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Printer Parts

2

3

Type B and
two color
Type D

1
Type A

Single
color
Type D

DIP Switch Tables
Serial

Parallel

SW

Function

ON

OFF

SW

Function

ON

OFF

1-1

Data reception
error

Ignored

Prints “?”

1-1

Auto line feed

Enabled

Disabled

1-2

Receive buffer
capacity

40 bytes

ANK Model:
1000 bytes
Multilingual
model: 512 bytes

Receive buffer
capacity

40 bytes

1-2

ANK Model:
1000 bytes
Multilingual
model: 512 bytes

Handshaking

XON/XOFF

DTR/DSR

1-4

Word length

7 bits

8 bits

1-3
to
1-7

Undefined

1-3

1-5

Parity check

Yes

No

1-8

BUSY condition

1-6

Parity selection

Even

Odd

BUSY when
receive
buffer is full

BUSY when offline
or receive buffer
full

1-7

Baud rate

4800 bps

9600 bps

2-1

40/33

Busy condition

BUSY when
receive
buffer is full

BUSY when
offline or receive
buffer full

Print column
selection
7 × 9 font/
9 × 9 font

42/35

1-8

2-1

Print column
selection
7 × 9 font/
9 × 9 font

42/35

40/33

2-4

2-2, For internal use only. Do not change.
2-3
2-4

2-2, Internal use only. Do not change.
2-3

Undefined

2-5, For internal use only. Do not change.
2-6
2-7

Pin 6 reset signal

Used

Not used

2-8

Pin 25 reset signal Used

Not used

Undefined

2-5, For internal use only. Do not change.
2-6
2-7

Undefined

2-8

Pin 31 reset

Used

Not used
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EMC and Safety Standards Applied
Printer
Product Name: TM-U210A/TM-U210B/TM-U210D
Model Name:
M119A/M119B/M119D
The following standards are applied only to the printers that are so labeled. (EMC is tested using the packaged AC
adapter and PS-170.)
Europe:
CE marking
Safety: EN 60950
North America: EMI: FCC/ICES-003 Class A
Safety: UL 1950/CSA C22.2 No. 950
Japan:
EMC: VCCI Class A
Oceania:
EMC: AS/NZS 3548 Class B
Taiwan:
EMC: Class B

AC Adapter
Product Name: PA-6511/6513, PB-6509/6510
Model Name:
M34PA, M34PB
The following standards are applied only to the AC adapters that are so labeled. (The printer and the AC adapter
together are applied to the EMC standards.)
Europe:
CE marking
Safety: EN 60950
North America: Safety: UL 1950/CSA C22.2 No. 950
Japan:
Safety: Electrical Appliance and
Material Control Law of
Japan
Oceania:
Safety: AS 3260

WARNING
The connection of a non-shielded printer interface cable to this printer will invalidate the EMC standards of this
device. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by SEIKO EPSON Corporation could
void your authority to operate the equipment.
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Safety Precautions
This section presents important information intended to ensure
safe and effective use of this product. Please read this section
carefully and store it in an accessible location.

WARNING:
Shut down your equipment immediately if it produces smoke, a strange
odor, or unusual noise. Continued use may lead to fire. Immediately
unplug the equipment and contact your dealer or a SEIKO EPSON
service center for advice.
Never attempt to repair this product yourself. Improper repair work can
be dangerous.
Never disassemble or modify this product. Tampering with this product
may result in injury or fire.
Be sure to use the specified power source. Connection to an improper
power source may cause fire.
Do not allow foreign matter to fall into the equipment. Penetration by
foreign objects may lead to fire.
If water or other liquid spills into this equipment, unplug the power cord
immediately, and then contact your dealer or a SEIKO EPSON service
center for advice. Continued usage may lead to fire.

CAUTION:
Do not connect cables in ways other than those mentioned in this
manual. Different connections may cause equipment damage and
burning.
Be sure to set this equipment on a firm, stable, horizontal surface. The
product may break or cause injury if it falls.
Do not use in locations subject to high humidity or dust levels. Excessive
humidity and dust may cause equipment damage or fire.
Do not place heavy objects on top of this product. Never stand or lean
on this product. Equipment may fall or collapse, causing breakage and
possible injury.
To ensure safety, unplug this product before leaving it unused for an
extended period.
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Caution Labels
WARNING:
Do not connect a telephone line to the drawer kick-out connector;
otherwise, the printer and the telephone line may be damaged.

CAUTION:
The print head is hot.

Features of Printer Types

*

Type A

Type B

Type D

Two color printing

Yes

Yes

Single color or two
color

Autocutter

Yes

Yes

No

Take up device

Yes

No

No

Interface

Serial or parallel

Serial or parallel

Serial or parallel

Characters
supported

Alphanumeric or
multilingual*

Alphanumeric or
multilingual*

Alphanumeric or
multilingual*

Multilingual models can print alphanumeric characters and one of the following:
Japanese Kanji, Chinese Kanji, Taiwanese Kanji, or Thai characters.

Because Type D printers do not have autocutters, skip the
autocutter parts of the instructions if you are using a Type D
printer.

Illustrations
Because this manual covers three types of the TM-U210, some of
the illustrations may be slightly different from your printer;
however, the instructions cover all types, except as noted.
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Unpacking
The following items may be included with the printer, depending
on the specifications of your model. If any item is damaged, contact
your dealer.
❏ Printer
❑ Paper roll
❏ Power switch cover
❑ Ribbon cassette
❏ Journal take up spool
❑ AC adapter

Control Panel
FEED button
This button feeds paper.
ERROR LED
This indicates an error.
POWER LED
The POWER light is on when the printer is on.
PAPER OUT LED
On indicates a paper near end or out. Flashing indicates standby.

Using the Power Switch Cover
WARNING:
If an accident occurs with the power
switch cover attached, unplug the power
cord immediately. Continued use may
cause fire.

The enclosed power switch cover
ensures that the power switch is not
pressed accidentally. To use this cover,
install it as shown in illustration 1.
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Installing the Ribbon Cassette
CAUTION:
Never turn the ribbon cassette’s feed knob in the opposite direction of
the arrow marked on the cassette; otherwise the ribbon cassette may
be damaged.

Note:
Use the EPSON ERC-38 ribbon cassette for your printer.
1. Open the printer cover and turn the knob two or three times in
the direction of the arrow as shown in illustration 2 below.
2. Open the autocutter by pulling the tab up and toward you.
3. Insert the ribbon in the position shown in illustration 3 below
and push the ribbon cassette down until it clicks.
2

3

Note:
Make sure the ribbon is installed between the print head and the
platen without wrinkles or creases.
4. Again turn the ribbon cassette’s knob 2 or 3 times in the
direction of the arrow, close the autocutter by using the tab,
and close the printer cover.

Installing the Paper Roll
1. Using scissors, cut the leading edge of the paper roll as shown
in illustration 4 on the next page.
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2. Turn on the printer, open the printer cover, and insert the
paper roll as shown in illustration 5 below. Note the direction
the paper comes off the roll, which is shown in illustration 6
below.
5

4

6

3. Open the autocutter by pulling the tab up and toward you as
shown in illustration 7.

7

8

4. Hold both edges of the paper and insert it straight into the
paper slot, as shown in illustration 8. The printer feeds the
paper automatically.
5. If you are not using a take-up spool, tear off the paper, close the
autocutter, and close the printer cover. You can then skip steps
6 through 8.
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6. Type A only: When using 2-ply roll paper, insert the end of the
paper into the paper take-up spool as shown below. Be sure
that length of dimension A is between 40 and 60 mm (1.58 and
2.36 inches) and the left side of the paper is aligned with the
spool’s flange, which is indicated by the arrow in illustration 9
below.
7. Insert the journal take-up spool in the printer, as shown in
illustration 10, and cut the receipt paper.
9

10
A

8. Close the autocutter by using the tab. Be sure to check again
that the left side of the paper is aligned with the spool’s flange;
then close the printer cover.

