
For home
ご家庭に 

For business
ビジネスに 

家 庭 に 、オフィス に 、 
ぴったりの ラベ ル  

耐久性が高く、カラーも豊富な 

ラミネートテープなので 

ファイルや資料を見やすく美しく整理でき、 

業務効率を高めます。 

文具など、大切な持ち物への  

名前入れはもちろん、 

お気に入りの小物やプレゼントも  

おしゃれに飾ります。 
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ピータッチ2430PC

P15

インストール不要で、
つなげばすぐに使える
コンパクトモデル。 
※Macintosh®は、専用エディター
のインストールが必要です。 

P21-22仕様一覧 

P16b-PAC

P11-12ピータッチ用ラベルデザインツール 

開発者向けにSDKを無償配布 ※詳細は、「b-PACサポートサイト」http://www.brother.co.jp/dev/bpac/

ピータッチ ラインナップ 

ラ
ベ
ル
ラ
イ
タ
ー 

3.5-12ｍｍ 3.5-12ｍｍ 

3.5-12ｍｍ 3.5-12ｍｍ 6-24ｍｍ 6-24ｍｍ ピータッチ12

3.5-12ｍｍ 

P16

P6

P9

TZeテープ 豊富なバリエーション！用途に合わせて選べるテープ。 

P17-18

サプライ品 テープ一覧 

QL-700
感熱印字方式なので、印字速度が速く作業効率アップ！！ 

SC-370pc
パソコンを使って、あっという間にスタンプ完成。 

P19 P20

オフィス向け感熱ラベルプリンター スタンプクリエーター 

ピータッチ9700PC

ピータッチ18R/18N

オリジナルラベルで 
コーディネート。 
おしゃれをつくる 
ラベルライター。 

だれでもどこでも 
簡単操作。 
便利で役立つ 
ラベルライター。 

ピータッチ190にキャラクタータイプ
登場。オリジナルのキャラクターラベ
ルがどんどんつくれちゃう。 

作業効率をアップ。 
ビジネスシーンに最適な 
高速・解像度対応 
PCラベルプリンター。 

ピータッチ2730

P13

文字が見やすい 
バックライト付き液晶と 
できてる！ラベルで 
業務の効率化。 

3.5-12ｍｍ 

3.5-24ｍｍ 3.5-36ｍｍ 3.5-24ｍｍ 

3.5-24ｍｍ 3.5-24ｍｍ 6-18ｍｍ 6-18ｍｍ 

3.5-36ｍｍ 6-36ｍｍ 6-36ｍｍ 

P14

多彩な機能と 
フットワークで、 
オフィスワークを 
よりスムーズに。 

コンパクトなボディに 
便利な機能を満載した
実力派。 

家庭向け&オールマイティ 

オフィス向け 

ピータッチ190

ピータッチ250

ピータッチ190

P
C
ラ
ベ
ル
プ
リ
ン
タ
ー 

ラ
ベ
ル
ラ
イ
タ
ー 

ラ
ベ
ル
ラ
イ
タ
ー 

P
C
ラ
ベ
ル
プ
リ
ン
タ
ー 

P7-8

P10
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

Based on the "Winnie the Pooh" works 
by A.A.Milne and E.H.Shepard.

ピータッチ エディター 5

ピータッチ用TZテープ 環境に優しい 

使いやすさと信頼の品質で人気のピータッチ。  

テープは、水に強い強耐性ラミネートテープをはじめ、 

性能、カラー、デザインなど豊富なバリエーションを揃えています。 

さまざまなシーンや用途に合わせたラベルづくりができるから、 

世界中のオフィスで、ショップで、ご家庭で、広く愛用されています。 

※2007年1月末現在の世界累積出荷台数です。 

世界で愛されて2,000万台。 
ピータッチには、オフィスで、家庭で   

選ばれる理由があります。 

印字ヘッド 

ラミネートフィルム 

ブラザーラミネートテープ

と他社のテープの各項目

の耐久実験を行いました。

実験結果からも分かるよ

うに、ブラザーラミネート

テープは、表面のラミネー

トフィルムが印刷面を保護

するため、擦れや薬品の

付着に対しても抜群の耐

久性を発揮します。 

他社テープとの耐久性比較 
●薬品に対する実験 ●擦れ比較実験 ■実験前 〈測定条件〉 

テープ表面を砂消しゴムを用いて、

1.5ｋｇｆの荷重で50往復、擦過試

験器により擦過した時のテープ表

面状態を比較しました。実験は、「C」

の右端辺りから擦過しています。 

〈測定条件〉 

薬品（トルエン）を染み込ませた布により、

テープ表面を500ｇｆの荷重で20往復、

擦過試験器により擦過した時のテープ

表面状態を比較しました。実験は、「A」

の右端辺りから擦過しています。 

試験機 ： HEIDON 表面性試験機 
　　　   Type ： 14DR 
             （新東科学株式会社製） 
擦過回数 ： 50往復 
砂消しゴムの荷重 ： 1.5kgf 
砂消しゴムの直径 ： 4.6ｍｍ（0,16ｃｍ2） 
　　　　　　　　※No.752（LION） 
砂消しゴムの圧力 ： 9.0ｋｇｆ/ｃｍ2 

