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■ 使用取扱説明書について 
※ 注意事項 

この使用取扱説明書には製品使用に関する基本的な情報、および非常時に必要となりうる

対処法が掲載されています。 
 

※ 以下に挙げる別冊の取扱説明書には、技術的問題や分野についてのより詳しい説明が 

書かれています。 

 

1. Windowsドライバマニュアル 

 Windowsドライバのインストールおよび主な機能。 

 

2. 統一ラベルプリンタユーティリティマニュアル 

 この製品の機能選択や作業状況の変更に使うソフトウェアについて。 

 

3. プログラミング(SLCS)マニュアル 

 ラベルプリンタコマンドについて。 

 

4. Trueフォントダウンローダーマニュアル 

 Trueフォントをダウンロードしデバイスフォントとして簡単に使用するためのフォ

ントダウンローダーの使用について。 

 

5. Ethernetインターフェースマニュアル 

 Ethernetインターフェースの設定と使用について。 

 

6. ラベルデザインプログラムマニュアル 

 テキストや画像、バーコードを好きな場所に置いてラベルを作成することのできる

Windows PCプログラムについて。 

 
 

BIXOLON社では当社製品すべての機能と品質の拡張・改善のために常に努力を重ねてお

ります。そのため製品スペックや使用説明書を予告なしに変更することがあります。 
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■ 安全にご使用いただくために 
 

本製品をご使用の際には、怪我や損傷を防ぐために以下の安全規制をお守りください。  
 

 

警告 

以下の指示に従わない場合、重大な怪我および死亡事故の原因となることが

あります。 
 

  
 

  
 

  
 
 

 

延長コードに複数の製品を接続しないでください。 

• 過熱および火災の恐れがあります。 

• プラグが濡れていたり汚れていたりする場合は、使用前に拭き 

取ってください。 

• プラグがソケットにしっかりとはまらない場合は、使用しないでく 

ださい。 

• 延長コードは基準を満たすもののみご使用ください。 
 

         

正規品以外のアダプタは使用しないでください。 

• これ以外のアダプタの使用は危険です。 

 

         

プラグを抜く際は引っぱらないでください。 

• ケーブルに損傷が生じ、火災やプリンタの故障の原因となること

があります。 

 

       

プラスチックの袋はお子さまの手の届かないところに管理し

てください。 

• お子さまが袋を頭に被って遊ぶ恐れがあります。 

 

            

プラグの抜き差しは濡れた手で行わないでください。 

• 感電の恐れがあります。 

 

         

ケーブルを無理に曲げたり、重いものを載せたりしないで

ください。 

• ケーブルが損傷すると火災の恐れがあります。 

 
 
 

   

禁止 

禁止 
禁止 

禁止 禁止 

正規品のみ 

禁止 
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注意 

以下の指示に従わない場合、怪我や機器の損傷の原因となることがあります。 
 

  
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 

プリンタから煙や異臭、異常な音が発生した場合は、まず

プラグを抜いてください。 

• プリンタの電源を切り、ソケットからプラグを抜きます。  

• 煙が消えたのを確認し、代理店に修理を依頼してください。  

    
 

          

乾燥剤はお子さまの手の届かないところに管理してくださ

い。 

• お子さまが食べる恐れがあります。 

 

          

プリンタは安定した場所に設置してください。 

• プリンタが転倒すると、故障や怪我の原因となることがあります。

  
 
 

          

付属品は正規品のみ使用し、ご自分で修理や改造をしない

でください。  

• 修理は代理店にご依頼ください。 

• 自動カッターの刃には触れないでください。 

 
 
 

       

プリンタには水や異物を入れないでください。 

• これが起こった場合は電源を切り、プリンタのプラグを抜いた 

後、代理店にご連絡ください。 

           

故障したプリンタは使用しないでください。火災や感電の

恐れがあります。 

•電源を切り、 

プリンタのプラグを抜いた後、代理店にご連絡ください。 

                  

プラグを抜く 禁止 

分解禁止 禁止 

禁止 プラグを抜く 

プリンタ 

プリンタ 

 
プリンタ 

 

プリンタ 

代理店 

プリン

タ 
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■ その他のご注意 
 

この使用取扱説明書およびその他関連説明書に関する著作権はBIXOLON Co., Ltd.が所有

しています。使用取扱説明書およびその他関連をBIXOLON Co., Ltd.の書面による承諾な

しに複写、複製、翻訳そして電子メディアおよび機械にて読み取り可能な形式に変換する

ことは固く禁じられています。 
 

この使用取扱説明書に記載されている情報の使用については特許の責任範囲外となります。

使用取扱説明書は細心の注意を払って作成されていますが、なんらかの誤脱がある場合も

あります。 
 

この使用取扱説明書に記載されている情報の使用に関して起こりうる損傷について、

BIXOLON Co., Ltd.は一切責任を負いません。 
 

BIXOLON Co., Ltd.およびその関連会社は（アメリカ合衆国を除く）、BIXOLON Co., Ltd.

