
カスタマーディスプレイ / Customer Display

SCD222U
同梱品の確認 / Checking the Supplied Accessories

梱包箱に次の物が入っていることをご確認ください。
Please confirm that this package contains these items:

注記 / Note
●  開発者向けSDKやOPOSドライバが必要な場合は、弊社Webサイトからダウンロードしてご使用ください。

Please access our website to download SDK for developers or OPOS driver, if necessary.
●  mPOP に接続して利用する場合、mPOP のファームウェアが Ver.2.0 以降であることをご確認ください。

When it’s used with mPOP, the mPOP firmware must be Ver. 2.0 or later.
●  対応機種以外に接続した場合、次の内容がディスプレイに表示されます。

When connected to a non-supported printer, the display shows you the following message.

“Connect Supported STAR Printer”

製品概略仕様 / Specifications

● 表示タイプ / Display Type    ：Graphic LCD (FSTN)      *Blue Backlight
● 表示仕様 / Display Spec.    ：最大 20 桁 × 2 行 / Max. 20 digits x 2 lines
● インターフェイス / Interface    ：USB (HID Class)

ソフトウェア サポート / Software Support

開発者向け SDK および OPOS ドライバは、弊社 Web サイトから入手してください。
Please access the following website to download SDK for developers or OPOS 
driver for Windows users.
URL: https://www.star-m.jp/scd22u-sp-sdk.html

プリンターに接続して利用の場合 / Connecting to the printer

Windows PC に直接接続して利用の場合 / Connecting to the PC

Windows PC

USB-A ポート
USB-A Port
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本書 / This Manual

 保護フィルム *
 Protection Film *

* 保護フィルムが不要な場合は、はがしてください。

* Remove the films if you do not need them.

表示ユニット / Display

本媒体上の他者商標の帰属先は、弊社ホームページの商標について（https://www.star-m.jp/trademarks.html）をご確認ください。
All company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. (https://www.star-m.jp/
eng/trademarks.html)

注記 / Note
● OPOS ドライバを、弊社 Web サイトからダウンロードしてご使用ください。なお、開発者向け SDK は

Windows PC の直接接続に対応しておりません。
Please access our website to download OPOS driver. SDK for developers is not supported for the 
case of connecting to the PC.

© 2019-2021 Star Micronics Co., Ltd.  

電波障害自主規制について
この装置は、クラス A 情報技術装置です。 この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が
適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。         VCCI-A

FCC/IC Statement
https://www.starmicronics.com/Support/Mannualfolder/FCC_IC_Statement_Type1.pdf

EMI Class A Warning
https://www.starmicronics.com/support/mannualfolder/ClassA_Warning.pdf
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プリンターの USB-A ポート
USB-A port on the printer

接続方法 / How to Connect

USB ケーブルを対応プリンターもしくは PC の USB ポートに接続します。 
正常に接続された場合は、バックライトが点灯します。 ※文字等は表示されません。
Connect the USB Cable to a USB port of supported printer or PC.  
The LCD backlight will be turned on if the connection is successful. *Only backlight, and nothing is displayed.