擦過試験のストローク幅 ： 30ｍｍ 
擦過スピード ： 5000ｍｍ/min

試験機 ： HEIDON 表面性試験機 
　　　    Type ： 14DR 
             （新東科学株式会社製） 
擦過回数 ： 20往復 
測定子の荷重 ： 500gf 
測定子の直径 ： 16ｍｍ（2.0ｃｍ2） 
測定子の圧力 ： 250ｇｆ/ｃｍ2 

擦過試験のストローク幅 ： 25ｍｍ 
擦過スピード ： 5000ｍｍ/min

ブラザーラミネートテープ 

他社テープ1

他社テープ2

ブラザーラミネートテープ 

他社テープ1

他社テープ2

ブラザーラミネートテープ 

他社テープ1

他社テープ2

強耐性 
テープ 

ラミネートフィルム加工により、水や擦れに抜群の強耐性 
 ラミネートフィルムが印刷した面を覆うため、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対し
抜群の耐久性を発揮します。ラミネートテープは、水に濡れやすい環境（植物や工業用

製品など）のラベルや、アルコール等の薬品が付着しやすい環境（薬品ボトルや検体試

験管など）のラベル、飲食店のバックヤードや汚れやすい環境のラベル、長期貼り付けが

必要なラベル（固定資産）など、さまざまな環境に対応する耐久性の高いテープです。 

ラミネートテープ 強耐性の 
インク 
 

表面保護用透明フィルム 
（PET〔ポリエチレンテレフタレート〕） 

アクリル系粘着剤 
ベースフィルム・着色剤（テープ色） 
アクリル系粘着剤 
 剥離紙 

NEW

※ 



キャラクターテープ 

テープ幅 ： 12mm   模様 ： 9種類 

布（ファブリック）テープ 

テープ幅 ： 18mm（白のみ）12mm 
カラー ： 4色 
※詳しくは18ページをご覧ください。 

カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー 

ディズニー 
（黒文字） 

ハローキティ 
（黒文字） 

スヌーピー 
（黒文字）　 

デコラベル、できてる！ラベルをつくるのに、より素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。もちろん通常

の使い方もできます。 

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に 

おしゃれテープ 

ミッキーマウスやくまのプーさん、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気

のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。 

キャラクター模様と組み合わせると、さらに

かわいらしいラベルづくりが楽しめます。 

お店の小物もセンスアップ 

かわいいキャラクター達がテープになりました 

キャラクターテープ 

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを 

簡単に貼り付けることができます。 

アイロンで簡単ラベリング 

布（ファブリック）テープ 

※キャラクター模様はピータッチ250・190の 
　各キャラクタータイプのみ内蔵しております。 

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

カラーテープ（ラミネートテープ） 
 

ファイル等の仕分けに便利なテープです。色も豊富。その上、テープ幅もいろいろ取り揃え、さまざまなものに

利用できます。お好きなカラーで美しく整理整頓が楽しめます。 

豊富なカラーを

使って見やすい

ラベル表示が

できます。 

豊富なカラーバリエーションでキレイに楽しく整理整頓 

カラーテープ 強耐性 
テープ 

白 
（青文字） 

ピンク 
（青文字） 

ブルー 
（青文字） 

イエロー 
（青文字） 

Based on the "Winnie the Pooh" works 
by A.A.Milne and E.H.Shepard.

このテープは、　　　　　　 
米国UL969規格認定品です。 

通常のテープ 
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい 

強粘着テープ 
凹凸部分まで粘着剤が浸透する 
 

■粗面状態例 

さまざまな環境に対応する強耐性のラミネートテープ ラインナップ 

粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透すること

でより強い粘着力を発揮します。 

強耐性 
テープ 

このテープは、　　　　　　 
米国UL969規格認定品です。 強耐性 

テープ 

強耐性 
テープ 

12mm幅のテープを各

材質の被着体に室温で貼

り付け放置後、 180度の

角度で引き剥がした場合

の粘着力を測定。（試験

方法は、JIS Z 0237-粘

着テープ試験方法に準拠） 

ブラザーTZeテープの通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。

但し、一般的に粘着テープが付きにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、

強粘着ラミネートテープを使用することにより、充分な貼り付け性能を有します。被着体の材質に応じて、

強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。 

※記載の情報は保証値では 
　ありません。 
 

0.0

塩ビ板 

アクリル板 

木材化粧版 

ガラス板 

ステンレス板 

ポリプロピレン板 

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

強粘着ラミネートテープ 
ラミネートテープ 

粘着性 
強い 

（表面ポリエステル処理） 

 