提供の情報および指示に正しく準拠しそれを維持しなかったこと、およびユーザおよび第

三者による製品の非正規の改造、修理または変更に起因する製品の故障、不機能、誤使用

によって引き起こされる損傷、費用および経費に関して責任を一切負いません。 
 

BIXOLON Co., Ltd.はBIXOLON製品および正規製品以外のオプション品や部品の使用によ

る故障や問題について責任を一切負いません。 

 
 

 警告 
保護されていないインターフェースケーブルを使用した場合、EMC規格の違反となりま

す。ユーザーはBIXOLON認定のケーブル以外はご使用にならないでください。 

 
 

■ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment) 

 
This mark shown on the product or its literature indicates that the 
corresponding item should not be discarded at the end of its working life with 
other household waste.  To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, please separate marked 
items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the 

sustained reuse of material resources. Household users should contact either the 
retailer where they purchased this product, or their local government office for details 
of where and how they can conduct environmentally safe recycling of such items.  
Commercial users should contact their suppliers and check the terms and conditions of 
purchase contracts.  This product should not be combined with other commercial 
waste for disposal. 
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1. 内容物の確認 
 
 

以下の図に示された部品が、プリンタ箱に全て入っているかご確認ください。 

損傷したり足りない部品があれば、代理店にお問い合わせください。 

 

 

 

 

SLP-TX420/TX423 

 

  

 

 

電源コード ACアダプター  

 

 

  

 

芯管 CD ユーザーマニュアル 
 

 

※ オプション 

 

 

 

RS-232C(Serial)ケーブル 

 

 

IEEE1284(Parallel)ケーブル 

 
USBケーブル 
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2. 製品の主な名称 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

用紙送りボタン 

(Feed Button) 

リボンカバー 

(Ribbon Cover) 

カバーレバー 

(Cover Lever) 

プリンタヘッド

(Printer Head) 

用紙固定装置 

(Paper Fix Tool) 

ローラー 

(Roller) 

ブラックマーク&ノッチセンサー 

(Black-Mark & Notch Sensor) 

 

一時停止ボタン 

(Pause Button) 

 

用紙カバー 

(Paper Cover) 

ギャップセンサー 

(Upper Gap Sensor) 

ギャップセンサー 

(Lower Gap Sensor) 

カバー 

(Cover STD) 

用紙ホルダー 

(Paper Holder) 
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電源スイッチ 

(Power Switch) 

オートカッター(Option) 

(Auto Cutter) 

IEEE1284(Parallel) 

USB 

裏面用紙投入口 

(Fan-Fold or External Paper Cover) 

電源ジャック 

(Power Jack) 

RS-232C(Serial) 

ラベル分離カバー(Option) 

(Cover Peel-off) 

外部用紙供給器(Option) 

(External Paper Supplier) 
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3. 取り付け＆使用 
 
 

3-1 電源の接続 
 

電源は以下のようにプリンタに接続してください。 

 

 
 
 
 

1) プリンタの電源をオフにしてください。 

 

2) ACアダプタの電圧と電源の電圧が同じことを確認してください。 

 

3) ACアダプタのコネクタをプリンタの電源ジャックに接続してください。 

 

4) ACアダプタに電源コードを接続してください。 

 

5) 電源コードを壁にある電源コンセントに差し込んでください。 

OFF 

電源スイッチ 

電源コード 

ACアダプタ 
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3-2 インターフェースケーブルの接続 

 
3-2-1 Standard Model 
 

インターフェースケーブルは以下のようにプリンタに接続してください。 

 

このプリンタは以下の通信インターフェースに対応しています。 

 

- RS-232C(シリアル)ケーブル 

- IEEE1284(パラレル)ケーブル 

- USB B-Typeケーブル 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

1) 電源をオフにしてください。 

 

2) 使用する通信ケーブルをプリンタの通信コネクタに差し込みます。 

- SERIALポートにRS-232C(Serial)ケーブルを繋げ、両側のネジを締めてください。.  

