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警告

カラービデオプリンター

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全
のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管し
てください。

CVP-M55
Sony Corporation C1996  Printed in Japan

この『プリンター』は、高画質のプリントを生み出すために、VP
マークの付された『カートリッジ』を使用するように設計されてい
ます。
VPマークはライセンスを受けた商標です。

故障かな？と思ったら
修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上
げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

電源スイッチを入れても動かない
m電源コードが正しくつながっていますか？

テレビにビデオカメラの画像が映らない
mテレビのテレビ／ビデオ入力切り換えは「ビデオ」になっていますか？
mテレビ、ビデオカメラ、プリンターの電源は入っていますか？
mテレビ、ビデオカメラなどとプリンターが正しく接続されていますか？
mビデオカメラ（またはビデオデッキなど）で再生をしていますか？

プリントできない
mプリントカートリッジは入っていますか、または終わっていませんか？
mプリントペーパーは差し込みましたか？プリントボタンを押して90秒間プリントペーパーを入
れないと、プリントボタンのランプが消えてプリント待機状態ではなくなります。もう1度プリ
ントボタンを押してください。
mプリントペーパーとプリントカートリッジの組み合わせは正しいですか？スタンダードタイプと
ステッカータイプのプリントペーパーのプリントカートリッジと、官製はがき用のプリントカー
トリッジは異なっています。
mメモリーボタンを押してプリントする画像を選びましたか？
m入力画ランプが点灯していませんか？
プリンターの入力画／メモリー画ボタンを押して選んだ画像が映るようにしてください。（メモ
リー画ランプ点灯）　
mプリントペーパーがつまっていませんか？
mプリントランプが点滅していませんか？プリンター内部の温度が上がりすぎた場合、一時的にプ
リントできないことがあります。プリントが自動的に再開されるまでそのままお待ちください。
mプリントペーパーが後ろに排紙されてしまうときは、紙を取り出した後もう1度プリントしてみ
てください。

プリントカートリッジが取り出せない
m電源を入れ直してください。回転音が止まったら、プリントカートリッジを取り出します。

ランプが点灯している
mプリントカートリッジは入っていますか？
mプリントカートリッジが終わりました。新しいプリントカートリッジと交換してください。

ランプが点滅している
mプリントペーパーがつまっていませんか？
m前面の給紙口と後面の排紙口を確認してください。

プリントペーパーがつまったら
プリントペーパーがつまると、 ランプが点滅します。
次の手順でつまっているプリントペーパーを取り
除いてください。

1 電源を切る。

2 前面の給紙口にプリントペーパーが
つまっているときは引き出す。

3 後面の排紙口にプリントペーパーが
つまっているときは引き出す。

使用上のご注意
使用する電源
指定の電源（AC100V 50/60Hz）につないでご使用ください。日本国内専用ですので、海外ではご使用に
なれません。

設置上のご注意
･ 水平な場所に置いてください。たてに立てたり、横にしたまま使わないでください。故障の原因になり
ます。

･ プリント中は動かさないでください。
･ 本機の上にビデオカメラを置かないでください。

結露について
温度の低い場所から暖かい場所に移動したり、暖房で湯気や湿気のたちこめた部屋に置くと、内部に水滴
がつくことがあります。これを結露といいます。結露したままでは正常に動作しないばかりではなく、故
障の原因になります。結露の可能性のあるときは、電源を切り、しばらくの間そのまま放置してからご使
用ください。

本体のお手入れ
本体の汚れがひどいときは、水または水でうすめた中性洗剤溶液で湿らせた布を固くしぼってから、汚れ
をふきとってください。シンナーやベンジン、アルコールなどは、表面の仕上げをいためることがありま
すので、使わないでください。

プリントカートリッジのご注意
･ 温度や湿度の高い所、ほこりの多い所、直射日光の当たる所での保存は避けてください。
･ 使用途中で本体から取り出して長期保存する場合は、プリントカートリッジの入っていた袋などに入れ
て保存してください。