N/12mm

テープをφ8mmのステンレス棒に巻いた

場合（丸棒）、φ3mmの塩ビ製チューブに

巻き付けた場合（ラッピング）、及びフラッグ

状に貼り付けた場合（フラッグ）に、室温下

で2週間放置した際のテープの剥がれ状

況を確認。 

コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。上記

の結果でも分かるように、ラミネートテープでは、テープの剥がれや、ラミネートフィルムの浮き等の現象が

みられます。しかし、フレキシブルIDテープでは、曲面接着性能が優れているため、非常に高い粘着力を保つ

ことができます。 

（注：ラッピング・フラッグに関しては5mm以上の重なりが必要。また対象は直径3mm以上必要。） 

丸棒 
（φ8） 

ラッピング 
（φ3） 

フラッグ 
（φ3） 

ラミネート・HGe △ × × 

フレキシブルID ○ ○ ○ 

○ ： 剥がれなし    △ ： 一部剥がれる場合がある   
×  ： 完全に剥がれてしまう ※記載の情報は保証値ではありません。 

シーンも用途も幅広い充分な貼り付け性能 

強粘着ラミネートテープ 
 

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置
後のテープ状況を確認。 

ブラザーTZeテープを低温下に放置した場合には、粘着特性・素材材質ともに変化はみられません。高温下

に放置した場合は、テープの剥がれはみられませんが、一部でテープの黄変や、テープを剥がした時、被着体

に粘着剤が残る等の現象がみられます。しかし、印字した文字などが判読不可能になることはありません。

また、テープの色のなかでも「銀つや消しメタリックラミネートテープ」は、他色に比べ高温下でも黄変が少

ないテープです。 

○ ： 粘着特性、素材材質ともに変化がみられない。 
△ ： テープが黄変したりラミネートフィルムの浮きなどの現象はみられるが、テープの剥がれはみられない。 
　　剥がした場合の糊残りが発生する場合あり。 
 

放置温度 

放置時間 

ラミネート・HGe 
銀つや消し(TZe-M9*1)

200℃ 

2時間 

△ 

△ 

150℃ 

2時間 

△ 

○ 

100℃ 

240時間 

○ 

○ 

50℃ 

240時間 

○ 

○ 

0℃ 

240時間 

○ 

○ 

－30℃ 

2時間 

○ 

○ 

－80℃ 

72時間 

○ 

○ 

※記載の情報は保証値ではありません。 

 

温  水 

バルブ2

注意 

メインヒューズ 

流
　
れ 

開

最大2.8bar

ガス 

コードへの巻き付け（ラッピング・フラッグ）用途でも、剥がれない特殊な糊を使用しています。曲面への

貼り付けにおいても、ラミネートフィルムの浮きが発生しにくくなっています。 

コードへの巻き付け、曲面への貼り付けに効果的 

フレキシブルIDテープ 

デコラベル・できてる！ラベル作成に最適 

テープ幅 ： 12mm　カラー ： 5色 ※詳しくは17ページをご覧ください。 

ベリーピンク 
（白文字） 

ライトグレー 
（白文字） 

ライムグリーン 
（白文字） 

サテンゴールド 
（白文字） 

サテンシルバー 
（金文字） 

銀つや消しメタリックラミネートテープは視認性が高く、高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少

ない、厳しい環境でもお使いいただけるテープです。 

耐久性が強く視認性のよいラミネートテープ 

メタリックラミネートテープ（銀つや消し） 

テープ幅によってカラーの種類が異なります。 
詳しくは17、18ページをご覧ください。 
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このテープは、　　　　　　 
米国UL969規格認定品です。 強耐性 

テープ 

構造をシンプルにすることで、ローコスト

を実現した、ラミネート加工のない経済的

なテープです。シーンに合わせてご使用く

ださい。薄型のCD/DVDケースの背ラベ

ルには、3.5mm幅テープが最適です。 

ローコストで経済的に 

ノンラミネートテープ 
 

シーンによってお選びいただける各種テープのラインナップ 

各機種の最大テープ幅と最大印字高さ一覧 

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ 

セキュリティテープ 
剥がしたときにベーステープがチェッカー

模様で残る為、剥がしたことが一目で分かり

ます。改ざん防止や開封の可視化用途でお

使いください。 

他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは17、18ページをご覧ください。 

ピータッチ18Ｒ 
ピータッチ18Ｎ 

ピータッチ12

ピータッチ250

最大印字高さ15.8mm
最大テープ幅   18mm

最大印字高さ15.8mm
最大テープ幅   24mm

ピータッチ190

最大印字高さ 7.9mm
最大テープ幅  12mm 最大印字高さ18.0mm

最大テープ幅   24mm

最大印字高さ18.1mm
最大テープ幅   24mm

最大印字高さ27.1mm
最大テープ幅   36mm

最大印字高さ 7.9mm
最大テープ幅  12mm

通常フォント印字 

ピータッチ190

最大印字高さ    9mm
最大テープ幅  12mm
できてる！ラベル印字 

ピータッチ2730

ピータッチ9700PC

ピータッチ2430PC
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単体使用 ピータッチ190
家庭向けラベルライター 

オリジナルラベルでコーディネート。おしゃれをつくるラベルライター 

おしゃれで楽しい使い方をご紹介　デコラベルプレミアムサイト　 http://www.brother.co.jp/special/decolabel/index.html

●印刷前に内容&長さ確認。プレビュー機能 

●同じラベルを何枚も。連続印刷機能 ●横書きまたは縦書き印刷 
　(縦書き時2桁数字横書き可能） 

●文字装飾5種 

●書体4種 ※漢字はゴシックのみ 

●思い通りの長さのラベルがつくれる。 
　ラベル長設定機能 

●文字サイズ9種(高さ3種×幅3種） 

●搭載漢字が豊富でお名前ラベルに強い 
（JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載) 
 

●つくったラベルを記憶させる。メモリー機能 

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様

に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。 
豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボ

