
標準仕様パターン表

1

プリント見
本

ﾊﾟﾀｰﾝ 入力の構成

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD

                 24×25

P-02

プリント見本 入力の構成

P-01

P-03

P-09

P-05

P-06

P-07

P-08

P-04

P-57

P-56

P-55

P-52

P-51

P-10

８ 桁　Ｐ Ｌ Ｕ ８ 桁　Ｐ Ｌ Ｕ

ﾊﾟﾀｰﾝ ﾊﾟﾀｰﾝ

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD

                24×22

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
 
               24×18

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
売価　　MAX　　　６桁
               24×25

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
売価　　MAX　　　６桁
               24×25

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
部門　　MAX　　　３桁
売価　　MAX　　　５桁
              24×25

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
部門　　MAX　　　３桁
売価　　MAX　　　５桁
              24×25

日付､品番等MAX10桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
部門　　MAX　　　３桁
売価　　MAX　　　　5桁
　　　　　24×25

日付､品番等MAX10桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　１桁＋CD
部門　　MAX　　　　３桁
売価　　MAX　　　　５桁
　　　　　24×25

日付､品番等MAX10桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　１桁＋CD
部門　　MAX　　　　３桁
売価　　MAX　　　　５桁
　　　　　24×25

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　１桁＋CD
部門　　MAX　　　　３桁
売価　　MAX　　　　６桁

　　　　　32×25

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　１桁＋CD
部門　　MAX　　　　３桁
売価　　MAX　　　　６桁

　　　　　32×25

ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　　　７桁＋CD

                      24×25

ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　　　７桁＋CD
部門　　MAX　　　　３桁
売価　　MAX　　　　５桁
                     　24×25

ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　　　７桁＋CD
部門　　MAX　　　　３桁
売価　　MAX　　　　５桁

24×25
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プリント見
本

ﾊﾟﾀｰﾝ 入力の構成

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD

                  32×25

P-22

プリント見本 入力の構成

P-21

P-23

P-71

P-25

P-26

P-27

P-28

P-24

P-58

P-54

P-53

P-80

P-79

P-72

１３ 桁　Ｐ Ｌ Ｕ １３ 桁　Ｐ Ｌ Ｕ

ﾊﾟﾀｰﾝ ﾊﾟﾀｰﾝ

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD
部門　　MAX　　　４桁
売価　　MAX　　　６桁
               32×25

日付､品番等MAX13桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　５桁＋CD

　　　　　32×25

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　５桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　７桁＋CD
部門　　MAX　　　　４桁
売価　　MAX　　　　６桁

　　　　　32×25

ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　　１２桁＋CD

          32×25

ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　　１２桁＋CD
部門　　MAX　　　　４桁
売価　　MAX　　　　６桁

　　　　　32×25

P-59

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD

                   32×22

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD
 
                   32×18

Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD
部門　　MAX　　　４桁
売価　　MAX　　　６桁
                 32×25

日付品番等MAX13桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD
部門　　MAX　　　３桁
売価　　MAX　　　６桁
　　　　　     32×25

日付品番等MAX13桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD
部門　　MAX　　　３桁
売価　　MAX　　　６桁
　　　　　     32×25

日付品番等MAX13桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　５桁＋CD
部門　　MAX　　　３桁
売価　　MAX　　　６桁
　　　　　     32×25

日付､品番等MAX13桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　５桁＋CD
日付、品番等MAX13桁
注：１
　　　　　32×25

日付、品番等MAX13桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　　５桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　７桁＋CD
部門　　MAX　　　　３桁
売価　　MAX　　　　６桁
　　　　　32×25

ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　　１２桁＋CD

　　　　　32×18

日付品番等MAX13桁
ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　　１２桁＋CD
部門　　MAX　　　　４桁
売価　　MAX　　　　６桁

　　　　　32×25
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プリント見
本

ﾊﾟﾀｰﾝ 入力の構成

ﾌﾗｸﾞ　　　　　　　　２桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ１０桁＋CD
部門　MAX　　　　４桁
売価　MAX　　　　６桁

　　　　　32×25

P-75

プリント見本 入力の構成

P-74

P-76

P-11

P-78

P-77

P-17

P-16

P-15

P-14

P-13

P-12

１３ 桁　Ｐ Ｌ Ｕ ８ 桁　Ｎ Ｏ Ｎ Ｐ Ｌ Ｕ

ﾊﾟﾀｰﾝ ﾊﾟﾀｰﾝ

Ｆ＋分類ｺｰﾄﾞ    　 ３桁
売価　　MAX　　　　４桁
部門　　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤなし）

　　　　　24×25

ﾌﾗｸﾞ　　　　　　　　２桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ１０桁＋CD
部門　MAX　　　　４桁
売価　MAX　　　　６桁
              32×25

