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安全にお使いいただくために
本書には、お買い上げの製品を安全にお使い頂くため、守って頂きたい事項が
記載されております。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

警告
この表記は、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
内容を示します。

注意
この表記は、誤った取り扱いをすると、人が
傷害を負ったり、物的損害の発生が想定さ
れる内容を示します。

注意 この記号は、必ず守っていただくことを示し
ます。

警告
火災、火傷、けが、感電、破裂、発熱、異臭、発煙を避けるため、以下のことを必ず
お守りください。
●破損や故障を避けるため、充電する際は必ず5V2A対応のアダプタを使用し
てください。
●トイレなどの湿度が高い場所で本機やを使用しないでください。
●本機とケーブルを傷つけないでください。また、重いものを載せないでくだ
さい。
●充電する際にケーブルを充電ポートに確実に差し込んでください。アダプ
ターをゆるみのあるコンセントに差し込まないでください。
●濡れた手で触れる、飲み物をこぼすなどで、本機を水で濡らさないでください。
●本機を分解、改造しないでください。
●本機を火の中に入れたり、高熱に晒したりしないでください。
●使用中や保管時に異臭をを感じたり、発熱、変色、変形、その他今までと異な
ることに気がついたときは、すぐに本機の使用を中止してください。
●本体内部にラベル裁断のための刃物がありますので、ラベルロールを交換す
る際お気をつけください。
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注意
傷害、液漏れ、火傷、発熱を避けるため、以下のことを必ずお守りください。
●本機を使用しない時は、お子様の手の届かない所に保管してください。また、
本機の一部やラベルをお子様が口に入れないようにしてください。飲み込ん
でしまった場合は、すぐに治療を受けさせてください。
●印刷直後は、印字ヘッド付近の金属に触れないでください。
●カッター刃には直接手を触れないでください。
●本機を落としたり、叩いたりしないでください。
●カセットカバーを閉じる際に、指を本機の中に入れないようにしてください。
●指をテープ出口の中に入れないようにしてください。カッター刃でけがをす
る危険があります。

注意
●ラベルを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによっては、ラベルが剥
がれる、剥がれなくなる、色褪せする、他の物に色が移るなどの不具合が生じ
ることがあります。あらかじめ環境や材質を確認してからラベルを貼りつけて
ください。
●本書に記載されていない方法や目的で本機を使用しないでください。事故や
本機の破損の原因となることがあります。
●本機はTOKAIZブランドの感熱ラベルテープのみ使用できます。
●本機の汚れは、柔らかい乾いた布のみで拭いてください。アルコールと有機
溶剤は使用しないでください。
●印字ヘッドの汚れをとる場合は綿棒に無水アルコールをつけて軽く拭いてく
ださい。印字ヘッドには手を触れないでください。
●テープ出口、電源ポート、テープ収納スペースなどに異物を入れないでください。
●本機を直射日光や雨に当たる場所、火器、暖房器具の近くなどの極端に気温
が高い、もしくは低い場所に置かないでください。
●テープが正しく設置されていない状態で印刷を行わないでください。印字
ヘッドの破損の原因となります。
●印刷中やテープ送り中にテープを引っ張らないでください。テープや本機の
破損の原因となります。
●印刷したラベルの長さは、編集アプリ上で表示されている長さと異なる場合
があります。
●印刷中ラベルがなくなった場合は印刷が正しく行われない可能性があります。
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本書について
●本書の一部または全体を無断転載することは固くお断りします。
●本書の内容については将来予告なしに変更することがございます。
●本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載漏れ
などお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または弊社までにご
連絡ください。
弊社では、本製品の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、上
記の注意事項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

商標と著作権について
●Android、Google PlayはGoogle LLCの商標です。
●Apple、iPhone、iOS、iPad、AppStoreは米国その他の国で登録された
Apple Inc.の商標です。
●HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、
HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
●その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。

●印刷結果が画面表示と異なることがあります。
●文字サイズによって印刷結果が見づらくなることがあります。
●本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや
テレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
●本機は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しておりま
す。本機は、日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になる
と罰せられることがあります。
●本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局および
特定小電力無線局が運用されています。
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1.はじめに
同梱品の確認