 (長さ1.8m以下のシールドケーブル使用) 

- PARALLELポートにIEEE1284(Parallel)ケーブルを繋げてから、両側のクリップを 

繋げてください。 

(長さが1.8以下のFerrite coreが適用されたシールドケーブル使用) 

- USBポートにUSB B-Typeケーブルを繋げてください。 

 (長さ1.8m以下のシールドケーブル使用) 

USBケーブル RS-232(Serial)ケーブル 

IEEE1284(Parallel)ケーブル 
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3-2-2 Ethernet Model 
 

インターフェースケーブルは以下のようにプリンタに接続してください。 

 

このプリンタは以下の通信インターフェースに対応しています。 

 

- RS-232C(シリアル)ケーブル 

- LAN(Ethernet)ケーブル 

- USB A-Type(WLAN Dongle) 

- USB B-Typeケーブル 

 
 
 

 
 
 
 

 

1) 電源をオフにしてください。 

 

2) 使用する通信ケーブルをプリンタの通信コネクタに差し込んでください。 

- SERIALポートにRS-232C(Serial)ケーブルを繋げ、両側のネジを締めてください。  

 (長さ1.8m以下のシールドケーブル使用) 

- ETHERNETポートにLAN(Ethernet)ケーブルを繋げてください。 

 (長さ3m以下のCAT5 Spec以上のUTPケーブル使用) 

- HOSTポートにUSB A-Type(WLAN Dongle)を繋げてください。 

- USBポートにUSB B-Type ケーブルを繋げてください。 

 (長さ1.8m以下のシールドケーブル使用) 

 

USB B-Typeケーブル 

RS-232C(Serial)ケーブル LAN(Ethernet)ケーブル USB A-Type 

(WLAN Dongle) 
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3-3 用紙を入れる 

 

1) 用紙カバーを開いてください。 2) 用紙ホルダーを開いて用紙を入れて 

ください。 

 

 

 
  

3) 用紙がプリンタ前面の外に出るように引っ張ってください。両側の用紙ガイド 

下に用紙を入れてください。 

* ラベルの内巻き・外巻きに関係なく、印刷面を上にしてください。 

 
  

4) ブラックマークやノッチ用紙を使用する時は、用紙を上げてブラックマークやノ 

ッチ穴とセンサー位置が一致するように調節してください。 
 

 
 

5) 用紙カバーを「カチッ」と音がするまで閉めてください。 

ブラックマーク&ノッチ 
●  

 

●  

 

用紙カバー 

用紙ホルダー 

用紙ガイド 
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3-4 リボンを入れる 

 

3-4-1 リボンの種類 
 

1) フィルムコーティング位置に伴う分類 

- このプリンタはOutsideリボンのみ使用可能です。 
 

 

 
 

 

 

Outsideリボン Insideリボン 

 

※ 参考 

- リボンのコーティング面を確認する時は次の手順で行ってください。 

 

• 接着物を利用したリボンテスト 

    - 使用可能なラベルがあれば、リボンのどちら側がコーティングされているか 

   確認するために接着テストを行います。 

 

• 接着テストを実行するためには次の手順で行ってください。 

    - ラベルをライナーから剥がしてください。 

    - ラベルの接着面の片方の隅の部分をリボンの表面の外側/内側に当てて押します。 

    - ラベルをリボンから剥がします。 

    - ラベルの接着面に黒いインクリボンがついているかを確認します。 

 
  

コーティング部 

(印刷面) 

コーティング部 

(印刷面) 

( O ) ( X ) 
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3-4-2 リボンの入れ方 
 

1) 用紙カバーを開いてリボンを入れてくだ

さい。 

2) リボンカバーを開いて芯管を設置してくだ

さい。 

 

 
 

 

 
 

3) テープなどを利用してリボンを芯管に付着させてください。 

 

 
 

4) 用紙カバーを「カチッ」と音がするまで閉じてください。 

5) リボンカバーを閉じてください。 

 
 
 
 
 
 

用紙カバー 
リボンカバー 

テープ 
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3-4-3 リボンの取り外し方 
 

1) 使用中のリボンを取り外す時にはリボンカバーを開いて刃物でリボンを切ってくださ

い (怪我をしないようにご注意ください)。 

 

 
 
 

2) 用紙カバーを開いてリボンおよび芯管を左側から右側に押して取り除きます。 

 
 

3-4-4 リボン感知センサー動作 
 

工場出荷時は基本的にリボン感知センサーが動作しないように設定されています。リボン

がなくなったり切れても印刷を行っているような場合は、リボン感知センサーの動作関連

設定状態を確認してください。  

* コマンドを利用してリボンセンサーが動作するように設定でき、Unified Label Utility-II

を利用してプリンタの基本設定を変更することもできます。 
 
 

※ 注意 

- 使い終わった芯管はリボンを巻き取る部分として使うため、捨てないでください。 

切る 
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3-5 ボタン& LED 

 

 
 
 

