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付属品について

・ 本体      1 台

・ 電源アダプター     1 個

・ 電源ケーブル     1 本

・ ロール紙仕切     2 枚

  ご注意

    ・ 付属の電源アダプター、 電源ケーブルは本製品以外では   

       使用しないでください。

    ・ 付属品及び外観につきましては、 BTO 品の為異なる場合 

       があります。
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取り扱い上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

	 ・ 本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。

	 			必ずご使用前にこの注意事項を読み、 記載事項にしたがって正しくご使用ください。

	 ・ 本書は読み終わった後も、 必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

	 ・ この 「取扱い上のご注意」 では以下のような表示 （マークなど） を使用して、 注意事項を

	 		説明しています。 内容をよく理解しながら本文をお読みください。

必ずお読みください

警告

注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷

を負う危険性がある項目です。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、 使用者が障害を負う危険

性、 もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

三角のマークは何かに注意しなければならないことを意味します。 三

角の中には注意する項目が絵などで表示されます。 例えば、 左図の

マークは感電に注意しなければならないことを意味します。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。 丸の中には

禁止する項目が絵などで表示されます。 例えば、 左図のマークは分

解を禁止することを意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないこと

を意味します。 丸の中には行なわなければならない行為が絵などで

表示されます。 例えば、 左図のマークは電源コードをコンセントから

抜かなければならないことを意味します。

- 3 -



警告
●万一、 異常が発生した時。

　本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、
   電源プラグをコンセントから抜いて弊社テクニカル
　サポートにご相談ください。

●異物を入れない。

　本体内部に金属類を差し込まないでください。また、
   水などの液体が入らないように注意してください。
   故障、感電、火災の原因となります。
   ※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り弊社
  　テクニカルサポートにご相談ください。

●表示された電源で使用する。

　電源コードは必ず AC100V のコンセントに接続して
    ください。

●電源コードを大切に。

　電源コードは破損しないよう十分ご注意ください。
   コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にも
   のを乗せると、被覆が破れて感電や火災の原因となり
   ます。

●製品を固定する。

   本製品の使用時には、固定するなど製品が転倒しないよ
う防止策をとってください。転倒が起きた場合、怪我や
機器破損の原因となります。

●使用中は本体や AC アダプタ ・ コードに長時間

触れて使用しない。

 　やけどや低温やけどの原因となります。
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●電源コードはなるべくコンセントに直接接続
			してください。 タコ足配線や何本も延長した
			テーブルタップの使用は火災の原因となり
			ます。

●電源コードは必ず伸ばした状態で使用して
			ください。 束ねた状態で使用すると、 過熱
			による火災の原因となります。

●通風孔をふさがないでください。
	　過熱による火災、 故障の原因となります。

●高温 ・多湿の場所、 長時間直射日光の
			当たる場所での使用や保管は避けてくだ
			さい。 また、 周辺の温度変化が激しいと
			内部結露によって誤動作する場合があり
			ます。

●本体は精密な電子機器のため、 衝撃や
			振動の加わる場所、 または加わりやすい
			場所での使用や保管は避けてください。

●電源スイッチを一度OFF にした時は、
			10 秒～ 30 秒以上たってから 「ON」 にしてく	
			ださい。 推奨は 30 秒以上です。
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●本体が汚れた場合は必ず電源を切ってか
			ら、 柔らかい布に水または中性洗剤を含ま
			せ軽くふいてください。 （本体内に垂れ落ち
			るほど含ませないよう気をつけてください。）
			揮発性の薬品 （ベンジン ・ シンナーなど）
			を用いますと、 変形 ・変色の原因になる
			事があります。

●本製品を長期間使用しない場合は、
			バッテリーを本体から外し、 電源コードの
			プラグをコンセントから抜いておいて
			ください。

●本製品を使用して、 サウンドを再生する
			場合には、 必ず最初に音量を最小にして、
			適切なレベルまで少しずつ上げてください。
			これを行わないと機器や聴覚に障害が発生
			する場合があります。 特にヘッドフォンを使
			用する場合は、 必ず最初にヘッドフォンを
			耳から離した状態で音量を確認してください。

● LCDパネルは、 膨大な数の薄膜トランジ
			スタ （TFT） で構成されています。 画面上
			で小数のドットの欠落、 変色、 発光が見ら
			れる事もありますが、 これは、 TFT 液晶技
			術に起因するもので、 製品自体の欠陥によ
			るものではありません。

●本製品には、有寿命品が含まれております。
				LCD （液晶） パネル、 バックライト、 タッチ
			パネル、 電池、 コンデンサ、 電源アダプター
			等の経時による劣化 （輝度の変化、
			色の変化、 輝度と色の均一性の変化、
			焼き付き、 欠点の増加、 感度低下、 機能
			低下など） 生じた場合は、 保証期間でも
			有償修理とさせて頂きます。