タン操作だけで、凝ったデザインのラベルがつくれます。 

●携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式 

●大きく見やすい6文字液晶 

●入力文字をおしゃれにアレンジ 

  デコラベル機能 
 

●入力しないでラベルができちゃう 

　できてる!ラベル機能 

豊富な機能とデータがラベルづくりをもっと楽しくします。 

小さなボディに使いやすさを追求した機能がいっぱい。 

●実用的な記号もかわいい絵も豊富 

984 
種類 

絵/記号 

50 
種類 

飾り枠 

※デコラベル、できてる！ラベルには使用できません。 

※12mm幅テープのみ対応 ※12mm幅テープのみ対応 

こんなラベルが欲しかった！おしゃれな小物にピッタリデザイン！ 

■ できてる!ラベル機能　■デコラベル機能 
■ 大きく見やすい6文字液晶　■「かなめくり」入力方式 
 ピータッチ190 S（シルバー） 
希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

4,980円（本体価格 4,742円） 

4977766659970
3.5mm,6mm,9mm,12mm

ピータッチ190 P（ピンク） 

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

4,980円（本体価格 4,742円） 

4977766659987
3.5mm,6mm,9mm,12mm

業界トップレベルの省エネ性 
本体に再生プラスチックを使用 
リフィルテープが使用可能 

機 能  

※デコラベル・できてる！ラベル作成時 

9.0

50

ゴシック 
さくら・ペン 
ポップ 

機 能  テープ幅 

984

P（ピンク） S（シルバー） サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字） 



Based on the "Winnie the Pooh" works 
by A.A.Milne and E.H.Shepard.

業界トップレベルの省エネ性 
本体に再生プラスチックを使用 
リフィルテープが使用可能 

機 能  

※デコラベル・できてる！ラベル作成時 

9.0

75

ゴシック 
さくら・ペン 
ポップ 

機 能  テープ幅 

1019

単体使用 

7 8

ピータッチ190
家庭向けラベルライター 

ピータッチ190にかわいらしいキャラクタータイプが登場 

片手にスッポリコンパクト。便利で楽しいラベルライター。 
■ 簡単操作でだれにでも使いやすい 
■ お手頃価格 
■ 4種類のかわいいキャラクター   
 

ピータッチ190 ＫB（キティブラック）　 
希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

5,980円（本体価格 5,695円） 

4977766708227
3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

ピータッチ190 PO（プーオレンジ）　 
希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

5,980円（本体価格 5,695円） 

4977766708258
3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

ピータッチ190 SL（スヌーピーライトブルー）　 
希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

5,980円（本体価格 5,695円） 

4977766708210
3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

ピータッチ190 MB（ミッキーブルー）　 
希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

5,980円（本体価格 5,695円） 

4977766708203
3.5mm, 6mm, 9mm,12mm

●印刷前に内容&長さ確認。プレビュー機能 

●同じラベルを何枚も。連続印刷機能 ●横書きまたは縦書き印刷 
　(縦書き時2桁数字横書き可能） 

●文字装飾5種 

●書体4種 ※漢字はゴシックのみ 

●思い通りの長さのラベルがつくれる。 
　ラベル長設定機能 

●文字サイズ9種(高さ3種×幅3種） 
●搭載漢字が豊富でお名前ラベルに強い 
（JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載) 
 

●つくったラベルを記憶させる。メモリー機能 

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様

に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。 
キャラクター固有のできてる！ラベルが、７種類ずつ

内蔵されています。 

通常デザインだけでなくキャラクターデザインも搭載 

●携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式 

●TZeテープにはキャラクター 
　テープもご用意 

●アイロンでしっかり 
　接着できる布テープ 

●インターネットで紹介 

●大きく見やすい6文字液晶 

●入力文字をおしゃれにアレンジ 

  デコラベル機能 
 

21 
種類 

68 
種類 

●入力しないでラベルができちゃう 

　できてる!ラベル機能 

豊富な機能とデータがラベルづくりをもっと楽しくします。 

小さなボディに使いやすさを追求した機能がいっぱい。 

豊富に選べるテープやアイデアで楽しさが広がります。 

●実用的な記号、かわいい絵も豊富。 
　さらにキャラクターイラストや飾り枠も 
　たくさん追加。 

※デコラベルできてる！ラベルには使用できません。 

※詳しくはP17、18をご覧ください。 

※12mm幅テープのみ対応 

※12mm幅テープのみ対応 

※12mm幅テープのみ対応 

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字） サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字） 

サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字） サンプルテープカセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字） 

