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L-1000 Series
L-1000-08  （8dot/mmタイプ）
L-1000-12（12dot/mmタイプ）
L-1000-16（16dot/mmタイプ）



ピッ

必要なとき、その場で、即プリント

集中発行から分散発行へ̶

オフィスで 現場で

ファ－ストプリントの速さを徹底追求

高速処理を可能にする32ビットRISC型CPU（64ビットデータバス）
搭載と、リアルタイム処理を可能とする『リアルタイムOS』の採用で、
素早いレスポンスを実現しました。

■ 高速デ－タ処理
最大150mm／秒の高速印字を実現しました。

■ 高速印字

Ｌ－1000の性能・機能をフルに発揮する高速プリンタドライバを開発
しました。
Windows7/Windows8/Windows10（32bit）に対応します。

■ 新開発のプリンタドライバ

高性能履歴回路サーマルヘッドを搭載

高性能履歴回路サ－マルヘッドを搭載し、高精細・高品質印字を実現しました。
8dot／mm（200dpi）、12dot／mm（300dpi）、16dot／mm（400dpi）の3タイプをご用意しました。

■ 高精細・高品質印字

高速デ－タ転送（480Mbps）を実現したUSB2.0を標準搭載。絵や
写真といった大容量データでもスピーディーにラベル印刷を行え
ます。

■ インタ－フェ－ス

L－1000は、必要な場所で必要なラベル発行を行う『分散発行』に
最適なパーソナルラベルプリンタです。
コンパクトなボディーで、オフィス、医療機関、薬局、
物流のピッキングカートへの搭載など、
設置場所を気にせずフレキシブルに対応します。

USB 2.0L－1000裏面



ラベルプリンタ

L-1000 Series
さまざまな使用シーンを考慮したフレキシブル設計　

カッタ－ユニット、剥離ユニット、各種インタ－フェ－スボ－ドの取付が簡単にできます。
■ オプションユニットの簡単取付

デスクから移動カ－トまでさまざまな場所でお使い頂けます。■ AC100V電源、DC24V電源に対応

カッターユニット 剥離ユニット

オプションユニット

オプションインターフェース

RS-232C               

双方向パラレル

LAN

らくらくオペレーションと簡単メンテナンス

フルオープントップ設計により、ラベル、リボンの装着が前面
からスピ－ディ－に行えます。

■ 消耗品交換が簡単
工具を使わずに簡単にサ－マルヘッドを交換できます。サー
マルヘッド切れに伴う、作業停止時間を最小限に抑えます。

■ メンテナンスが簡単

バ－コ－ドＯＬＥサ－バで作成したバ－コ－ドを他のアプリケー
ションで使用できます。
ＯＬＥ（Object Linking and Embedding）：アプリケ－ション
ソフト間のデータ連携を実現する仕組み。

■ バ－コ－ドOLEサ－バ
設定ツ－ルの画面に従ってプリンタの動作環境設定を簡単に行え
ます。開封と同時に付属のCD-ROMで、簡単セットアップ！面倒な
設定をすることなく、いつでもどこでもラベル発行が可能です。合
わせて、イシダホームページからのプリンタドライバのダウンロー

ドなど、Ｌ－1000をお
使い頂く皆様をサ
ポートいたします。

■ 設定ツ－ル

設定ツールメニュー画面バーコードOLEサーバ画面

Ｌ－1000サポ－トツ－ル



仕様

標準外観図（単位：mm）

※通信ケーブルにつきましては、製品付属のインターフェースマニュアルの規格に合った市販品をお求めください。

■サポ－トツ－ル（添付CD-ROM）

■アプリケ－ションソフト（別売）

L-1000-08

8dot／mm

500ｍｍ

L-1000-16

16ｄｏｔ／mm

300mm

20×24ドット 30×36ドット 40×48ドット

対応ＯＳ ： Windows7、Windows8、Windows10
※Windows7、Windows8、Windows10（64bit）についてはWOW64上で動作します。

対応ＯＳ ： Windows7、Windows8、Windows10（32bit）

ＬＡＢＥＬ ＳＨＯＴ SV

ラベル作成が簡単に行えるイシダオリジナルのラベル
作成ソフトLABEL SHOT SVをご用意しました。
外部デ－タ取込みが可能な汎用性の高いソフトです。

安心してL－1000をご使用いただくために、リボン、用紙は当社が指
定したものをご使用願います。なお、リボン、用紙についてのご用命
は、当社販売担当者まで、ご連絡ください。