Troubleshooting
No lights on the control panel
Check the power supply cable connections and the power outlet.
ERROR light flashing with no printing (and no paper jam)
Printing stops if the head overheats and resumes when it cools.
Turn the printer off, and after 10 seconds, turn it back on.

Removing jammed paper
Follow these steps to clear a paper jam:

CAUTION:
The print head becomes very hot during printing. Allow it to
cool before you reach into the printer.
1. Open the printer cover.
TM-U210 User’s Manual 7
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2. Cut the receipt paper (and journal paper if you have a Type A
printer and are using two-ply paper) at the locations indicated
by the arrows in illustration 11.
11

12

3. Remove the paper roll from the printer and open the autocutter
by pulling the tab up and toward you.
4. Remove the jammed paper by pulling it in the direction of
paper feeding as shown in illustration 12.
Note:
Do not pull the jammed paper in the opposite direction of paper
feeding.
5. If paper still remains in the printer, follow the steps below.
6. Remove the ribbon cassette.
7. Loosen the screw securing the print head cover. Turn the screw
until you can tilt it as shown in illustration 13.
13
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Note:
Do not remove the screw from the print head cover.
8. Lift up the print head cover as shown in illustration 14 on the
previous page.
9. Remove all the jammed paper.
Note:
Do not pull the jammed paper in the opposite direction of paper
feeding.
10. Replace the print head cover and secure it with the screw.
11. Replace the ribbon cassette and close the autocutter.
12. If the autocutter blade is not in its normal position (if you can
see the blade in the autocutter slit, which is indicated by an
arrow in illustration 15 below), insert a screwdriver to the right
side of the autocutter, and turn the gear inside to move the
blade to the normal position.
15

13. Replace the paper roll and close the printer cover.
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Specifications: TM-U210 Models A, B, D
Printing method

Serial impact dot-matrix

Printing direction

Bidirectional logic seeking

Printing width

63.34 mm, 400 dot positions

Characters per line

7 × 9 Font: 40, 9 × 9 Font: 33, 16 × 16 Kanji: 25,
7 × 27 Thai: 40, 9 × 27 Thai: 33

Character size

7 × 9 Font ANK:
9 × 9 Font ANK:
16 × 16 Kanji:
7 × 27 Thai:
9 × 27 Thai:

Number of characters

Alphanumeric characters: 95; International characters: 32
Graphics:128 × 8 character tables
(Multilingual models have 11 character tables and support for one
of the following: Japanese Kanji, Chinese Kanji, Taiwanese Kanji, or
Thai characters)

Print speed

Approx. 3.5 lps (40 column, 16 cpi); 6.4 lps (16 column, 16 cpi)
Not including data transfer and processing time.
Two color or red color printing reduces the speed.

Paper feed speed

Approx. 106 mm/s {approx. 4.17"/s} continuous paper feed

Line spacing (default)

4.23 mm {1/6"}

Ribbon cassettes

ERC-38 (P) Purple Life: 4,000,000 characters
ERC-38 (B) Black Life: 3,000,000 characters
ERC-38 (B/R) Black/Red Life: Black 1.5 million/Red 750,000 characters
Life based on continuous printing at 25°C

Paper roll width

76 mm ± 0.5

Interface

RS-232C or Bi-directional parallel

Receive buffer

1 KB or 40 bytes (Multilingual: 512 KB or 40 bytes)

DKD Function

2 drives

Power supply

+24 ~ +34 VDC

Current consumption

Operating: 43 W avg. (except drawer kick-out), Standby: 6 W avg.

Life

Mechanism:
Print head:
Autocutter:

MTBF

180,000 hours

MCBF

18,000,000 lines

Temperature

Operating:
Storage:

0 to 50°C
–10 to 50° C

Humidity

Operating:
Storage:

10 to 90% RH (no condensation)
10 to 90% RH (no condensation)

Overall dimensions

Type A 160 × 160 × 295 mm (H × W × D)
Type B 150 × 160 × 248 mm (H × W × D)
Type D 133 × 160 × 248 mm (H × W × D)

Weight (mass)

Type A 2.5 kg, Type B 2.5 kg, Type D 2.2 kg

* indicates value with DIP switch 2-1 ON
ANK: Alphanumeric characters
lps: lines per second
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1.2 × 3.1 mm Graphics: 1.7 × 3.1 mm (1.6 × 3.1 mm*)
1.6 × 3.1 mm Graphics: 2.0 × 3.1 mm (1.9 × 3.1 mm*)
2.7 × 2.7 mm
1.2 × 9.5 mm
1.6 × 9.5 mm

7,500,000 lines
150 million characters
800,000 cuts

日本語

TM-U210 Series
ユーザーズマニュアル
ディップスイッチ
ディップスイッチの情報は、表紙の裏の表をご覧ください。

イラスト
本書は言語別の４部構成となっています。イラストは第１部の英語版のみ掲載されておりますのでそちらを
ご覧ください。それぞれのイラストが掲載されているページ番号は本文中に記載されています。
下記に示す部品名称につきましては、表紙の裏のイラストをご覧ください。
部品名称
1. A タイプ
2. B タイプ、D タイプ（2 色）
3. D タイプ（単色）

ご注意

(1) 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複写、複製、改ざんすることは固くお断りします。
(2) 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お
気づきの点がありましたらご連絡ください。
(4) 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
(5) 本製品がお客様により不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン
およびエプソン指定の者以外の第三者により修理･変更されたことなどに起因して生じた損害などにつ
きましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
(6) エプソン純正品およびエプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着してトラブルが発生
した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
EPSON® はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
ESC/POS® はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。

© セイコーエプソン株式会社 2001
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ご使用の前に
ご使用の際は、必ず「ユーザーズマニュアル」をよくお読みのうえ、正しくお
使いください。
「ユーザーズマニュアル」は、不明な点をいつでも解決できるように、すぐ取
り出して見られる場所に保管してください。

安全にお使いいただくために
本書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々
への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の記号が使われていま
す。
その意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告：
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可
能性が想定される内容を示しています。

注意：
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定
される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意
警告：
煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
そのまま使用すると、火災の原因となります。すぐに電源コードを抜いて、販
売店またはサービスセンターにご相談ください。
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
分解や改造はしないでください。けがや火災の恐れがあります。
必ず指定されている電源をお使いください。他の電源を使うと、火災の恐れが
あります。
本製品の内部に異物を入れたり、落としたりしないでください。火災の恐れが
あります。
万一、水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
火災の原因となります。すぐに電源コードを抜き、販売店またはサービスセン
ターにご相談ください。
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注意：
各種ケーブルは、本書で指示されている以外の配線はしないでください。誤っ
た配線をすると、故障や火災の恐れがあります。
不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでください。落
ちたり、倒れたりして、けがをする恐れがあります。
湿気やほこりの多い場所に置かないでください。故障や火災の恐れがありま
す。
本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。倒れたり、こわれた
りしてけがをする恐れがあります。
本製品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源コードを抜いて
ください。本製品を移動する場合は、電源コードを抜いて、すべての配線を外
したことを確認してから行ってください。

電波障害自主規制について
注意
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく
クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き
起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求さ
れることがあります。

注意ラベル
警告：
ドロワーキックアウトコネクタに、電話線を差し込まないでください。電話回
線またはプリンタを破損する恐れがあります。

注意：
使用中または使用直後は、プリントヘッドは高温になっています。プリント
ヘッドに触れると火傷等の恐れがあります。ヘッドが低温となってから作業
を始めてください。
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ディップスイッチ
パラレル

