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注意    

  ワイヤレス通信機能の取り扱いについて 
 本機にはBluetooth®通信機能が搭載されています。Bluetooth通信は各国の電波法の規格により、使用が制限される

場合がありますので、ご使用される国での電波法規格と本機が取得している電波法規格をご確認ください。 

 ■ 取得規格：ロゴにつきましては、製品裏面ラベルに印刷されております。 

取得規格 

技適マーク 

 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、技術基準適合証明を受けております。した

がって、本製品を使用する時に無線局の免許は必要ありません。ただし、本製品を分解/改造することは法律によっ

て罰せられることがありますので、行わないでください。 

 電波防護指針に従い電磁波曝露の影響を最小限にするために機器のアンテナと人体との距離を20cm以上離して下さ

い。心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼし、誤作動の原因になることがあります。 

 医療機関内や、航空機内で、無線機器の使用が制限・禁止されている場合があります。 

 各医療機関や航空会社の指示に従ってください。 

 本製品を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合には、本製品の使用を中止してください。 

  ワイヤレス通信時のセキュリティについて 

 ワイヤレス通信は電波が障害物を越えて届く場合があり、セキュリティに関する設定を行っていない場合、通信

内容を盗み見られる可能性や、不正に侵入される可能性があります。 

 本製品はBluetoothのセキュリティ機能を搭載しております。セキュリティ問題の可能性を少なくするために、マ

ニュアルにしたがってセキュリティの設定を必ず行ってください。セキュリティ設定を行わず、あるいは、

Bluetoothの仕様上やむをえない事情により情報漏えいや不正侵入などのセキュリティ問題が発生してしまった場

合、当社はこれによって生じた損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。 
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・ 本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標又は登録商標です。 

・ 本書の内容は、機能改善のため予告なしに変更することがあります。 

・ 本書の内容の一部、または全部を無断で転載、複写、改ざんすることは禁止されています。 

・ 本書にもとづいて本製品を運用した結果の影響、過失による損傷について、一切責任を負うことはできません

のでご了承ください。 

・ 本書の内容については万全を期して作成しましたが、理解できない箇所、記述の誤りや洩れなど、お気付きの

点がありましたらご連絡ください。 

・ 本媒体上の他者商標の帰属先は、商標について（https://www.star-m.jp/trademarks.html）をご確認ください。 

Copyright 2015-2022 Star Micronics Co., Ltd. 

この装置は、クラスＢ情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して

使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。                      VCCI-B 
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警告シンボル 
 

静電気注意：人体にたまった静電気により、印字ヘッドが破壊される恐れがあります

ので、触れないでください。 

 
火傷注意：印字ヘッドが高温になっている場合があります。 

火傷をする恐れがありますので、触れないでください。 

 

 

安全上のご注意    

本製品を安全にお使いいただくために、以下の注意事項をお守りください。 

警告 
 発煙、異臭、あるいは異音があった場合には、すぐに電源をオフにしUSBケーブルおよびバッテリー

パックを抜いてください。その後、販売店へご相談ください。 
 万一、異物（金属片、水、その他の液体）が製品の内部に入った場合は、すぐに電源をオフにし、

USBケーブルやバッテリーパックを抜いてください。 
その後、販売店へご相談ください。そのまま使用すると火災の原因となります。 

 お客様自身による修理または分解・改造は危険ですから絶対におやめください。 
負傷、発火、感電をすることがあります。 

 ティアバーには手を触れないでください。 
－ 用紙排出口の中にはティアバーがあります。プリンター動作中は勿論ですが、非動作時においても絶対

に手を入れないでください。 

－ 用紙交換時にプリンターカバーを開けますが、プリンターカバー内部にはティアバーがありますので、

カバーオープン状態においてはティアバーの付近に顔や手を絶対に近づけないようにしてください。 

 印字中および印字直後は、サーマル印字ヘッド付近が非常に高温になります。 
火傷をする危険性があるため、絶対に手を触れないでください。 

 電池の液が皮膚や衣類に付着した時は、すぐにきれいな水で洗い流してください。 
皮膚障害をおこす恐れがあります。 

 使用直後は、バッテリーパックが熱くなっていることがあります。 

 

必ずお読みください 
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■プリンターの使用について 

 本製品は、電池駆動専用機器です。 

USB規格に準拠した充電器、またはUSBポートから充電してお使いください。 
規格外の電圧で充電すると、本製品の寿命が低下したり、発煙、発火の原因となります。 

 一部の半導体は静電気により損傷する可能性があります。 

 バッテリーパックの取り付けおよび取り外し時は、必ずプリンターの電源をオフにしてください。 
 本製品を落としたり、固いものにぶつけたりしないでください。 
 印字中および通信中にプリンターカバーを開けないでください。 

 印字中および通信中にUSBケーブルの抜き差しないでください。 

 印字中および通信中にUSBコネクタに手を触れないでください。 
 使用しない時は、電源を切ってください。 
 低温下で使用した場合、バッテリーの性能が低下しプリンターの使用可能時間が短くなることがあり

ます。 

 プリンターカバーを閉じた状態で用紙の引き抜きは行わないでください。 

 サーマル印字ヘッドの発熱体およびドライバーICの部分は破損しやすいため、金属やサンドペー

パー等を接触させないでください。 
 サーマル印字ヘッドの発熱体部分を手で触れると、汚れが原因で印字品質低下となる場合がありま

す。サーマル印字ヘッドの発熱体部分には手を触れないでください。 

 サーマル印字ヘッドは静電気によりドライバーIC等が破損する恐れがあります。絶対に直接手で触れ

ないでください。 
 結露等によりサーマル印字ヘッド表面に水分が付着した状態での印字は行わないでください。 

 ベルトクリップなどを使用して本製品を装着している時は、急な落下およびドア等への挟み込みなど

に注意してください。 

 