耳アクセサリー (別売 )

テープ出口
電源ボタン

カッターレバー

側面パネル

スタンド (別売 )

赤インジケーター
microUSB 充電ポート

専用感熱ラベルテープ (別売 )
印字ヘッド (本体内部 )

カッター部分

テープ固定軸

緑インジケーター

耳アクセサリー
取り付け穴

取扱説明書

デバイス本体×1

充電用microB-A
USBv ケーブル×1

取扱説明書
(本書 )×1

各部位の紹介
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2.仕様
商品名称 スマートラベルライター
型番 TLW-001
入力 5V/2A microUSB
バッテリー 1200mAh
印刷方式 感熱方式
印刷精度 203dpi
用紙タイプ カット済み/連続
用紙幅 15mm/14mm/12mm
印刷範囲幅 最大12mm
接続方式 Bluetooth4.2
本体寸法 131mm×80mm×34mm

電波法適合マーク

3.本体の操作方法
１)本体を充電する
5V2A対応の電源アダプタ（別売り）を付属用の充電用USBケーブルで本体の
充電ポートに繋いで充電します。充電中赤インジケーターが点灯します。充電が
完了すると赤インジケーターが消灯します。
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2)専用ラベルテープを取り付ける

※テープの側面に貼られているシールを剥がしてしまうとテープが認識されなくなりますので、
テープの側面シールを絶対に剥がさないでください。

※テープが完全に戻った後再度「戻す」操作を行うと動作エラーの問題になりますのでご注意く
ださい。

3)電源オン/オフ
電源オフの状態で電源ボタンを約2秒間長押すと提示音が鳴り、緑のインジ
ケーターが点灯し、本体が電源オンになります。
電源オンの状態で電源ボタンを約2秒間長押しすると提示音が鳴り、緑のイン
ジケーターが消灯し、本体が電源オフになります。

1.本体のカッターレバーを解除して、側
面パネルを引き出します。
2.テープの側面シールを下にして、テー
プを少し引き出した状態でパネルに
セットして戻します。
3.電源を入れた後、2回連続電源ボタン
を押すとテープが自動で戻されます。
テープが完全に戻るまでこの操作を
繰り返します。これでセット終了です。

4)リピートプリント
ラベルをプリントした後、電源ボタンを押しますと前回プリントした内容を再度
プリントすることができます。
※プリント内容の長さが4cmを超える場合はリピートプリント出来ません。リピート印刷の操作
をするとエラーになります。

5)テープの裁断
印刷完了後テープが出口からはみ
出されます。テープカッターレバー
を上にプッシュするとテープが裁断
されます。
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4.アプリの基本使用方法
1.アプリのインストール
下記のQRコード、ホームページよりアプリをインストールします。

www.tokaiz.jp

QRをスキャンしてダウンロード

重要：アプリを使用する時に、Bluetooth、インタネット接続、写真、カメラなどの権限が
必要です。デバイスのシステム設定で権限が正しく設定されていることをご確認ください。

TOKAIZホームページより
ダウンロード

2.ペアリング
１）本機を電源オンにします。
２）専用アプリを立ち上げます。
３）アプリ画面の右上にある「接

バデてしチッタを）b図右（」続
イスを検索します。
４）リストからデバイスを選択し
て「接続」を押します。

イ緑、り鳴が音示提と」ッピピ「)5
ンジケーターが点滅→点灯した
らペアリングが完了です。印刷
内容の編集画面になります。

※初回ペアリング後、再度アプリを利
用する際は直接アプリのメイン画
面からデバイスを選択することが
できます。

※ペアリング後数分間の間に操作され
ていない場合は電源が自動的に落
とされ、ペアリングが解除されます。

3.アプリの基本操
作について

1)メイン画面について
a：メニュー・ヘルプ
b：デバイス検索・接続・切断
c：登録されたデバイス
d：トップページ（当ページ）
e：マイページ
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4.編集画面について
メイン画面からデバイスを選択して、編集
を押しますとラベルの編集画面になりま
す。

