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· 簡単設定

· このスマートデバイスの商用利用は、ほんの数ステッ
プのみでスタート可能です。

1 電源ボタンを2~3秒に長押しすれば、スタートアップ画面に続き、プロンプトが表示されます。画面の指示に従っ

て、操作を行ってください。本機では、2種類のインターネットモードが選択可能です。

2 WIFIの設定

·「設定」ボタンをクリックし、次にWLANを起動し、利用可能なWLANホットスポットが検索されリスト表示される
のを待ちます。

·接続したいWLANをクリックします。暗号化されたネットワークを選択した場合は、アクセスパスワードを入力し

て接続してください。

3 LANの設定

アプリケーションをダウンロード/使用する方法
ネットワークに接続されていれば、いつでもアプリケーションのダウンロードが可能です。アプリケーションマーケット

を開き、必要なアプリケーションを検索して、ダウンロードすればインストールは完了です。

システムにプレインストールされているソフトウェアサービスリスト

クイックインストールガイド

1 2

3 4

· アプリケーションマーケット / プッシュサービス / ユーザー フィードバック / データサービス / 電子説明書

· 遠隔制御 / ハードウェアハウスキーピング / プリントサービス /ウェルカムインターフェース / ユーザーセン
ター

· 公衆Wi-Fi / コードスキャンSDK / イニシエータ / OTA

· カスタマイズサービス(壁紙、電源投入時のアニメーション) / 開発者ガイド(バグ·アシスタント)

プリンター蓋開けボタンを押して、プリン
ターカバーを開けます

サーマル印刷用紙をセットします

付属のACダプタを接続します 電源ボタンを2秒ほど押すと電源が入ります

上記のソフトウェア詳細情報の表示:

｢設定―>応用」を選択し、該当するソフトウェア名を選択して詳細情報を表示します。

ソフトウェアのアンインストール方法:

｢設定―>応用―>管理応用―>アンインストール」を選択してアプリケーションをアンインストールします。またはアイコン

を押したまま、ゴミ箱にドラッグしてアンインストールすることも可能です。

困ったことがあれば、デバイスのヘルプアプリを参照ください



POSターミナルの紹介

プリンター蓋開けボタン

メインスクリーン

プリンター紙出し口

電源ボタン

コードスキャン用カメラ(オプション) 
NFC
カードリーダー(オプション)

価格表示用サブディスプレイ

58mmサーマルプリンタバージョン

（L1320/L1321）

80mmサーマルプリンタバージョン

（L1322/L1323）

プリンターカバー

プリンター紙出し口
印刷した伝票が排出されま。

プリンター蓋開けボタン
このボタンを押して、プリンターカバーが開けて、

ロール紙の交換を行います。

電源ボタン
電源オフ状態で、電源ボタンを押すと、デバイスが
起動します。

電源オン状態では、2−3秒長押して、シャットダウ

ンまたは再起動を選択することができます。

フリーズ状態になった場合は、11秒長押して、電

源を強制的にオフすることができます。

メインスクリーン
オペレーター用のタッチパネルです。

コードスキャン用カメラ
支払い用のQRコードを読み取るためのカメラです。オプション

扱いのため、モデルによっては、装備していません。

NFCカードリーダー
NFCカードを読み取るためのリーダーです。オプション扱いの

ため、モデルによっては、装備していません。

価格表示用サブディスプレイ
お客様へ価格情報を表示するためのサブディスプレイです。



GND
RXD
TXD
5V

症状 解決策

デバッグ機能ボタン

Micro USBデバッグポート

イヤフォンジャック

USBポート USBポート

シリアルポート LANポート

キャッシュドロアポート

電源ポート

Micro USBデバッグポート、デバッグ機能ボタン

デバイスのデバッグに使用します。

キャッシュドロアポート

キャッシュドロアの接続するための専用ポートです。通称DKDポートと呼ばれ、プリンター動作と連動
して、120 msの電気パルスを出力します。持続的な電力を供給は行いません。本デバイスは24 V/1 A
のキャッシュドロアのみをサポートしてお り、12Vのキャッシュドロアを接続した場合、キャッシュ
ドロアの回路を焼失する危険性があるため、絶対に接続しないでください。