ミッキーやミニー等のディズニー

キャラクターのイラストを搭載！ 

ミッキー柄のデザインと合わせて

使ってさらに楽しく！ 

のんびりキャラクターの、プー

さんとその仲間たちのイラスト

を搭載！ 思わす笑みがこぼれる

楽しいラベルがつくれます。 

スヌーピーやウッドストック、チャ

ーリー･ブラウンなどおなじみの

キャラクターの楽しいラベルがつ

くれます。 

女の子に大人気の、キティちゃん

のかわいらしいイラストが満載！

身の回りのアイテムをおしゃれ

にセンスアップできます。 

http://www.brother.co.jp/special/decolabel/index.html

1019 
種類 

絵/記号 

75 
種類 

飾り枠 

おしゃれで楽しい使い方をご紹介　デコラベルプレミアムサイト　 

Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

TM

NEW NEW

NEW NEW



ピータッチ12
オールマイティラベルライター 

洗練された機能とデザインが、オフィスを変える。 

●JIS第１・第2水準漢字をフルサポート 

JIS第１・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外

漢字１１6文字を搭載し、今まで入力できなかった

漢字を使ったラベル作成もできます。 

●画面も大きく見やすい。液晶ディスプレイ 

8文字×1行の見やすい大型液晶なので、入力や

編集作業がスムーズです。また、印刷前に文字内

容とラベルの長さを確認できるうれしい機能も

あります。 ●長時間使用もラクラク。ACアダプター同梱 

乾電池、ACアダプター、ど

ちらでも使用が可能なので、

場所を選ばずラベル作成が

できます。 

●押しやすい、クリック感のあるキーボード 

キー手前につくられた3mmの段差が、押したとき

のクリック感を生み出し、使いやすさを実現します。 

●使いやすい入力キーで卓上でも 
   快適なラベル作成が可能です。 

●コンパクトなボディは収納する場所を 
   選びません。 

●乾電池での使用も可能なので持ち運び 
　ながらのラベル作成がラクラクです。 

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。 

幅広いシーンで対応可能な充実の機能とデザイン。 

12

※ローマ字入力のみとなります。 

単体使用 

テープ幅は6、9、12、18、24mmの5種類。ご

家庭でもオフィスでも、用途に合わせてテープを

選べます。 

※ACアダプター  AD-500   
　希望小売価格 2,100円（本体価格 2,000円） 

●乾電池でもACアダプター（別売）でもOK 
 　の2ウェイ電源方式 

便利な定型フォーマットを使えば、貼り付け対象に

ぴったりのラベルが簡単につくれます。名前ラベ

ルを中心に20種類の定型フォーマットを内蔵し

ています。 

●定型フォーマットで簡単ラベル作成 
 簡単操作の理由の一つは、

キー配列。オリジナルロー

タリーキー配列です。入

力がスムーズなだけでな

く、コンパクトなボディを

実現しています。 

●だれでもどこでも簡単操作 ●24mmまでの幅広テープに対応 

単体使用 

プライベートシーンやビジネスシーンでの整理整頓はなかなか大変。そんなとき手軽に活用したいのがラベルライターです。 

あふれるモノに名前をつけて、分かりやすく片づければ、スッキリ空間のできあがり。 

見た目にも楽しく素敵なラベリング生活を、さっそくはじめてみませんか？ 

ピータッチ250
家庭向けラベルライター 

手軽にできるラベル整理術を。あとは、センスと工夫をちょっぴり加えるだけ。 

ご家庭で本格的なラベル作成を！ ピータッチ250。 

業界トップレベルの省エネ性 
本体に再生プラスチックを使用 
リフィルテープが使用可能 

■ 最大テープ幅24mm 　■ 熟語変換   ■ 乾電池・ACアダプター（別売）の2ウェイ電源 

だれでもどこでも簡単操作。便利で役立つラベルライター。 

ACアダプター 

機 能  

機 能  

機　能 テープ幅 

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

11,340円（本体価格 10,800円） 

4977766643856
6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

ピータッチ250 BG（ベビーミッキーグリーン） 
希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

11,340円（本体価格 10,800円） 

4977766631860
6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

ベビーミッキーやミニーなど 
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠！ 

ベビープーと仲間たちなど 
イラスト・記号が895種類。49種類のワクワク飾り枠！ 

ピータッチ250 BY（ベビープーイエロー） 

サンプルテープカセット1本付き(12mm幅／白テープ黒文字） サンプルテープカセット1本付き(12mm幅／白テープ黒文字） 

コンパクトなボディに 

便利な機能を満載した実力派。 

■ 大型液晶ディスプレイ 
■ クリック感のあるキーボード    
■ ACアダプター同梱 
■ 豊富な内蔵文字数 

ピータッチ12

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

7,980円（本体価格 7,600円） 

4977766647151
3.5mm,6mm,9mm,12mm

本体、消耗品カセットに再生材を使用 
使用済みテープカセットをリサイクル 
再資源化率76％達成 

機 能  

ACアダプター 

機 能  テープ幅 

Based on the "Winnie the Pooh" works 
by A.A.Milne and E.H.Shepard.
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更に進化したピータッチ エディター 5
プロからビギナーまでご満足いただける編集ソフトです。 

Macintosh®版でも2次元コードの印刷が可能となり、ユーザーインターフェイスも大幅に向上しました。 

※ 弊社のホームページ（http://www.brother.co.jp）にて、直接プリンターを制御されたい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。 

ピータッチ エディター 5の特長 

つくりたいラベルのイメージでラベル作成がスタートできる起動画面 

多彩な機能を利用できます 

文字の入力と編集 
 

ゼロからラベルを作成する
ときは横書きか縦書きを選
べます。 
 

予め用意されたラベルデザインを使っ
てラベルを作成することも可能です。 

※表示されるラベルデザインはご使用の
プリンター、ラベルサイズによって異な
ることがあります。 

お客様の好み、ニーズに合わせた3種類の入力画面 

ラベルが欲しいときにいつでも印刷したい！ という方に。 

Snapモード（Windows®版／Macintosh®版） 

Snapモードの3機能 

Expressモード（Windows®版） 

Professionalモード 
（Windows®版のみ） 

画面 1 画面 2

画面 3

ピータッチ用 
ラベルデザインツール ラベル デザインを サポート 

テキスト 
パソコンにインストールされているTrueType®

またはOpenType®フォントがそのまま使えます。
大きなサイズの文字もぎざぎざのない文字で印
刷されます。また、日本語9書体、欧文13書体を
標準添付しています。 
 

