
■純正サプライ用品使用のお願い　
当社の純正サプライ用品は､各種印字テストやハードへの耐久テストを実施し､厳しい規定をクリアしていますので､安心してお使いいただけます｡ご注文は最寄りの事業所にお申し付けください｡　
※本カタログ中のラベル・レシート・レポート類は任意に作成し､縮小しています。
※本カタログ中の商品写真は、印刷の都合上実際の色とは若干異なることがあります。 ※本カタログに掲載の商品は、改良のため内容および仕様の一部を予告なく変更することがあります。

●お問い合わせは

安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 安全にお使いいただくために､保守サービス契約をおすすめしています。詳しくは東芝テックソリューションサービス（株）または営業担当までお申し付けください｡
使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。また、アース接続が必要な機器は確実にアース接続をおこなってください。
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No.2112  SL-6300カタログ 8P ①-08A-08-14.3-CC-04.3

システム接続やオプション機器との連携で拡がる可能性。

LANシステムの構築にも対応でき
るので「ScaleWorks」や「Scale 
Ass is ta」などの上位接続が可
能。本部・店舗・バックヤードの連
携で効率的な販売や生産が実現
可能です。また、オプションにより
無線LANにも対応できます。

SL-6300仕様　はかり部

マスター・サテライトシステム（最大
10台）を容易に構築できます。マ
スター機による一括の価格設定や
データ収集が行え、毎朝の煩わし
い単価変更や閉店後のデータ収
集などの作業を簡素化します。

オプションLANシステム接続

マスター・サテライトシステム ▲スキャナ（HS-400） ▲牛トレサ用ガンスキャナ（GT11B-SU） ▲省スペースドロワ（DRW-3035F4-F3）

オプションキット
●第2プリンタ
●台紙無しラベル対応キット
●無線LAN キット
●SDカードキット
●無線用アクセスポイント

形式  SL-6300-R
定格電源  交流 100V ±10% 50/60Hz
消費電力  待機時 19W　印字時 75W（第 1プリンタを含む）
使用温度範囲 0℃～ 35℃（動作範囲）
使用湿度範囲 25%～ 85%（ただし結露なき事）
ひょう量  3kg/6kg
目量  1g/2g
重さ使用範囲 20g ～ 6kg
PLU 数  最大 3,000アイテム
最大風袋引き量 998g
値段表示範囲 1 円～ 999,999 円
表示桁数  風袋：3桁　重さ：4桁　単価：5桁　値段：6桁
表示方法 店側 8.4 型　TFTカラー液晶（タッチパネル対応）800×600dots
　　　 客側 7 型　TFTカラー液晶　800×480dots
外形寸法（mm） 280（幅）×401（奥行）×128（高さ）（サイドガードを除く）
のせ皿（mm） 272（幅）×194（奥行）
質量  約 6.9kg

プリンタ部

形式 SL-63P-1-R
定格電源 DC24V（はかり部より供給）
消費電力 待機時 0.1A（2.4W）　印字時 2A（48W）
印字方式 直熱発色（感熱方式）
印字ヘッド密度 11.8ドット/mm
印字速度 最大 127mm（5インチ）/秒
発行モード 剥離無し発行／剥離発行
有効印字幅 最大 57mm
使用ラベル※注 幅：32～60mm、長さ：25～80mm（はくり時 32～80mm）、直径：最大 95mm
レシート 幅：58mm
インターフェース USBファンクション インターフェース（USB2.0 準拠）
使用温度範囲 0℃～ 35℃（動作範囲）
使用湿度範囲 25%～ 85%（ただし結露なき事）
外形寸法（mm） 115（幅）×258（奥行）×139（高さ）
質量 約 2.4kg（用紙除く）
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※注＝台紙なしラベル時は除く

※東芝テックは製品のライフサイクル（部
品、部材調達→製造プロセス→流通
→お客様のご使用→使用済製品のリ
サイクル）について開発・設計段階より
環境設計アセスメントを実施しています。
また、東芝テック独自の環境調和型製
品の基準を定め、この基準を満たした
製品には上記マークを表示しています。
詳しくは東芝テックのホームページをご
覧ください。
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〒141-8562　東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー

北海道支店　TEL.011-733-1700
東北支社　TEL.022-772-7591
北東北支店　TEL.019-635-2442
南東北支店　TEL.024-922-9883
北関東支社　TEL.048-856-8901
新潟支店　TEL.025-284-9888
群馬支店　TEL.027-363-1171
栃木支店　TEL.028-636-2111
信州支店　TEL.026-219-3636
東京支社　TEL.03-6830-9250
東関東支店　TEL.043-255-0301

東京西支店　TEL.042-523-5381
神奈川支店　TEL.045-339-5370
中部支社　TEL.052-889-5201
沼津支店　TEL.055-921-9944
静岡支店　TEL.054-281-7311
北陸支店　TEL.076-223-1666
三重支店　TEL.059-227-6678
関西支社　TEL.06-4807-6500
京都支店　TEL.075-692-1500
南大阪支店　TEL.072-252-7713
神戸支店　TEL.078-252-8171

中四国支社　TEL.082-544-0821
岡山支店　TEL.086-231-4391
四国支店　TEL.087-869-1033
九州支社　TEL.092-482-6611
北九州支店　TEL.093-562-8500
西九州支店　TEL. 0942-84-6201
南九州支店　TEL. 096-370-8321
特需営業統括部　TEL.03-6830-9280
その他事務所／全国主要都市



128mm

お客さまとの
距離が縮まる、
コンパクトサイズ。

コンパクトな
デザインで
お客さまとの
距離も縮まる。

お客さまとスタッフの間をつなぐ料金
はかり。接客を妨げない幅395mm×
奥行339mmというコンパクトボディを
実現、お客さまとの距離がグッと近く感
じます。

対面販売を
妨げない、

高さ128mm。

対面販売は大切なコミュニケーションの
場。販売スタッフのお客さまとのスムー
ズな応対が実現するように、のせ皿の高
さを128mmに抑えました。ショーケース
の上でも笑顔が見える高さです。

「最大限の機能を、最小限のスペースに。」
テックがめざしたのは、お店の価値を高め、対面販売をサポートすること。
計量×会計×出力＝対面料金はかり SL-6300 誕生。
その姿を、あらゆる角度からご覧ください。

ショーケースの
上でも
安定設置。

設置時の奥行幅189mm。奥行の狭い
ショーケースの上でも安定設置できる
サイズです。

お客さまとスタッフの間をつなぐ料金お客さまとスタッフの間をつなぐ料金
はかり。接客を妨げない幅395mm×はかり。接客を妨げない幅395mm×
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お店を彩る、
ホワイトボディと
鮮やかディスプレイ。

客面表示は美しい
７型カラー画面。

ボディはコンパクトながら、客面表示は
見やすい7型カラー画面を実現しまし
た。お買い上げの商品を画像付きで表
示することも可能。また、待機時にはス
クロールメッセージや最大８枚の画像
をリレー表示できますので、販促効果が
期待できます。

清潔感のある
ホワイトボディ。

お店の最前面に設置される料金はかり
だから、清潔なイメージが大切。ホワイト
ボディには、変色のしづらい素材採用
で、清潔感を保ちます。

客面表示は角度を調節できるチルト機
構を採用。低いカウンター上に設置し
ても、お客さまが見やすい角度に調節
できます。

低い
カウンター上でも
お客さまが

見やすいように
配慮。

テック 対面料金はかり

SL-6300



オプションで
ツインプリンタに。

レシートでも。ラベルでも。
ツインプリンタで使い方いろいろ、
テックからのご提案。

ツインプリンタで
多様な運用。

外置きモジュール式プリンタは、用紙入
れ替えで、レシート出力・ラベル出力ど
ちらにも対応。オプションの第2プリンタ
を接続すれば、同時に使えるツインプ
リンタに。

ツインプリンタなら、レシートとラベルの
同時発行ができるだけでなく、ラベル２
枚発行のような使い方にも対応。

ツインプリンタ運用例

レシート＋ラベル発行 取引レシート＋商品ラベル

ラベル２枚発行

商品ラベル＋原材料・栄養
成分ラベル（米飯、惣菜）

商品ラベル＋POPラベル

58mm
原寸大

▼明細レシート

▼POP印字ラベル

レシートにも消費期限・
個体識別番号・メッセージ

などが印字可能。

ゴミが発生しない
台紙無しラベルにも
対応（オプション）

プリンタは、
レシート出力だけでなく、
食の安心情報ラベルや
プリパックラベルなども出力可能。

同時
発行

選択
発行
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