プリントペーパーのご注意
･ 温度や湿度の高い所、ほこりの多い所、直射日光の当たる所での保存は避けてください。
･ 使用途中で長期保存する場合は、プリントペーパーの入っていた袋などに入れて保存してください。
･ 指定されたプリントペーパー以外のプリントペーパーを使用すると故障の原因となります。

主な仕様
プリント方式 昇華式熱転写型YMC3色重ね
プリント画素数 448（V）×704（H）ドット（標準サイズ）
プリントサイズ 82（V）×110（H）ｍｍ
プリント階調 8ビット（256階調）、約1677万色
プリント時間 フルサイズプリント時：約60秒/1枚（スタンダード／ステッカータイプ)、

約80秒/1枚（官製はがき）
信号方式 NTSCカラー方式
入出力端子 映像入力（ピンジャック）（1）

1Vp-p、75Ω（不平衡）、同期負
S映像入力（4ピンミニDIN）（1）

S映像入力優先
Y: 1Vp-p、75Ω（不平衡）、同期負
C: 0.28VP-P（カラーバースト）、75Ω（不平衡）

映像出力（ピンジャック）（1）
1Vp-p、75Ω（不平衡）、同期負

使用プリントパック VP規格対応品
使用プリント用紙 VP規格対応品（専用プリントペーパー、100（V）×140（H）ｍｍ、カット紙）、

官製ハガキ
電源 AC100V、50/60Hz
消費電力 65W（プリント時）、13W（スタンバイ時）
動作温度 5℃～35℃
動作湿度 20～80％
外形寸法 約274×66×242 mm（幅／高さ／奥行き）（突起部を含まず）
質量 約2.0kg
付属品 電源コード (1)

映像コード（1.5m） (1)
取扱説明書 (1)
安全のために (1)
保証書 (1)
ソニーご相談窓口のご案内 (1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

お使いになる前に
ビデオプリントするには別売りのプリントパックが必要です。VPマークのついたプリント
パックをお使いください。

･ビデオプリントパック　VPM-P50STA（スタンダード）
50枚プリント用プリントカートリッジ１巻とスタンダードプリントペーパー50枚のセットです。

･ビデオプリントパック　VPM-P50WSA（ステッカー用）
50枚プリント用プリントカートリッジ１巻とステッカー用プリントペーパー50枚のセットです。

･16分割カット済みビデオプリントパック　VPM-50S16A（ステッカー用）
50枚プリント用プリントカートリッジ1巻とカット済みのステッカー用プリントペーパー50枚のセットで
す。本製品は、ソニーCVP-Mシリーズ専用です。VP規格の他社の製品ではお使いになれません。

･ビデオプリントパック官製はがき用　VPM-P50RCA
官製はがき用の50枚プリント用プリントカートリッジ１巻が入っています。本製品には官製はがきは同封
されていないので、お使いになる際に、別途お買い求めください。

あなたが撮影、制作した映像以外からのビデオプリントは、個人として楽しむなどのほかは、
著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演、興業、展示物の中には撮影を限定
している場合がありますのでご注意ください。
�

ソニー株式会社

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311●名古屋(052)232-2611●大阪(06)539-5111

〒141 東京都品川区北品川6-7-35

� 保証書とアフターサービス
保証書
･ この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
･ 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
･ 保証期間は、お買い上げ日より１年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談
ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社では、ビデオプリンターの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り
後最低8年間保有しています。この部品の保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が
経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご
相談ください。 ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

･ 型名：CVP-M55
･ 故障の状態：できるだけくわしく
･ お買い上げ年月日

接続する
プリントする画像を再生するために、ビデオカメラをつなぎます。ビデオカメラのほかに、ビ
デオデッキやテレビ、カラービデオスキャナーなどの映像出力端子のある機器もつなぐことが
できます。
プリントする画像を確認するためにテレビもつなぎます。