シリアル
SW

機能

ON

OFF

SW

機能

ON

OFF

1-1

データ受信エ
ラー

無視する

"?" を印字

1-1

自動改行

有効

無効

1-2

受信バッファ容量 40 バイト

1-2

受信バッファ容
量

40 バイト

ANK タイプ :
1000 バイト
各国語対応タイプ :
512 バイト

ハンドシェイク

XON/XOFF

DTR/DSR

1-4

データビット長

7 ビット

8 ビット

1-3
～
1-7

未定義

1-3
1-5

パリティチェッ
ク

あり

なし

1-8

ＢＵＳＹ にする
条件

受信バッ
ファフル

受信バッファフル
オフライン

1-6

パリティ選択

偶数

奇数

2-1

42/35 桁

40/33 桁

1-7

ボーレート

4800 bps

9600 bps

印字桁数
7 x 9 フォント /
9 x 9 フォント

1-8

ＢＵＳＹ にする 受信バッ
条件
ファフル

受信バッファフル
オフライン

2-2,
2-3

内部使用（設定を変えないでください）

2-1

印字桁数
42/35 桁
7 x 9 フォント /
9 x 9 フォント

40/33 桁

2-4

未定義

2-5,
2-6

内部使用（設定を変えないでください）

2-7

未定義

2-8

#31 ピンリセッ
ト信号

2-2,
2-3

内部使用（設定を変えないでください）

2-4

未定義

2-5,
2-6

内部使用（設定を変えないでください）

2-7

#6 ピンリセッ
ト信号

使用する

使用しない

2-8

#25 ピンリセッ 使用する
ト信号

使用しない

使用する

ANK タイプ :
1000 バイト
各国語対応タイプ :
512 バイト

使用しない

プリンタのタイプと機能一覧

*

A タイプ

B タイプ

D タイプ

2 色印字

対応

対応

単色または 2 色

オートカッタ

あり

あり

なし

巻き取り装置

あり

なし

なし

インタフェース

シリアルまたはパラレル

シリアルまたはパラレル

シリアルまたはパラレル

印字可能な文字

英数字または多言語＊

英数字または多言語＊

英数字または多言語＊

多言語モデルでは、英数字に加えて下記のいずれか 1 種類を印字することができます。
日本の漢字、簡体字、繁体字、またはタイ文字

D タイプにはオートカッタが装備されていませんので、D タイプをご使用の場
合は、オートカッタの説明はとばして先へ読み進めてください。

イラスト
本書は TM-U210 シリーズの 3 タイプのプリンタすべてに対応しています。その
ため、お持ちのプリンタの構造と本書のイラストは若干異なる場合があります
が、説明事項は特に記載がないかぎり全タイプ共通です。
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同梱品
各モデルの仕様によりますが、主に下記のものが同梱されています。万一損傷
をうけているものがありましたら、お買い求め頂いたお店にお問い合わせくだ
さい。

❏ プリンタ
❏ パワースイッチカバー
❏ ジャーナル巻き取り軸

❑ ロール紙
❑ リボンカセット
❑ AC アダプタ

コントロールパネル
FEED（紙送り）ボタン
このボタンを押すと紙が送られます。

ERROR（エラー）LED
エラーが発生したことを示します。

POWER（電源）LED
プリンタの電源が入っているときは、この POWER LED が点灯しています。

PAPER OUT（紙なし）LED
この PAPER OUT LED が点灯しているときは、ロール紙ニアエンド（ロール紙残
量が少ない）またはロール紙アウト（紙なし）の状態です。点滅しているとき
は、プリンタが待機状態にあることを示しています。

パワースイッチカバーの使用方法
警告：
パワースイッチカバーを装着した状態で故障が発生したときは、すぐに電源
コードを抜いてください。そのまま使用すると、火災の原因となります。
同梱のパワースイッチカバーは、パワースイッチを誤って押してしまうことが
ないように保護するためのものです。パワースイッチカバーを使用するとき
は、4 ページのイラスト 1 の要領で装着してください。

リボンカセットの取り付け
注意：
リボンカセットの送りつまみを回すときは、カセットに表示された矢印の方向
を確認し、必ず同じ方向に回してください。逆の方向に回すと、リボンカセッ
トが破損する恐れがあります。
注記：
リボンカセットは EPSON ERC-38 を使用してください。
1.

プリンタカバーを開け、リボンカセットの送りつまみを矢印の方向に 2 ～
3 回まわします。5 ページのイラスト 2 を参照してください。

2.

オートカッタのレバーを手前に上げて、オートカッタを開けます。

TM-U210 シリーズユーザーズマニュアル
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3.

5 ページのイラスト 3 に示した位置にリボンを挿入し、リボンカセットを
カチッと音がするまで押し込みます。
注記：
リボンがプリントヘッドとゴムローラーの間に正しくセットされ、しわが
寄ったり折り目がついたりしていないことを確認してください。

4.

リボンカセットの送りつまみを矢印の方向にさらに 2 ～ 3 回まわします。
オートカッタのレバーを使ってオートカッタを閉め、プリンタカバーも閉
めます。

ロール紙の挿入
1.

ロール紙の先端をはさみで切ります。6 ページのイラスト 4 を参照してく
ださい。

2.

プリンタの電源を入れます。プリンタカバーを開け、6 ページのイラスト
5 の要領でロール紙をセットします。6 ページのイラスト 6 を参照し、ロー
ル紙の巻き方向を間違えないようにご注意ください。
オートカッタのレバーを手前に上げて、オートカッタを開けます。6 ペー
ジのイラスト 7 を参照してください。
ロール紙の先端の両側を持ち、ロール紙を紙挿入口に突き当たるまで差し
込むとロール紙が自動的に送られます。6 ページのイラスト 8 を参照して
ください。
巻き取り軸を使用していない場合は、ロール紙を切り取り、オートカッタ
を閉め、プリンタカバーを閉めます。下記の手順 6 ～ 8 は不要です。
A タイプの場合のみ：二重ロール紙を使用する場合は、7 ページのイラス
ト 9 の要領でロール紙の終端を巻き取り軸に差し込みます。このとき、イ
ラスト 9 に示した A の部分の長さが 40 ～ 60mm になるようにします。ま
た、イラスト 9 に矢印で示したように、ロール紙の左端が軸の縁にまっす
ぐ沿うようにします。
ジャーナル巻き取り軸をプリンタにセットし、レシート紙を切り取りま
す。7 ページのイラスト 10 を参照してください。
オートカッタのレバーを使ってオートカッタを閉めます。ロール紙の左端
が軸の縁にまっすぐ沿っていることを再度確認してから、プリンタカバー
を閉めます。

3.
4.

5.
6.

7.
8.

トラブルシューティング
コントロールパネルの LED が点灯しない
電源ケーブルが本体とコンセントに正しく接続されているか確認します。

ERROR（エラー）LED が点滅し、印字されない（紙詰まりなし）
プリントヘッドがオーバーヒートすると印字は停止しますが、プリントヘッド
の温度が下がると再開されます。プリンタの電源を切り、10秒間待ってから再
度電源を入れてください。
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紙が詰まったときは
下記の手順で詰まった紙を取り除きます。

注意：
印字中、プリントヘッドは高温になっています。しばらく時間をお
いてプリントヘッドの温度が下がるのを待ってから、下記の作業を
行ってください。
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