品質の高い純正サプライ用品を用意

DOS/Vパソコン L－1000

通信ケーブル

ラベル作成が簡単な
アプリケーションソフトを用意！

210

19
0

290

プリンタ設定ツ－ル 

プリンタドライバ
バ－コ－ドＯＬＥサ－バ 

ラベル作成ソフト

※外観・仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。   
※『ＱＲコ－ド』『マイクロＱＲ』は株式会社デンソ－ウェーブの登録商標です。『ＰＤＦ４１７』はシン
ボルテクノロジ－社の登録商標です。『Maxiコ－ド』はＵＰＳ社の登録商標です。『デ－タマト
リックス』はデ－タマトリックス社の登録商標です。『Windows』は米国Microsoft 
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。   

商品名
印字方式 
印字密度 
印字幅（最大）  
印字長（最大）
印字速度（最大） 
用紙厚 

ラベルサイズ 

 
 
 
用紙形態 
 

文字種類  

文字倍率 

バ－コ－ド種類 

ニ次元コ－ド 
インタ－フェ－ス 
エラ－検出 

外形寸法 
本体質量 

電源

使用環境 

オプション 
 

ラベル幅
台紙幅
最大ラベル長
最小ラベル長
ラベルギャップ
ラベルアイマ－ク
ロ－ル紙
ファンフォ－ルド紙

フォント

漢字フォント

アウトラインフォント
OCRーB

入力電源

消費電力

ハード

インターフェース

L-1000-12
熱転写またはダイレクトサ－マル方式

12ｄｏｔ／mm
112mm
400ｍｍ
150ｍｍ／秒

0.14～0.2mm（台紙厚含む）
25～115ｍｍ
28～118ｍｍ
510ｍｍ

連続：11ｍｍ、剥離：20ｍｍ、カッタ－：20ｍｍ、ティアオフ：27ｍｍ
3～10ｍｍ
5～10ｍｍ

最大外径110ｍｍ　紙管内径40mm　内巻
最大折畳み高さ100mm（外部供給）

ＩＦ1　  5×  9ドット（英数・記号・カタカナ）
ＩＦ2　17×17ドット（英数・記号・カタカナ）
ＩＦ3　24×24ドット（英数・記号・カタカナ）

      ＩＦ4　48×48（太）ドット（英数・記号・カタカナ）
      ＩＦ5　48×48（細）ドット（英数・記号・カタカナ）
16×16ドット　ＪＩＳ第1、第2水準　ゴシック体
24×24ドット　ＪＩＳ第1、第2水準　ゴシック体

ゴシック体（英数・記号・カタカナ）

1～12倍（タテ、ヨコとも独立倍率指定可）
JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、Code39、Code93、Code128 

ITF、NW-7、UPC-A/E 
QRコ－ド、マイクロQR、PDF417、Maxiコード、デ－タマトリックス

ＵＳＢ 2.0　１ｃｈ 
ラベル終了、ラベルサイズ、リボン終了 
ヘッドアップ、カッター、ヘッド破損 
Ｗ210ｍｍ × Ｄ290ｍｍ × Ｈ190ｍｍ

約3.8kg（電源、ラベル、リボン、オプションを含まず） 
付属のＡＣアダプタ使用の場合：ＡＣ100Ｖ±10％　50/60Ｈｚ

直流電源使用の場合：ＤＣ24Ｖ±0.5Ｖ 
最大値　印字中：120Ｗ　待機中：25Ｗ以下 
温度5～35℃  湿度20～85％（結露なきこと） 

カッタ－ユニット（台紙厚み0.08mm以下／ ラベル長20ｍｍ以上）
剥離ユニット（ラベル長20ｍｍ以上）

LANボード（10BASE-T/100BASE-TX）、
無線LANボード（IEEE802.11b/g）

双方向パラレルボード（IEEE1284）、RS-232Cボード（最大115.2kbps）

0218(SK) No.6063



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00694
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00694
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00694
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B002700A430B730BF309930270020006B30FA5765304F305D002000B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E300959DB636B30FE5B59308B302000490053004F002000196A966E8F893C686E3020005000440046002F0058002D0034003A00320030003000380020006B30966EE06257305F302000410064006F0062006500200050004400460020008765F86692305C4F106259308B305F3081306B307F4F287557307E30593002305000440046002F0058002D0034002000966EE0626E30200050004400460020008765F8665C4F10626B306430443066306F3001304100630072006F006200610074002000E630FC30B630AC30A430C9309230C2536771573066304F30603055304430023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


