
モバイルプリンタ

特 長と利点

2 mから落下した衝撃に
耐える高い堅牢性があ
り、IP54の防塵防滴性に
加え、広範な動作温度範
囲に対応しますので、作
業現場を選びません。

高速で起動し、最速1秒間
に5インチのレシート印刷
速度を誇ります。

プリンタ設定情報や接続
を失うことなく交換でき
る大容量バッテリを搭載
しています。

プリンタはライナーおよ
びライナーレスラベルを
サポートし、メディアの上
部/下部のラベル間ギャッ
プ、そして黒マークを感知
できます。

プリンタ自身でバッテリ寿
命、プリントヘッド状 態お
よびプリンタの環境履歴を
分析しますので、よりプロ
アクティブなメンテナンス、
そして置換計画を立てられ
ます。

RP2とRP4は、過酷な環境にも耐える高
速モバイルサーマルプリンタです。作業者
の移動を制限せず、業務効率化と生産性
向上を促す最新技術を搭載しています。

RP シリーズ
モバイルプリンタ
RPシリーズモバイルプリンタは、ルートセールスやダイレクトストアデリバ
リー、 貨物配達、またはフィールドサービス等で活躍する、堅牢で信頼で
きるモバイルプリンタです。落下および振動による衝撃や、粉塵と水滴に
よるダメージなど、モバイルプリンタには常時堅牢性と耐久性を求められま
す。RPシリーズプリンタはこれらの厳しい状況に耐え、長期間に渡って安心
してサーマルレシートおよびラベル印刷業務を行えるよう設計されました。

RPシリーズモバイルプリンタは、防塵防滴性能を表すIP54規格に準拠し、幅広
い動作温度仕様を持ち、過酷な使用環境に耐えるよう設計されました。最大 5
インチ/秒の印刷速度で、毎日のレシート印刷に最適化されています。RPシリー
ズは、異なる印刷幅があり、アプリケーションに合わせてお使いいただけます。

すべてのモデルにプリンタの内部または外部で充電できる充電式バッテリ
を搭載しており、作業シフトを中断すること無く最後まで使用できるよう
に設計されました。シフト中にバッテリの交換が必要な場合に備えて、ホ
ットスワップ機能にも対応しています。プリンタはバッテリなしで20～120
秒間（無線通信に依存）稼働でき、接続を失うこと無く、または再起動
の必要無く作業を続行できますので、生産性が上がります。プリンタを
常時接続する場合や、自動車に搭載しても快適に使用できるよう、バッ
テリエリミネーションオプションが利用できます。プリンタは自ら設備状
態を追跡し、バッテリ寿命、プリントヘッド状態、およびプリンタが遭遇
した異常または極端な環境状態を分析する能力を有します。プリンタの
速度を自己管理することによって、使用可能時間を最大限延長します。

作業現場に合わせて快適にお使いいただけるよう、様々なアクセサ
リをご用意しています。現在設置してあるマウントにアダプタを追加
することで、MFｘTプリンタに広く使用されている同じマウントアタッチ
メントを使用できます。あらゆるプリンタ言語およびプロトコルにも互
換性がありますので、既存プリンタの置き換えにも問題ありません。



RPシリーズ 製品仕様

機械仕様
RP 2 （2インチ）プリンタ：
寸法（高さ x 幅 x 奥行）：160 mm x 116 mm x 77 mm
プリンタ重量：0.72 kg（バッテリ/メディアなし）
RP 4 （4インチ）プリンタ：
寸法（高さ x 幅 x 奥行）：187 mm x 164 mm x 77 mm 
プリンタ重量：0.78 kg（バッテリ/メディアなし）

メディア
メディアロール幅：
RP2：25 mm～57 mm
RP4：51 mm～111 mm
最大印刷幅：
RP2：48 mm （1.89インチ）
RP4：104 mm （4.1インチ）
メディアタイプ：レシート紙、黒マークまたはギャップ付