プリンタカバーを開けます。
レシート紙を（A タイプのプリンタで二重ロール紙を使用している場合は、
ジャーナル紙も）
、
8ページのイラスト11に矢印で示した位置で切ります。
ロール紙をプリンタから取り出します。オートカッタのレバーを手前に上
げて、オートカッタを開けます。
詰まった紙を、8 ページのイラスト 12 に矢印で示した用紙排出方向へ引
き抜いて取り除きます。
注記：
紙は必ず用紙排出方向へ引き抜いてください。逆の方向には絶対に引き抜
かないでください。
詰まった紙がまだプリンタ内に残っている場合は、下記の手順で取り除き
ます。
リボンカセットを取り出します。
プリントヘッドカバーを固定しているネジをゆるめます。8 ページのイラ
スト 13 のように、ネジが傾くまでゆるめてください。
注記：
ネジはプリントヘッドカバーから取り外さないでください。
プリントヘッドカバーを取り外します。8 ページのイラスト 14 を参照し
てください。
詰まった紙をすべて取り除きます。
注記：
紙は必ず用紙排出方向へ引き抜いてください。逆の方向には絶対に引き抜
かないでください。
プリントヘッドカバーを再び取り付け、ネジで固定します。
リボンカセットを再び取り付け、オートカッタを閉めます。
9 ページのイラスト 15 に矢印で示したオートカッタスリットからオート
カッタ刃が見える場合は、オートカッタ刃の位置が正しくありません。
オートカッタ横の穴へドライバを差し込み、ギアを回してオートカッタ刃
をスリットから見えなくなる位置まで戻します。
ロール紙を再び取り付け、プリンタカバーを閉めます。
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TM-U210 シリーズ A、B、C タイプの仕様
プリントヘッド

シリアルインパクトドットマトリックス

印字制御

双方向ロジカルシーキング

印字幅

63.34 mm、400 ドットポジション

1 行あたりの文字数
（デフォルト）

フォント7×9：40文字、フォント9×9：33文字、漢字16×16：25文字
タイ文字 7 × 27：40 文字、タイ文字 9 × 27：33 文字

文字サイズ

英数字フォント7×9:
英数字フォント9×9:
漢字16×16:
タイ文字7×27:
タイ文字9×27:

文字数

英数字：95 文字種、国際文字：32 文字種
拡張グラフィックス：128 × 8 文字テーブル
（多言語モデルには 11 の文字テーブルがあり、日本語漢字、中国語簡体
字、中国語繁体字、またはタイ文字のいずれか 1 種類に対応しています。）

印字速度

約 3.5 lps（40 桁、16 cpi）、約 6.4 lps（16 桁、16 cpi）
データの転送および処理にかかる時間は含みません。
2 色または赤色で印字する場合は上記よりも遅くなります。

紙送り速度

約 106 mm ／秒 { 約 4.17" ／秒 } 連続紙送り

行送り（デフォルト）

4.23 mm {1 ／ 6"}

リボンカセット

ERC-38 (P) 紫 寿命：4,000,000 文字
ERC-38 (B) 黒 寿命：3,000,000 文字
ERC-38 (B ／ R) 黒／赤 寿命：黒 1,500,000 文字／赤 750,000 文字
上記は 25 ℃で連続印字した場合の寿命です。

1.2×3.1mm グラフィック:1.7×3.1mm(1.6×3.1mm*)
1.6×3.1mm グラフィック:2.0×3.1mm(1.9×3.1mm*)
2.7×2.7mm
1.2×9.5mm
1.6×9.5mm

ロール紙幅

76 mm ± 0.5

インタフェース

RS-232C または IEEE 1284

受信バッファ

1 KB または 40 バイト（多言語：512 KB または 40 バイト）

D.K.D 機能

2 ドライブ

電源

+24 ～ +34 VDC

消費電流

動作時：平均 43 W（ドロワーキックアウトを除く）、待機時：平均 6 W

寿命

メカニズム :
7,500,000 行
プリントヘッド : 1 億 5,000 万文字
オートカッタ : 800,000 回

MTBF

180,000 時間

MCBF

18,000,000 行

温度

動作時 :0 ～ 50 ℃
保存時 :-10 ～ 50 ℃

湿度

動作時 : 相対湿度 10 ～ 90％（結露なし）
保存時 : 相対湿度 10 ～ 90％（結露なし）

外形寸法

A タイプ 160 × 160 × 295 mm (H × W × D)
B タイプ 150 × 160 × 248 mm (H × W × D)
D タイプ 133 × 160 × 248 mm (H × W × D)

質量

A タイプ 2.5 kg, B タイプ 2.5 kg, D タイプ 2.2 kg

* はディップスイッチ 2-1 オン時の値を示しています。
ANK：英数字（Alphanumeric characters）
lps：1秒間あたりの行数（lines per second）
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TM-U210 Series
聞喘傍苧慕
DIP 偉強蝕購
購噐 DIP 偉強蝕購佚連，萩歌孚撃討嘘中議夕燕。

峨夕
云傍苧慕梓囂冱蛍撹4何蛍。峨夕峪墮噐及1何蛍議哂猟井，凪麿囂冱辛歌堋哂猟井。光倖峨夕侭
壓匈鷹壓屎猟嶄嗤炎幣。
購噐和双燕幣議嬉咫字何周兆各，萩歌孚撃討嘘中議峨夕。
嬉咫字何周
1. A侏
2. B侏才褒弼D侏
3. 汽弼D侏
井幡侭嗤。短嗤娼垢握噸伏巷望議屎塀慕中俯辛，云返過音誼鹸崙，音誼隠贋壓辛壅伏狼由坪，
賜參販採侘塀販採返粁序佩窮徨、字亠廬墮、鹸咫、村咄吉。聞喘云返過坪議嗤購佚連音俶勣減
嗤廨旋夭販。壓園辞云返過扮厘断深打欺阻光㍻契姥企仏，斤噐返過嶄議危列才凖息，娼垢握噸
伏巷望古音減夭。揖扮，匆音減夭喇噐聞喘云返過嶄議佚連坪否夛撹議鱒払。
云恢瞳喇噐喘薩賜及眉宀夛撹議並絞、危列聞喘才岱喘，參式秒徭個廾、俐尖賜延厚塀劔吉，音
冢鯉恆便娼垢握噸伏巷望議荷恬才略俐勣箔（淫凄胆忽壓坪），哈軟議裡墾、鱒払、継喘才原竃
錘㍻吉，音胎頁娼垢握噸伏巷望珊頁凪万嗤購議鹿妖巷望，斤噐乎綱人賜及眉宀古音減嗤販採夭
販。
喇噐聞喘掲屎号握噸伏恢瞳賜娼垢握噸伏巷望答彈俯辛議握噸伏俯辛恢瞳參翌議販採現周賜販
採㍾債瞳，貫遇夛撹議鱒払才絞嬾，娼垢握噸伏巷望古音減夭。
EPSON參式ESC/POS頁娼垢握噸伏巷望議廣過斌炎。
姥廣：云返過嶄議坪否嗤辛嬬窟伏厚個，法音並枠宥岑。

井幡侭嗤宀 ©2001 娼垢握噸伏巷望，海勸，晩云
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芦畠号袈嚥EMC炎彈
嬉咫字
恢瞳兆各：TM-U210A/TM-U210B/TM-U210D
侏催兆各：M119A/M119B/M119D
參和炎彈峪癖喘噐嗤緩炎芝議嬉咫字。（EMC聞喘昧字揮嗤議窮坿峨㈹賜PS-170霞編）
天 巖：CE 炎彈
芦畠炎彈：EN60950
臼胆巖：EMI：FCC/ICES-003 A 雫
芦畠炎彈：UL1950/CSA C22.2 No.950
晩 云：EMC：VCCI A 雫
寄剴巖：EMC：AS/NZS 3548 B 雫
岬 羅：EMC：B 雫

窮坿峨㈹
恢瞳兆各：PA-6511/6513, PB-6509/6510
侏催兆各：M34PA, M34PB
參和炎彈峪癖喘噐嗤緩炎芝議窮坿峨㈹（嬉咫字才窮坿峨㈹匯揖癖喘噐EMC炎彈）
天 巖：CE 炎彈
芦畠炎彈：EN60950
臼胆巖：芦畠炎彈：UL1950/CSA C22.2 No.950
晩 云：芦畠炎彈：晩云窮賑恢瞳才可創砿尖隈
寄剴巖：芦畠炎彈：AS3260