■サーマル紙の取り扱いについて 

 仕様外のサーマル紙は、使用しないでください。 
推奨以外のサーマル紙を使用した場合、印字品質やサーマル印字ヘッドの寿命を保証できない場合が

あります。特に［Na+, K+, Cl-］の成分が多く含まれたサーマル紙の使用は、サーマル印字ヘッドの

寿命を著しく低下させる場合がありますので注意してください。 
 サーマル紙は、湿気の少ない冷暗所に保管してください。 
 サーマル紙を固いものでこすらないでください。 
 サーマル紙にプラスチックフィルム、消しゴム、接着テープなどを長時間接触させないでください。 

 サーマル紙をコピー直後のジアゾコピーや湿式コピーに重ねないでください。 
 サーマル紙に化学糊を使用しないでください。 
 長期保存したサーマル紙は、使用しないでください。 
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■プリンターの使用環境について 

プリンターを設置する際には、以下の点に注意してください。 
 印字中および通信中にプリンターへ強い振動が加わるような環境で使用しないでください。 
 プリンターに直射日光が当たらないように気をつけてください。 
 プリンターの使用に適した環境は次の通りです。 

 温度： 0°C～50°C 
 湿度： 20% RH～85% RH（結露のないこと） 
 プリンターをコピー機など強い電磁場の発生する装置の近くに置かないでください。 
 プリンターは、ヒーターやその他の熱源から十分に離してください。 

 プリンターは、清潔で、湿気やほこりのない環境でご使用ください。 
 湿度の高い室内でのご使用は避けてください。 

 

■プリンターのメンテナンスについて 

6 ヶ月毎に以下のメンテナンスを行ってください。 
 サーマルヘッド 
 綿棒にアルコール溶剤（エタノール､メタノール､イソプロピルアルコール）をつけてヘッドの発熱体

部分の汚れを除去してください。 
 プラテン 
 柔らかい布を使用し、プラテンを回しながらプラテン全面を軽くこするようにして拭き､表面の付着

物を除去してください。 

 用紙収納部､およびその近辺 
 用紙収納部に付着したゴミ､ホコリ､紙粉等を除去してください。 
 カード読み取り部 

定期的にエアーを吹きつけて、スロット内のホコリを除去してください。 

 

■磁気カードの取り扱いについて 

 カードに磁石を近づけたり、磁界を発生する機器（携帯電話、スピーカー、テレビ等）の側にカード

を保管しないでください。カードの記録データが消去される場合があります。 
 カードを高温の場所（自動車内ダッシュボード等）に放置しないでください。 

カードが曲がる原因になります。 
 汚れた手、ぬれた手でカードに触らないでください。カードにセロテープや糊などをつけないでくだ

さい。 

上記の原因により、本機が正常に動作しなくなる場合があります。 
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1. 製品概要 
本製品は、モバイルバンキングシステム、リテール、POS 端末、その他のモバイルコンピューティ

ングに最適なプリンターです。 

 
本プリンターの特徴は以下の通りです。 

・  ポケットサイズ（86 mm × 122.5 mm × 46 mm）  

・ 機動性に優れた軽量さ（バッテリーパック含め 220 g） 

・ バッテリーは最大 20 時間のスタンバイ状態および 1.2 時間の連続印字が可能 

・  1.2 m 落下耐性 

・  静音ダイレクトサーマル印字方式 

・  印字速度 35mm/sec（用紙フィード速度 70mm/sec） 

・ Bluetooth Classic / Bluetooth LE デュアルモード対応 

・  セキュア磁気ストライプ リーダー対応（カードリーダー付きモデル） 

 ※AES または 3DES による暗号化 

 ※DUKPT キー管理 

・グラフィック OLED 画面（128 × 64 ドット）を搭載 

・  ベルトクリップ標準添付 

・  テキスト・グラフィック印字をサポート 

・  用紙セットが簡単なドロップインデザイン 

・  ワンタッチでオープン可能なプリンターカバー 

・  プリンターカバーオープンセンサー、用紙無しセンサー、ブラックマークセンサーを装備 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



  

1.1  プリンターと添付品 

本製品には次の添付品が同梱されています。 
添付品が破損している場合、あるいは不足している場合には、販売店までご連絡ください。 

 
                               

 
 
 
 

プリンター バッテリーパック サンプル用紙 

 
 
 

 
    ベルトクリップ USB ケーブル 安全のしおり 

                                                 
 

 
 

安全のしおり       かんたんセットアップシート 
（バッテリーパック） 

 

 

 本製品のオプション品は、以下の通りです。 

 

 

                                                       

  バッテリーパック     チャージングクレードル      USB ケーブル 

 



  

1.2  外観と各部の名称 

 



  

2. セットアップ 
2.1  バッテリーパック 
2.1.1 プリンターへの取り付け 

1. バッテリーパックの取り付けまたは取り外しを行う時は、事前に必ずプリンターの電源がオフ

になっていることを確認してください。 

2.  バッテリーパックは、下図のようにプリンターの底面へ矢印の向きに挿入します。 

 

3.  バッテリーパックの取り外しは、フックをつまみ、取り付けと逆の手順で行ってください。 

 

 

フック部がカチッと音が
するまで押し、しっかり
取り付けてください。 

 



  

 
2.1.2 バッテリーの充電 

バッテリーパックの充電は、バッテリーパックをプリンターに取り付けて行ってください。 

その後、PC などの USB 端子に接続して充電します。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

バッテリーが残り少なくなると、バッテリーアイコンが点滅します。そのまま印字を続けた場合、

プリンターの電源が自動的に切れます。印字を続ける場合は、バッテリーパックを再度充電してか

ら行ってください。 

バッテリーの充電状態についての説明は、以下の通りです。 

 
 