アレンジテキスト 
 円や弧など、任意の線に沿って、文字を配置させ
ることができます。 

Unicodeの採用 
Unicodeを採用していますので、複数言語の文字を同じラ
ベルに混在させることができます。 

テキストオプション 
長さが決まっていないラベルをつくるときは「フリーサイズ」
で、ラベルのサイズが決まっているときは「枠サイズ固定
折り返し」で、お手持ちのテープや、つくりたいラベルに合
ったテキストオプションを用意しています。 

テキストや図形、枠付きのラベルを簡単に印刷したい！ 
という方に。 

ボタンの少ないすっきりした画面が好き！ 
という方に。 

業務で汎用に使うテンプレートを作成！
機能はボタンで見えているほうが便利！ 
という方に。 

イメージ・図形・飾り枠 
 

画面の中の必要な情報だけを、切り抜いて
そのままプリント。気になる部分を思いつく
ままにプリントして、メモとして手帳に貼っ
て持ち歩いたり、今までにないラベルの使
い方が楽しめます。 
Snapモードを使えば、Windows®でも、
Macintosh®でも可能。 
 

画面スナップ 
JPEG, GIF, BMP, PNGなど様々な形式の画
像データを取り込むことができます。会社のロゴ
や、顔写真などをレイアウトすることにより、注目
度の高いラベルデザインが可能です。 

図 

多種多様の飾り枠、地模様から選んで、ラベルを
楽しくアレンジできます。 

飾り枠 
クリップアート 

いろいろな顔型と表情や、体と頭を組み合わせて、
楽しいイラストを作成することができます。 
 

多彩なクリップアートが700点以上！ 実用的な
ものから、思わず楽しくなるイラストまで、豊富な
クリップアートをご用意しました。 

ピクチャーメイキング 

目、鼻、口、耳、顔型などのパーツを使って個性豊
かな似顔絵が作成できます。その組み合わせは
1000億通り以上にもなります。 

モンタージュ 

表・データベース・バーコード 
 

エディター上で表が簡単に作成できます。表の各セルにはテキストや図、バーコ
ードなどを入れることができます。また、社内回覧板や書類に貼り付けるチェッ
ク欄も、手軽につくれます。 
 

表 

データベースソフトで作成したデータをそのまま利用して連続印刷ができます。 
接続可能データベース 
：Windows® : xls, mdb,csv,txt, Microsoft® SQL Server Database 
：Macintosh®　: csv,txt,OS標準のアドレスブック 

データベース 

多彩なバーコードを作成できます。 
●対応バーコード規格 
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), 
CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコー
ド), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 
AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS) 
●2次元コード 
PDF417, QR Code, データマトリックス, マキシコード 
●カスタマバーコード[Windows®のみ] 
バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。 
 

バーコード 

印刷機能 
 
 

テキストやバーコードを連番で印刷できます。 

 

ナンバーリング機能 
 ラベルに日付・時刻を簡単に印刷できます。また、印刷する日付と時刻から加算

した日時も印刷できるので、有効期限などの表示にも使えます。 
 

日付と時刻 
 

同じテープを使用するなら、複数枚のシ
ートに分けて作成したラベルデザイン
を一括で印刷できます。 
ひとつずつ印刷する手間がかからない
のと同時に、関係するラベルデザインを
ひとつのファイルにしておくことができ
るので、ファイルの管理にも便利です。  

複数シート一括印刷機能 
（Windows®のみ） 
 

複数のラベルを並べると文字になるように印刷します。大きな文字のラベルが作成できます。  
 

スプリット印刷 
 

使用イメージです。 

 

その他の特長 
 
 
予め用意されたテンプレートを使うと、テキストやイメージを入れ替えるだけで、美しくデ
ザインされたラベルを作成できます。また弊社ホームページからテンプレートをダウンロ
ードして追加することができます。 
詳しくはhttp://www.brother.co.jp/special/label/download/index.htmをご覧
ください。 
 

レイアウトテンプレート 
 Microsoft® Word®、Excel®、Outlook®にピータッチ エディターへの取り込みボタン

を設定できます。これらのソフト上で文字列やデータを選択してボタンをクリックするだけ
で、ラベルに取り込むことができます。 
住所ラベルなどが手軽に作成できるほか、大事な部分をメモ代わりにシールにして備忘録
に、という使い方もできます。 

アドイン機能（Windows®のみ） 

 

ひとつのラベルの中に同じ文字列を複数記
載するとき、ひとつを変更すればその変更が
自動的に他の部分にも適用されます。 
電気ケーブルの巻き付け用ラベルなどの作
成に便利です。 
 