少御
聞喘短嗤俊仇㌔議銭俊㌔繍聞宸倖廾崔議EMC炎彈払丼。
隆将娼垢握噸伏巷望娩幡遇個廾賜延厚云恢瞳繍聞低議幡旋疋払。

芦畠契袈
宸匯何蛍初府嗤購鳩隠云恢瞳議芦畠才嗤丼聞喘議嶷勣佚連。萩徙聾堋
響緩何蛍旺繍凪隠贋壓否叟函誼議仇圭。

少御：
泌惚窟伏丹冖、呟械賑龍、賜宀音儖械議夐咄扮，萩羨軸購液字匂。写
偬聞喘辛嬬氏哈軟諮墻。哘乎羨軸偉渠峨㈹，旺嚥㈹弁斌賜娼垢握噸伏
捲暦嶄伉函誼選狼儂諒侃尖一隈。
萩齢編夕徭失序佩廾崔議略俐。音屎鳩議略俐頁載裡⑫議。
萩齢徭佩介亢賜略俐。音屎鳩議強恬氏哈軟鞭彬賜諮墻。
萩聞喘憲栽号鯉議窮坿。銭俊音屎鳩議窮坿辛嬬氏擬崑諮墻。
哘乎閲窒販採呟麗鯛秘廾崔坪，參窒擬崑諮墻。
泌惚嗤邦賜凪麿匣悶送秘廾崔坪何，萩羨軸偉渠峨㈹，旺拝嚥㈹弁斌賜
娼垢握噸伏捲暦嶄伉函誼選狼儂諒侃尖一隈。写偬聞喘辛嬬氏擬崑諮墻。
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廣吭：
萩齢聞喘隆壓云返過嶄戻欺議圭隈栖銭俊㌔逝，音揖銭俊圭塀辛嬬氏聞
廾崔鱒撒才付鱒。
鳩範繍廾崔慧崔壓匯倖耕協，糧協議邦峠燕中貧。廾崔泌惚鯛和夸辛嬬
氏篤哩賜鱒撒。
萩齢壓咳物賜子馨熟謹議仇圭聞喘云廾崔。狛業議咳物才狛楚議子馨辛
嬬聞誼廾崔鱒撒賜窟伏諮墻。
萩齢壓廾崔貧慧崔販採嶷麗。音誼繍廾崔嫋羨賜買弍慧崔，宸乂恬隈辛
嬬氏聞廾崔砲鯛賜支鱒，賜辛嬬擬崑篤鱒才鱒撒。
葎阻鳩隠芦畠，壓匯粁扮寂音聞喘廾崔扮，哘乎偉渠窮坿峨㈹。

廣吭炎禰
少御：
萩齢繍窮三㌔俊欺熱㌃陣崙峨恙貧；倦夸廾崔參式窮三㌔脅辛嬬壟鞭鱒
支。

廣吭：
嬉咫遊互梁。

光侏催嬉咫字議蒙來
A侏

B侏

D侏

褒弼嬉咫

辛參

辛參

汽弼賜褒弼

徭強加崕

嗤

嗤

短嗤

辺崕廾崔

嗤

短嗤

短嗤

俊笥

堪佩賜旺佩

堪佩賜旺佩

堪佩賜旺佩

猟忖侃尖

哂方忖憲賜
謹囂冱猟忖＊

哂方忖憲賜
謹囂冱猟忖＊

哂方忖憲賜
謹囂冱猟忖＊

＊ 謹囂冱猟忖圭塀和辛參嬉咫哂方忖憲才和双猟忖嶄議蝶匯嶽：
晩猟査忖、嶄猟酒悶忖、訓悶忖賜密忽猟忖。

喇噐D侏嬉咫字短嗤徭強加崕孔嬬，咀緩，泌惚艇聞喘D侏嬉咫字議三，
萩
柳埔狛徭強加崕傍苧何蛍。
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峨

夕
云聞喘傍苧慕淫凄TM-U210議眉嶽侘塀，咀緩，嗤乂峨夕辛嬬嚥艇侭聞喘
議廾崔嗤乂音揖，徽頁，茅阻嗤蒙艶廣盾參翌，峨夕癖喘噐侭嗤議侏催。

蝕

㌃
功象艇侭杭秘廾崔議侏催，和双何周辛嬬嚥嬉咫字匯揖廾壓㌃坪。萩鳩
範嵐匯嗤何周窟伏篤鱒⑬℡，哘乎羨軸嚥将㈹斌選狼｡
❏
❏
❏

嬉咫字
窮坿蝕購固
崕壌指辺廾崔

❑ 崕壌
❑ 弼揮歳
❑ 窮坿峨㈹

陣崙中医
序崕(FEED)囚
梓和緩囚序崕｡

危列峺幣(ERROR)菊
峺幣竃嗤危列｡

窮坿峺幣(POWER)菊
嬉蝕嬉咫字扮 , 窮坿峺幣菊泣疏｡

髪崕峺幣(PAPER OUT)菊
泣疏⑪幣崕壌俊除硫何賜涙崕彜蓑｡描疏⑪幣圓姥彜蓑｡

窮坿蝕購固議聞喘廣吭並㍻
少御：
泌惚窮坿蝕購固固貧彜蓑和窟伏販採絞嬾扮,哘羨軸偉渠窮坿｡写偬聞喘
夸嗤辛嬬哈軟諮墻｡
現揮議窮坿蝕購固頁葎阻契峭吭翌当乾窮坿蝕購｡聞喘緩蝕購固扮議芦
廾圭隈歌孚4匈議峨夕1｡

弼揮歳議芦廾圭隈
廣吭：
音誼㏍繍弼揮歳貧炎竃議収遊圭㏍㌢郡議圭㏍廬強弼揮歳僕秘委 , 參窒
鱒彬弼揮歳｡
姥廣 :
聞喘EPSON ERC-38弼揮歳扮；
1. 嬉蝕嬉咫字固,泌及5匈議峨夕2侭幣,㏍収遊侭峺圭㏍廬強泥2~3肝｡

22 TM-U210 狼双聞喘傍苧慕

嶄猟（酒悶）

2. 劾㏍徭失圭㏍性軟泥 , 嬉蝕徭強加崕｡
3. 委弼揮歳餓秘及5匈峨夕3侭幣了崔,容秘弼揮歳岷崛触廖｡
姥廣 :
哘鳩範弼揮歳芦廾壓嬉咫字遊才〟什獄徨岻寂 , 音窟伏驀帙賜孵京
⑬℡｡
4. 隼朔 , 壅肝梓孚収遊侭峺幣議圭㏍廬強 2~3 肝弼揮歳委 , 聞喘泥購液
徭強加崕,旺購液嬉咫字固｡

崕壌議芦廾圭隈
1. 泌及6匈議峨夕4侭幣,聞喘儒偽加僅崕壌議円冽｡
2. 俊宥嬉咫字窮坿 , 嬉蝕嬉咫字固 , 泌及 6 匈議峨夕 5 侭幣峨秘崕壌｡廣
吭及6匈議峨夕6侭幣崕壌議圭㏍｡
3. 泌及6匈議峨夕7侭幣,㏍徭失圭㏍性蝕泥,嬉蝕徭強加崕｡
4. 泌及 6 匈議峨夕 8 侭幣 , 鎮軟崕議曾円 , 永岷峨秘峨崕笥｡嬉咫字夸徭
強序崕｡
5. 泌惚艇音聞喘崕壌指辺廾崔 , 夸忘和崕 , 購液徭強加崕 , 購液嬉咫字
固｡旺柳埔狛6~8㍻｡
6. 叙㍉噐A侏:聞喘褒蚊崕壌扮,泌及7匈議峨夕9侭幣,委崕円峨秘崕壌
指辺廾崔｡鳩範及7匈議峨夕A議巓円壅40mm~60mm岻寂,泌峨夕9貧
議収遊侭幣,崕議恣迦嚥崕壌指辺廾崔議郵態斤馴｡
7. 泌及7匈議峨夕10侭幣,委崕壌指辺廾崔峨秘嬉咫字,儒僅辺象崕｡
8. 聞喘泥購液徭強加崕｡壅肝殊臥鳩範崕議恣迦嚥崕壌指辺廾崔議郵
態斤馴｡隼朔,購液嬉咫字固｡