日付品番等MAX13桁
ﾌﾗｸﾞ　　　　　　　　２桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ１０桁＋CD
部門　MAX　　　　３桁
売価　MAX　　　　６桁
　　　　　　　　32×25

日付品番等MAX13桁
ﾌﾗｸﾞ　　　　　　　　２桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ１０桁＋CD
部門　MAX　　　　３桁
売価　MAX　　　　６桁
　　　　　　32×25

日付品番等MAX13桁
ﾌﾗｸﾞ　　　　　　　　２桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ１０桁＋CD
部門　MAX　　　　３桁
売価　MAX　　　　６桁
　　　　　　32×25

Ｆ＋分類ｺｰﾄﾞ    　 ３桁
売価　　MAX　　　　４桁
部門　　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤなし）

　　　　　24×25

日付、品番等MAX10桁
Ｆ＋分類ｺｰﾄﾞ    　 ３桁
売価　　MAX　　　　４桁
部門　　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　24×25

日付、品番等MAX10桁
Ｆ＋分類ｺｰﾄﾞ    　 ３桁
売価　　MAX　　　　４桁
部門　　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　24×25

日付、品番等MAX10桁
Ｆ＋分類ｺｰﾄﾞ    　 ３桁
売価　　MAX　　　　４桁
部門　　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　24×25

フラグ　｢２ ｣　固定
分類コード　　   　 ２桁
売価　　MAX　　　　４桁
部門は分類コードが
自動入力されます。
　　　　　24×25

フラグ　｢２ ｣　固定
分類コード　　   　 ２桁
売価　　MAX　　　　４桁
部門は分類コードが
自動入力されます。
　　　　　24×25
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4

プリント見
本

ﾊﾟﾀｰﾝ 入力の構成

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　４桁

　
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

P-32

プリント見本 入力の構成

P-31

P-33

P-61

P-35

P-36

P-34

P-66

P-65

P-64

P-63

P-62

１３ 桁　Ｎ Ｏ Ｎ Ｐ Ｌ Ｕ

ﾊﾟﾀｰﾝ ﾊﾟﾀｰﾝ

１３ 桁　Ｎ Ｏ Ｎ Ｐ Ｌ Ｕ

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　４桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　４桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

日付品番等MAX13桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　４桁
部門　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

日付品番等MAX13桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　４桁
部門　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

日付品番等MAX13桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　４桁
部門　MAX　　　　３桁
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　６桁
売価　MAX　　　　６桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　６桁
売価　MAX　　　　６桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　８桁
売価　MAX　　　　４桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　８桁
売価　MAX　　　　４桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　５桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　　　７桁
売価　MAX　　　　５桁
部門　MAX　　　　４桁
　
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25
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プリント見
本

ﾊﾟﾀｰﾝ 入力の構成

品名etc､　MAX　１２桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
部門　MAX　　　　３桁
売価　MAX　　　　５桁
　　　　　　32×25

P-42

プリント見本 入力の構成

P-41

P-43

P-60

P-47

P-88

P-87

P-83

P-82

P-81

８ 桁 Ｐ Ｌ Ｕ　品名ﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾟﾀｰﾝ １３ 桁　Ｐ Ｌ Ｕ　品名ﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾟﾀｰﾝ

ﾊﾟﾀｰﾝ ﾊﾟﾀｰﾝ

品名etc､　MAX　１２桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
部門　MAX　　　　３桁
売価　MAX　　　　５桁
　　　　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１２桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD
部門　MAX　　　　３桁
売価　MAX　　　　５桁
　　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１２桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ　　　６桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　１桁＋CD

　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１３桁
ﾌﾘｰｺｰﾄﾞ　 　１２桁+CD
部門　MAX　　　　　３桁
売価　MAX　　　　　６桁
　
　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１３桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ 　　 　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　   ５桁+CD
部門　MAX　　　　　３桁
売価　MAX　　　　　６桁
　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１３桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ 　　 　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　   ５桁+CD
部門　MAX　　　　　３桁
売価　MAX　　　　　６桁
　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１３桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ 　　 　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　   ５桁+CD
部門　MAX　　　　　３桁
売価　MAX　　　　　６桁
　　　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１３桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ 　　 　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　   ５桁+CD

　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１３桁
Ｆ+ﾒｰｶｰｺｰﾄﾞ 　　 　７桁
ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ　   ５桁+CD
日付、品番等MAX13桁

　　　　　32×25
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プリント見
本

ﾊﾟﾀｰﾝ 入力の構成

P-45

プリント見本 入力の構成

P-44

P-46

P-37

P-84

P-70

P-69

P-68

P-67

P-38

８ 桁　Ｎ Ｏ Ｎ Ｐ Ｌ Ｕ　品名ﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾟﾀｰﾝ

ﾊﾟﾀｰﾝ ﾊﾟﾀｰﾝ

１３ 桁　Ｎ Ｏ Ｎ Ｐ Ｌ Ｕ　品名ﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾟﾀｰﾝ

P-85

P-86

１３ 桁　Ｎ Ｏ Ｎ Ｐ Ｌ Ｕ　品名ﾌﾟﾘﾝﾄﾊﾟﾀｰﾝ

プリント見
本

入力の構成

品名etc､　MAX　１２桁
Ｆ+分類ｺｰﾄﾞ 　　 　３桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　３桁