リンクオブジェクト機能（Windows®のみ） 

 
ラベル上の各オブジェクトが並んで表示され
ます。ラベルデザインを修正・変更するときに、
2つのオブジェクトが重なっている場合でも、
下側のオブジェクトを簡単に選択できます。 
オブジェクト同士の順番も簡単に変更できる
ので、b-PAC(16ページ参照)を使用したラベ
ルテンプレートを作成する際に必要な、オブジ
ェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。  
 

オブジェクトの順序確認・変更機能 
（Windows®用Professional モードのみ） 
 

困ったときに問題を解決してくれるヘルプ機能に、練習モードが付加されています。画面
の案内に沿ってピータッチ エディターの主な機能を使ったラベル作成を体験でき、ラベ
ル作成のノウハウが身につきます。  
 

練習もできるヘルプ機能 
 

ピータッチ エディター 5

対応 
OS

Microsoft®Windows® 2000 Pro/XP/Windows Vista®/Windows® 7 /Mac OS® X 10.3.9-10.7
※最新のOS対応状況は、http://solutions.brother.co.jp をご確認ください。 

画面キャプチャ 

画面の一部をラベルに 
したいときに。 

ドラッグ&ドロップ 

他のソフトのテキストや 
イメージファイルを 
取り込みたいときに。 

直接入力 

とにかくすぐにテキストを 
印刷したいときに。 

Standardモード（Macintosh®版） 
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2730

文字が見やすいバックライト付き液晶とできてる！ラベルで業務の効率化 

パソコンに接続しなくても、本体だけで7規格のバー

コード印刷が可能に。 

指定した枚数分だけ、数字やアルファベットを順番

に増やしたラベルを連続印刷することができます。 

CODE39,I-2/5,JAN13,JAN8,UPC-A,UPC-E,CODABAR

※パソコン接続時も連番印刷は可能。 

●本体だけで連番印刷 

ピータッチ2730 
オフィス向けラベルライター 

パソコン接続可能 ○さまざまなOSに対応 Ｐ22をご覧ください。 

パソコン接続可能 ○さまざまなOSに対応 Ｐ22をご覧ください。 

バックライト 
ON時 

バックライトOFF時 

24 
ｍｍ 

18.1 
ｍｍ 

ブラザーだからできた、この見やすさ。液晶画面は、

ブラザー独自のバックライト付きです。更に画面

が大きく、文字表示は8文字×3行。とても見やす

く、入力や編集がスムーズに行えます。 

●バックライト付き大型液晶 

文字の入力に合わせて自動的に漢字候補を表示

しますので、漢字入力をより早く、より簡単に行え

ます。 

●漢字自動変換 

最大印字高さは、18.1mm（24mm幅テープ使

用時）。テープのスペースを有効に活用できます。 

●最大印字高さ18.1mm、最大5行まで 
　 ※24mm幅 テープ使用時 

●本体だけでバーコード印刷 

作業性を高める操作 

オフィス内でよく使用されるメッセージを簡単に印

刷できる「できてる！ラベル」が、100種内蔵され

ています。 

上記100種以外でも、メッセージ系のラベルは英語・

中国語・韓国語・ポルトガル語でそれぞれ6種類搭載

しています（一部メッセージは重複しています）。 

さらに、ソフトウェア P-touch 

Update Softwareを使うと、本機や

パソコンに外国語ラベルのバリエー

ションを増やせます。 

●できてる！ラベルオフィス版 

ラベルがすぐできる、できてる！ラベル機能 

パソコンなしでも使いやすい洗練された機能 

PC 
接続 対応 

単体使用 

※パソコン接続時には14規格のバーコード、4種類の2次元コード、カスタ
マーバーコードに対応。カスタマーバーコードはWindows®のみ対応。 

使いやすさを追求した、スタイリッシュデザイン。 

■ バックライト付き大型液晶 
■ できてる！ラベル100種搭載 
■ パソコン接続可能  

再生プラスチックの使用 
包装材使用率を20%削減（当社従来機種P-touch 24比） 
大型樹脂部品の材料を二種以下に統合 
 

ピータッチ2730

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

12,980円（本体価格 12,361円） 

4977766705134
3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solutions.brother.co.jp 

b-PAC対応 

機 能  

テープ幅 機　能 接続環境 ソフトウェア 

718 25

インターフェイス 3.5～24

できてる！ラベル Download

Download

エディター 

P-touch

ACアダプター 

乾電池駆動可 

13 14

最大印刷高さ 
15.8mm

最大印字高さ 
12.4mm

ピータッチ18R /18N
オフィス向けラベルライター 

扱いやすいコンパクト＆シンプル 

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。

コードレスなので使う場所を選びません。 

●環境に優しく経済的な充電池タイプ 

手にとってキーボード入力が可能なコンパクト

ボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザ

インを採用しました。 

●手にとって使えるシンプルデザイン 

縦置きにすれば、デスクまわりにもスッキリと設置で

きます。 

●パソコン接続も縦置きでスッキリ 

ラベルを1枚ずつカッ

トするオートカット機

能を搭載。便利な機

能でラベルを快適に

出力することができ

ます。 

●ラベルを自動でカット、手間もカット 

6～18mm幅のテープに対応。CDの背表紙か

ら厚めのファイルまで、貼るものに応じて使い分

けることができます。 

●最大18mm幅のテープに対応 

8文字×3行表示の

見やすい液晶画面な

ので、入力や編集作

業がスムーズです。 

●見やすく使いやすい液晶ディスプレイ 

※充電式はピータッチ18Rのみです。 ※ローマ字入力のみとなります。 

コンパクトで使いやすい機能が満載。だから、ビジネスシーンからご家庭まで使用シーンを選びません。 

シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。 

対応 

PC 
接続 対応 

単体使用 

パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。 
■ 充電式（18Ｒのみ）  
■ コンパクトボディ  
■ パソコン接続可能 