絞嬾電茅
陣崙中医貧短嗤菊疏
殊臥窮坿㌔逝議俊偬秤趨才窮坿峨恙｡

危列(ERROR)峺幣菊描疏旺短嗤嬉咫(短嗤窟伏触崕⑬℡)
泌惚嬉咫遊狛犯,嬉咫字唯峭垢恬賜壙唯,棋絶抜岻朔壅嶷仟蝕兵｡
購液嬉咫字,10蛍嶝參朔壅嬉蝕｡

函竃触廖議崕嫖
梓孚和双乏會，函竃触崕｡

廣吭：
嬉咫遊壓嬉咫狛殻嶄掲械犯｡壓乾寵嬉咫字岻念,哘乎枠絶抜匯和｡
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嶄猟（酒悶）

1. 嬉蝕嬉咫字固｡
2. 泌及8匈峨夕11議収遊侭幣,加僅辺象崕(才贋功崕泌惚艇聞喘A侏嬉
咫字旺聞喘褒蚊崕議三)｡
3. 貫嬉咫字嶄函竃崕壌,㏍徭失議圭㏍性軟泥嬉蝕徭強加崕｡
4. 梓孚及8匈議峨夕12侭幣序崕圭㏍,函竃触廖議崕嫖｡
姥廣:
音誼㏍序崕議郡圭㏍性竃触廖議崕嫖｡
5. 泌惚崕賓贋壓噐嬉咫字坪議三,哘梓孚和双化帶侃尖｡
6. 函竃弼揮歳｡
7. 防産嬉咫字遊固貧議苔兇｡廬強苔兇岷崛泌及8匈議峨夕13侭幣買宜
葎峭｡
姥廣:
音誼委苔兇貫嬉咫字遊固貧函和｡
8. 泌及8匈議峨夕14侭幣,箕軟嬉咫字遊固｡
9. 函竃触廖議崕嫖｡
姥廣:
音誼㏍序崕議郡圭㏍性竃触廖議崕嫖｡
10. 嶷仟廾貧嬉咫字遊固,聞喘個弑邸諸苔兇｡
11. 嶷仟廾貧弼揮歳;購液徭強加崕｡
12. 泌惚徭強加崕偽音壓屎械了崔貧 ( 泌及 9 匈議峨夕 15 貧議収遊侭幣，
低辛參心欺偽壓徭強加崕字笥)議三，宴傍苧偽音壓屎械議了崔貧，
哘乎委個弑峨秘徭強加崕議嘔円，廬強坪何掛態，繍偽頭卞強欺屎
械議了崔貧｡
13. 嶷仟芦廾崕壌，購液嬉咫字固｡
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嶄猟（酒悶）

号鯉：TM-U210 侏催A,B,C
嬉咫圭塀

堪佩弉似泣專塀

嬉咫圭㏍

褒㏍貸辞侘塀

嬉咫錐業

63.34mm, 400泣了

耽匯佩議猟忖方
(兜兵譜協)

7×9忖侏：40, 9×9忖侏：33, 16×16査忖：25,
7×27密忖侏：40, 9×27密忖侏：33

忖催

7×9忖侏 哂方忖憲: 1.2×3.1mm
9×9忖侏 哂方忖憲: 1.6×3.1mm
16×16査忖:
2.7×2.7mm
7×27密忖侏:
1.2×9.5mm
9×27密忖侏:
1.6×9.5mm

忖垂

95哂方忖憲,32忽縞忖憲,128×8夕侘
(謹囂冱猟忖侘塀葎11倖忖燕工和双猟忖嶄蝶匯嶽:晩猟査忖､嶄猟酒悶忖､
訓悶忖賜密猟忖)

嬉咫堀業

寄埃3.5lps (40双,16cpi)；6.4lps (16双,16cpi)
音淫凄方象廬算才侃尖扮寂｡
褒弼才碕弼嬉咫繍氏週詰堀業｡

夕侘:1.7×3.1mm(1.6×3.1mm＊)
夕侘:2.0×3.1mm(1.9×3.1mm＊)

序崕堀業

寄埃106mm/s{寄埃4.17"/s}隔偬序崕

佩寂鉦(兜兵譜協)

4.23mm {1/6"}

弼揮歳

ERC-38(P)從弼勉凋:4,000,000忖憲
ERC-38(B)菜弼勉凋:3,000,000忖憲
ERC-38(B/R)菜弼/碕弼勉凋:菜弼1,500,000/碕弼750,000忖憲
壓25父箆業隔偬嬉咫訳周和

崕壌錐業

76mm:±0.5

俊笥

RS-232C賜褒㏍旺佩

方象産喝

1KB賜40bytes(謹囂冱猟忖:512KB賜40bytes)

熱㌃駁強孔嬬

2倖駁強

窮坿

+24~+34V岷送

債窮楚

荷恬:峠譲43欲(音柴秘熱㌃陣崙俊笥) 棋字:峠譲6欲

勉凋

字 更: 7,500,000佩
嬉咫遊: 1叮5認嵐忖憲
徭強加崕:800,000肝

峠譲涙絞嬾扮寂

180,000弌扮

絞嬾寂峠譲巓豚

18,000,000佩

梁業

荷恬: 0~50℃
刈贋:-10~50℃

物業

荷恬:10~90%RH（涙蹄潤）
刈贋:10~90%RH（涙蹄潤）

翌何樫雁

A侏160×160×295mm（互×錐×侮）
B侏150×160×248mm（互×錐×侮）
D侏133×160×248mm（互×錐×侮）

嶷楚(嵎楚)

A侏 2.5巷緒,B侏 2.5巷緒,D侏 2.2巷緒

＊燕幣DIP偉強蝕購2-1ON峙
ANK:哂方忖憲
lps:耽昼嬉咫佩方
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嶄猟（訓悶）

TM-U210 Series
聞喘傍苧慕
DIP蝕購
購豢DIP蝕購儷連，萩歌孚撃中議嘘中夕燕。

峨夕
云傍苧慕梓囂冱蛍撹4何蛍。峨夕峪墮豢及1何蛍議哂猟井，凪麿囂冱辛歌堋哂猟井。光倖峨夕侭
壓匈鷹壓云猟嶄脅嗤炎幣。
購豢和双燕幣議巣周兆各，萩歌孚撃中議嘘中峨夕。
咫燕字巣周
1. A侏
2. B侏才褒弼D侏
3. 汽弼D侏
云巷望隠藻云猟周岻侭嗤幡旋。
飛隆並枠資誼Seiko Epson Corporation岻慕中揖吭，云猟周岻販採
何何何誼何
何何豢辛何何何何何販採何何何何，
何何何何
何何何何何何。何何云何何侭何何何
何倬減毅廨旋夭販。云何何将云巷望蕪風園亟，
徽飛嗤危列何凖息扮，
云巷望呀何嚠減夭。咀何何
云何何侭何何何遇恢伏岻鱒撒，
云巷望呀何嚠減夭。
云恢瞳杭択繁何及眉宀咀為吭翌並絞何列何何
青何云恢瞳何
隆将娩幡遇個廾何俐尖何何延厚云恢瞳何隆冢鯉恆便云巷望荷恬嚥略擦傍苧，
咀遇窟伏
鱒撒何鱒払何継何，
夸云巷望嚥購狼二匍譲何嚠減夭。
咀何何掲Epson峺協岻圻皆恢瞳何云巷望範辛岻販採僉杭瞳何債可，遇窟伏販採鱒撒何諒籾，云巷
望何嚠減夭。
Centronics為Centronics Data Computer Corporation岻斌炎。
Epson為Seiko Epson Corporation岻何斌炎。
ESC/POS為Seiko Epson Corporation岻斌炎。
井幡侭嗤宀© 2001娼垢握噸伏巷望,海勸,晩云
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嶄猟（訓悶）