3-5-1 ボタン操作のしかた 

操作前の 

プリンタ 

状態 

ボタン 

詳しい操作方法 プリンタ動作モード Feed/ 

Cancel 
Pause 

電源OFF 押す - 

• ボタンを長押しすると  

電源がつく。 

(セルフテスト印刷が始ま

るまでボタンを押し続け

る) 

セルフテスト印刷モード 

印刷待機 押す - • 軽く押して離す 給紙(Feed) モード 

印刷待機 - 押す • 2秒間長押し プリンタ単独設定モード 

印刷中 押す - • 2秒間長押し 印刷取消(Cancel)モード 

印刷中 - 押す • 軽く押して離す 
印刷一時停止(Pause)  

モード 
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3-5-2 プリンタ状態を示すLED表示 

LED 1 LED 2 
プリンタ状態 

色 状態 色 状態 

緑 点灯 緑 点灯 印刷待機モード 印刷待機状態 

赤 点灯 赤 点灯 エラーモード リボン感知不能 

赤 点灯 
オレ

ンジ 
点灯 エラーモード 

紙詰まり(ギャップ/ブラックマークは

認識されず) 

赤 点灯 緑 点滅 エラーモード プリンタヘッド (Over-Heat) 

赤 点灯 赤 点滅 エラーモード カバー開きっぱなし 

赤 点灯 
オレ

ンジ 
点滅 エラーモード 用紙切れ 

赤 点灯 - 消 エラーモード 
用紙設定失敗 

(Media Calibration Failure) 

赤 点滅 赤 点滅 エラーモード 
オートカッターエラー  

(Auto-Cutter Error) 

オレ

ンジ 
点灯 

オレ

ンジ 
点灯 モード転換表示 モード転換をお知らせ 

緑 点滅 赤 点灯 入力待機 印刷一時停止。ボタン入力待機 

緑 点滅 緑 点滅 入力待機 カバーが閉じている。ボタン入力待機 

緑 点灯 赤 点滅 入力待機 印刷取消モード。ボタン入力待機 
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3-6 テスト印刷 

 

3-6-1 Windowsドライバを使用した印刷 

 

1) Windowsドライバをインストールします。 

インストール手順についてはCD上の「Windowsドライバマニュアル」を参照してくだ

さい。 

 

2) Windowsドライバの「ポート」を使用するインターフェースに合わせて設定します。 

Ethernetインターフェース使用時はCD上の「Ethernetインターフェースマニュアル」 

をご覧ください。 

 

3) Windowsドライバの「テストページの印刷」機能でテスト印刷を行います。 

 
 

3-6-2 ラベルデザインプログラムを使用した印刷 

 

      - ラベルデザインプログラムはCDに収められています。 

 

1) ラベルデザインプログラムをインストールします。 

 

2) CD上の「ラベルデザインプログラムマニュアル」を参照し、インターフェースを設定

します。 

 

3) ラベルをデザインし、テスト印刷を行います。 
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4. 自己診断 
 
 

プリンタを初めて設定する時や問題がある場合は、プリンタの次の状態を確認することが

できます。 

 

- ファームウェアバージョン、プリンタ設定状態、印刷の品質および周辺機器の設定情 

報など 

 

自己診断の結果、プリンタに問題がない場合は、他の機器やソフトウェアを調べてくださ

い。この機能は他の機器やソフトウェアとは独立的に動作します。 

 
 

自己診断は以下のように行います。 

 

1) ペーパーロールが正しく取り付けられていることを確認します。 

 

2) プリンタの電源をオフにしてペーパーカバーを閉じてください。 

 

3) Feedボタンを押しながら同時に電源を点けるとセルフテストが始まります。 

(セルフテスト印刷が始まるまでボタンを押し続ける) 
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5. 詳細機能 
 
 

5-1 ユーティリティプログラムを使ったプリンタ設定 

 

ユーティリティプログラム(Unified Label Utility-II)を使って、プリンタの基本的な設定を変

更することができます。 

 

ユーティリティプログラムには以下の機能があります。 

 

1) シリアル通信設定 

Handshake, Stop bit, Data bit, Parity, Baud rate などを設定できます。 

2) プリンタ基本設定 

   用紙サイズ、印刷速度および濃さ、用紙種類、リボン使用有無などを設定できます。 

3) Language 設定 

   基本コードページを設定できます。  

4) メディアセンサー手動補正機能 

   メディアセンサーの自動補正を通じても感知されない特殊な形態または材質の紙を 

感知するために使います。詳細はメディアセンサー手動補正ページを参照してくださ 

い。 

5) その他プリンタテスト用機能を提供します。 
 

 

詳細は CD 上の「United Label Printer Utility-II マニュアル」を参照してください。 
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5-2 プリンタ単独設定モード (Stand-alone Configuration Mode) 

