高速かつ経済的なパフォーマンス

TDP-247

シリーズ

バーコードラベルプリンタ（ダイレクトサーマル対応）
主な特徴
最大178mm/秒の印刷速度

オフィスでの郵送作業ラベル

二層式クラムシェルタイプデザイン

製品マーキング

4 MBフラッシュメモリおよび8 MB SDRAMメモリ

高解像度印刷および
グラフィック印刷

最大4 GBまで拡張可能なSDカードスロット
本体に収納できるラベル容量：直径127mm
シリアル、セントロニクス、USB2.0インターフェイ
ス標準装備
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主な用途

本体に搭載された各種センサによって、
フルレン
ジでラベル調整が可能
TSPL-EZ™ファームウェアで容易なプラグアンドプ
レイ
エネルギースター対応
Cerner認定

ファイル・ホルダー用ラベル
小売POS(販売時点情報管理)
ラベル
棚ラベル
医療用ラベル
在庫・資材管理ラベル

TDP-247 シリーズ ‒ ダイレクトサーマル対応バーコードラベルプリンタ
■ 仕様
項目

仕様

解像度

8 ドット/mm(203 dpi)

印刷方式

感熱式(ダイレクトサーマル)

最大印字速度

178 mm (7インチ)/秒

最大印字幅

108 mm (4.25インチ)

最大印字長

2,286 mm (90インチ)

ケース

二層プラスチック

外形寸法

200 (幅) x 164 (高) x 240 mm (縦)

重量

1.9 kg

ロール紙容量

外径 127 mm (5インチ)

プロセッサ

32-bit RISCプロセッサ

メモリ

4 MB フラッシュメモリ、8 MB SDRAM、SDカードスロット (最大4 GB)

インターフェイス

USB 2.0、RS-232、セントロニクス、内蔵イーサネット、10/100Mbps(*)

付属電源アダプタ

ユニバーサルスイッチング電源

操作スイッチ、ボタン、LED

電源スイッチx 1、
フィードボタンx 1、LED（3色：緑色、橙色、赤色）

センサ

透過タイプギャップセンサ
反射タイプブラックマークセンサ (位置調整できる)
ヘッドオープンセンサ

内蔵フォント

英数字ビットマップフォント
（8種類）
Monotype Imaging® スケーラブル (CG Triumvirate Bold Condensed)フォント1種

■対応バーコード
一次元コード

入力： AC 100-240V、2.5A、50-60Hz

フォント＆バーコード回転

0°
、90°
、180°
、270°

コマンドセット
(ファームウェア)

TSPL-EZ™ (EPL、ZPL、ZPL IIエミュレーション搭載)

用紙タイプ

連続紙、
ダイカット、
ブラックマーク、
ファンフォールド、
ノッチ (外巻き)

用紙幅

20 ~ 112 mm

用紙厚

0.06 ~ 0.19 mm

用紙芯直径

25.4 ~ 76.2 mm (1インチ ~ 3インチ)

用紙長

10 ~ 2,286 mm

環境条件

動作温度: 5 ~ 40℃
動作湿度: 25 ~ 85%結露なきこと

出力：DC 24V、3.75A、90W

Code 39、Code 93、Code 128UCC、Code 128 サブ
セットA, B, C,、コーダバー、インターリーブド2 of 5、
EAN-8、EAN-13、EAN-128、 UPC-A、UPC-E、EAN
および UPC 2 (5) デジット拡張、MSI、PLESSEY、
POSTNET、RSS-Stacked、GS1 DataBar、Code 11

二次元コード
PDF-417、マキシコード、データマトリクス、QRコー
ド、Aztec

アクセサリ
・WindowsラベリングソフトウェアCDディスク
・クイックスタートガイド
・USBケーブル
・電源コード
・ユニバーサルスイッチング電源アダプタ
・ラベルスピンドル、固定タブx 2、
1.5インチコアアダプタx 2

保管温度: -40 ~ 60℃
保管湿度: 10 ~ 90%結露なきこと
安全規格

FCCクラスB、CEクラスB、C-TickクラスB、UL、CUL、TÜV/Safety、CCC、エネルギースター

環境への配慮

RoHS、WEEE対応

（*）LAN 非搭載モデル有り

■ 型番
型番

仕様

TDP-247

サーマルバーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB兼備
WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付

TDP-247-E

サーマルバーコードプリンタ, 203dpi, 4インチ幅, シリアル/セントロ/USB/イーサネット兼備
WINDOWS版簡易ラベル作成ソフト&ドライバ&USBケーブル付

オプション
型番

仕様

TDP-5PEEL

ピールオフモジュール(TDP-247/TDP-245PLUS対応)

TDP-5CF

フルカット・カッターモジュール (TDP-247/TDP-245PLUS対応)

BP-2000(*1)

TTP/TDP専用バッテリパック

型番
KP-200

TDP/TTPシリーズ専用スタンドアロンキーボード、補助RS232Cポート(4,800bps固定), LCDディスプレイ付

保証
・プリンタ
2年間
・プリンタヘッド
25km(100万インチ)
あるいは12ヶ月のいずれか早い方
・プラテン
50km(200万インチ)
あるいは12ヶ月のいずれか早い方

(*1)スタンバイ約8時間, 印刷約50m (環境・機種により異なります)が目安です。210(W) x 30(H) x 260(D) mm, 1.8Kg, 充放電サイクル寿命500回。

部品・消耗品
型番
型番

仕様

98-0260023-00

TDP-245/247専用プリントヘッド Ass'y, 203dpi

98-0250115-00LF

TDP-245/247, TTP-245/247専用プラテン Ass'y

感熱ラベルロール紙

(*)

型番

仕様

L-DT050030X

50 × 30mm, 1,500枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き

L-DT059030X

59 × 30mm, 1,500枚巻, ミシン目有り, 1インチコア, 外巻き

L-DT106075X

106 × 75mm, 700枚巻, ミシン目有り, 1 インチコア, 外巻き

(*)発注は10巻単位とさせて頂きます。

(*)カスタム仕様ラベルについては、弊社担当者までお問合せください。
●改良のため、外観・仕様を予告なく変更することがあります。

製品に関するお問合せは下記販売店まで

●各製品名・社名は該当各社の商標または登録商標です。

ウェルコムデザイン株式会社

東
神

U R L : www.e-welcom.com
京 〒101-0045 東 京 都 千 代 田 区 神 田 鍛 冶 町 3-3 神 田 大 木 ビ ル
TEL. 03-5295-7250( 代 )
FAX. 03-5295-7252
戸 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町１ - １ - １ 西神南センタービル
TEL. 078-993-6010（代） FAX. 078-993-6020
e-mail: welcom@e-welcom.com

2017/10/18

WEBから

Rev.1

貸出機サービス
利用される環境で機器
が使用できるかを確認
いただくために、実機
を無料で貸し出し！