きライナーおよびライナーレスラベル*
最大ロール容量：外形58 mm
コアサイズ：内径10.16 mm （0.4 インチ）、19 mm 

（0.75 インチ）、または25.4 mm （1.0 インチ）
メディア厚：0.05 mm (2 mil) ～ 0.16 mm (6.3 mil)
最適な印刷品質および印刷性能のために、ハネウェル

認証メディアを使用してください。

通信
スキャナ、スケール、およびキーボード入力用OTG対応
USB 2.0、ペアリングおよび設定および診断情報検索
用NFC
Bluetooth®：Bluetooth 4.0 + LEデュアル無線モード；

シリアルポートプロファイル、セキュリティモード1-4、
暗号化1-3e、Apple® iOS互換

デュアル無線モード802.11 a/b/g/nおよびBluetooth、
無線アクセスモード：インフラストラクチャおよびア
ドホック

WEP WPA WPA2

モード PSK/Enterprise

セキュリティ/

暗号化

64/128 TKIP/RC4 CMP/AES

認証 LEAP、 EAP-PEAP、 EAP-FAST、 

EAP-TTLS、 EAP-LEAP

対応インターネットプロトコル：UDP/TCP、 DHCP、 
BootP、 FTP、 FTPS、 SFTP、 TFTP、 Telnet、 LDP、 
SNMP；リモートおよびオートアップデート機能；802.11i
サポート

環境仕様
防塵防水性：IP54防塵防滴保護等級準拠 
耐落下仕様：2 m

タンブルテスト：0.5mの高さより1000回落下 
動作温度：-20℃ ～ 55℃
保管温度：-30℃ ～ 65℃
充電温度：0℃ ～ 50℃
動作湿度：10% ～ 90%（結露なきこと）
保管湿度：10% ～ 90%（結露なきこと）

ソフトウェア/ファームウェア
NETira設定ツール – 完全なプリンタ設定ユーティリテ
ィー
コントロール言語互換性：ラベルプリンタモード、Easy 

Print、 DPL、 ZPL II、 CPCL、 IPL、 XML (limited)
デバイスマネージメント互換性：NETira
リモートマネージメント：プリンタの監視および管

理；NETira MD： スマートモバイルデバイス用モバ
イルデバイスマネージメントユーティリティー；Air 
Watch® Mobile 

デバイスマネージメント：Wavelink® Avalanche 
MC、Soti Mobilink

ネットワーク互換性：TCP-IPベースネットワー
ク；AS/400 (LPD)-ベースネットワーク

ドライバ：Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8、およ
び10

ラベルデザインソフトウェア互換性： 
BarTender、Niceware/NiceLabelおよびその他

ERPシステム互換性：SAP®、Oracle®
ソフトウェア開発キット：Android™ 2.1以降、Apple iOS 

5、6、7；Microsoft WindowsデスクトップWindows 
8まで、Windows 8 Store、Windows Mobileおよび
Windows CE；C++、C-Sharp、Java、ActiveX Control