　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１２桁
Ｆ+分類ｺｰﾄﾞ 　　 　３桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　３桁

　　　　　32×25

品名etc､　MAX　１２桁
Ｆ+分類ｺｰﾄﾞ 　　 　３桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　３桁

　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　８桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　４桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　８桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　４桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　６桁
売価　MAX　　　　 ６桁
部門　MAX　　　 　４桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　６桁
売価　MAX　　　　 ６桁
部門　MAX　　　 　４桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　７桁
売価　MAX　　　　 ５桁
部門　MAX　　　 　４桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　７桁
売価　MAX　　　　 ５桁
部門　MAX　　　 　４桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　７桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　３桁
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　７桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　３桁
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

品名etc､　MAX  １３桁
Ｆ+ｱｲﾃﾑｺｰﾄﾞ 　　　７桁
売価　MAX　　　　 ４桁
部門　MAX　　　 　３桁
　　（プライスＣＤあり）
　　　　　32×25

ﾊﾟﾀｰﾝ
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プリント見
本

ﾊﾟﾀｰﾝ 入力の構成

P-19

プリント見本 入力の構成

P-20

P-29

P-50

P-49

P-48

P-30

２段バーコード　　　標準プリントパター
ン

２段バーコード用　ﾏｰｸﾀﾞｳﾝプリントパター
ン

ﾊﾟﾀｰﾝ ﾊﾟﾀｰﾝ

品名etc､　MAX　13桁
ﾊﾞｰ1段目ＰＬＵ
　　フラグ　　　　　 ２桁
　　フリーコード  １０桁

ﾊﾞｰ２段目ＮＯＮＰＬＵ
　　フラグ　　　　　 ２桁
　　フリーコード　　４桁
　　売価 MAX　　　６桁
　　　（ﾌﾟﾗｲｽCDなし）
部門　MAX　　　 　３桁
　　　　　　32×38

　　Ｐ１９　ﾏｰｸﾀﾞｳﾝ用
フラグ　　　　　　　　２桁
フリーコード　　　　 ４桁
売価　　MAX　　　　６桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×18

　　Ｐ２０　ﾏｰｸﾀﾞｳﾝ用
フラグ　　　　　　　　２桁
｢０ ｣ 固定　  　　　 ４桁
売価　　MAX　　　　６桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×18

　　Ｐ５０　ﾏｰｸﾀﾞｳﾝ用
フラグ　　　　　　　　２桁
フリーコード　　　　 ５桁
売価　　MAX　　　　５桁
　　（プライスＣＤなし）
　　　　　32×18

品名etc､　MAX　13桁
ﾊﾞｰ1段目ＰＬＵ
　　フラグ　　　　　 ２桁
　　フリーコード　１０桁

ﾊﾞｰ２段目ＮＯＮＰＬＵ
　　フラグ　　　　　 ２桁
　　｢０ ｣固定　 　　４桁
　　売価 MAX　　　６桁
　　　（ﾌﾟﾗｲｽCDなし）
部門　MAX　　　　 ３桁
　　　　　　32×38

品名etc､　MAX　13桁
ﾊﾞｰ1段目ＰＬＵ
　　フラグ　　　　　　２桁
　　フリーコード　１０桁

ﾊﾞｰ２段目ＮＯＮＰＬＵ
　　フラグ　　　　　　２桁
　　フリーコード　　５桁
　　売価 MAX　　　５桁
　　　（ﾌﾟﾗｲｽCDなし）
部門　MAX　　　 　４桁
　　　　　　　　32×38

日付、品番等MAX13
桁
ﾊﾞｰ1段目ＰＬＵ
　　フラグ　　　　　　２桁
　　フリーコード　１０桁

ﾊﾞｰ２段目ＰＬＵ
　　フラグ　　　　　　２桁
　　フリーコード　１０桁
    部門　MAX　 　３桁
    売価  MAX 　　６桁

　　　　　32×38
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　Ｆはフラグの略となります。

　ＣＤ（チェックデジット）は自動入力も可能です。

　注１：Ｐ７２のプリセット時は最上段印字の左３桁がプリセット(登録)番号となります。

　
　《注意》
　　ＪＰ６００標準ソフトについてのみ、
　　１３桁ＮＯＮＰＬＵマークダウン、プライスＣ／Ｄ無し、価格５桁のパターンはＳ１１～Ｓ１９となります。

　※印字サンプルはイメージとなります、実際のラベル印字とは若干異なります。
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