 

ボタンと LED 操作によってプリンタの多様なモードを実行することができます。 

 

5-2-1 プリンタ単独設定モードの開始方法 

• 印刷待機モードでポーズボタンを2秒間押すと、プリンタ設定モードに転換します。 

• LEDが両方ともオレンジ色に変わり、プリンタ単独設定モードが実行されます。 

• プリンタ設定モードに入ると、LED 1とLED 2の状態が順次変わります。 

• 特定カラーの組み合わせでフィードボタンを押せば、該当するプリンタ動作が実行さ 

れます。 

 
 

5-2-2 サポート機能 

番号 
LED 1 LED 2 

プリンタ動作 
色 状態 色 状態 

1 

緑 点灯 

緑 4回点滅 プリンタ設定情報ページを出力 

2 オレンジ 4回点滅 ファイルリスト出力 

3 赤 4回点滅 工場出荷時設定に初期化(Factory Reset) 

4 
オレ

ンジ 
点灯 

緑 4回点滅 ギャップセンサー自動補正 

5 オレンジ 4回点滅 ブラックマークセンサー自動補正 

6 赤 4回点滅 受信データ出力モード(Data Dump) 実行 

7 

赤 点灯 

緑 4回点滅 デモモード(Demo) 

8 オレンジ 4回点滅 ラインモード(Line) 

9 赤 4回点滅 ダウンロード項目削除 
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5-3 ポーズ/キャンセル 

 

複数のページにわたるプリントジョブ実行中には、PauseボタンおよびCancelボタンを使

って印刷の一時停止、およびキャンセルを行うことができます。 

 

 
 
 

5-3-1 一時停止／再開機能 

 

1) ラベル印刷中にポーズボタンを押します。 

 

2) 印刷中のラベル出力完了後に印刷が一時停止し、LED状況も変わります。 

 - LED 1: 緑点滅 

 - LED 2: 赤点灯 

 

3) 印刷停止中にポーズボタンを押すと、印刷を再開します。 

 
 

5-3-2 印刷のキャンセル 

 

1) ラベル印刷中または一時停止状態でCancelボタンを一度押すと印刷取消 

モードになります。 

 

2) キャンセルモードでは以下が実施されます。 

 - ラベル印刷がすべてキャンセルされます。 

 - プリンタ通信バッファで受信されたすべてのデータが消去されます。 

 - 受信データがすべて消去されます。 

 

3) キャンセルモードではLEDは以下のようになります。 

 - LED 1: 緑点灯 

 - LED 2: 赤点滅 

 

4) キャンセルモード中にCancelボタンを再度押すと、待機モードに入ります。 

印刷の一時停止／再開 

印刷のキャンセル／待機 
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5-4 メディア設定 (Media Calibration) 

 

プリンタは大部分の用紙でギャップを認識できるようになっていますが、時々特殊な性質

の用紙を使う場合、プリンタがギャップを認識できなくて用紙をずっと給紙することがあ

りえます。このような場合、センサー自動補正を遂行してプリンタがギャップを認識でき

るようにしてください。BIXOLONプリンタは色々な形態の特殊な用紙を使うことができ

るように多様なメディア設定方式を提供します。 

 

5-4-1 メディア設定とは？ 

• 正確な印刷位置を制御するために紙感知センサーの感度を調整し、紙の実際の長さを 

測定することを意味します。  

• センサー感度調整 

- 取り付けられているラベル用紙のセパレーター(ギャップ/黒マーク/溝など)を正確に

検出する 

• 用紙長さ測定 

- 印刷方向を回転するために正確な長さを調べる 

- 用紙の種類の変更有無を検出する 

 

5-4-2 メディア設定が必要な場合 

• プリンタを初めて取り付ける場合 

• 他の種類の用紙に交換する場合 

• 正確な位置に印刷されない、または正確な位置に止まらない場合 

 

5-4-3 メディア設定 

• 場合によって以下のように4つのメディア設定を使うことができます。 

- メディア自動感知 (Smart Media Detection) 

- ギャップセンサー自動補正モード (Gap Sensor Auto Calibration Mode) 

- ブラックマークセンサー自動補正モード (B/M Sensor Auto Calibration Mode) 

- メディア手動補正モード (Manual Calibration Mode) 

• 多様なメディア補正が存在する理由  

- メディア補正のためには数枚のラベルをスキャンし、スキャン量が多くなるほど 

より正確にセンサー感度を調整することができます。 

- ラベル用紙の材質、カラー、表面状態、厚さ、ギャップの長さ、Pre-Printedなど 

の条件によってセンサーの感度調整に必要なペーパースキャン量が変わります。 

- 用紙の浪費防止と正確なセンサー感度調整との折衝点を提供するために4つの異な 

るメディア設定モードが提供されます。 

- 大部分の一般的なラベルの場合、最小のスキャン量でセンサー感度を調整できるメ

ディア自動感知の実行で充分です。   

- 自動感知  ギャップセンサー自動補正モードまたはブラックマークセンサー自動

補正モード  手動補正モードの順に使用します。 
 



 