*お持ちのビデオカメラなどにS映像出力があるときは
別売りのS映像ケーブルを使って、ビデオカメラのS映像出力とプリンターのS映像入力を接
続すると、よりきれいな画像をプリントできます。

!ご注意
映像入力端子（黄色の端子）のないテレビにはつなげません。

テレビのテレビ／
ビデオ入力切り換
えを「ビデオ」にす
る

壁のコンセントへ
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プリントカートリッジを入れる
VPマークのついたプリントカートリッジをプリンターに入れます。プリントカートリッジ
とプリントペーパーは同じ箱に入っているものをお使いください。

1 ツメを下に押しながら、
カートリッジドアを開ける。

2 プリントカートリッジの
インクリボンのたるみをとる。

3 プリントカートリッジを、ロックさ
れるまで奥へ差し込み、
カートリッジドアを閉める。

ランプが点灯したら
ランプが点灯したら、新しいプリントカートリッジと交換してください。

プリントカートリッジは、プリントペーパーを入れる前に交換してください。
取り出しレバーを上げて、使い切ったプリントカートリッジを取り出し、新しいプリント
カートリッジに交換してください。

b

使用途中のプリントカートリッジをまた使うときは
インクリボンのたるみをとり（1）、黒い線が左端に見えるようになるまでインクリボンを先
に送ってください（2）。

インクリボンが切れてしまったときは
透明なセロハンテープなどでつなげて、テープが見えなくなるまで先に送ると、残りのイン
クリボンを使えます。

!ご注意
･ 熱くなっていることがありますので、カートリッジドアの内部に手を入れないでください。
･ プリントカートリッジを置くときは、ほこりがつかないように、立ててください。また、インクリボン
にさわったり、ほこりの多いところに放置しないでください。指紋やほこりがインクリボンにつくと、
きれいにプリントできないことがあります。

入力画／メモリー画
ボタン

プリントする
官製はがきまたは別売りプリントパックのプリントペーパーに、１枚ずつプリントします。

1 電源（入／切）スイッチを押して電源を入れる。

2 カバーを開け、セレクトダイヤルでプリントのしかたを選ぶ。
お好みのプリントモードにつまみを回してください。

3 画面加工スイッチで、プリント画の
加工のしかたを選ぶ。
プリント画の画調を加工できます。お好みの画面
加工にスイッチを切り換えてください。

4 入力画ランプが点灯していることを確認して、ビデオを再生する。
入力画ランプが点灯していないときは、入力画／メモリー画ボタンを押して入力画ランプを点灯さ
せます。テレビ画面には、ビデオの画像が映ります。

5 プリントしたい画像のところでメモリーボタンを押す。
手順2で標準プリントモードとトリミングプリントモードを選んだときは、メモリーランプが点滅
し、画面左半分の上から下、続いて右半分の上から下に赤い横線が移動して、画像にぶれがある場
合は補正します（クリアフレーム機能）。

6 プリントボタンを押す。
プリントランプが点灯します。

7 官製はがきまたはプリントペーパーを入れる。
郵便番号欄（ステッカータイプにはついていません）
を手前下側にして、プリント面（何も印刷されてい
ない面）には触れないように注意しながら、プリン
ト面を上にして、給紙口の左端のガイドに合わせて
入れます。官製はがきまたはプリントペーパーが引
き込まれ、プリントが始まります。
プリントペーパーは約60秒、官製はがきは約80秒
でプリントができます。プリントが終わると、プリ
ントランプが消えます。

8 プリントペーパーが給紙口から出てきたら、取り出す。

プリントする画像を選びなおすには
入力画／メモリー画ボタンを押して、ビデオの画像をテレビに映します（入力画ランプが点
灯）。プリントしたい画像が現れたら、メモリーボタンを押します。前に記憶した画像は消
え、新しく選んだ画像がプリントする画像になります。メモリー画ランプが点滅していると
きは、メモリーできないときがあります。入力画ランプが点灯してから再びメモリーボタン
を押してください。