●継続してご使用になる場合には、 定期的
			なデータのバックアップ及びメンテナンス
			（有寿命品の交換、 清掃） を行ってくだ
			さい。

- 6 -



■電波に関する注意事項

この機器の仕様周波数帯では、 電子レンジ等の産業 ・科学 ・医療用機器のほか工

場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局 （免許を要する無

線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免

許を要する無線局） が運用されています。

1		この機器を使用する前に、 近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無	

				線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

２　万一、 この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事	

				例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停		

				止した上、 弊社テクニカルサポートまでご連絡いただき、 混乱回避のための処置

				等 ( 例えば、 パーティションの設置など） についてご相談してください。

3　その他、 この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無

				線局に対して有害な電場干渉の事態が発生した場合など何かお困りのことが起き

				たときは弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。
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廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意
■ご利用の弊社製品を廃棄等される際には、以下の事項にご注意ください。

   ●本製品を廃棄する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが再利用さ

       れ、データが流出してしまうことがあります。

   ●ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行った

      だけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使う

      ことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。

      ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう全データの消去

      の対策をお願いいたします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去す

      ることなく本製品を譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵

      触する場合がありますのでご注意ください。

ハードディスクを廃棄する場合
     ご使用のハードディスクを廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた

     方法で廃棄してください。

半導体補助記憶装置
　 本製品では、ハードディスクの代わりに、半導体補助記憶装置を使用することが

     可能です。このような場合は、上述のハードディスクの箇所を CompactFlash 

     カードなどの半導体補助記憶装置に読み替えてください。
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ごあいさつ

　この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書では製品の設定接続 

    方法、機能や仕様等についてのご説明をいたします。ご使用前に必ずご一読ください。

ご注意
①本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することを禁止させていただきます。

②本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社 

    テクニカル サポートまでご連絡願います。

③本書に記載されている機種名やソフトウェアのバージョンは本書作成時の情報です。

　最新情報については、弊社テクニカルサポートへお問い合わせください。

④本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容は、製品改良などのために予告なく変更す 

    る場合があります。

⑤本製品に保存したデータについては、理由を問わず一切の保証はいたしかねます。誤操作、

    落雷などの自然災害、経年劣化や不慮の事故等による製品故障に備え、重要なデータは 

    あらかじめバックアップ ( データの複製 ) をお願いします。

⑥本製品の仕様はお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。

⑦本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器

   （医療関係、 航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていま 

    せん。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生 

    しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

⑧本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関して弊社ではいかなる責任も負いかねます。

    また弊社では海外使用に関するサービス・サポートは一切行っておりません。

⑨本製品を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、弊社ではいかな

    る責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
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各部の名称と機能

① COM ポート× 2(RS-232)

　COM 周辺機器と接続します。

②キャッシュドロア（CD）端子

    キャッシュドロアと接続します。

　

③ネットワーク（LAN）ポート

    LAN ケーブルを使用してネットワークに 

    接続します。

④ USB 2.0(Micro Type-B) ポート

    USB 機器と接続します。

⑤電源コネクター

    付属の電源アダプターと接続します。

⑥ 電源ボタン

     長押しで製品の電源を ON/OFF します。

　( 約 2~3 秒間押すことで電源が点きます )

⑦プリンタードロアー

     ロール紙を入れることでレシートプリン

　 ターがご使用頂けます。( 幅 58 / 80mm)

⑧ 2nd ディスプレイ

     前面の画面を複製 / 拡張してご利用頂け

　 ます 。

⑨スピーカー

     

⑩プリンタードロアースイッチ

     ロール紙を収納する際に使います。
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IO ポート部

背面部
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側面部

    ③     ④     ①     ②     ⑤ 

    ⑥ 

⑧⑦ 

 ⑨  ⑩



本体外形寸法

- 12 -



■お使いのロール紙が 80mm のモノの場合

①プリンタードロアーを開く為にスイッチを押し下げてください。

②ロール紙を下図のようにしまい、ロール紙の初めを少し出した状態でしっかりと閉めてく

ださい。

ロール紙セット方法①
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■お使いのロール紙が 58mm のモノの場合

・注意点   

　付属している２つのロール紙仕切は 58mm のロール紙をお使いになられる場合に使用し

　ます。ロール紙仕切を装着する際、向きと穴の個所に注意してください。

ロール紙の入れ方については以下の通りです。

①ロール紙仕切を図のように２か所差します。( 片側にだけロール紙仕切を差すことで

　ロール紙がでる個所を替えることも出来ます。)

②ロール紙をセットしてプリンターのドアを閉じます。

ロール紙セット方法②
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