Rev. 1.00 - 25 - 

SLP-TX420x/TX423x 

5-5 メディア自動感知 (Smart Media Detection) 

 

• ユーザーが操作することなく必要な場合にプリンタが自動的に実行される機能で、大部 

分の一般用紙は自動感知機能によってメディアを設定することができます。 

• 別途の設定がなくてもギャップ用紙と黒マーク用紙を自動的に区分します。 

• 用紙の種類によって3枚～5枚程度のラベルがフィードされます。 

• メディア自動感知機能が実行される場合 

- プリンタを初めて取り付ける場合、フィードボタンまたは印刷コマンドによって実行 

されます。 

- フィードまたは印刷中に用紙の長さ変化が感知された場合 

- 設定されている用紙タイプと異なる種類の用紙タイプがコマンドによって入力される 

場合  

- 工場設定に初期化後 

• メディア自動設定モードまたはメディア手動設定モードを利用してセンサー感度を設定 

した後、メディア自動感知機能がオンになり、工場設定に初期化すれば、再びオンにな 

ります。   

 
 
 

5-6 ギャップセンサー自動補正モード (Gap Sensor Auto Calibration Mode) 

 

メディア自動感知後にも用紙が正常に感知されない場合に使います。 

 

用紙を給紙しながらギャップセンサーの感度を自動的に補正します。 

 

最大2メートルまでフィーディングして用紙感知に失敗すれば、エラーモードに入ります。

エラーモードはカバーを開閉すれば解除されます。 

 

このモードでも用紙感知に失敗した場合、手動補正モードをご使用ください。 

 

このモードで用紙感知に成功した場合、メディア自動感知機能はOFF状態になります。 

 

5-6-1 実行方法 

• 5-2-2(プリンタ単独設定モード)の4番目のLED状態(LED 1オレンジ / LED 2緑 – 4回 

点滅)でFeedボタンを押すと、ギャップセンサー自動補正モードが実行されます。. 
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5-7 ブラックマークセンサー自動補正モード (B/M Sensor Auto Calibration Mode) 

 

メディア自動感知後にも用紙が正常に感知されない場合に使います。  

 

用紙を給紙しながらブラックマークセンサーの感度を自動的に補正します。 

 

最大2メートルまでフィーディングして用紙感知に失敗した場合はエラーモードになりま

す。エラーモードはカバーを一度開いてから閉じると解除されます。  

 

このモードでも用紙感知に失敗した場合、手動補正モードをご使用ください。 

 

このモードで用紙感知に成功した場合、メディア自動感知機能はOFF状態になります。. 

 

5-7-1 実行方法 

• 5-2-2(プリンタ単独設定モード)の5番目LED状態(LED 1オレンジ / LED 2オレンジ – 

 4回点滅)でFeedボタンを押すと、ブラックマークセンサー自動補正モードが実行さ 

ます。 
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5-8 メディア手動補正モード (Manual Calibration Mode) 

 

ギャップセンサー手動補正機能は、自動補正機能を使ってもプリンタがラベル用紙のギャ

ップ(または黒マーク)を認識できない場合に使います。 
 

ギャップセンサー手動補正はユーティリティプログラムを利用して値を調整します。 
 

ユーティリティは同梱のCDに収められているほか、インターネット上でBIXOLON社ウェ

ブサイトwww.bixolon.comからダウンロードすることもできます。 
 

ユーティリティを利用したギャップセンサーの手動補正は以下のように行います。 

詳細は「ユーティリティマニュアル」を参照してください。 

 

プリンタが接続されていることを確認し、ユーティリティプログラムを実行します。イン

ターフェースの種類を設定してから「Calibration Setting Manager」ボタンを押します。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Sensing Type選択及びLabel Lengthをmm単位で入力後「Check Sensing Value」 

ボタンを押すとプリンタがcalibrationを始めます。 

2) Calibrationが終わるとScanされた値がユーティリティ画面に表示されます。 

3) 左側の選択可能な値からひとつを選び「Save Calibration」ボタンを押して 

プリンタに保存してください。 

4) センシングが正常にならない場合は、他の値を選んでもう一度「Save Calibration」ボ 

タンを押してプリンタに保存してください。 

5) 「Cancel Calibration」ボタンを押すとプリンタに保存されたCalibration設定値が消去 

され、基本設定値に初期化されます。 
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5-9 カバークローズモード (Cover Closing Mode) 

