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Main spec.
Max. printable width  ︓210mm
Max. printable length︓490mm
Printing colors           : (standard) Black/Red,　
                                  (Others)    Blue/Green/White
Weight           　　　   : 27kg
Power         　　: AC100V-120, AC200V-240V, 50/60Hz

Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

1. About Products
High-speed 2-colors Thermal transfer Label Printer for GHS Pictogram
<Application>
Petrochemical package labeling, Box labeling, Containers shipping labeling, Tag plate /adhesive labeling, Product 
identification like bar code / QR code, Film printing onto PET / PP, Printing matters required 2-colors
 * GHS classifies hazards of chemicals according to unified globally standards , and displays them in an easy-to-understand manner using 

pictorial display etc. The results are reflected on labels and SDS (Safety Data Sheet), and it is getting useful to prevent disaster and 
protect human health and the environment.

     The multilingual SDS preparation support system software, i.Bou-GHS ML, is available to be provided. It aids in the preparation of 
SDS/GHS labels for the principal 12 nations, namely Japan, China, Korea, Taiwan, Thailand, Indonesia, Vietnam, the UK, France, 
Germany, the USA, and Mexico. Swiftly adapting to the most recent regulations and laws, this stand-along type offers dependable 
security measures.

2. Advantages
- First realization of high-speed 8-inch / sec  with 8-inch wide 2-color printer
- High- density print head (300dpi) makes high-printing quality
- Small character can be printed by 300 x 600dpi mode
- Various options available for increasing productivity (Cutting unit, Running print + rewinding labels)
- Our long experience of supplying labels brings the best solution for your demand.
     (Container label, synthetic paper label, general paper label)
- China CCC approved, UK BS5609 Sec 3 certified.
<Comparison with a previous model>
   Machine cost, size and weight were down
<Comparison with similar spec competitors>

The first label is not wasted (blank). With near-edge type print head, clearer and more detailed characters can 
be printed compared to other flat head type products.

3. Expected customers
A trading company with a sales channel in the petroleum and chemical products manufacturing and logistics 
industry, and label converters.  

Products    

 Company      NET AND PRINT INC.                     https://net-and-print-inc.jimdosite.com/
                                              

Completely Professional quality for GHS label printing
LP-812W  

Cutter unit : Option

Please send your inquiry to:  Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241   FAX +81-3-5822-7240   E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp   
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/en/
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Tokyo SME Support Center is founded by Tokyo Metropolitan Government to assist SMEs in Tokyo.

企業名  ネットアンドプリント株式会社　　　http://www.net-print.co.jp

１．製品について
　　  GHS マークに対応する 2 色熱転写プリンターです。
         【用途】石油化学品の容器ラベル、カートン類の大型ラベル、フレコン・コンテナ等のタグ、
　　　　　　  銘板ラベル・ステッカー、バーコード・ＱＲコード入り帳票・現品票作成。　
                    PET・PP 等のフィルムへのプリント、2 色対応のプリント物作成。
　　　＊GHS は化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準に従って分類し、絵表示等を用いて分かりやすく表示し、その結果をラ
　　　　ベルや SDS（Safety Data Sheet︓安全データシート）に反映させ、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てようとするものです。
 多言語 SDS 作成支援システムソフト i.Bou -GHS ML も提供可能、主要 12 か国の SDS 作成 /GHS ラベル作成に対応。
 （日本、中国、韓国、台湾、タイ、インドネシア、ベトナム、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、メキシコ）
 最新の法規・法令に素早く対応でき、スタンドアローン方式で安心のセキュリティー対策。

２．製品のメリット
　　・8 インチ / 秒の高速プリンタを実現（8 インチ幅 2 色プリンターで初）
　　・高密度（300dpi) エッジヘッド採用で鮮明に印字。300x600dpi モードにより小さな文字も印刷可能
　　・豊富なオプション（ｶｯﾀｰ、連続発行＋巻取、ｵﾝﾗｲﾝでの自動貼、安全対策）で様々な運用サポート
　　・様々なラベルに対応︓容器用ラベル、合成紙ラベル、一般紙ラベル
　　・中国 CCC 認証取得済、英国規格 BS5609 セクション 3 取得済
　　＜旧モデルとの比較＞
　　　価格、サイズ、重量共にダウン
　　＜類似スペック競合品との比較＞
　　　1 枚目のラベルが無駄（白紙）にならない、ニアエッジタイプのプリントヘッド搭載により、他社フ
　　　ラットヘッドタイプ品に比べ、より鮮明な細かい文字が印字可能。
３．求めるパートナー
　　石油・化学品メーカー・物流ロジ業界に販路を持つ商社及びラベル加工業者

製品名　　LP-812W　　
GHS ラベルに最適なプロフェッショナル仕様
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カッター︓単枚カット可能（オプション）

主な仕様
最大印字幅　  ︓210mm
最長印字長さ  ︓490mm
印字色　　　  : ( 標準 ) 黒 赤 ,　( その他 ) 青 緑 白
重量　　　　  : 27kg
電源　　　     : AC100V-120, AC200V-240V, 50/60Hz

2019 年 7 月 5日～ 2023 年 7月 4日

Please send your inquiry to:  Tokyo SME Support Center
TEL +81-3-5822-7241   FAX +81-3-5822-7240   E-mail ttc@tokyo-kosha.or.jp   
URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/


