
〈印字に関わる内容〉
新品のインクカートリッジに交換した直後の印字は薄くなる場合あります。 / 印刷前に、印字面が平らに
なっていることを確認してから印刷してください。印字面に段差があったり、曲面になっている場合、印字が
できなかったり、本体底面にインクが付着して紙面を汚すことがあります。/印字開始時は、線が細くなった
り、印字位置がずれることがあります。 / インクヘッドはご利用期間やご使用環境によって印字が薄くなる
ことがあります。 / 印字面に段差があったり、曲面になっている場合、印字ができません。 / 印刷の際、本体
を速く動かし過ぎると、黒ベタ部分に白いすじのような模様が発生する場合があります。 / インクが乾く前
に印刷部分に本体底面が触れると、印刷部分が擦れたり、本体底面にインクが付着して紙面を汚すことが
あります。 / 本体を紙面に強く押しあてた状態で操作すると、紙面を傷つける可能性があります。 / 段ボー
ル表面に印字する場合、白スジや画像の間延びが発生することがあります。 / 同じ大きさの文字や画像を
印字し続けた直後は、インクヘッドの利用領域が偏るため、印字内容がかすれることがあります。 / 段ボー
ルへのバーコード印字の読み取り精度は約80％となります（弊社測定環境）
〈メンテナンスに関する内容〉
印字結果に間延び/縦白スジがある場合は、光学センサーレンズにゴミが付着している可能性があります。
光学センサーレンズ部にエアーを吹きかけ、ゴミを除去してください。なお、息を吹きかけたり、布などで拭
取ることは絶対にやめてください。光学センサーが更に汚れる可能性があります。

●本製品の無償保証期間は購入後1 年間（消耗品除く）となります。●保証期間終了後は、有償（一律
32,000円(消費税別)）での修理対応となります。●修理対応はセンドバック方式となります。●故障による
本体修理には、弊社指定の修理サービスセンターに到着してから、3～5 営業日（目安）要します。●修理対応
時の送料はお客様負担となります。●修理対応が必要な場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

Support & Service

■ご購入前のご注意

＊1 一度の印字における最大サイズ。＊2 最大文字数は500文字になります。＊3 RICOH Handy 
Printer 専用アプリケーション(無償)です。＊4 QRコードのダンボール印字は保証できません。＊5 充電
用ケーブルは製品に同梱されておりません。＊6 インクカートリッジ交換時は、印刷可能まで30秒以上か
かります。＊7 駆動時間は、当社測定方法による目安であり、使用条件により変わります。＊8 インクヘッ
ドカバーを装着した状態になります。＊9 弊社測定環境による。＊10 A4 5%原稿の場合。実際の印刷可
能量は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

0120-235-061お問い合わせ窓口

＊ 実際の印刷可能枚数は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

システム構成

RICOH 
Handy Printer本体

BluetoothⓇ 

WindowsⓇ端末

USBケーブル
（非同梱）

microUSB

USB

スマートフォン/タブレット
（Android端末）

iPhone/iPad

iOS、Android、Windows®端末用アプリの対応表の詳細はホームページをご参照ください。

簡単な手順でインクカート
リッジの交換が可能

ローラー

スライダー

スライダー/ローラー
切り替えレバー

※Microsoft、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ま
たは商標です。※Google PlayおよびAndroidはGoogle Inc. の商標です。※QR コードは、（株）デンソー
ウェーブの登録商標です。※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における
商標または登録商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各
社の商号、商標または登録商標です。

セットアップ手順上手に印刷するコツ

※お役立ち動画コンテンツ、およびプロモ動画は、本カタログ掲載のQRコードからご覧いただけます。

メンテナンス動画 

プロモ
動画の紹介

お役立ち
動画

コンテンツ

各部の名称
インク

カートリッジの
交換が簡単

2019年日経優秀製品・サービス賞
優秀賞 日経MJ賞 受賞

■仕様

インクカートリッジ ( 約320枚程度印字可能＊10)
かんたんセットアップマニュアル/安全上のご注意 (保証書含む)
RICOH Handy Printer用インクヘッドカバー

30~400mm/秒
13.5×594mm

600×600dpi

microUSB：USB2.0＊5、Bluetooth®
印字中：最大 9.3W／待機時：最大 3.9W

約 4.0h

電源投入時：8.3 秒以下＊6

連続駆動時間：2.0h
待機継続時間：3.5h＊7

温度：15~32℃
湿度：20~80％ (非結露)
温度：1~40℃
湿度：15~90％ (非結露)