※デバイスに初回ペアリング後自動的編集画面に
切り替われます。
a：メイン画面に戻ります。
b：ラベル表示：使用中のラベルの情報が
表示されます（自動判定）。
c：メニュー＞保存＆ヘルプ。
d：プレビューエリア、印刷される内容がこ
こに表示されます。
e：上部メニュー

g：中央メニューバー
)ンタボ(トンリプ：i

ンタボーュニメ面側：f
h：下部メニューバー

プレビューエリア(d)について

側面メニュー(f)について
本機は一括で複数のラベル（セグメ
ント）を印刷することができます。
側面メニューで印刷するセグメント
の管理や、編集するセグメントを選
択することができます。

繰り返し：選択されたセグメントの印
刷する枚数の設定
数字表示(中央)：印字されるラベル
のサイズ
数字表示(右)：編集中のセグメント番
号/グループのの合計セグメント数
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上部メニュー(e)について
戻る：編集を一つ前に状態に戻します。
進む：編集を一つ後の状態に進めます。
※戻るボタンを使用していない場合は無効です。
追加：新規セグメントを作成します。

下部メニューバー(h)について
挿入：ラベルに新規要素を追加するモードです。
モード動作中ボタンがハイライトされます。
編集：ラベルの外観、要素を編集するモードです。
モード動作中ボタンがハイライトされます。
テンプレート：テンプレートを選択する機能です。
長さ：テープの長さを設定する機能です。カット済みラベルは非対応。

中央メニューバー(g)について
中央メニューバーには文字や他要素の追加、編集する機能が表示されます。
中央メニューバーに表示される内容は動作中ののモードによって異なります。

挿入モード

テキスト
テキストボックスを追加して、ラベルにテキストを入
力する機能です。テキストのフォントと文字サイズや
改行を調整することができます。

マーク
マーク・アイコンを追加する機能です。

※縦組みのテキストを追加す
る場合は、テキスト入力欄
の「類型」から「文字方向」を
「縦」に設定してください。
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落書き
手描きオブジェクトを追加する機能です。

連番
入力内容の一部を自動的に順番で生成する機能
（アルファベット順/数字順）です。

バーコード
バーコードを自動的生成して追加する機能です。

QRコード
QRコードを自動的生成して追加する機能です。

画像
画像を追加する機能です（本機が感熱印刷方式のため、
コントラストの高い形がはっきりしている画像を使用してくだ
さい。また、印刷結果はイメージと異なるケースがある）。

日付
日付テキストを自動的生成して追加する機能です。

表
表を生成して追加する機能です。

識別
QRコード・バーコードなどをスキャンして内容を自
動的に読み込んで入力する機能です。
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編集モード

白黒反転
選択された文字オブジェクトの背景色と描画色を反
転する機能です。

フレーム
外枠のタイプを設定する機能です。

寄せる

です。

プリントボタン(i)について
印刷内容の編集が終わりましたら、プリントボタン
を押すと、プリント設定画面が表示されます。設定
が完了しましたらOKを押すとプリントリクエストが
送信され、ラベルがプリントされます。
※デバイス（スマートフォンなど）がダークモードに設定されてい
ると印刷出来ないことがありますので、そうなった時は、デバ
イスのダークモードを無効にしてから再度お試しください。

マイページについて
マイページ画面ではデバイス・ブランド・アプリ
バージョンなどの情報が記載されています。使
用中に何にかご不明点がありましたら、お問い
合わせから弊社までに連絡することや、トラブ
ルシューティングを確認することが可能です。
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5.消耗品・パーツ・お手入れについて
消耗品
本機は感熱印刷方式でプリントします。インクやトナーを消費しません。印刷す
るたびに感熱ラベルテープが消費されます。テープを切れたら新しいものに交
換してください。
※本機はTOKAIZブランドの専用感熱ラベルテープのみ対応しています。専用テープ以外の
テープで印刷することができません。
消耗品は本機の購入店舗やTOKAIZの公式ウェブサイト
https://www.tokaiz.jp/tlw-001/sup/
より購入可能です。
また、右記QRコードのページより購入できます。

