くと、ロールフィーダーを置く場所が見えます。フリ
ップして開く部分は 2 つあり、ここに合わせてロールした素材を挿入します。右の末端部をスライドさせ、9 
インチまたは 12 インチの素材の幅に合わせます。

ロールした素材をロールフィーダーに配置します。末端部をつかみ、ロールフィーダースロットに入れます。
次に、タッチパネルの [ロード] ボタンを押してマシンに入れます。素材がマシンに真っ直ぐ入っていること
を確認します。

ロールフィーダーの使用後は、ロール素材を取り出し、末端部を折りたたみ、トレイを元の場所にスライドさ
せて戻します。

オープンロールフィーダー
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クロスカッターの使用
カッティング用台紙なしで線の付いたロール素材を使用している場合は、カット後にマシン後部のクロスカッ
ターカーを使用して、素材を切り取ることができます。Cameo にはクロスカッターが内蔵されています。

Cameo で正確にカットされるよう、Silhouette Studio® が正しく設定されていることを確認します。最初
に、[ページ設定] パネルのカッティング用台紙を [なし] に設定します。次に、デザインを送信する前に [送信] 
タブに移動して右下隅の [歯車アイコン] をクリックし、[詳細設定] を開きます。[フィードオプション] を [フ
ィード] に変更し、フィードさせる素材を設定します。カットした後でも、フィードは必要に応じて Cameo 
のタッチパネルを使用して調整できるため、的確な測定値にならなくても心配いりません。次に、デザインを
マシンに送信します。

クロスカッターを使用するには、カットした後にデザインがマシンの後ろにまで通っていることを確認しま
す。クロスカッターカートリッジの上で両端のロックをリリースし、クロスカッタートラックを下げます。ク
ロスカッターをトラック全体にスライドさせて、素材をカットします。カットした後は、クロスカッターがト
ラックのいずれかの端にあることを確認し、トラックが元の位置に戻るように上げて両方のロックを閉じま
す。

ロック

クロスカッター

ロック

クロスカッタートラック
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クロスカッターカートリッジの交換
クロスカッターブレードの切れ味が悪くなり交換する必要がある場合は、クロスカッターカートリッジを外し
て交換します。

クロスカッターカートリッジを外すには、上部の両端にある 2 つのレバーを同時に押します。レバーを押しつ
つ、クロスカッターカートリッジを外します。これは下図のように長尺の部品です。

注意: カートリッジを外すには、クロスカッターが正しい位置にあることを確認します。

クロスカッターカートリッジをマシンの元の場所に戻すには、クロスカッターカートリッジの底部
を、Cameo のクロスカッターカートリッジの開き部分の下にある溝に合わせます。正しく整列されたことを
確認し、クロスカッターカートリッジの上部を上げ、カチッという音がするまで開き部分に押し込みます。

レバー レバー

クロスカッターカートリッジ

レバー

レバー

フット

フット
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台紙なしでカット（ポップアップカット）
台紙なしでカットする2番目のオプションは、Cameo 4の新機能です。紙や厚紙などの素材をカット用の台紙
なしでカットできるようになったのは今回初めてです。この機能を使用すると、Portraitはカットを行います
が、ミシン目カットを効果的な場所で使用して素材を適所に保持します。素材がカッティングマシンから取り
除かれたら、カットされたデザインを紙から取り外すだけです。

Cameo 4にはブレード領域の下を通る溝があるため、特別なカット動作を実行できます。これにより、カッ
ティングマットがない場合でも素材が完全にカットされるのです。これは、ページ全体から素材の一部を残し
てカットするときに、ブレードを細かく持ち上げることで実行されます。ここでカットされた素材は、カット
動作が完了すると取り外すことができます。
1. 互換性のあるPortraitモデル（Cameoのみ）を使っており、マシンが接続されてソフトウェアと同期していることを確認してくだ

さい。

2. [ページ設定] パネルで、キスカットのオプションの場合と同様に、カッティングマットのドロップダウンメニューから [なし] を選
択します。メディアサイズを使用している素材の正確なサイズに設定します。

3. [送信] パネルで、素材タイプを選択します。ソフトウェアは、カッティングマットと素材の選択に基づいて「カット」または「ポ
ップアウトカット」を自動的に選択するかどうかを認識しています。[ページ設定] パネルで台紙を選択しておらず、完全にカット
するために通常は台紙が必要な紙や同様の硬い素材の場合は、「ポップアウトカット」を使用してください。

次の点にご注意ください。

 f [ポップアウトカット] モードは、コピー用紙や布地などの薄い素材や柔軟な素材には使用できません。

 f ポップアウトカット機能は、Cameo 4のマシンラインとPortrait 3でのみ使用できます。以前のSilhouetteカッテ
ィングモデル（Cameo 3やPortrait 2など）を使用している場合は、カッティングマットを使用してカードストック
などの紙の素材を切り取ってください。

 f テストカットを実行してデザインを切り取る前に、正しいカット設定を選択していることを確認してください。

カットをキャンセルする
すでに進行中のカット作業をキャンセルする場合には、次の3つの方法があります。
 1. Silhouette Studio®で [キャンセル] を選択します。
 2. [一時停止] ボタンを押します。数秒後、カッティングマットをアンロードするボタンが点滅し、カッ

ティングマットをアンロードして作業を終了できることを示します。
 3. Cameo 4マシンの [一時停止] ボタンを5秒間押し続けます。注：このオプションでは、カッティング

マットまたは素材が自動的にアンロードされません。

一時停止
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Bluetooth® 接続性
Silhouette Cameo® 4 は Bluetooth® との互換性があり、ワイヤレス通信が可能
です。これにより、Bluetooth® 搭載のデバイスからデザインを Cameo 4 に送信
し、マシンをパソコンにつなげなくてもカットすることができます。

Bluetooth® 搭載の Cameo 4 をつなげるには、Cameo の Bluetooth® ボタンを
押して Bluetooth® がオンになっていることを確認します。バックライトが白から
青に切り替わると、オンになったことを示します。

Silhouette Studio® の [送信] タブに移動します。パネル下部の Bluetooth® アイ
コンをクリックし、[Bluetooth® マシンの追加] を選択します。数秒後に Cameo 
の [送信] パネルには [準備完了] と表示され、セットアップが完了します。

その他の詳細情報
ソフトウェアマニュアルの完了
Silhouette Studio® 内で図解によるユーザーマニュアルの完全版を表示させるには [ヘルプ]、[ユーザーマニ
ュアル] の順にクリックします。

ウェブサイト
Silhouette Cameo® の特定の機能に関するヘルプや、異なるメディアタイプをカットするステップバイステ
ップの手順をご覧いただくには、SilhouetteAmerica.com のチュートリアルセクションにアクセスしてくだ
さい。

ブログ
マシン、チュートリアル、使い方、電子書籍、ビデオ、作成可能な新しいプロジェクトのアイデアに関する情
報を取得するには、Silhouette 公式ブログ (Silhouette101.com) にアクセスしてください。多くのブログ投稿
では、Silhouette の製品やソフトウェアの高度な機能を使用するためのステップバイステップの手順が見つか
ります。

ニュースレター
メールで製品の最新情報や特別オファーを受け取るには、SilhouetteAmerica.com で Silhouette ニュースレ
ターにサインアップしてください。

カスタマーサービス
ご質問がある場合は、カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

https://www.silhouetteamerica.com/contact

Bluetooth® 
ステータス

http://SilhouetteAmerica.com
http://Silhouette101.com
http://SilhouetteAmerica.com
mailto:support%40silhouetteamerica.com?subject=
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