 

充電中 充電完了 

電源オン時 POWER ランプが緑色に点滅します POWER ランプが常時点灯します 
※ただし、プリンターがスタンバイモードに

入ると、POWER ランプは 1 秒に 1 回の速

さで点滅を続けます。 

電源オフ時 POWER ランプが緑色に点滅します POWER ランプが消灯します 

 
注記：低品質なカーチャージャーなどを使用すると、急激な電圧変動で不具合が生じることが

あります。USB 規格を満たす充電器をご使用ください。 

 

プリンター 
の状態 



  

▶USB ケーブル接続中の充電仕様：（ファームウェア バージョン 3.2 以降） 

 
＊電源オン時： 

USB 充電器や PC と本製品を USB ケーブルで接続すると、満充電まで充電した後に充電を停

止します。 

その後、バッテリー残量が約 50%まで低下した時に再充電を開始し、満充電量の約 80%まで

達したら充電を停止します。 

以降はこれを自動的に繰り返します。 

 

＊電源オフ時： 

USB 充電器や PC と本製品を USB ケーブルで接続すると、満充電まで充電した後、一定時間

を経過したら充電を停止します。 

 その後、バッテリー残量に関わらず、充電は再開しません。 

 再充電したい場合、[MODE]ボタンを押す 又は、USB ケーブルの挿抜をしてください。 

 

＊満充電まで充電したい場合、プリンターの電源をオフにして、USB 充電器や PC と本製品を

USB ケーブルで接続してください。 

 

 

 一般的なバッテリーの特性 

 バッテリーは消耗品のため、その性能は時間の経過とともに徐々に低下します。 
 バッテリーは使用していない間も、バッテリーは少しずつ放電しています。 

 使用の直前（1 ～ 2 日前）に充電したバッテリーパックをご用意ください。 
 バッテリーを長い時間持続させるためには、できるだけこまめに電源を切ることをお勧めしま

す。 
 低温で使用すると、バッテリーの性能が一時的に低下します。寒冷地や低温環境でプリンターを

使用する場合には、必ずフル充電した予備バッテリーをご用意してください。 

 バッテリーパックの充電 

 バッテリーパックの充電は、周囲温度が 0℃～ 40℃の範囲で可能です。 
 充電時間は、電圧やバッテリー周囲の温度により異なります。 

 通常、バッテリーパックの充電には 4 ～ 5 時間かかります。 
 バッテリーパック充電中に印字を行いますと、充電時間が長くなります。 

 充電中はバッテリーパックを取り外さないでください。 
 プリンターをご使用の前にバッテリーをフル充電してください。フル充電しない場合、バッテリ

ーの性能が安定しません。 

 電池が切れた状態では、充電開始時に Power LED がすぐに点滅しない場合でも、充電は始まっ

ています。Power LED は 1 時間以内に、点滅を開始します。 

バッテリーに関する注意事項 



  

 充電式リチウムイオンバッテリーは充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はありませ

ん。 
 充電が終わった後や使用直後に、バッテリーパックが熱を持つことがありますが、異常ではありませ

ん。 

 充電が完了した直後のバッテリーパックを再充電しないでください。 

 バッテリーパック寿命について 

 常温で使用した場合、性能劣化なく約 300 回繰返して使用可能です。使用できる時間が著しく

短くなった時は、バッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパックをお買い求めくださ

い。 

 バッテリーパック取り扱い上のご注意 

 指定のバッテリーパック以外は、使用しないでください。爆発・火災の恐れがあります。 
 指定の充電方法以外では充電しないでください。爆発・火災の恐れがあります。 

 指定以外の USB ケーブルは使用できません。 
 火中に投入する、火気・暖房器具に近づける、高温状態（直射日光下、車中など）で使用・充電

したり、放置しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏液の恐れがあります。 
 落下など衝撃を与えたバッテリーパックは使用しないでください。発熱・発煙・破裂・発火・漏

液の恐れがあります。 

 分解や改造をしないでください。けがや感電・発火による火災の恐れがあります。 
 バッテリーパックの端子部分をショートさせたり、濡らしたりしないでください。 
 バッテリーパックを金属製の小物（鍵など）と一緒にバッグに入れないでください。発熱・発煙

・破裂・発火・漏液の恐れがあります。 

 バッテリーパックの液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医

師の治療を受けてください。放置しますと失明の恐れがあります。 
 バッテリーパックの使用中または保管中に発熱・発煙・破裂・発火・漏液などの異常があった場

合には、すぐにプリンター本体から取り外してください。その後、販売店へご相談ください。 

 バッテリーパック保管上のご注意 

 充電された状態で長時間保管すると、特性が劣化することがあります。 

 長期間使用しない時は、必ずバッテリーパックをプリンターから取り外してください。 
 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また乳幼児が電池を取り出さないように注意

してください。 
 涼しいところに保管してください。 

* 周囲の温度が+15～ 25℃くらいの乾燥したところをお勧めします。 
* 温度が高いところや極端に低いところは避けてください。 

 

 
 
 

バッテリーの修復不能な損傷防止のため、以下の内容をお守りください 

● バッテリーパックを長時間使用しない場合は、充電した後に取り出してください。 

● 保管中は 3 ヶ月ごとに再充電してください。 

● バッテリーの充電レベルが低下したときには、早めに充電してください。 

● プリンターが電力不足で自動的にパワーダウンした場合、必ず 15 日以内にバッテリー 



  

 
 

 
 

 バッテリーパック回収について 

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店または

当社 
指定の回収拠点へお持ちください。 

リサイクル協力店 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。 
ホームページ：https://www.jbrc.com/ 

