
超高速・ラインサーマルプリンター

あなたの選択肢がここにあります。
シチズンの超高速・
ラインサーマルプリンター。

〈ペーパー上出しタイプ〉 〈ペーパー前出しタイプ〉
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Ⅱ

あなたの選択肢がここにあります。
シチズンの超高速・
ラインサーマルプリンター。

◆お求めは、信頼とサービスの当店で

●上記の仕様は、予告なく変更されることがあります。
●掲載商品の詳細については仕様書などのご請求をお待ちしております。
●CITIZENは、シチズンホールディングス（株）の登録商標です。
●Windowsは、米国 Microsoft Corporation の米国、及びその他の国における登録商標です。
●iPod、iPhone、iPad、MFi 認証のロゴは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
●Android、及び Android Robotマークは、Google.Inc の商標です。
●Bluetoothは、Bluetooth SIG Inc. の登録商標であり、シチズン・システムズ（株）はライセンスの元で使用しております。
●QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。
●その他の商品またはサービスの名称等は、一般に各社の商標または登録商標です。

◆販売元

Home page:  http://www.citizen-systems.co.jp 
〒188-8511  東京都西東京市田無町6-1-12　TEL.042-468-4993　FAX.042-468-4687

■一般仕様 ■外形寸法図

■外付けメロディブザー ■付属品

■アプリ無料ダウンロード：CITIZEN PDEMO for POS Printer

■縦置きキット ■キャッシュドロワー

■消耗品 （別売り）

超高速・ラインサーマルプリンター

自然環境保護のため
植物油インキを使用しています。 1603-1000-01-F

CT-S801  /851  /601  /651Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
機 種 名

CT-S801Ⅱ CT-S851Ⅱ CT-S601Ⅱ CT-S651Ⅱペーパー上出しタイプ
ラベル仕様あり ペーパー前出しタイプ ペーパー上出しタイプ ペーパー前出しタイプ

約2kg

フォントA フォントB フォントC 漢字フォントA 漢字フォントC
 ＊日本漢字のみ

53 71 80 26 40

12×24   9×24   8×16 24×24 16×16
1.5×3.0 1.13×3.0  1.0×2.0 3.0×3.0 2.0×2.0

約1.9kg

145（W）x192（D）
x142（H）

約2kg

145（W）x192（D）
x148（H）

約1.9kg

145（W）x192（D）
x142（H）

約45W（印刷時）待機時３W

オートカッター寿命 ： パーシャル160万カット、フル200万カット（3インチ、指定条件の場合）

5～45℃　10～90%RH（結露なきこと）
－20～60℃　10～90%RH（結露なきこと）

4K/52バイト

2ドロワー対応

ヘッド寿命 ： 耐摩耗性150Km、耐パルス性2億パルス（普通紙、指定条件の場合）

VCCⅠクラスA

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista、
OPOS、JavaPOS、Linux CUPS

ホワイト ホワイト、ブラック

POS Printer Utility

DC24V±5%

ラインサーマルドット印字方式

80mm（640dots）、72mm（576dots）、54.5mm（436dots）、54mm（432dots）

英数字、国際文字、PC437、850、852、857、858、860、863、864、865、866、WPC1252、
カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、IBM拡張文字、JIS X0208/X0213

384Kbytes（ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能）

UPC-A/E　JAN（EAN)13桁/8桁　ITF
CODE39　CODE93　CODE128　CODABAR（NW-7）　GS1 Databar

PDF417　QRCODE　

シリアル（RS-232C準拠）、パラレル（IEEE1284準拠）、
USB（2.0に準拠、Bプラグ）、有線LAN、無線LAN、Bluetooth（3.0）

STN液晶：128×32ドット、LEDバックライト（白赤2色）、
オペレーションスイッチ×4キー

 横、縦8dots/mm（203dpi）

4.25mm（1/6インチ）、ユーザーにより設定可能

用紙幅 ： 83mm/80mm（3インチ仕様）、60mm/58mm（2インチ仕様）
用紙径 ： MAXφ83mm
用紙厚 ： 65μm～85μm（普通紙仕様）、85㎛～150μm（ラベル紙仕様）

最大300mm/s（2400ドットライン/s）
階調印時時82mm/s（656ドットライン/s）

最大200mm/s（1600ドットライン/s）

LED×3（緑橙赤）
オペレーションスイッチ×1キー

質量（kg）

電源電圧
消費電力

使用
環境

動作環境 温度 湿度
保存環境 温度 湿度

外形寸法（mm）

インプットバッファー

ドロワーキックアウト

適合規格

ドライバ

本体ケース色

信頼性

ユーティリティーソフトウエア

ドット密度

行間隔

用　紙

最大印字桁数（83mm）

文字寸法（mm）
ドット構成（dots）

文字種類

印字幅（総ドット数）
印字方式

ユーザーメモリー

バーコード

二次元コード

インターフェース

オペレーションパネル

最大印字速度

145（W）x192（D）
x148（H）

●サーマルロールペーパー RP8080T（10巻入り）、RP5880T(10巻入り）

（単位：mm）※弊社ＣＢＭ1000Ⅱの置き換えに最適な寸法になっております

145
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8
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155

