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カスタマーディスプレイ

 DSP-A01 シリーズ クイックスタートガイド

ご使用の前に、必ず「安全上の注意」、「取扱説明書」をよく
お読みの上、ディスプレイを安全に正しくお取り扱いください。

1. Web ページにアクセスしてください。

 http://www.sii-ps.com/dspa01/

2. 取扱説明書をダウンロードして必ずお読みください。

3. 上記 Web ページにて各種ソフトウェアをダウンロー

　　ドできます。

取扱説明書とソフトウェアをダウンロード

してください

ディスプレイをプリンタに接続して使用す
る場合 （一体型）

1. ディスプレイと

   プリンタのネジ

   穴位置をあわせ、

   4 本のディスプレイ

   取り付けねじで

   しっかりと固定

   してください。

2. USB ケーブル

   をプリンタ （背

   面の USB ホス

   ト用コネクタ）

   に接続して

   ください。

プリンタエラーの内容表示方法

1. 図の矢印で示す切替スイッチを 1 秒未満押してください。 

   プリンタエラーの内容や解除方法を表示するガイド表示に切り替わります。

   プリンタエラー解除後は自動で表示は戻ります。

2. ガイド表示は、 ディスプレイをプリンタに接続して使用する場合にのみ表示されます。

ディスプレイを独立して使用する場合

（独立型）

ディスプレイを独立して置く場合は、 表示向きを変更

する必要があります。

1. USB ケーブルをプリンタまたはホスト装置に接続し

   て、 プリンタまたはホスト装置の電源をオンにして

   ください。

2. 図の矢印で示す切替スイッチを 1 秒以上押して、

   機能設定操作表示に切り替えてください。

”→” マークの移動 ：

切替スイッチを 1 秒未満押してください。

設定の決定 ・ 保存 ：

切替スイッチを 1 秒以上押してください。

3. 設置姿勢により、 以下のように設定してください。

ディスプレイの USB ケーブルを市販の

ケーブルに変更する場合

1. USB ケーブルを USB ケーブル

   這い回し用溝から矢印方向に

   引き出し、 ディスプレイを

   裏返してください。

2. LCD ユニットを開いてください。

3. ケーブルカバー取り外し用ノブを

   a の矢印方向に押してから、

   b の矢印方向に上げて

   ケーブルカバーを外して

   ください。

4. USB ケーブルのプラグを

   USB コネクタから抜いて

   ください。

5. USB ケーブルを USB ケーブル

   通し用穴から抜いてください。

6. 変更する USB ケーブルを取り付けてください。 

   取り付け方法は手順の 5 から手順の 1 へ、

   取り外しとは逆の手順を実施してください。

セイコーインスツル株式会社

縦置き 横置き

設置姿勢

縦置き

横置き

設定項目 設定

Display Direction /
表示向き選択

Guide Display /
ガイド表示選択

Display Direction/
表示向き選択

Guide Display /
ガイド表示選択

No Rotate /
回転なし

No Rotate /
回転なし

Rotate 180deg. /
180 度回転

Rotate 180deg. /
180 度回転



U00143353120  2019/7

a
b

Customer Display
 DSP-A01 Series Quick Start Guide

Read through the Safety precautions and the User's guide
carefully before using Display, and handle it safely and
properly.

1. Visit our web site.

 http://www.sii-ps.com/dspa01/

2. Download the User's guide and be sure to read
    it.

3. Appropriate software can be downloaded from
    the above web site.

Download User's guide and software

When Display is used by connecting
with the printer (Integrated type)
1. Match the screw
    holes on Display
    and the printer, and
    tighten them with 
    4 Display attachment
    screws.

2. Connect the USB
    cable to the
    printer (the USB
    host connector
    on the back).

Display method of printer error contents
1. Press the switch indicated by the arrow for less than 1 second.
    The screen is changed to the guide display that indicates the printer error
    contents and error clearing method.
    After the printer error is cleared, the previous screen is displayed automatically.
2. The guide display is shown only when Display is used by connecting with the printer.

When Display is used alone
(Stand-alone type)
It is need to change the display orientation when
Display is placed alone.
1. Connect the USB cable to the printer or the host
    device, and turn on the printer or the host device.
2. Press the switch indicated by the arrow in the
    figure for 1 second or more, and change to the
    function setting operation display.

Movement of ”→” mark:
Press the switch for less than 1 second.

Determination and save of settings:
Press the switch for 1 second or more.

3. Set as follows according to the installation type.

When the USB cable of Display is
exchanged to commercially available cable
1. Pull out the USB cable from the 
    USB cable wiring groove in the
    direction of the arrow, and turn
    over Display.
2. Open the LCD unit.

3. Push the cable cover removal
    knob in the direction of a, then
    raise it in the direction of b, and
    remove the cable cover.

4. Unplug the USB cable plug from 
    the USB connector.

5. Remove the USB cable from
    the USB cable through hole. 

6. Attach the USB cable to be changed.
    For the attachment method, follow the procedure
    in the reverse order of removal (from step 5 to
    step 1).

Seiko Instruments Inc.

Vertically
placed

Horizontally
placed

Installation
      Type

Vertically
  Placed

Setting Items Setting

Display Direction /
表示向き選択
Guide Display /
ガイド表示選択
Display Direction/
表示向き選択
Guide Display /
ガイド表示選択

No Rotate /
回転なし
No Rotate /
回転なし
Rotate 180deg. /
180 度回転
Rotate 180deg. /
180 度回転

Horizontally
    Placed