パーツ
耳アクセサリー
使用方法：
1.ラベルライター本体上部の穴に埃防止プラグ（出荷時取り付け済み）がつい
ている場合は、プラグを抜いてから耳アクセサリーを取付けてください。
2.本体の穴に耳側の突起を合わせ、押し込んで固定してください。

スタンド
使用方法：
1.スタンドを安定している場所に置きます。
2.本体下部をスタンドに合わせるようスタンドの上に置きます。
パーツは本機の購入店舗やTOKAIZの公式ウェブサイト
https://www.tokaiz.jp/tlw-001/sup/
より購入可能です。
また、右記QRコードのページより購入できます。
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お手入れについて
お手入れをするときは、必ず本機をオフにしてください、ACアダプターを使用
される場合はアダプターを抜いてください。

本機外観の掃除
本機外観の汚れ・ほこりは、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れのひ
どい時は、水で濡らして硬く絞った布で拭き取ってください。
※本機外観の掃除の際はベンジン・シンナー・アルコールなどの有機溶剤、薬剤などは使用しな
いでください。表面が傷むや、引火する恐れがあります。

印字ヘッドの掃除
印字ヘッドが汚れていると、行がとんだり、文字がかすれたり欠けたりする可能
性があります。印字ヘッドをお手入れする際に、本体側面パネルを開けて、市販
の綿棒で無水アルコールを少量濡らして印字ヘッドを軽く拭いてください。ク
リーニング後は必ずしっかり乾燥させてから使用してください。
※印字ヘッドに直接手を触れないでください。火傷をする恐れがあります。

カッターの掃除
テープカッターを繰り返し使用するするとカッターが汚くなり、切れ味あ落ち、
テープが切れにくくなります。その場合はテープ出口に無水アルコールで濡ら
した細い綿棒を入れて、カッターストッパーを抑えながら刃を上に押します。刃
が見えましたら、綿棒先で刃を擦って汚れを取り除いてください。
※刃物が危険なので。側面パネルを開いて掃除したり、刃を触ったりは絶対にしないでください。
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6.故障かなあと思った時
問題 原因・解決方法
本機の電源が入ら
ない

バッテリー残量を確認し、十分でない場合は充
電してから再度電源を入れてください。

印刷したラベルの中
央に白い線が入る

印字ヘッドが汚れていると、印刷したラベルに線が
入ることがあります。印字ヘッドのクリーニング方
法は「お手入れについて」部分をご覧ください。

印刷されない

プリンタの電源がオンになっていない、ペアリ
ングができていない、またはラベルテープが正
しく設置されていない可能性があります。上記
の点を確認してから再度お試しください。

テープが正常に出
てこない
テープが本体の中
で詰まる

テープが中央に設置されていない、端を挟んで
いる可能性があります。テープが中心に来るよ
うに正しく設置してください。
印刷中にカッターを使用するとつまり原因にな
ります。印刷中にテープカッターを使わないよ
うにしてください。

印字場所がラベル
からずれている

ラベルの位置が正しくない可能性があります。
電源ボタンを素早く２回連続で押すと自動戻り
機能が働き、正しい印字いちに戻ります。

提示音がなり、印
刷できない

ラベルテープが無くなりました。新しいテープ
に交換してください。

ラベルが綺麗に切
れない

カッターが汚れている、刃物先がテープの接着
剤に汚れてしまい、切れ味が落ちた。「お手入れ
について」部分を参考にカッター刃を掃除して
ください。

説明書になかった部分に関してはアプリの「ヘルプ」部分は常時更新されますのでご
確認ください。何かご不明点がございましたらお気軽にアプリの「ヘルプ /お問い
合わせ」より、また直接弊社までにご連絡ください。
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保証書

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

製品名称: スマートラベルライター
型　　番: TLW-001

お名前

ご住所
〒 -

お買い上げ年月日
年　　月　　日

◎お問い合わせ先

電話番号               -               -

注文番号

ふりがな
様

保証期間: 本体６ヶ月間

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

7.保証規定
1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間
内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。

2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
⑴異常電圧による故障及び損傷。
⑵故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
⑶故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑷天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑸譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は､保証対象外
となります。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を
負わないものとします。

5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたし
かねます。

6)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しない
ものとします。