インクジェット方式

（幅）46×（奥）121×（高）81mm＊8

315g（インクカートリッジ含む）

印字方式
操作速度

印字領域＊1

幅×長さ

テキスト＊2

画像

解像度

対応バーコード

インターフェース
消費電力

充電時間
本体サイズ
質量
電源
本体耐久

非使用時環境

使用時環境

本体同梱品

本体標準価格 オープン価格

使用環境

ウォームアップタイム
バッテリー駆動時間＊7

（フル充電時）

Android専用アプリケーション＊3：QRコード＊4
iOS専用アプリケーション＊3：QRコード＊4
Windows®専用アプリケーション＊3：QRコード＊4、JAN、CODE39,
CODE128、NW-7、ITF

Android専用アプリケーション/
Windows®専用アプリケーション：182×127mm
iOS専用アプリケーション：50×50mm

項目 仕様

リチウムイオンバッテリー（内蔵）
3年または、走行距離50Km＊9

消耗品

その他

RoHS指令：適合　国際エネルギースタープログラム：対象外
グリーン購入法：対象外　エコマーク：対象外各種環境基準適合状況

RICOH Handy 
Printer White

RICOH Handy 
Printer Black

RICOH Handy 
Printer Red

515911
4961311938375

515915
4961311941214

515916
4961311941221

商品名

品種コード
JANコード

■消耗品
商品名

RICOH インクカートリッジ HC01K
備考

5,000円
品種コード
515912

JANコード
4961311938382 A4 5%チャート 320枚程度印字可能＊

標準価格
（消費税別）

■オプション（本体に同梱されているインクヘッドカバーを紛失、または破損時に必要となります。）
備考品種コード JANコード 標準価格

RICOH Handy Printer 用
インクヘッドカバー ホワイト

RICOH Handy Printer 用
インクヘッドカバー ブラック

商品名

515913

515917

4961311938399 2,400円

（消費税別）

4961311941207 2,400円

インクヘッドの乾燥を抑える為、
本体に取り付けるカバーです。

■推奨品
商品名

リコーUSB ケーブル I-USB157
備考品種コード JANコード 標準価格

（消費税別）

4549212288517 1,500円150959 本体充電用のケーブル（VCCI 対応）

価格表RICOH Handy Printerの主な仕様

モノクロハンディープリンター

B&W Handy Printer

RICOH Handy Printer

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。 ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 1904PH-2110＜34141716＞7/Pこのカタログの記載内容は、2021年10月現在のものです。



印刷開始位置をわかりやすく案内。印刷したい内容に適した2つのモードを本体に搭載しています。

■QRコード ■バーコード

■テキスト

ー３２ポイントー ー６ポイントー

最大12.7mm 最大13.5mm

書きたい場所に手軽に印字可能

プリンターで通紙できないノートや段ボール。印刷するときに煩わしい設定
が必要となるラベル、封筒、ハガキ。RICOH Handy Printerならだれでも簡
単に印字が可能。作業効率が飛躍的に向上いたします。
※縦書きには専用アプリ「Handy Printer by RICOH」のAndroidTM版またはWindows®版が必要です。

持ち運びに便利なハンディーサイズ

僅か315gはリンゴ1個分の重さ。使いた
い場所に手軽に持ち運べ、コードレスで
利用場所を選ばず業務フローの改善が
図れます。

豊富なスタンプ

書類や封筒によく使うスタンプをご用意。また、伝票や取引記録、受付記録
の印字に便利なタイムスタンプもご利用いただけます。

便利で使いやすい連番モード*²

帳票やチケット、商品タグに便
利な連番数字（ナンバリング）を
印刷することができます。
数字の前に任意の文字列を設
定したり、「1/999」のような形
で印字することも可能です。

速乾性で水に強いインク

水にぬれてもにじみにくいので、あらゆ
るシーンでご利用いただけます。

QRコードや画像の印刷にも対応

解像度600×600dpiに対応。テキストに加え、バーコードやQRコードの
印字も可能です。さらに、画像やイラストなどを印刷することもできます。

印刷したかったけれどできなかった物。書きたかったけれど書けなかった場所。
書いていたけど書くのが大変だった作業。それらを解決するのが、RICOH Handy Printer

※文字の種類、フォントサイズによっては文字の下部が欠けることがあります。（例：g,j,p,q,y）

※上記のテキスト、QRコード、バーコードは実寸になります。

インクヘッド幅インクヘッド幅

※バーコードの印刷には専用アプリ「Handy Printer by RICOH」のWindows®版が必要です。

請求書在中

モノクロハンディープリンター

B&W Handy Printer

RICOH Handy Printerにデータを送信するためのアプリケーションです。直感的なインターフェースで誰でも簡単に操作でき、
テキスト、バーコード、画像を印刷できます。

iOS、Android、Windows® 端末用アプリ「Handy Printer by RICOH」（無償公開中）

iOS端末（iPhone/iPad）用アプリ
ダウンロードページへ

Android端末用アプリ
ダウンロードページへ

Windows®端末用アプリ
ダウンロードページへ

https://www.ricoh.co.jp/printer/handy-printer/

名刺への追記

祝儀の記名

グリーティングカードへの
メッセージ

※バーコードの印刷には専用アプリ「Handy Printer by RICOH」
のWindows®版が必要です。
※段ボールの種類や状態によって、印字したバーコードが読み取れ
ない場合があります。スライダーモードをご利用いただくことで、読
み取り精度の向上が図れますが、お客様先の使用環境にて十分評
価の上、ご使用ください。