 

5-9-1 カバークローズモードとは？ 

• プリンタのカバーを開閉した場合、用紙の位置が正確な印刷位置にないため、そのま 

ま印刷すると印刷内容が用紙に入りきらないことがあります。 

• これを防ぐためにカバーを閉じた後は印刷待機モードでないカバークローズモードに 

転換してユーザーの入力を待ちます。 

• このモードでのLEDの状態は以下のとおりです。  

- LED 1：緑色に点滅  

- LED 2：緑色に点滅 

• カバークローズモードで受信されたデータは印刷されません。印刷待機モードに 

復帰した後に自動で印刷が始まります。 

 

 

5-9-2 カバークローズモードから印刷待機モードに転換する 

• ポーズボタンを押すと用紙をフィードしないで、すぐに印刷待機モードに戻ります。 

• フィードボタンを押せば用紙を一枚フィードし、用紙位置を合わせた後に印刷待機 

モードに戻ります。 

 

 

 

5-10 受信データ出力モード (Data Dump Mode) 

 

印刷が正常に行われない場合、通信状態を診断するために使う機能です。 

 

このモードの時は、プリンタは受信したデータを解釈して実行するのではなく、受信した

値をそのまま16進数(Hex)で出力します。 

 

印刷待機モードに戻るには、プリンタ電源をオフにしてから再びオンにしてください。 

  

5-10-1 受信データ出力モードを始める 

1) 印刷待機モードでポーズボタンを2秒間押します。 

 

2) LEDが両方ともオレンジ色に変わり、プリンタ単独設定モードが実行されます。 

  

3) 5-2-2の6番目のLED状態(LED 1オレンジ / LED 2赤 – 4回点滅)からFeed 

ボタンを押すと受信データ出力モードが実行されます。 
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5-11 工場設定に初期化 (Factory Reset) 

 

プリンタ設定を工場出荷時点の仕様に初期化する場合に使います。 

 

5-11-1 初期化する 

1) 印刷待機モードでポーズボタンを2秒間押します。  

 

2) LEDが両方ともオレンジ色に変わり、プリンタ単独設定モードが実行されます。 

 

3) 5-2-2の2番目のLED状態(LED 1 緑 / LED 2 赤 – 4回点滅)でFeed 

ボタンを押すと基本設定値が工場出荷状態に初期化され、メディア自動感知 

機能が実行されます。  

 
 
 

5-12 ラベル分離 (Peel-Off / Option) 

 

ラベルを裏面用紙から分離する機能で、ラベル用紙を使用する時のみ動作します。 
 
 

1) 用紙カバーを開いてください。 

 

2) ラベル分離カバーを開いてピーラー(Peeler)スイッチをONにしてください。  

  - この時、LEDが点灯していることを確認してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED 

ON 
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3) ラベル用紙1枚を剥がし、図のように用紙を入れてください。 

 

 
 

4) ラベル分離カバーを閉じてください。 

 

 
 

5) 用紙カバーを「カチッ」と音がするまで閉じてください。 

 

剥がす 

 

( O ) ( X ) 
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5-13 外部用紙供給 

 

プリンタ外部からの紙送りは次のように行います。 

 

5-13-1 プリンタの準備 

プリンタ背部のペーパーサプライカバーをナイフなどの刃物を使って取り外します。 

 

※ 注意  

- 手を怪我しないように注意してください。 

  

                            
   

5-13-2 パン-フォールドペーパー使用時 

     1) プリンタ背部のスロットから紙を送ります。 

 

 
 

     2) ホルダーを用紙幅に合わせて調整し、固定装置で固定します。 

 

  
 

5-13-3 大容量Roll用紙を使う場合(Option) 

 

  

外部用紙サプライヤ 

(LES-400G) 

取り 

外す 

 

固定装置 

ホルダー 
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5-14 オートカッター (Auto Cutter / Option) 

 

用紙を自動で切るためのAuto Cutterを取り付けることができます。 

 

オートカッターはコマンドでコントロールします。ユーティリティプログラム(Unified 

Label Utility-II)を使って、プリンタ基本設定をオートカッター動作状態に変更してくださ

い。  

 

※ 用紙の設置方法はAuto Cutterを設定していない時と同じです。 
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5-15 RTC (Real-Time Clock / Option) 

 

ラベルに時間と日付を印刷する機能で、ユーティリティプログラム(Unified Label Utility-II)

を使って設定値を変えることができます。 

 

プリンタが何度も間違った時間と日付を印刷する時は、バッテリーを交換してください。 

バッテリーを交換した後に時間と日付を再設定してください。 

      