ロール紙のセット方法

ロール紙仕様

58mmバージョンは57±0.5 mm×Ø 60 mm規格のサーマル

ロール紙に対応しています。

80mmバージョンは79±0.5 mm×Ø 60 mm規格のサーマル

ロール紙に対応しています。

一般的なトラブルシューティング

スマホのQRコードスキャン方法

コードスキャン用カメラを装備しているモデルは、決

済用QRコードの読み取りに対応しています。スマホに

表示されたQRコードをカメラにかざして読み取りを行

います。

フリーズしたらどうする · 電源ボタンを11秒長押し、強制的に電源をオフにし、再起動してくださ
い。

プリンターが動かない
· プリンターカバーがきっちり閉まっているか確認してください。
· 紙詰まりが発生していないか確認してください。

印刷されない
· 紙が表裏逆にセットされていないか確認してください。
· 仕様と異なるサーマルロール紙が使われていないか、チェックしてください。

印刷内容がぼやけている

· サーマルヘッドが汚れている場合があります。汚れている場合は、綿棒に無水アルコールにつけてク
リーニングしてください。

· サーマルヘッド仕様にあったサーマルロール紙に交換してください。



注意事項

安全警告

· 付属品の電源アダプターに明記されている入力仕様に

合った電気コンセントにプラグを接続してください。

· 爆発性ガスが存在する場所では絶対に使用しないでく
ださい。

· 危険なので絶対に電源アダプターを分解しないでくだ

さい。

· 本デバイスは、クラスA製品です。生活環境に干渉する

電波を引き起こすことがあります。その場合、ユーザー

は、電波干渉に対して適切な措置を講じることが推奨さ

れています。

バッテリー交換について

· 間違った型番のバッテリーを交換すると爆発の危険が
あります。

· 交換後の古い電池は、修理人員に任せて適切に処分し

てください。絶対に火に入れないでください。

重要な安全説明

·

·

雷や稲妻が発生している間は、感電する危険性がある

ので、設置や使用を避けてください。

異常な匂いがしたり、過熱や煙が発生した場合は、す

ぐに電源を切ってください。

· プリンターのカッターは危ないので、絶対に触らない
でください。

お勧め

· 水や湿気に多い環境では使用せず、デバイスに水がかかる

のを避けるようにしてください。

· 火のついたタバコや火気近辺及び、極端に寒い又は熱い環

境では使用しないでください。

· 落としたり、投げたり曲げたりしないでください。

· できるだけ清潔な埃の無いクリーンな環境で使用し、デバ

イスに細かい埃などが入ることを避けてください。

· 許可されていない場合、医療機器の近くでは使用しないで

ください。

POSターミナルの基本仕様

免責釈明

製品のアップグレードの結果、本書の詳細は、製品と一致しない場

合がありますが、それは、実際の製品に準じるものとします。弊社

は、本書の解釈の権利を保有しています。また、予告なしに仕様を

変更する権利を保有しています。

声明

弊社は、以下の行動に対する責任は一切負わないものとし

ます。

このガイドに指定されている条件に合わない使用およびメ

ンテナンスによる故障・破損・損害。

・  弊社は、オプション品または消耗品（最初の製品付属品

または弊社承認品を除く）による故障・破損またはそれに

起因する損害に対して、一切責任を負いません。ユーザー

は、弊社の同意なくデバイスの分解、改造を行うことはでき

ません（その権利を有しません）

・  製品のオペレーションシステムは、公式システムアップ

デートに対応しています。しかし、オペレーティングシステ

ムを第三者のROMシステムに変更したり、ユーザーがクラッ

キングにより、システムファイルを改変した場合は、システ

ム不安定性やセキュリティ上の脅威・危険を引き起こす場合

があります。

オペレーティングシステム Android 7.1  SUNMIセキュアオペレーティングシステム

プロセッサ Qualcomm Snapdragon 8コア

メモリー(オプション) 8GB ROM+1GB RAM 16GB ROM+2GB RAM

11.6マイクロHD 解像度1920 x 108011.6マイクロHD 解像度1366 x 768

G+G静電容量方式マルチタッチ･タッチスクリーン

ティスプレイ(オプション)

タッチスクリーン

トスタマーディスプレイ FSTN，128 x 40 Dots

プリンター

高速58mmサーマルプリンター内蔵

印刷速度 70 mm/s

最大直径60 mm

高速80mmサーマルプリンター内蔵

印刷速度 160 mm/s

最大直径60 mm

無線データ 2G&3G&4G(オプション)

Wi-Fi 2.4 G、IEEE 802.11 b/g/n

ブルートゥース Bluetooth 2.1/3.0/4.0 BLEサポート

コードスキャンカメラ カメラモジュール(オプション) 携帯電話QRコードのみサポート

NFC NFCモジュール(オプション) M 1カードのみサポート

ボタン 電源ボタン(ロックボタン)+音量プラス/マイナスボタン

スピーカー 1.2W

SIMカードシート 1個(オプション)

外部インターフェース

電源アダプター 入力:AC 100~240 V/1.7 A出力:DC 24 V/2.5 A

寸法 290mm x 290mm x 100mm

動作環境 動作温度:0°C~40°C  保管温度:−20°C~60°C

4 x USB TypeAポット、1 x RJ 11シリアルポート、1 x RJ12キャッシュドロアポート、 

1 x RJ45 LAN、1 xイヤフォンジャック、1 x電源ポート、1 x Micro-USBデバッグポート



有毒有害物質の名称及び含有量表示図表

環境保全期間を超える製品は、「電子情報製品制御管理方法」の規定に従ってリサイクルされ、廃棄されないも
のとします。

:当該部品のすべての材料中で、この有毒有害物質の含有量がSJ/T11363―2006規定された制限量以下であることを表します。

:当該部品のすべての材料中で、この有毒有害物質の含有量がSJ/T11363―2006規定された制限量を超えていることを表します。
しかし、上表の「×」部品のその含有量が超えているのは、業界に未だ成熟した代替材料がないためです。

部品名

回路基板部品

鉛

(Pb)

水銀

(Hg)

カドミウム

(Cd)

六価クロム

(Cr(VII))

ポリブロモビフェニル

(PBB)

ポリブロジフェニルエーテル

(PBDE)

有毒有害物質や元素

筐体部品

パッケージ内容

製造元
Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. Room 505, KIC Plaza, No.388 
Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, China (200433)

POSターミナル 1台
ユーザーガイド 1冊(パッケージ内容、製品保証カード、製品合格証を含
む)電源アダプタ 1個

以下の場合には、無償保証を提供していません。

· 許可なく勝手に製品を分解し、修理した場合。

· 製品バーコード、密封シールが破損している場合及び
保証カードが改ざん又は破損している場合。

· マニュアルの要求通りにデバイスが操作されていない
ことによる故障の場合。

· 水が入ったりまたは落としたりしたことによる故障、
すり傷や破損などの人為的な損傷の場合。

· 不可抗力による故障や破損の場合。

· 保証期間以外である場合。

連絡先:

· 会社名:
· 担当者
名:

· 電話番
号:

· Email:

製品保証カード

製品名:

製品型式:

S/N:
購入日付:

保証期間と修理対応：
ご購入された販売店様に、ご確認ください。

検査合格

製品証明書