スター精密 電池回収拠点 

スター精密株式会社 
住所：〒422-8654 静岡県静岡市駿河区中吉田 20-10 
電話番号：054-263-7111 
 

 
使用済み充電式電池の取り扱い事項 

● プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。  

●  被履をはがさないでください。 

●  分解しないでください。 

https://www.jbrc.com/


  

2.2  タブレット・PC とプリンターの接続（ペアリング） 

1. MODE ボタンを 2 秒以上長押しして、プリンターの電源を入れます。 
 プリンターが起動すると、Bluetooth デバイスとのペアリングができます。 

 
 

 
 
 
 

 

2.  下記のデバイス名を選択し、PIN コードを入力してください。 

 PIN：1234 （デフォルト） 
 デバイス名： “STAR  L200-XXXXX” （デフォルト） 
 デバイス名： “STAR  L204-XXXXX” （MSR モデル） 

 （ XXXXX 箇所は製品のシリアル番号の下 5 桁です。） 

 

注記：  

1. SM-L200 には 2 種類の Bluetooth モードがあります。 

a) ひとつは、Android または Windows システム用の PIN 入力が必要である Bluetooth 

Classic です。PIN およびデバイス名は Star Utility によって変更ができます。 

 Star Utility が必要な場合は、販売店にお問い合わせください。 

b) 別のモードは、iOS システム用の PIN 入力不要の Bluetooth LE です。 

2. SM-L200 は、お使いのデバイスのシステムに応じて自動的に Bluetooth モードを切り替えま

す。 

3. 接続（ペアリング）は、どのデバイスと接続できたか確実に確認できるように 1 デバイスず

つ行ってください。  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bluetooth®のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc.に所有権があり、スター精密株式会
社は使用許諾に基づいてこれらのマークを使用しています（設計と仕様は予告なく変更するこ
とがあります）。 

 

『Apple Store』または『Google play』から「StarIO SDK アプリケーション」をダウンロード 

していただくと、ホスト端末との接続テストを簡単に行うことができます。 



  

 
2.2.1 iOS 

1. MODE ボタンを 2 秒以上長押しして、プリンターの電源を入れます。 

2. ペアリング操作は不要です。お使いのアプリケーション上から機種を選択してください。 

デバイス名： “STAR  L200-XXXXX” （デフォルト） 

   （XXXXX は、プリンター底面の「Serial No.」欄に記載された番号の下 5 桁です。） 
 
 
2.2.2 Android 

1. MODE ボタンを 2 秒以上長押しして、プリンターの電源を入れます。 

2. 設定画面を開き、[Bluetooh]を選択します。 

 
 

 

3. Bluetooh をオンにします。 

表示されたデバイス名（STAR L200-XXXXX）を選択し、PIN コードを入力します。 

 
 
 

 
 

4. [ペアリングされたデバイス]にデバイスが追加されたらペアリング完了です。 

 

 



  

 
2.2.3 Windows 

1. MODE ボタンを 2 秒以上長押しして、プリンターの電源を入れます。 
2. [設定] を開き、[デバイス] - [Bluetooh]を選択します。 

 
 

 

 

 

3. Bluetooh をオンにします。 
 表示されたデバイス名（STAR L200-XXXXX）を選択し、PIN コードを入力します。 

 
 

 
 

 

 

 

4. [ペアリング済み]と表示されたらペアリング完了です。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

『Apple Store』または『Google play』から「StarIO SDK アプリケーション」をダウンロード 

していただくと、ホスト端末との接続テストを簡単に行うことができます。 



  

 
2.3 用紙のセット 

「4.2 推奨紙」をご参照のうえ、仕様に適合するロール紙を使用してください。 

1. カバーオープンスイッチを押して、プリンターカバーを開きます。 

 
 
 

 
 
 
2. ロール紙を図のような向きでセットします。 

 
 
 
 

 
 
 
3. 紙端を手前に真っ直ぐ引き出します。 
  次にプリンターカバーの両サイドを押し、プリンターカバーをしっかりと閉めます。 
 この時、プリンターカバーが左右一方の片閉めにならないよう注意してください。 

 
 

 
 
 
 

4. ティアバーを使って、余分な紙をカットしてください。 

 
 



  

 

 

 

 警告 

1) ティアバーには手を触れないでください。 

・ ロール紙の排出口の中にはティアバーがあります。プリンター動作中はもちろんですが、非

動作時においても絶対に手を入れないでください。 

・ ロール紙の交換時にはプリンターカバーを開けて行います。プリンターカバー内部にはティ

アバーがありますので、ティアバー付近に顔や手を絶対に近づけないようにしてください。 

2)  印字中および印字直後は、サーマル印字ヘッド付近が非常に高温になります。やけどをする危険

性がありますので、絶対に手を触れないでください。 

注意 
ERROR ランプが点滅している場合は、まずはプリンターカバーが正しく閉められていることを確
認してください。 
紙詰りが発生した場合は、必ずプリンターカバーを開けて詰まった用紙を取り除いてください。
プリンターカバーを閉じたままの状態で詰まった用紙を無理に引き抜きますと、部品が破損する
恐れがありますので、絶対に行わないでください。 



  

 

2.4 ベルトクリップ 
2.4.1 プリンターへの取り付け 
ベルトクリップは以下の手順で取り付けてください。 

1. ベルトクリップの取り付け向きを確認後、添付品のネジを使用して、下図のようにネジ穴に

取り付けてください。 

2. コインやマイナスドライバーなどでネジを確実に固定してください。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2.4.2 ベルトクリップの使用 

下図のようにプリンターをベルトに取り付けて、使用することができます。 

 

 

 

 

 

 
 

注記： ベルトクリップ使用時はプリンターを落とさないよう注意してください。 

マジックテープなどでしっかり固定してください。 

 

