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Revision History / 変更履歴 
Version 2.5.0 (11 January 2023) – English  

1. New Features 

 

- N.A. (Not Applicable) 
 

2. Enhancements 

 

- Allowed application to use in offline mode 

- Allowed application to skip version upgrade  

- Improved application debug log feature 

- Added WLAN Band settings for CLNX, CT4-LX, and HC4-LX printer models. 

- Synchronized installation wizard & application language based on user device 

language 

- Improved auto-update worldwide coverage, speed, and stability by changing to a 

better hosting server. 

 

3. Fixed Bugs 

 

- Fixed: SATOPrinterAPI dependent functions - Send SBPL command, SBPL 

command preview, Upload Package etc. are not working properly due to Microsoft 

Visual C++ 2010 Redistributable file is missing. 

- Fixed: Unable to upload network certificate file in PKCS#12 format by added 

support for all SSL certificate formats. 

- Fixed: Printer setting - 300DPI Head Compatibility inconsistency between 

WebConfig and application. 

- Fixed: PW208mNX printer model image is not showing. 
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Version 2.5.0 (2023年 1月 11日) –日本語 

1. 新機能 

 

- 該当なし。 

 

2. 改良 

 

- オフラインモードでアプリが使用可能になりました。 

- アプリのバージョンアップをスキップすることが可能になりました。  

- アプリのログデバッグ機能を改善しました。 

- CLNX、CT4-LX、HC4-LX プリンタに無線 LAN の設定を追加しました。 

- ユーザーのデバイス言語に応じて同じ言語をウィザードおよびアプリに設定可能に

なりました。 

- ホストサーバの変更により自動アップデートがより広い国や地域で使用可能にな

り、速度と安定性が改善しました。 

 

3. 不具合修正 

 

- Microsoft Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージが未実装のため、

SATOPrinterAPI に依存する機能「SBPL 送信コマンド」、「SBPL プレビューコマン

ド」、「SBPL パッケージアップロード」機能が正常に動作していなかった問題を

修正しました。 

- SSL 証明の全フォーマットを対応し、PKCS#12 フォーマットにネットワーク証明を

アップロードできなかった問題を修正しました。 

- WebConfig とアプリ間の 300dpi 互換性課題についてプリンタの設定を修正しまし

た。 

- PW208mNX プリンタで画像が表示されない問題を修正しました。  
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Version 2.4.1 (25 October 2022) – English 

1. New Features 
 
- Added support for S84NX and S86NX printers. 

 
2. Enhancements 

 
- N.A. (Not Applicable) 

 
3. Fixed Bugs 

 
- Fixed: Access forbidden screen appears when user makes quick clicks in 

succession to change settings. 

- Fixed: SOS (SATO Online Services) settings fail to apply when user makes quick 

clicks in succession to change settings. 

- Fixed: AIOT crashes when the sign-in username is empty. 

- Fixed: HC4-LX printing icons are different from the icons in WebConfig. 
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Version 2.4.1 (2022年 10月 25日) –日本語 

1. 新機能 

 

- S84NXプリンタおよびS86NXプリンタに対応しました。 

 

2. 改良 

 

- 該当なし。 

 

3. 不具合修正 

 

- ユーザーがクリックを連続して設定変更を行った際にアクセス禁止画面が表示され

る問題を修正しました。 

- ユーザーがクリックを連続して SOS (SATO Online Services)の設定変更を行った

際に設定が適用されない問題を修正しました。  

- ユーザー名を入力せずにサインインした際に AIOT がクラッシュする問題を修正し

ました。 

- HC4-LX の印字アイコンが WebConfig の印字アイコンと異なる問題を修正しまし

た。  
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Version 2.3.0 (4 October 2022) - English 
 

1. New Features 
 
- Added support for PW4NX printer. 
- Added support for PW208mNX printer. 
- Added Auto Switch Group setting for CLNX (incl. non-Plus, Plus, J, J Plus), CT4-LX, 

and HC4-LX printer series. 
- Added NFC setting for all supported printer series. 
- Added SOS (SATO Online Services) setting for CLNX (incl. non-Plus, Plus, J, J Plus), 

CT4-LX, HC4-LX (FW >6.5.0), FX3-LX_Ln, and PW2NX (FW >3.5.0) printer series. 
- Added PW2NX settings from firmware V3.5.0. 
- Added support for Japanese and Chinese (simplified) language.  