部品札への当て打ち

封筒への
宛名・スタンプ

※縦書きには専用アプリ「Handy Printer by RICOH」のAndroid版またはWindows®版が必要です。

段ボールへのバーコード

製造指示書へのQRコード

流通・小売・サービス流通・小売・サービス製　造製　造

倉庫・物流倉庫・物流 一般事務一般事務

株式会社リコー
理光　太郎

テキスト、バーコード、QRコード
をまっすぐ印字するのに適した
モードです。

画像を印刷するのに適した
モードで、本体を自由な方向に
動かして印刷を行います。 印刷ガイド

本体側面と、印刷ガイドが交差する
ところから印刷が開始されます。

*1  Windows®版のみ対応しています。*2  Windows®版とAndroid版のみ対応しています。

連番テキスト編集設定画面

201908.No.R-1/999

管理表

201908.No.R-1/999

管理表

No.R-1/999
No.R-2/999

No.R-1/999

管理表

2019/06/04 12：58

スタンプ設定画面
タイムスタンプ*¹設定画面

2019/06/04 12：58

※切り抜かれた画像は
白黒で印刷されます。

「今、書きたい」を実現

シーンにあわせた印刷モード

パソコンに表示されている画面を部分的に切り抜いて印刷することがで
きます。

部分的に切り抜き*¹印刷が可能

株式会社リコー
理光　太郎

熨斗への表書き・記名
※印字される文字の大きさに合わ
せた熨斗紙の使用をお勧めします。
※熨斗紙は店舗により異なります。

豆4
号

B5

短冊

ローラーモード スライダーモード

アプリケーション

緘

請求書在中

iOS Android Windows®

いろんな業務にフィット

2019/06/04 12：58

※スライダーモードは印字が曲がることがあります。
※ヘッドサイズよりも大きいサイズの画像を印刷する際、
　印字結果に白スジやズレが発生します。

部品納品札

納入アドレ
ス

納入月日

部署

納入会社

一歩先ゆく
新感覚のプリンター
これが印刷の
新しいカタチ

2019年日経優秀製品・サービス賞 優秀賞 日経MJ賞 受賞
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〈印字に関わる内容〉
新品のインクカートリッジに交換した直後の印字は薄くなる場合あります。 / 印刷前に、印字面が平らに
なっていることを確認してから印刷してください。印字面に段差があったり、曲面になっている場合、印字が
できなかったり、本体底面にインクが付着して紙面を汚すことがあります。/印字開始時は、線が細くなった
り、印字位置がずれることがあります。 / インクヘッドはご利用期間やご使用環境によって印字が薄くなる
ことがあります。 / 印字面に段差があったり、曲面になっている場合、印字ができません。 / 印刷の際、本体
を速く動かし過ぎると、黒ベタ部分に白いすじのような模様が発生する場合があります。 / インクが乾く前
に印刷部分に本体底面が触れると、印刷部分が擦れたり、本体底面にインクが付着して紙面を汚すことが
あります。 / 本体を紙面に強く押しあてた状態で操作すると、紙面を傷つける可能性があります。 / 段ボー
ル表面に印字する場合、白スジや画像の間延びが発生することがあります。 / 同じ大きさの文字や画像を
印字し続けた直後は、インクヘッドの利用領域が偏るため、印字内容がかすれることがあります。 / 段ボー
ルへのバーコード印字の読み取り精度は約80％となります（弊社測定環境）
〈メンテナンスに関する内容〉
印字結果に間延び/縦白スジがある場合は、光学センサーレンズにゴミが付着している可能性があります。
光学センサーレンズ部にエアーを吹きかけ、ゴミを除去してください。なお、息を吹きかけたり、布などで拭
取ることは絶対にやめてください。光学センサーが更に汚れる可能性があります。

●本製品の無償保証期間は購入後1 年間（消耗品除く）となります。●保証期間終了後は、有償（一律
32,000円(消費税別)）での修理対応となります。●修理対応はセンドバック方式となります。●故障による
本体修理には、弊社指定の修理サービスセンターに到着してから、3～5 営業日（目安）要します。●修理対応
時の送料はお客様負担となります。●修理対応が必要な場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