   注意 
磁気カードの読み取りまたは用紙のカットを行う際は、プリンターを手でしっかりと固定

してから行ってください。固定せずに使用すると、カードの読み取りに失敗したり、ティ

アバーによる用紙のカットが容易にできない場合があります。 

 



  

 

3. プリンターの機能 

3.1 操作パネル 

 

 
3.1.1 ボタン 

1) MODE ボタン： 
① MODE ボタンを 2 秒以上長押しすることで、プリンターの電源をオンまたはオフにできます。 
② MODE ボタンと FEED ボタンを同時に 5 秒以上長押しすると、メモリースイッチ設定モードに

入ります。このモードでは OLED 画面を確認しながら MODE ボタンでプリンターモード状態

を切り替えられるため、設定が容易に行えます。 

 （モード変更の詳細は「3.3 メモリースイッチ設定」を参照してください。） 

2) FEED ボタン： 

① プリンター電源がオンの時、FEED ボタンを 1 秒以上長押しすることで、紙送りができます。 
② メモリースイッチ設定モードでは、FEED ボタンでカーソルを移動し、新しい設定した内容を

確定できます。 



  

 
3.1.2 パネルランプ 

1) POWER ランプ（緑）：プリンターの電源がオンで、データ受信が可能です。 
2) ERROR ランプ（青）：エラーの発生を示します。（用紙切れ、カバー開など） 

POWER ランプ（緑） ERROR ランプ（青） 状 態 

点滅 消 灯 電源オン時の充電 

点 滅 消 灯 電源オフ時の充電 

点 灯 消 灯 電源オン時の充電、バッテリー満充電 

消 灯 消 灯 電源オフ時の充電、バッテリー満充電 

点 灯 消 灯 電源オン 

点 滅 消 灯 スタンバイ 

点 灯 点 滅 用紙切れ 

点 灯 点 滅 カバーオープン 

 
3.1.3  OLED 表示 

OLED にはプリンターの状態のほとんどが表示されます。 
1) この 128 × 64 ドットのディスプレイは英数字を表示します。 

2) 内容 
モード／状態：現在指定されているプリンターモードまたはエラー状態を示します。 
バッテリー残量： 

 バッテリーの残量が充分にある状態を示します。 

 
 

バッテリーの残量が低下している状態を示します。バッテリーパックを充電して

ください。 (*1) 

 バッテリーの残量が極端に低下している状態を示します。 

 充電中 

点滅 直ちにプリンターの使用を止め、バッテリーパックを充電してください。 (*1) 

 *1) 注記： バッテリーの残量が低下したままで印字を続けた場合、正しく紙送り
が出来ず、行間がつまった印字結果になります。 

 
Bluetooth 接続状態  

 この状態の時は、Bluetooth が接続していません。 

 この状態の時は、Bluetooth が接続しています。 



  

用紙種類 

 
Receipt 

 
Black mark (Front) 

 
Black mark (Back) 

 
Out of paper 

 
3.1.4 ブザーの動作 

状 態 ブザー 

バッテリー充電レベル低下 鳴動なし 

充電開始／ボタン押下／カバークローズ 1 回 

用紙排出／カバーオープン 2 回 

USB 切り離し 3 回 

 
 



  

 

3.2 セルフテスト 

セルフテストにより、プリンターの設定状態を確認できます。 

事前に、ロール紙が正しくセットされていることを確認してください。 

3.2.1 セルフテスト手順 
1. FEED ボタンを押しながら、プリンターの電源を入れます。 
2. ファームウェアバージョン、通信モード、印刷設定、QR コード（ユーザーズマニュアルのダ

ウンロード）など、現在のプリンターのステータスを印字します。 

3. セルフテストは自動的に終了します。セルフテスト終了後は、プリンターのデータ受信準

備ができています。 

  
3.2.2 Bluetooth デバイス名／Bluetooth デバイスアドレス印字機能 

1. 3.2.1 項の手順に従って、セルフテストを行います。 
2. セルフテストが終了する前に、FEED ボタンと MODE ボタンを同時に押し続けます。 
3. Bluetooth デバイス名/ Bluetooth デバイスアドレスを印字し、セルフテストが自動的に終了し

ます。セルフテスト終了後は、プリンターのデータ受信準備ができています。



  

 
 

 
 

セルフテスト印字内容 

ユーザーズマニュアルアドレス 

Bluetooth デバイス名/ Bluetooth デバイスアドレス印字内容 

セルフテスト印字内容 



  

 
 

3.3 メモリースイッチ設定 

プリンターの各種設定は、24 ページの「メモリースイッチ設定表」を参照してください。 
メモリースイッチ設定は以下の手順で変更してください 

 
1.  MODE ボタンを約 2 秒間以上長押しして、プリンターの電源を入れます。 

 
 

 

 
 
 
 

 
2. MODE ボタンと FEED ボタンを 5 秒間長押しすると、メモリースイッチ設定モードに入りま

す。 

 プリンターの OLED 画面に「Enter Menu Mode（メニューモードに入ります）」と表示され、

プリンターの設定が行えます。このメッセージが画面に表示されたことを確認し、ボタンを

放してください。 

 
 

 
 
 
 

 
3. メニューとパラメーター切り替え、または前メニューに戻る時は、MODE ボタンを押して

ください。 

4. カーソルの移動、プリンターモードの入力、新しい設定の確定は、FEED ボタンを押してくださ

い。 

 

   注意 
メモリースイッチの設定を行う際は、事前に上位デバイスとの通信を切断してから行ってください。 
上位デバイスと通信している状態の場合、メモリースイッチ設定を変更できる状態に入りません。 



  

 
 
 