聞喘宀廣吭並㍻
云譜姥霞編潤惚憲栽窮甘㌢否來岻殊刮号鯉，乎号鯉岻朕議壓豢譜姥聞喘扮，戻工栽尖隠擦參閲
窒窒窒窒窒
云譜姥伏恢、聞喘、氏慧符涙線撞楕岻嬬楚，飛隆卆象荷恬返過栖芦廾嚥聞喘，辛嬬斤豢涙線窮
宥宥宥宥窒窒窒，宥宥宥卆象荷恬返過栖芦廾嚥聞喘窒

芦畠号袈嚥EMC炎
咫燕字
恢瞳兆各：TM-U210A/TM-U210B/TM-U210D
侏催兆各：M119A/M119B/M119D
參參參參參喘窒參參參議參參參窒參EMC聞喘昧參塘姥議窮坿工哘匂賜PS-170霞編）
天 巖：CE 号袈
芦畠号袈：EN60950
臼胆巖：EMI：FCC/ICES-003 Class A
芦畠号袈：UL1950/CSA C22.2 No.950
晩 云：EMC：VCCI Class A
寄剴巖：EMC：AS/NZS 3548 Class B

窮坿工哘匂
恢瞳兆各：PA-6511/6513, PB-6509/6510
侏催兆各：M34PA, M34PB
參參參參參喘窒參參參議窮坿工哘匂參參參參參窮坿工哘匂參扮參喘EMC号袈）
天 巖：CE 号袈
芦畠号袈：EN60950
臼胆巖：芦畠号袈：UL1950/CSA C22.2 No.950
晩 云：芦畠号袈：晩云窮賑恢瞳參可創砿尖隈
寄剴巖：芦畠号袈：AS3260

少御
聞喘短窒俊仇線議銭俊線繍聞宸倖廾崔議EMC号袈払丼窒
隆将娼垢握噸伏巷望娩幡遇個廾賜延厚云恢瞳繍聞低議幡旋疋払窒

芦畠契袈
宸匯何蛍初府窒購鳩隠云恢瞳議芦畠參窒丼聞喘議嶷勣儷連窒宥徙聾堋
響參何蛍旺繍凪隠贋壓否叟函誼議仇圭窒

少御：
泌惚窟伏丹冖、呟械賑龍、賜宀音儖械議夐咄扮，宥羨軸購液參匂窒写偬聞
喘辛嬬氏哈軟諮墻窒哘乎羨軸偉茅窮坿，旺嚥将㈹斌賜握噸伏捲宥嶄伉選
函誼函尖函隈窒
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嶄猟（訓悶）

萩齢編夕徭失序佩何燕何議略俐。何屎鳩議略俐頁載裡⑫議。
萩齢徭佩介亢何略俐。何屎鳩議強恬氏哈軟鞭彬何諮墻。
萩何何憲栽号鯉議窮坿。銭俊何屎鳩議窮坿辛嬬氏擬崑諮墻。
哘乎戻戻販採呟麗鯛秘何燕何坪，何戻擬崑諮墻。
何惚嗤邦何凪麿匣悶送秘何燕何坪何，萩羨軸偉茅窮坿，旺拝嚥将㈹斌何
握噸伏捲宥嶄伉選何誼函尖函隈。写偬何何辛嬬氏擬崑諮墻。

廣吭 :
萩齢何何隆壓云何何嶄戻欺議圭隈栖銭俊銭俊 線，何揖銭俊圭何辛嬬氏
何何燕何鱒撒何哈軟諮墻。
鳩範繍何燕何何崔壓匯倖耕協，糧協議邦峠燕中貧。何燕何何惚鯛和夸辛
嬬氏篤哩何鱒撒。
萩齢壓咳物何子馨謹議仇圭何何何燕何。狛業議咳物參狛楚議子馨辛嬬
何誼何燕何鱒撒何窟伏諮墻。
萩齢壓何燕何貧何崔販採嶷麗。萩齢繍何燕何嫋羨何買弍何崔，宸乂恬隈
辛嬬氏何何燕何砲鯛何支鱒，何辛嬬擬崑鱒撒。
為阻鳩隠芦畠，壓匯粁扮寂何何何何燕何扮，哘乎偉茅窮坿。

廣吭炎禰
少御 :
萩齢繍窮三線銭俊欺熱㌃陣崙峨菓貧；倦夸何燕何何式窮三線脅辛嬬壟
鞭鱒支。

廣吭 :
何忖遊互梁。

光侏催咫燕字議蒙弼
A侏

B侏

D侏

褒弼咫双

辛參

辛參

汽弼賜褒弼

徭強加崕廾崔

嗤

嗤

短嗤

崕壌指辺廾崔

嗤

短嗤

短嗤

勧補初中

堪双賜旺双

堪双賜旺双

堪双賜旺双

猟忖侃尖

哂方忖圷賜
謹忽囂冱猟忖＊

哂方忖圷賜
謹忽囂冱猟忖＊

哂方忖圷賜
謹忽囂冱猟忖＊

＊ 謹忽囂冱猟忖圭塀和辛參咫双哂方忖憲才和双猟忖嶄議蝶匯嶽：
晩猟査忖、嶄猟酒悶忖、嶄猟訓悶忖賜密忽猟忖。
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嶄猟（訓悶）

喇D侏何燕何短嗤徭強加崕孔嬬，咀參，何惚艇何何D侏何燕何議三，
萩
柳狛徭強加崕傍苧何蛍。

峨

夕
云何何傍苧慕淫凄TM-U210議眉嶽何何，咀參，嗤乂峨夕辛嬬嚥艇侭何何
議廾崔嗤乂何揖，徽頁，茅阻嗤議議議議何翌，峨夕參何侭嗤議侏催。

蝕

㌃
和双㍻朕卆象艇侭杭択議侏催号鯉何揖遇辛嬬何淫何壓何燕何坪。何嗤
販採㍻朕窟伏篤鱒販販，哘乎羨軸嚥将㈹斌選販
❏
❏
❏

何燕何
窮坿蝕購固
崕壌指辺廾崔

❑ 崕壌
❑ 弼揮六
❑ 窮坿戻哘匂

陣崙中医
僕崕（FEED）
囚
梓和參囚何崕販

危列峺幣
（ERROR）菊
峺幣竃嗤危列販

窮坿峺幣
（POWER）
菊
嬉蝕何燕何扮 , 窮坿峺幣菊疏軟販

髪崕峺幣
（PAPER OUT）
菊
疏軟燕幣崕壌繍勣何頼何髪崕彜蓑販描妨燕幣圓姥彜蓑販

窮坿蝕購固議聞喘廣吭並㍻
少御：
何惚壓窮坿蝕購固固貧彜蓑和窟伏販採絞嬾扮,哘羨軸偉茅窮坿販写偬何
何嗤辛嬬哈軟諮墻販
現揮議窮坿蝕購固頁為阻契峭吭翌当乾窮坿蝕購販何何參蝕購固扮議芦
廾圭隈歌孚4匈議峨夕1販

弼揮六議芦廾圭隈
廣吭：
萩何勣何収遊峺幣議郡圭㏍栖廬強弼揮六貧議傴泥 , 何戻鱒彬弼揮六販
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嶄猟（訓悶）