Support & Service

■ご購入前のご注意

＊1 一度の印字における最大サイズ。＊2 最大文字数は500文字になります。＊3 RICOH Handy 
Printer 専用アプリケーション(無償)です。＊4 QRコードのダンボール印字は保証できません。＊5 充電
用ケーブルは製品に同梱されておりません。＊6 インクカートリッジ交換時は、印刷可能まで30秒以上か
かります。＊7 駆動時間は、当社測定方法による目安であり、使用条件により変わります。＊8 インクヘッ
ドカバーを装着した状態になります。＊9 弊社測定環境による。＊10 A4 5%原稿の場合。実際の印刷可
能量は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

0120-235-061お問い合わせ窓口

＊ 実際の印刷可能枚数は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。

システム構成

RICOH 
Handy Printer本体

BluetoothⓇ 

WindowsⓇ端末

USBケーブル
（非同梱）

microUSB

USB

スマートフォン/タブレット
（Android端末）

iPhone/iPad

iOS、Android、Windows®端末用アプリの対応表の詳細はホームページをご参照ください。

簡単な手順でインクカート
リッジの交換が可能

ローラー

スライダー

スライダー/ローラー
切り替えレバー

※Microsoft、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ま
たは商標です。※Google PlayおよびAndroidはGoogle Inc. の商標です。※QR コードは、（株）デンソー
ウェーブの登録商標です。※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における
商標または登録商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各
社の商号、商標または登録商標です。

セットアップ手順上手に印刷するコツ

※お役立ち動画コンテンツ、およびプロモ動画は、本カタログ掲載のQRコードからご覧いただけます。

メンテナンス動画 

プロモ
動画の紹介

お役立ち
動画

コンテンツ

各部の名称
インク

カートリッジの
交換が簡単

2019年日経優秀製品・サービス賞
優秀賞 日経MJ賞 受賞

■仕様

インクカートリッジ ( 約320枚程度印字可能＊10)
かんたんセットアップマニュアル/安全上のご注意 (保証書含む)
RICOH Handy Printer用インクヘッドカバー

30~400mm/秒
13.5×594mm

600×600dpi

microUSB：USB2.0＊5、Bluetooth®
印字中：最大 9.3W／待機時：最大 3.9W

約 4.0h

電源投入時：8.3 秒以下＊6

連続駆動時間：2.0h
待機継続時間：3.5h＊7

温度：15~32℃
湿度：20~80％ (非結露)
温度：1~40℃
湿度：15~90％ (非結露)

インクジェット方式

（幅）46×（奥）121×（高）81mm＊8

315g（インクカートリッジ含む）

印字方式
操作速度

印字領域＊1

幅×長さ

テキスト＊2

画像

解像度

対応バーコード

インターフェース
消費電力

充電時間
本体サイズ
質量
電源
本体耐久

非使用時環境

使用時環境

本体同梱品

本体標準価格 オープン価格

使用環境

ウォームアップタイム
バッテリー駆動時間＊7

（フル充電時）

Android専用アプリケーション＊3：QRコード＊4
iOS専用アプリケーション＊3：QRコード＊4
Windows®専用アプリケーション＊3：QRコード＊4、JAN、CODE39,
CODE128、NW-7、ITF

Android専用アプリケーション/
Windows®専用アプリケーション：182×127mm
iOS専用アプリケーション：50×50mm

項目 仕様

リチウムイオンバッテリー（内蔵）
3年または、走行距離50Km＊9

消耗品

その他

RoHS指令：適合　国際エネルギースタープログラム：対象外
グリーン購入法：対象外　エコマーク：対象外各種環境基準適合状況

RICOH Handy 
Printer White

RICOH Handy 
Printer Black

RICOH Handy 
Printer Red

515911
4961311938375

515915
4961311941214

515916
4961311941221

商品名

品種コード
JANコード

■消耗品
商品名

RICOH インクカートリッジ HC01K
備考

5,000円
品種コード
515912

JANコード
4961311938382 A4 5%チャート 320枚程度印字可能＊

標準価格
（消費税別）

■オプション（本体に同梱されているインクヘッドカバーを紛失、または破損時に必要となります。）
備考品種コード JANコード 標準価格

RICOH Handy Printer 用
インクヘッドカバー ホワイト

RICOH Handy Printer 用
インクヘッドカバー ブラック

商品名

515913

515917

4961311938399 2,400円

（消費税別）

4961311941207 2,400円

インクヘッドの乾燥を抑える為、
本体に取り付けるカバーです。

■推奨品
商品名

リコーUSB ケーブル I-USB157
備考品種コード JANコード 標準価格

（消費税別）

4549212288517 1,500円150959 本体充電用のケーブル（VCCI 対応）

価格表RICOH Handy Printerの主な仕様

モノクロハンディープリンター

B&W Handy Printer

RICOH Handy Printer

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。 ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 1904PH-2110＜34141716＞7/Pこのカタログの記載内容は、2021年10月現在のものです。