 

  

※ 注意事項 

- 安全のためにプリンタのディップカバーは閉めておいてください。 

バッテリーを交換する際は、親指と人差し指でディップカバーを開けてください。 

- バッテリーのリサイクル及び保管の際は、漏電を防ぐために 

絶縁できるもので包んでください。 

- 漏電しないようにご注意ください。熱発生及び火災の原因となります。 

- 分解したりバッテリーを加熱しないでください。 

バッテリー 

ディップカバー 

 

閉じる 

 

+ 
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6. プリンタの清掃 
 
 

プリンタヘッドやプリンタの内部に埃や異物や粘着物などの汚染物質が侵入すると印刷の

質が低下することがあります。   

 

このような場合は以下のように清掃してください。 

 

※ 注意 

- 清掃前にプリンタの電源を忘れずに切ってください。 

- 印刷中はヘッドは非常に高温になります。プリンタヘッドの清掃前には、プリンタ

の電源をオフにし、2~3分待ってから行ってください。 

- プリンタヘッド清掃時は、加熱した部分に触れないよう注意してください。 

       → プリンタヘッドは静電気などが原因で破損することがあります。 

- プリンタヘッドにキズや損傷が起こらないよう注意してください。 

 
 

6-1 ヘッドの清掃 

 

1) 用紙カバーおよびリボン部分を開きクリーニングペンでプリンタヘッドの中央から 

外側に向かってお手入れしてください。 

 

2) ヘッドを清掃した後は、清掃に使用したアルコールが完全に乾くまではプリンタを 

使用しないでください（1~2分）。 

 

※ 清掃はPaper Roll交換のたびに行ってください。 
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6-2 センサー、ローラーおよびペーパーパスの清掃 
 

1) 用紙カバーおよびリボン部分を開いて用紙およびリボンを取り除いてください。 

  

2) 乾いた布や綿棒を使って埃や異物を取り除きます。 

 

3) 布やコットンを医療用アルコールに浸し、粘着性のある異物やゴミを除去します。 

 

4) 部品の清掃後は、清掃に使用したアルコールが完全に乾くまではプリンタを使用しな 

いでください（1~2分）。 

 

※ 清掃は印刷の質や紙の感知などに低下が見られた時に行ってください。 

 

 

ブラックマーク& 

ノッチセンサー 

(Black-Mark &  

Notch Sensor) 

 ペーパーホルダー

(Paper Holder) 

ラベル分離センサー 

(Option) 

(Peel-off Sensor) 

ローラー 

(Roller) 

ラベル分離ローラー 

(Peel-off Roller) 

突出部 

(Ridges) 

ハードカバー 

(Head Cover) 

突出部 

(Ridges) 

ペーパーローラー 

(Paper Roller) 

ギャップセンサー

(Upper Gap Sensor) 
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7. 付記 
 
 

7-1 仕様 

 

項目 主な内容 

プリンタ 

印刷方式 熱転写 / 感熱方式 

ドット数 
SLP-TX420 : 203 dpi (8 dot/mm) 
SLP-TX423 : 300 dpi (11.8 dot/mm) 

印刷幅 
SLP-TX420 : Max 108 mm (Max. 4.25”) 
SLP-TX423 : Max 105.7 mm (Max. 4.16”) 

印刷速度 
SLP-TX420: Max. 178 mm/sec (Max. 7ips) 
SLP-TX423: Max. 127 mm/sec (Max. 5ips) 

用紙 

幅 20 ~ 110 mm (0.79 ~ 4.33”) 

Roll Max 130mm (Max. 5.12”) 

Core 25.4 ~ 38.1mm (1 ~ 1.5”) 

リボン 

長さ/幅 Max 74m / 110mm (4.3”) 

種類(Outside) Wax, Wax/Resin, Resin 

芯管 0.5”  

アダプタ 

入力電圧 AC 100~240V  

入力周波数 50/60 Hz 

出力電圧/電流 DC 24V ±5% / 2.5A 

環境 

温度 
5~ 40 ℃  (動作時) 

-20 ~ 60 ℃ (保管時)  

湿度 

(用紙以外) 

10 ~ 80 % RH (動作時)  

10 ~ 90 % RH (保管時) 

 

※ 備考 

- プリント速度はデータ送信スピードとコントロールコマンドの組み合わせにより変化

します。 

- このプリンタは室内用のため、全ての通信配線は建物の内部に制限されます。 

- パワースイッチは連結遮断用のため、危険時には電源を切ってください。 

 

 

 

7-2 ラベル材質 

 

このプリンタに使用されているラベルの材質は以下の通りです。 

• コントロールラベル：PP 

• その他ラベル：PET 
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