
山路を登りながら

xxxx/xx/xx

○○市立図書館

- -  資料の内容(書し番号: xxxxxxxx)-----------

-  -  配架情報-------------------------------------

署名              世界の野鳥図鑑

配架場所    現在: △△市立図書館

背ラベル    R/222.387/ｽｽ/
状態          閲覧のみできます

予約数   0

おさがしの資料がみつからないときには、
案内またはカウンターにお声がけください

xxxxx.xxxxx

３F参考図書コーナー

著者名           井上 たかし 著
出版社           鳥の世界社
出版年           2019
出版年月        2019.01
ページ数        300p
大きさ           27cm
ISBN             xxx-xxx-xx-x-xxxx

請求票

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

貸出期限表　　2017/11/11  12:25

利用者番号:123456

英語と運命
 103850679
村上式シンプル英語勉強法
 158421551
ファンサイトの作り方
 135214523
天使と悪魔 上
 258592212
天使と悪魔 下
 234152354
趣味の園芸
 269946645

2017/11/18

2017/11/18

2017/11/18

2017/11/18

2017/11/18

2017/11/18

RP-E10RP-E10シリーズシリーズ

RP-E10シリーズの特長

世界最小・最速!  設置場所を選ばない
ハイスピードレシートプリンター

350mm/s

対応用紙

用紙幅

レシートのみ

80mm/58mm

型番
上方排紙

前面排紙

白本体色

RP-E10-WU-PSIN

黒

RP-E10-KU-PSIN

接続方法 USB

定額保守サービス （センドバック方式）

ハイスピードレシートプリンター

業界最小サイズを実現した、1辺が 129mmのキューブ形状。
シンプルでスタイリッシュなデザインは、場所を選ばない様々
なシーンでご利用いただけます。

業界最高印字速度の 350mm/ 秒に加えて、データ処理やカッ
トスピードの高速化などによりスループット(データ受信から
印刷・カット完了までの時間 )を向上しました。

129×129×129 (mm)

選べる上方/前面排紙

最高印字速度の比較

RP-E10
A機

B機

C機

350mm/s
300mm/s

300mm/s

250mm/s

スループットの比較

10.45sec
15.22sec

15.80sec

20.11sec

USBインターフェース / 80mm用紙設定 / SII 標準レシート
パターンをペイントにて10枚連続印刷 / プリンタードライバー経由

スループット
測定条件

上面図 AC アダプタ

SII
RP-E10

コンパクト
他社

RP-E10
A機

B機

C機

業界最速

業界最小

上方排紙の「RP-E10」と前面排紙の「RP-E11」を取り揃え、
棚下など、様々な場所に設置できます。

フリーレイアウト

※ プリンタ本体・ACアダプタ・USBケーブルを含む

RP-E11-WU-PSIN RP-E11-KU-PSIN

▲ 前面排紙 ▲ 上方排紙

図書館向け

※ シリアル /イーサネット/Bluetooth® モデル有り

各種プリンタとリライトカード端末を対象に、定額修理保守サービスをご用意してお
ります。割安な費用で長期保証対応、都度の修理費用が不要となり、保守費用の予算
化が可能となります。

ムーブの安心サポート

他社

RP-E10-WU-PSIN

RP-E11-KU-PSIN

▲ 貸出票 OPACレシート▶



・   多彩な状態ディスプレイ
7 色表示可能な細長形状で大きな [Big bar LED] の
色や点灯・点滅パターンと、標準で内蔵されているブザー音を
組合せることによって、プリンターの状態を通知します。

待機時の LED表示

エラー時の LED表示

・   環境にやさしいECO機能
レシートの先頭でバックフィードコマン
ドを指定することにより、上余白を最
小約 3mmまで削減可能です。

■ ハードウェア仕様

ユーザの好みに合わせて
「緑色」「青色」「水色」「消灯 (OFF)
」から選択可能です。

「黄色」「紫色」「赤色」の
表示色や、それらの点灯・点滅
パターンの違いにより、エラー内
容を容易に知ることができます。

RP-E10(上方排紙モデル) RP-E11(前面排紙モデル)
 印字方式

ドット密度（dpi）
紙幅（mm）
印字幅（mm

スピード（mm/sec）max
用紙外径（mm）max

用紙内径（mm）
文字構成（H×W dots

文字寸法（H×W mm）

方式
種類

耐摩耗性（km）
オートカッタ（cut）

シリアル、USB、Powered USB、イーサネット、Bluetooth®
入力バッファ 16kバイト
コマンド形式 ESC/POS™ 準拠、マークアップ言語

型番

文字種類
コードページ（14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、

外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字

印字

感熱ラインドット方式
203（8dots/mm）

54/72
350
Φ83
Φ12

24×12、 24×24、16×8、 16×16
3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0

用紙 ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)

バーコード種類
UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, NW-7（Codabar）, CODE39,

CODE93, CODE128, QR Code, PDF417, MaxiCode, Data Matrix

5 ~ 45

質量（g） 約1300

150※1
200万

寸法（W×D×H mm） 129.0×129.0×129.0※2

電源 専用ACアダプタ、外部電源:24V±5%

スライド式
フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)

動作温度範囲（℃）

切断

通信方式

規格 FCC, CE, VCCIなど
オプション 壁掛けキット、バックプレート、キャッシュドロワ

耐用寿命

キャッシュドロワ 2 Drivers (24V / 1A)
ボディーカラー 2色 : White系 / Black系

ドライバ
Printer Driver、OPOS、POS for .NET、JavaPOS™、Linux、Android™(SDK)、

iOS(SDK)

※1 推奨感熱紙使用のこと　※2 突起部を除く

58　/80+0
- 1

+0
- 1

MOVE

お買い上げ頂きありがとうございま
した。またのご来店をお待ちしてお
ります。

xxxx 年 xx月 xx日 (x)           No.1234

00002485454454
コーラ4ケース
00002485454322
ソフトチキン3パック

￥1,500

￥2,700

領収書

約12mm MOVE

お買い上げ頂きありがとうございまし
た。またのご来店をお待ちしており
ます。

xxxx 年 xx月 xx日 (x)           No.1234

00002485454454
コーラ4ケース
00002485454322
ソフトチキン3パック

￥1,500

￥2,700

領収書

約3mm

▲ 通常印字 ▲ 余白(最小)印字

株式会社ムーブ

Web : https://www.move-p.jp/
 : info@move-p.jp

〒101-0048

〒422-8067静岡県静岡市駿河区南町 11-1 静岡銀行ビル 6 階　TEL：054-288-6111

〒532 -0003

〒060-0061

〒812-0012

東京都千代田区神田司町 2-2-2 大森ビル 6 階　TEL：03-5577-5741

大阪府大阪市淀川区宮原4-4-63  新大阪千代田ビル別館6階　TEL：06-4807-3326

北海道札幌市中央区南1条西 13丁目4-40 3 階　SAKURA-W13　F室

福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1　JRJP 博多ビル 3階　TEL：092-686-8455