プリンターモードの設定を以下のように変更する場合 

項 目 デフォルト値   <出荷時> 設定例 

1：Density 0（Medium） 1（Low） 

2：Standby Time 0060（Sec） 0080（Sec） 

3：Auto Off Time 0000（Invalid） 1000（Min） 

4：Smart Power 0（Disable） 1（Enable） 

5：Paper Type 0（Receipt） 2（BM（Back）） 

6：Factory Reset 0（Cancel） 0（Cancel） 

7：Password 0000 2222 

8：Previous Menu --- --- 

 
 
 MODE ボタンと FEED ボタンを同時に 5 秒間以上長押しします。 

→ OLED 画面に「Enter Menu Mode（メニューモードに入ります）」と表示されます。 

 MODE ボタンを 1 回押してメニュー項目を切り替えます。 
表示： 1 Self Test → 2 System Setting 

 FEED ボタンを 1 回押してシステム設定メニューに入ります。 
→ OLED 画面に「Input Password（パスワード入力） 0000」と表示されます。 

→ FEED ボタンを押してカーソルを移動し、MODE ボタンを押して数値（0～9）を変更しま

す。 

パスワード：0000（デフォルト） 

→ FEED ボタンを 2 秒間長押しし、メニューに入ります。 
表示： 1 Density 

2 Standby Time 
3 Auto off Time 
4 Smart Power 

 

設定例 



  

 
［Density］設定 
 MODE ボタンを押してメニュー項目を切り替え、FEED ボタンを 1 回押してメニューに入りま

す。 

→ FEED ボタンを 1 回押して Density メニューに入ります。 
表示： Density: 

0-Medium       1-Low 
2-High                  0 
3-Special          

 
→ MODE ボタンを 1 回押して数字「1」を入力し、FEED ボタンの長押しで新しい設定を確定

し、前のメニューに戻ります。 
（印字濃度が低濃度に設定されました。） 

0(Medium) → 1(LOW) 

 
濃度を「3 Special」にする場合は、プリンターを常温で使用してください。 
用紙によっては低温での使用に適さない場合があります。 

 
［Standby Time］設定 
 MODE ボタンを 1 回押してメニュー項目を「Standby Time」に切り替えます。 

→ FEED ボタンを 1 回押してメニューに入ります。 
表示： Standby Time: 

[0010-9999(Sec)] 
                          0060 

→ FEED ボタンを 2 回押してカーソル（「_」）を移動し、MODE ボタンを 2 回押して数字

「8」を入力後、FEED ボタンの長押しで新しい設定を確定し、前のメニューに戻ります。 
（スタンバイ時間が 80 秒に設定されました。） 
0060(Sec) →0080(Sec)  

このパラメーターを 0000 に設定すると、スタンバイ時間が無効になります。 
001～009 に設定するとブザーが鳴りますので、その設定は避けてください。 

 



  

 

［Auto Off Time］設定 

 MODE ボタンを 2 回押してメニュー項目を「Auto Off Time」に切り替えます。 
→ FEED ボタンを 1 回押してメニューに入ります。 

表示： Auto Off Time: 
[0001-9999(Min)] 
                          0000 

→ MODE ボタンを 1 回押して数字「1」を入力し、FEED ボタンの長押しで新しい設定を確定

し、前のメニューに戻ります。 

（自動オフ時間が 1000 分に設定されました。） 

0000(Min) →1000(Min)  
このパラメーターを 0000 に設定すると、自動オフ時間が無効になります。 

 

［Smart Power］設定 

 MODE ボタンを 3 回押してメニュー項目を「Smart Power」に切り替えます。 
→ FEED ボタンを 1 回押してメニューに入ります。 

表示： Smart Power 

0-Disable 
1-Enable                         0 

→ MODE ボタンを 1 回押して数字「1」を入力し、FEED ボタンの長押しで新しい設定を確定し、

前のメニューに戻ります。 

 

［Paper Type］設定 

 MODE ボタンを 4 回押してメニュー項目を「Paper Type」に切り替えます。 
→ FEED ボタンを 1 回押してメニューに入ります。 

表示： 0-Receipt 
1-BM(Front) 

2-BM(Back)                  0 

→ MODE ボタンを 2 回押して数字「2」を入力し、FEED ボタンの長押しで新しい設定を確定

し、前のメニューに戻ります。 

（用紙種類が BM（裏）に設定されました。） 
0(Receipt) →2(BM(Back)) 

 



  

 
［Factory Reset］ 
 MODE ボタンを 5 回押してメニュー項目を「Factory Reset」に切り替えます。 

→ FEED ボタンを 1 回押してメニューに入ります。 
表示： 0-Cancel 

1-Factory Reset 
                                        0 

→ 設定をリセットする必要がない時は、FEED ボタンを長押しして前のメニューに戻ってくださ

い。 

 
［Password］設定 

 MODE ボタンを 6 回押してメニュー項目を「Password」に切り替えます。 
→ FEED ボタンを 1 回押してメニューに入ります。 

表示： Input New 
Password 

                                    0000 

→ MODE ボタンを 2 回押して数字「2」を入力後、FEED ボタンを 1 回押してカーソル 
（「_」）を移動し、MODE ボタンを 2 回押して数字「2」を入力します。この操作を繰り返

して数字「2222」を入力し、最後に FEED ボタンの長押しで新しい設定を確定し、前のメニ

ューに戻ります。 

（パスワードが 2222 に設定されました。）  

0000→2222 

 
［Previous Menu］の選択 
 MODE ボタンを 7 回押してメニュー項目を「Previous Menu」に切り替えます。 

→ FEED ボタンを 1 回押して前のメニューに戻ります。 
表示： 1 Self Test 

2 System Setting 
3 Exit Menu 

 



  

 
［Self Test］設定 
 MODE ボタンを 2 回押してメニュー項目を「Self Test」に切り替えます。 
 FEED ボタンを 1 回押してセルフテストメニューに入ります。 