選んだ画像を確かめるには
入力画／メモリー画ボタンを押して、選んだ画像をテレビに映します（メモリー画ランプが
点灯）。一度選んだ画像は、メモリーボタンを押して新しい画像を選ぶか、電源を切るまで
記憶されています。
ビデオの画像に戻すには、もう一度入力画／メモリー画ボタンを押します（入力画ランプが
点灯）。

選んだ画像をもう1枚プリントするには
テレビ画面に選んだ画像が映っていることを確かめてから（メモリー画ランプが点灯）、もう
一度プリントボタンを押し、新しい官製はがきまたはプリントペーパーを入れてプリントし
ます。別売りのオートフィーダーVPF-A1をお使いになると、同じ画像を連続して25枚ま
でプリントできます。

使い終わったら
電源（入／切）スイッチを押して電源を切ってください。電源を切ると選んだ画像は消えます。

!ご注意
・プリント中は電源は切らないでください。故障の原因になることがあります。
・プリントペーパーを取り出すまでは次の官製はがきやプリントペーパーを入れないでください。紙づまりの原因になります。
・ビデオを一時停止してプリントすると、画質が粗くなりますのでおすすめできません。
・官製はがきとプリントペーパー以外の用紙にはプリントできません。
・官製はがきを使った場合、プリントペーパーに比べて、色および仕上がりが均一でない場合があります。
・プリントする前に、官製はがきやプリントペーパーに宛名を書いたり、ワープロで印字したりしないでください。紙
づまりが起こったり、正しくプリントされないことがあります。また、プリント後にプリント面へ文字などを記入す
る場合は、油性ペンをお使いください。なお、プリント面にはワープロなどでの印字はできません。

はがきなどに定形文を入れてプリントする
簡単ポストカードプリントモードを選んだときは、「謹賀新年」、「Happy Birthday」などの
定形文（10通り）を入れてプリントします。はがきなどのプリントに便利です。文字の色は7
色から選べます。

1 「プリントする」の手順1̃4 で、簡単ポストカードプリントモード横形ま
たはたて形を選び、画面加工モードを選び、ビデオを再生する。

2 プリントしたい画像のところでメモリーボタンを押す。
テレビ画面には、選んだ画像が映ります。

3 選択ボタンで余白に入れる定形文を、色選択ボタンで定形文の色を選
ぶ。
定形文は、横形／たて形それぞれ次の6通りから選べます。選択ボタンを押すたびに上から下に順
に変わります。（定形文は横書きです。ただし、「謹賀新年」はたて書きで入れることができます。）

　　　　　　横　形 　　 　　　　　たて形
　
Happy New Year 謹賀新年 （たて書き）
あけましておめでとう 謹賀新年
Merry Christmas 迎春
引越しました Happy Birthday
赤ちゃんが生まれました 暑中お見舞い申し上げます
定形文なし（余白には何も印刷されません） 定形文なし（余白には何も印刷されません）

定形文の色は、色選択ボタンを押すたびに次の順に変わります。
黒 m 赤 m 青 m 緑 m 水色 m 紫 m 茶色

4 プリントボタンを押し、官製はがきまたはプリントペーパーを入れ、プ
リントする。

定形文と選択色を変えるには
選んだ画像（メモリー画）を画面に映して、手順3で定形文と選択色を変えます。1度選んだ画
像は、次に選び直すまで何度でも定形文や選択色を変えてプリントできます。

画像を変えるには
入力画に戻し、新しい画像を選びます。同じ定形文と選択色で新しい画像をプリントできま
す。選んだ定形文と選択色は、プリントモードを切り換えたあとも、電源を切るまでは記憶
されています。

黒い線が左端にくるよう
に、押しながらまわす

メモリーボタン

プリントボタン

画面位置ボタン

選択／色選択ボタン

セレクトダイヤル

画面加工スイッチ

給紙／排紙口

簡単ポストカードプリント
横形では選んだ画像の上、たて形では
下に余白を作ってプリントします。余
白に10通りの定形文を7種類の色か
ら選んで印刷することもできます。
→「はがきなどに定形文を入れてプリ
ントする」