使用機能
インテリジェントバックライトアイコン：オン/オフボタ

ン、バッテリ充電、バッテリ残量、メディアステータ
ス、通信ステータス

メディア：差し込み式簡単装着メディア、調整可能なメ
ディアアーム、4つのプリンタファンフォールドスロ
ット

プロアクティブメンテナンス：プリンタ使用情報（バッ
テリ、プリントヘッド、環境）報告用センサーおよび
管理コンソール

* ライナーレスオプション搭載のRPシリーズプリン
タ用のみ

アクセサリ
接続：設定用USB通信ケーブル
持ち運び：ベルトクリップ、頑丈なベルクロベルトマ

ウント、ショルダーストラップ、ハンドストラップ、
ソフトケース

マウント：MFxTアダプタ付シングルマウント、ウォー



RPシリーズ 製品仕様

認証および機能は使用国に
よって異なる場合があります。

仕様は特定の構成や選択
されたオプションによって
異なる場合があります。詳
細は、ハネウェル販売店
にお問い合わせください。

Air Watchは、米国およ
び/またはその他の国に
おけるVMware, Inc.の商
標または登録商標です。

Androidは、米国および/
またはその他の国にお
けるGoogle, Inc.の商標
または登録商標です。

Appleは、米国および/
またはその他の国にお
けるApple Inc.の商標
または登録商標です。

Bluetoothは、米国および/
またはその他の国における
Bluetooth SG、 Inc.の商
標または登録商標です。

MicrosoftおよびWindows
は、米国および/また
はその他の国における
Microsoft Corporationの
商標または登録商標です。

Oracleは、米国および/ま
たはその他の国における
Oracle Corporationの商
標または登録商標です。

SAPはドイツおよびその他
の国におけるSAP SEの商
標または登録商標です。

Wavelinkは、米国およ
び/またはその他の国
におけるAvantiの商標
または登録商標です。

その他の商標はすべ
てそれぞれの所有者に
所有権があります。
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ルアダプタプレートキット付シングルマウント、チ
ャージャー付Settlement Room 5マウント、RAM
アーム付単体車載マウント

バッテリおよび充電：予備バッテリ、US、EU、UK、 
AU用ACアダプタ、シガーソケット車両充電アダプ
タ、4連スマートバッテリチャージャー

バッテリ/バッテリエリミネーター
ホットスワップバッテリ（無線接続を維持)： 

Bluetooth設定を2分、Wi-Fi設定を20秒まで 
スマートバッテリ：SBS Rev 1.1まで
容量：RP2 2600 mA-Hr、RP4 5200 mA-Hr
充電時間：RP2：4時間、RP4：7時間
バッテリエリミネーター：車両内で永久に使用され

るプリンタ用SKUオプション

RPシリーズプリンタは、以下の国で使用するために
認証されています。
北米：米国およびカナダ
欧州：欧州連合、欧州自由貿易連合、英国、消費者
同盟国
中東、トルコおよびアフリカ：イスラエル、南アフリ
カ、UAE、サウジアラビア、トルコ
中米：メキシコ、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグ
ア、コスタリカ、パナマ
南米：ベネズエラ、コロンビア、ブラジル、ペルー、ボ
リビア、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ 
アジア太平洋地域：オーストラリア、ニュージーラン
ド、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピ
ン、シンガポール、中国、香港、日本、韓国、台湾、イ
ンド、タイ、ベトナム



RPシリーズ アクセサリー
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付属品一覧 型式 詳 細

壁掛け電源アダプタキット 229042-000 壁またはデスクトップ等に取り付けるアダプタキットです。
アダプタに取り付けるだけで充電できます。

4連バッテリチャージャー 220540-000 2セルまたは4セルバッテリを最大4個まで充電できます。
バッテリのみ一括で充電できますので、作業の手を一時
停止してプリンタをわざわざアダプタに接続する必要が
なく、大変便利です。

RP2 予備バッテリ 50133975-001 RP 2インチモデル用予備バッテリです。プリンタ本体とは
別に充電できます。

RP4 予備バッテリ 550053-000 RP 4インチモデル用予備バッテリです、プリンタ本体とは
別に充電できます。

電源アダプタ
220515-100 プリンタ本体に接続して、バッテリを充電します。プラグ

は別途ご購入ください。

USB ケーブル
210304-100 プリンタとホストシステム間をUSBケーブルで接続し、設

定等をご確認いただけます。

ベルトクリップ
280797-000 ベルトにプリンタを取り付けて移動でき、大変便利で

す。

ショルダストラップ
210302-000 プリンタ本体を肩から掛けて移動でき、大変便利です。

ソフトケース
50134863-001（RP2)

750336-000（RP4)

プリンタを粉塵や低温から保護します。

※ 型式や内容は予告なく変更になる場合があります。詳細は、ハネウェル販売店またはハネウェル販売事務所にお問い合わせください。