CT-S801Ⅱ/601Ⅱ CT-S851Ⅱ/651Ⅱ

色は黒色のみになります

145

140

192

155

16
14
2

●ACアダプター（1個） ●ACコード（1個）

●Driver/Manual等、収録のCD-ROM：1部
●クイックスタートガイド：1部

●サーマルロールペーパー
   お試し用（1巻）

24V駆動タイプ、白黒2モデル

外形寸法 ： 
横幅278×奥行395×高さ108mm

3札6硬貨タイプ

CSJ36DR240W/B

CBZ-100

KIT-TZ001

お手持ちのiOS/Android端末で、シチズン
のレシートプリンターに直接印刷できるデモ
アプリです。Bluetoothで写真やQRコード
を簡単に印刷できます。

App Store

Google play メニュー画面

上記のQRコードを読み取ってダウンロードしてください。

2016夏
発売予定



WALL-CTS300
壁掛けキット（別売り）

KIT-TZ001
縦置きキット（別売り）

使いやすさと、コストパフォーマンスを追求。液晶モニター付きで多彩な機能もらくらく操作。
CT-S601Ⅱ

その他の豊富なサービス

※1 ラベルモデルは受注生産の為、ご注文時は相談ください。

※ご不明な点は弊社HPをご覧下さい。
URL：   http://www.citizen-systems.co.jp/printer/index.html

CT-S651ⅡCT-S801Ⅱ CT-S851Ⅱ

液晶

印字速度220ｍｍ/秒

ー

白・黒2モデル

印字速度220ｍｍ/秒

ー

白・黒2モデル

印字速度300ｍｍ/秒

ラベル対応※1

液晶パネル搭載

印字速度300ｍｍ/秒

ー

液晶パネル搭載 操作が簡単操作が簡単

液晶 220
mm/秒

印字速度

220
mm/秒

印字速度

300
mm/秒

印字速度

300
mm/秒

印字速度

CSJ36DR240W/B
ドロワー（別売り）

白・黒2モデル

新たに加わった、充実の新機能

従来のシリアル、パラレル、ＵＳＢインターフェースに加えて、
有線ＬＡＮ、無線ＬＡＮ、ブルートゥースも標準でラインナップ。
（一部、受注生産になります）

機能充実、使って安心、 信頼の2年保証モデル
スマートデバイスにも対応したサーマルレシートプリンター  

現行のフラッグシップモデルが仕様をパワーアップして新たに登場！

さまざまな
シーンで活躍

※ENERGY STAR®に適合しています。（適合外の仕様もございますのでお問い合わせ下さい）

充実の2年保証

使い勝手の良いSDKをご用意
（iOS、Andrioid対応）

無料の印刷アプリをご用意
（弊社HPよりダウンロード）

安心のビフォア／アフターサービス
（各種お問い合わせに電話・メールで対応）

各種の保証サービスをご提供
（延長保証／オンサイト保守［予定］）

CT-S801  /851  /601  /651Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

［対応機種］

601CT-S801Ⅱ Ⅱ

多彩なインターフェースメモリスイッチの設定でトップマージンンの削除、行間圧縮、
文字の縮小により用紙節約が可能。
（縮小印刷：縦76%、50%、横75%、行間圧縮印刷：7段階に設定）

用紙セーブ機能搭載（ECO印刷）

通常のレシート印刷に薄い文字、絵柄を重ね合わせて、
より多彩な印刷が可能。

透かし印刷に対応

多階調(１６階調)印刷に対応し、画像・写真など
よりリアルに印刷が可能。

多階調印刷に対応（１６階調印刷）

JIS第３、第４水準文字を含む「JIS X 0213」に対応し、
より多様な漢字印刷が可能。

JIS第３、第４水準文字を内蔵

XML/Webアプリ印刷ソリューション

デバイスドライバ（SDK）をインストールせずに、
プリンターに直接XMLデータを送ることで印刷が可能に。

JavaScriptコード/HTMLデータ生成エディター

以下を用意

〈壁掛け、縦置き にも対応〉

［対応機種］

601 WCT-S801 （CITIZEN XML Printサービス専用モデル）WⅡ Ⅱ

設置スッキリ

〈24V仕様〉キャッシュドロワー

Feature

1

Feature

2

Feature

3

HTML5対応ブラウザー上で動作する

JavaScriptライブラリ

XMLデータを生成し送信する

<html>
  <head>
  <title>
  <script>

HTML

WEBアプリケーション
HTML（JavaScript）

WEBサーバー端末上のブラウザ

アクセスポイント

プリンター

XML（HTTP経由）
HTML（JavaScript）

レシート印刷
<html>
  <head>
  <title>
  <script>

HTML

XML