姥廣 :
何何EPSON ERC-38弼揮六扮;
1. 嬉蝕何燕何固,何及5匈議峨夕2侭幣,卆収遊峺幣圭㏍廬強傴泥2~3
肝販
2. 劾徭失圭㏍性軟燐委 , 嬉蝕徭強加崕廾崔販
3. 委弼揮六峨秘，何及5匈峨夕3侭幣了崔,崔秘弼揮六岷崛触廖販
姥廣 :
哘鳩範弼揮六芦廾壓何忖遊參亀医岻寂,遇拝短嗤驀帙何孵京販販販
4. 隼朔 , 壅梓孚収遊峺幣議圭㏍廬強廬泥 2~3 肝 , 何何燐委購液徭強加
崕廾崔,旺購液何燕何固販

崕壌議芦廾圭隈
1. 何及6匈議峨夕4侭幣,何何儒偽栖加僅崕壌議円冽販
2. 俊宥何燕何窮坿 , 嬉蝕何燕何固 , 何及 6 匈議峨夕 5 侭幣峨秘崕壌販議
吭及6匈議峨夕6侭幣崕壌議圭㏍販
3. 何及6匈議峨夕7侭幣,劾徭失圭㏍性蝕燐委,嬉蝕徭強加崕廾崔販
4. 何及 6 匈議峨夕 8 侭幣 , 燐廖崕嫖議曾円 , 永岷峨秘序崕笥販何燕何氏
徭強何崕販
5. 何惚艇何何何崕壌指辺廾崔 , 夸忘和崕嫖 , 購液徭強加崕廾崔 , 購液
何燕何固販旺柳狛6~8㍻販
6. 叙叙A侏:何何亟崕壌扮,何及7匈議峨夕9侭幣,委崕壌念極峨秘
崕壌指辺廾崔販鳩範及7匈議峨夕A議巓円壅40mm~60mm岻寂,何峨
夕9貧議収遊侭幣,崕壌議恣迦嚥崕壌指辺廾崔議郵態斤馴販
7. 何及7匈議峨夕10侭幣,委崕壌指辺廾崔崔指何燕何,加僅辺象崕販
8. 何何燐委栖購液徭強加崕廾崔販壅肝鳩範崕壌議恣迦嚥崕壌指辺廾
崔議郵態斤馴販隼朔,購液何燕何固販

絞嬾電茅
陣崙中医貧短嗤菊疏
殊臥窮坿戻哘匂議俊偬秤趨參窮坿峨恙販

危列
參ERROR）峺幣菊描妨旺短嗤咫双（短嗤窟伏斜崕⑬℡）
何惚何忖遊狛犯,何燕何唯峭垢恬何壙唯,棋絶抜岻朔壅嶷仟蝕兵販
購液何燕何,10蛍嶝何朔壅嬉蝕販

函竃斜廖議崕嫖
梓孚和双乏會 , 何竃斜崕販
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嶄猟（訓悶）

廣吭：
何忖遊壓何双狛朔延誼掲械犯販壓乾寵何燕何岻念,哘枠絶抜匯和販
1. 嬉蝕何燕何固販
2. 何及8匈峨夕11議収遊侭幣,加僅辺象崕(參何功崕何惚艇何何A侏何
燕何旺何何亟崕議三燕販
3. 貫何燕何嶄何竃崕壌,劾徭失議圭㏍性軟燐委嬉蝕徭強加崕廾崔販
4. 梓孚及8匈議峨夕12侭幣岻何崕圭㏍,何竃斜廖議崕嫖販
姥廣:
何誼何何崕議郡圭㏍性竃斜廖議崕嫖販
5. 何惚崕泌何壓何燕何坪議三,哘梓孚和双泌泌函尖販
6. 何竃弼揮六販
7. 蝕何忖遊固貧議蝕蝕販廬強蝕蝕岷崛何及 8匈議峨夕13侭幣買弍葎
峭販
姥廣:
何誼委蝕蝕貫何忖遊固貧何和販
8. 何及8匈議峨夕14侭幣,箕軟何忖遊固販
9. 何竃斜廖議崕嫖販
姥廣:
何誼何何崕議郡圭㏍性竃斜廖議崕嫖販
10. 嶷仟廾貧何忖遊固,旺繍蝕蝕迄指販
11. 嶷仟廾貧弼揮六;購液徭強加崕廾崔販
12. 何惚徭強加偽何壓屎械了崔貧 ( 何及 9 匈議峨夕 15 貧議収遊侭幣 , 低
辛何心欺偽壓徭強加崕匂笥燕議三,軸加偽何壓屎械議了崔貧,繍蝕
蝕軟徨喇徭強加崕廾崔議嘔円峨秘,廬強坪何掛態,繍偽頭卞強欺屎
械議了崔貧販
13. 嶷仟芦廾崕壌,購液何燕何固販
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嶄猟（訓悶）

号鯉：TM-U210 侏催A,B,C
双咫圭塀

會双泣專何

双咫圭㏍

褒㏍貸辞何何

双咫錐業

63.34mm, 400泣了

耽匯佩議猟忖方
(兜兵譜協)

7×9忖侏：40, 9×9忖侏：33, 16×16査忖：25,
7×27密忖侏：40, 9×27密忖侏：33

忖催

7×9忖侏 哂方忖圷: 1.2×3.1mm
9×9忖侏 哂方忖圷: 1.6×3.1mm
16×16査忖:
2.7×2.7mm
7×27密忖侏:
1.2×9.5mm
9×27密忖侏:
1.6×9.5mm

忖垂

95哂方忖圷,32忽縞忖圷,128×8夕何
(謹囂冱猟忖何何葎11倖忖燕戻和双猟忖嶄蝶匯嶽:晩猟査忖､嶄猟酒悶忖､
訓悶忖何密猟忖燕

双咫堀業

寄埃3.5lps (40双,16cpi)；6.4lps (16双,16cpi)
何淫凄何何廬算參函尖扮寂販
褒弼參碕弼嬉何繍氏週詰堀業販

夕何:1.7×3.1mm(1.6×3.1mm＊)
夕何:2.0×3.1mm(1.9×3.1mm＊)

僕崕堀業

寄埃106mm/s {寄埃4.17"/s}隔偬何崕

佩寂鉦(兜兵譜協)

4.23mm {1/6"}

弼揮六

ERC-38(P)從弼勉凋:4,000,000忖圷
ERC-38(B)菜弼勉凋:3,000,000忖圷
ERC-38(B/R)菜弼/碕弼勉凋:菜弼1,500,000/碕弼750,000忖圷
壓25業隔偬双何訳周和

崕壌錐業

76mm:±0.5

初中

RS-232C何褒㏍旺双初中

彿創産喝

1KB何40bytes (謹囂冱猟忖:512KB何40bytes)

熱㌃孔嬬

2嶽駁強

窮坿

+24~+34V岷送

債窮楚

荷恬:峠譲43欲(茅熱㌃陣崙峨菓燕 棋何:峠譲6欲

勉凋

何 更: 7,500,000佩
何忖遊: 1叮5認嵐忖圷
徭強加崕:800,000肝

峠譲危列巓豚

180,000弌扮

峠譲絞嬾巓豚

18,000,000佩

梁業

荷恬: 0~50℃
刈茄:-10~50℃

物業

荷恬:10~90%RH（涙蹄潤）
刈茄:10~90%RH（涙蹄潤）

翌何樫雁

A侏160×160×295mm（互×錐×侮）
B侏150×160×248mm（互×錐×侮）
D侏133×160×248mm（互×錐×侮）

嶷楚(嵎楚)

A侏 2.5巷緒,B侏 2.5巷緒,D侏 2.2巷緒

＊燕幣DIP蝕購2-1ON峙
ANK:哂方忖圷
lps:耽昼何双佩方
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