4画面／16画面プリント
4分割サイズまたは16分割サ
イズの異なる画像を組み合わ
せて1枚にプリントします。
→「4または16の画像を1枚に
プリントする」

標準プリント
フルサイズの画像を
プリントします。

ダブルプリント
ハーフサイズの
同じ画像を上下
にプリントしま
す。

名刺シールプリント
同じ画像を16分割サイズでプリントします。別
売りのプリントパックVPM-P50S16Aを使って
顔写真などをプリントし、名刺などに貼ると便
利です。

トリミングプリント
選んだ画像をだ円形
の形に切り抜いてプ
リントします。

ワイドモードプリント
ビデオカメラなどのワイドモー
ド（フル）で撮影した縦長に圧縮
された画像を、元の形に変換し
て横縦比16:9のワイドサイズ
（横長テレビサイズ)でプリント
します。

4または16の画像を1枚にプリントする
4画面／16画面プリントモードを選んだときは、異なる画像を組み合わせて1枚にプリント
できます。

1 「プリントする」の手順1̃4 で、4画面または16画面プリントモードを選
び、画面加工モードを選び、ビデオを再生する。

2 プリントしたい画像のところでメモリーボタンを押す。
テレビ画面には、選んだ画像が映ります。4画面または16
画面プリントモードを選ぶ前に標準プリントモードで画像
を選んでいた場合、標準サイズの画像の上に4分割または
16分割の画像がはめ込まれます。

3 入力画/メモリー画ボタンを押す。
テレビ画面には、ビデオの画像が映ります。

4 手順2と3を繰り返して、残りの画像を記憶させる。
選んだ画像は、左上→右上→左下→右下の位置へ順番に記憶されていきます。

プリントする画像を確認します。ビデオの画像が映っているときは、入力画／メモリー画ランプを
押します。

5 プリントボタンを押し、官製はがきまたはプリントペーパーを入れ、プ
リントする。

画像を選びなおすには
記憶した画像をプリントしたくないときは、入力画に戻してから、メモリーボタンを押して
新しくプリントしたい画像を記憶します。新しい画像が前に記憶した画像の位置に移動し重
なるまで画面位置ボタンを押します。前に記憶した画像は記憶されて残っていますが、上に
重ねた新しい画像がプリントされます。

画像の位置を変えたいときは
上の手順2を行ったあとで、画面位置ボタンを押して画像を移動させてください。
画面位置ボタンを押すたびに右下→左下→右上→左上と位置が変わります。好きな位置に移
動するまで繰り返し押してください。

なお、移動先にある別の画像に重ねても、前の画像は記憶されて残っています。

いろいろな大きさの画像を組み合わせてプリントするには
背景にするフルサイズの画像を標準プリントモードで記録したあとで、プリントモードを4
画面または16画面に切り換え、4分割または16分割の画面をはめ込みます。さらにプリント
モードを4画面から16画面（または16画面から4画面）に切り換えれば、いろいろな大きさの
画像をはめ込み合成してプリントできます。

!ご注意
いろいろな大きさの画像を組み合わせてプリントする場合、セレクトダイヤルでワ
イドモードプリントやトリミングプリントを選ぶと、プリントされた画像の余白に
色が付くことがありますが、故障ではありません。

ランプ

カートリッジドア
を開け、取り出し
レバーを上げる

取り出す

2

1

セロハンテープ
などでつなく

2

1

黒い線が左端にくるよう
に、押しながらまわす。

標準�

名刺�

ワイド�

迎 春�

引越しました�

セピア�

ペイント�

画面加工�

標準�

加工しない

ペイント
した感じにする

古い写真のよう
に黄色く色あせ
た感じにする

プリント面
郵便番号欄

プリントランプ

電源（入／切）
スイッチ