 

2. Enhancements 
 
- Added printer function to auto retrieve data when USB port is opened. 
- Added Japanese version of terms of use for application logs. 
- Send SBPL Command function: Improved speed for sending large data via USB 

interface. 
- Added function to reboot printer when changing certain printer settings. 
- Upload Fonts and Graphics functions: Improved stability. 

 

3. Fixed Bugs 
 
- Fixed: Clone Configuration function is not working for USB interface. 
- Fixed: Cannot upload firmware via USB interface and Wi-Fi direct. 
- Fixed: Cannot upload firmware when the file name contains some specific special 

characters. 
- Fixed: Printer Discovery function unable to discover some of the printers. 
- Fixed: Status Monitoring issue whereby sometimes the correct status is not 

reflected. 
- Fixed: Configuration settings are exported wrongly for NFC tool. 
- Fixed: Cannot print out data sometimes when using Load From File. (Send SBPL 

Command function) 
- Fixed: Application crashes when loading large files. (Send SBPL Command 

function) Now a file size limit of 500KB is applied. 
- Fixed: SBPL Command Preview function unable to preview large print data. 
- Fixed: Edit Printer Information page is stuck when user clicks the Submit button. 
- Fixed: Windows service generates binding exception due to port 5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.sato-global.com 

Version 2.3.0 (2022年 10月 4日) - 日本語 

1. 新機能 

- PW4NXプリンタに対応しました。 

- PW208mNXプリンタに対応しました。 

- グループ自動切換設定をCLNX (non-Plus、Plus、J、J Plus含む)、CT4-LXおよび

HC4-LXプリンタシリーズに追加しました。 

- 対応している全てのプリンタシリーズにNFC設定を追加しました。 

- SATOオンラインサービス(SOS)の設定をCLNX (non-Plus、Plus、J、J Plusを含む)、

CT4-LXおよびHC4-LX(FW6.5.0以降)、FX3-LX_Ln、PW2NX(FW3.5.0以降)プリンタシリ

ーズに追加しました。 

- PW2NX (FW3.5.0)の設定に対応しました。 

- 言語設定に日本語、簡体中国語を追加しました。 

 

2. 改良 

- プリンタ自動検出: USB接続プリンタが検出可能になりました。 

- アプリケーションログデータの利用条件に日本語版を追加しました。 

- SBPL送信機能: 大容量データを送信した際の通信速度を改善しました。  

- 特定のプリンタ設定変更時に再起動を要求する通知を追加しました。 

- フォント・画像アップロード機能の安定性を改善しました。 

 

3. 不具合修正  

- クローン設定機能: USB接続で動作しない問題を修正しました。 

- USBおよびWiFiダイレクト接続でファームウェアがアップロードできない問題を修

正しました。 

- 特定の文字をファイル名に含むファームウェアがアップロードできない問題を修正

しました。 

- プリンタ自動検出機能で見つからないプリンタがある問題を修正しました。 

- ステータス監視機能でステータスが正確に表示されない問題を修正しました。 

- NFCツールで設定が正しくエクスポートされない問題を修正しました。 

- SBPL送信機能: 「ファイルから読み込む」を使用した際に印字データが印刷されな

い問題を修正しました。 

- SBPL送信機能: 大容量ファイルを読み込むとアプリケーションがクラッシュする問

題を修正しました。読込むファイルサイズを500KBまでに制限しました。 

- SBPL送信機能: 大容量ファイルをプレビューできない問題を修正しました。 

- 「確定」ボタンをクリック後、プリンタ情報が更新されない問題を修正しました。 

- Windowsサービス: ポートバインディング例外を修正しました。 