表示： 1 Print 
2 MSR 
3 MSR Key Inject 
4 Hex Dump Mode 

5 Previous Menu 

→ FEED ボタンを 1 回押すと OLED 画面に「Press Feed To Print（FEED を押して印刷）」と

表示されます。FEED ボタンを押してください。新しい設定が印刷されます。 

正しくない設定されない場合は、再度上記の手順に従って、設定をやり直してください。 



  

 

 
第 1 レベル 

メニュー 
第 2 レベル 

メニュー 
第 3 レベル 

メニュー 
デフォルト値 

1： Self Test 

1 Print Press Feed To Print -- 
2 MSR*1 Please Swipe Card -- 
3 Hex Dump Mode Hex Dump Mode -- 
4 Previous Menu -- -- 

2： System 
Setting 

Input Password: 
0000 

1 Density 

0-Medium 
1-Low 
2-High 
3-Special 

Medium 

2 Standby Time 
Standby Time: 
[0010-9999(Sec)] 

60 Seconds 

3 Auto Off Time 
Auto Off Time： 
[0001-9999(Min)] 

0000 Min 

4 Smart Power 
Smart Power 
0-Disable 
1-Enable 

 Disable 

5 Paper Type 
0-Receipt 
1- BM (Front) 
2- BM (Back) 

Receipt 

6 Factory Reset 
0-Cancel 
1-Factory Reset 

Cancel 

7 Password 
Input New Password: 
0000 

0000 

8 Previous Menu -- -- 
3： Exit Menu -- -- -- 
*1) ［2 MSR］は、MSR モデルのみの機能です。 

メモリ－スイッチ設定表
 



  

 
 

3.4  電源管理 

スタンバイ（スリープ）モードになっているプリンターは、印字データを受信するか、ボタン操作

を行うと、プリントレディモードに復帰します。 

FEED ボタンまたは MODE ボタンを押して POWER ランプ（緑）が点灯することで、復帰したこ

とを確認できます。プリンターの電源がオフの時は、手動でプリンターの電源をオンにしてくださ

い。 

 

3.4.1 スタンバイ時間 

設定した時間が経過すると OLED 画面の表示が消えます（0010 ～ 9999 秒）。 
 
3.4.2 自動電源オフ時間 

設定した時間が経過すると電源がオフになります（0001 ～ 9999 分）。 
 
3.4.3 スマート電源オプション（FW Ver.1.3 以降） 
スマート電源オプションは、電源接続時にプリンターがオンになる機能です。 
プリンターがオフになっていて、電源が接続されると、プリンターが自動的にオンになりま

す。 

電源が接続されているときにプリンターをオフにするには、MODE ボタンを長押しします。 
 
<自動オフが有効な場合> 
スマート電源オプションが有効になっていて、プリンターがオンで電源が接続されている場合、自

動オフ機能は無効になります。 
この場合、自動オフ機能は、電源が切断された後に有効になります。 

例えば、自動オフが 10 分に設定されている場合、 
スマート電源オプションが有効になっていて、プリンターがオンで、電源が接続されているとき

は、プリンターは 10 分後にオフになりません。 
スマート電源オプションが有効になっていて、プリンターがオンで、電源が接続されていないとき

は、プリンターは 10 分後にオフになります。 
 

 
イベント 

 
ステータス 

イベント 1 イベント 2 イベント 3 イベント 4 

電源接続 電源切断 自動電源オフ 
タイムアウト 充電完了 

状態 1 電源オフ 
非充電 

電源オン（自動） 
充電開始 N／A N／A N／A 

状態 2 電源オフ 
充電 N／A 電源オフ 

非充電 N／A 電源オフ 
充電 

状態 3 電源オン 
非充電 

電源オン（自動） 
充電開始 N／A 電源オフ 

非充電 N／A 

状態 4 電源オン 
充電 

N／A 
電源オン 

非充電 
電源オン 

充電 
電源オン 

充電 



  

 
 

3.5 磁気カードリーダー（MSR モデル） 

カードは、以下の点に留意して読み取りを行ってください。 

 カードの磁気ストライプ読み取り面をプリンター側へ向け、スライドさせてください。 
 下図のようにカードの中央部分を持ち、 矢印方向へまっすぐ一定の速度でカードを通し、読み

取りを行ってください。カードはどちらの方向からでも読み取ることができます。 
読み取り中はプリンターが動かないように、手でしっかり固定してください。 
読み取りの際にカードの端を持って行いますと、カードをまっすぐに通すことができず、デー

タを読み取れない場合があります。読み取り時は、必ずカードの中央を持つようにしてくださ

い。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 カードの読み取りに成功すると、ブザーが 1 回鳴り、OLED 画面に「MSR read success

（MSR 読み取り成功）」と表示されます。 
 読み取りに失敗した場合、ブザーが 3 回鳴り、OLED 画面に「MSR read failure（MSR 読み取

り失敗）」と表示されます。カードの向きを確認後、再度スロットへ通してください。 

 

注記： 1. JIS カードの読み取りも MSR モードで行います。 

 2. JIS カードの操作も MSR カードと同じです。 

注意：手でプリンターを持ったままカード

をスライドさせるとき MSR スロット

カバーに手が触れているとカードの

正しい読み取りができません。MSR
スロットカバーに手が触れないよう

に注意してください。 



  

 



  

 正しい読み取り例： 

 

 

 

 

 

 

 誤った読み取り例： 

磁気カードの持ち方 

  
磁気カードの通し方 

 
 
 

 

カードの端を持ちスロットに通すと、カード

端面がヘッドから離れ、読み取りエラーが発

生します。 

 

カードを上下に傾けて MSR スロットに通す

と、カードが水平にスライドしないため読

み取りエラーが発生します。 

 

スロットの終端でカード抜き取る際に持ち

上げたり押し下げたりすると、カードが水

平に維持できず、読み取りエラーが発生し

ます。 

 

カードをスロットの中間部分から挿入した

場合、カードが正しく読み取れず読み取り

エラーが発生します。 
また、スロットに挿入したカードを無理に

前後に動かすと、カードが正しく読み取れ

ず読み取りエラーが発生します。 

 

磁気ストライプを必ず磁気ヘッド側に向け

てください。下図のようにカードの中央を

持ち、 矢印方向へ、 まっすぐ一定の速度で

カードを通します。 



  

 

4. 用紙 

4.1 用紙仕様 

タイプ： サーマル紙 

紙幅： 58mm 

紙厚： 0.053mm 以上、0.12mm 以下 

ロール紙径： φ13mm 以上、φ40.5mm 以下 

 

4.2 推奨紙 

メーカー 製 品 名  

三菱製紙 P220AG 

王子製紙 

FD200 

PD160R-63 

PD450 

Domtar 
(Appvion) 

Domtar POS 48S-2.1 
(Alpha 400-2.1) 

 

4.3 印字範囲 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 注意 

1) 紙端が軸芯に糊づけされたロール紙は、ペーパーエンドを正しく検知できないため使用しな

いでください。また、ロール紙の終端にロールエンドマークがあるロール紙を推奨します。 

2) 化学薬品や油によりロール紙が変色したり、印字が薄くなる場合があります。 

3) ロール紙は熱、湿度、および直射日光により変質することがありますので注意してください。 

4) ロール紙の表面を爪や固い金属などでこすると、変色することがあります。 



  

 
 

4.4 ブラックマークの仕様 

SM-L200 は用紙両面がブラックマークに対応しています。 
詳細仕様は、以下の通りです。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

注記：BM の PCS 値は 0.9 より大きくしてください。 

BM の PCS 値は 0.9 より大きいこと 
 



  

 

5. 一般仕様 
表 5-1 一般仕様             

(1/2) 

項 目 仕 様 

印字  

印字方式 ダイレクトラインサーマル印字方式 

解像度  203 dpi（8 ドット/mm） 

印字速度 35 mm/s（最大） 

有効印字幅 48 mm（384 ドット） 

インターフェイス  Bluetooth  

SM-L200-UB2-40  

*1 

Bluetooth 5.0/5.0 LE 
デュアルモード 

SM-L200-UB40  
*1 

Bluetooth 3.0/4.0 LE 
デュアルモード 

周波数帯域 2.4GHz ISM バンド 

 USB Micro-USB  *2 
省電力 スリープモード あり 

文字サイズ フォント 
英数字：9 x 17、9 x 24、12 x 24 ドット 
漢字：24 x 24 ドット 

バーコード 
1D 

UPC-A、UPC-E、EAN8、EAN13、CODE39、ITF、

CODE128、CODE93 

2D QR コード、PDF417 

グラフィック 
さまざまな濃度でのビットマップ印刷およびユーザー

定義ビットマップ印刷に対応（合計で 512K まで） 

検知 センサー 
プリンターカバー開放センサー、用紙切れセンサー、 
ブラックマークセンサー 

LED ランプ 
POWER ランプ 緑 

ERROR ランプ 青 

*1） モデル名はプリンター背面のIDシールにてご確認ください。 
*2） ID シールに「BT/USB」と表示されているプリンターのみ。 

 
 



  

  
 

 (2/2) 

項 目 パラメーター 

充電 
USB 充電 
出力 DC 5V 0.5A、フル充電までの時間：5 時間 

電源 

バッテリー  1700mA 3.7V 充電式バッテリーパック 

バッテリー駆動時間 
印字動作約 13 時間（1 時間当たりレシート 12 枚印字、

スリープモードあり） 

OLED 画面 128 x 64 ドット 

MSR フォーマット 
ISO7810/ISO7811/ISO7812 No.1, 2, 3 トラック もし

くは JISⅡトラック読み取り 

(シングルヘッド) 
MSR モデルのみ 

セキュリティ AES または 3DES による暗号化。DUKPT キー管理 

用紙 

タイプ サーマル紙 

紙幅 57.5±0.5 mm  

紙厚 0.053 mm 以上、0.12 mm 以下 

ロール紙径 13 mm 以上、40.5 mm 以下 

推奨紙 
P220AG、FD200、PD160R-63、PD450、 

Domtar POS 48S-2.1 (Alpha 400-2.1) 

物理的特性 

作動条件 温度 0℃～50 ℃、湿度 20 %～85 %RH 

充電条件 0 ℃～40 ℃、0 ℃~10℃ *1 
保管条件 温度-20 ℃～60 ℃、湿度 5 %～95 %RH 

寸法  86(W) x 122.5(D) x 46(H) mm 
重量  220g（バッテリーパック含む） 

信頼性 TPH 50km（印字濃度 12.5%以下）/1 億パルス 

ソフトウェア エミュレーション StarPRNT モード 

*1） プリンターを低温環境（10 ℃未満）で使用すると、バッテリーの性能が低下し、プリンタ

ーの使用時間が短くなります。 

注意 
推奨紙、もしくは推奨紙相当品質の用紙を使用してください。 

推奨紙、推奨紙相当品質以外の用紙をお使いの場合、印字品質が悪化し、サーマル印字ヘッドの

寿命が短くなります。 

印字濃度を「Special」に設定する場合は、プリンターを常温で使用してください。 

用紙によっては、低温環境での使用に適さないことがあります。 



  

 

 外観仕様 

 外形寸法：86mm (W) x 122.5mm (D) x 46mm (H) 

 重 量：220g（バッテリーパック含む） 
 ボディカラー：ブラック 

 

 
 
 

  

 

 



  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
URL: https://www.star-m.jp 
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