ピータッチ18N　 

ピータッチ18R　（充電式）　 

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

13,440円（本体価格 12,800円） 

4977766622516
6mm,9mm,12mm、18mm

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

18,690円（本体価格 17,800円） 

4977766622509
6mm,9mm,12mm,18mm

ピータッチ18N

ピータッチ18R

 希望小売価格 3,360円（本体価格 3,200円） 

JANコード 4977766624343

ピータッチ18R専用 充電池パックBP-18※（標準付属） 

※ 満充電状態で18mmテープカセット１本以上印刷可能、充電時間 約8時間、 充電池寿命 使用開始後約１年 

機 能  

テープ幅 機　能 接続環境 ソフトウェア 

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solutions.brother.co.jp 

ACアダプター 

ピータッチ 

b-PAC対応 インターフェイス 3.5～24 エディター 

P-touch



●ピータッチ エディター ライト ●つくったラベルデータは 
パソコンに保存 

使いやすい内蔵新ラベル編集ソフト 

データ保存は、ご使用になった
パソコン内のマイドキュメントに
「My Labels」というフォルダ
をつくってそこに保存されます。 

オフィスシーンで馴染みのある
分かりやすいアイコン群。 
 

パソコン内のフォントがすべて
使用可能。 

ラベルの幅、長さが簡単に確認
できる。 

でき上がりが画面で簡単に
確認できる。 
 

パソコンに保存されている画
像挿入や、画面キャプチャ機能
も搭載。 

縦書きラベルも簡単。 
 

編集しやすい倍率に調節可能。 

レイアウトも自由自在。 

2430PC

インストール不要! つなげば、すぐに使える新感覚! PCラベルプリンター 

ピータッチ2430PC 
オフィス向けラベルプリンター 

ピータッチ2430PC内に編集ソフト「ピータッチ エディター ライト」が入っているので、パソコンにソフトをインストールする必要なくすぐに使うことができます。 

●編集ソフトを本体に内蔵 

パソコンにつなげてすぐにラベル作成。 

PC 
接続 対応 

パソコン接続 ○さまざまなOSに対応 Ｐ22をご覧ください。 

パソコンのUSB端子に接続してく

ださい。 

パソコンのモニターにポップアップが立

ち上がりますので、ピータッチ エディター 

ライトをダブルクリックしてください。 

ピータッチ2430PC内のメモリーに

入っているピータッチ エディター ラ

イトによりすぐに編集・印刷ができます。 

つなぐ! ソフトを立ち上げる! あとは編集･印刷するだけ!
※一部パソコンによっては自動で 
　立ち上がらない場合があります。 

※Macintosh  はピータッチ エディター ライトに 
   非対応のため、同梱CDからピータッチ エディター 5 
　とプリンタードライバーのインストールが必要です。 

モバイルできるラベルプリンター。 

■ 最大印字高さ18mm 
■ オートカッター 
■ ACアダプター同梱 
（乾電池駆動可能）  

業界トップレベルの省エネ性 
高い再資源化可能率 
再生プラスチックの使用 

ピータッチ2430PC

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

12,800円（本体価格 12,190円） 

4977766663038
3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm

b-PAC対応 

機 能  

テープ幅 接続環境 ソフトウェア 

インターフェイス 3.5～243.5～24

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solutions.brother.co.jp 

18
ACアダプター同梱 

乾電池駆動可 

エディター 

P-touch

15 16

オフィス向けラベルプリンター 

ピータッチ9700PC

テープ幅は3.5mm～36mmの7サイズに対応。通常のラミネートテープに加え、

ケーブル巻き付けなどに使用できる「フレキシブルID」や強力な粘着性能を持っ

た「強粘着」など豊富なテープに対応しています。 

●サイズ・カラー・特性で選べる、豊富なテープに対応 

HGeテープ使用時、80mm／ｓ（360dpi×180dpi）を実現。大量にラベルを制

作する際もストレスを感じません。また、高解像度をお求めの場合、360dpi×

720dpi（20mm／ｓ）の高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっき

りと印刷できます。 

●最高速の印刷スピード、従来TZeテープ比4倍 ! ! 最高80ｍｍ/ｓ 

印刷が終わると自動で

テープをカットする「オー

トカット」、剥がしやすい

ようにテープにスリット

を入れる「ハーフカット」、

連続印刷時にテープをカッ

トせず、自動でスリットを

入れる「連続ハーフカッ

ト」の3種類のカット方

法から、「用途に合わせ

て選ぶことができます。 

●用途に合わせて選べるテープカット 

オートカット ハーフカット 

有能なビジネスパートナーの条件を、十分に満たしたPCラベルプリンター 

連続ハーフカット 

裏紙は切れません。 

NO.002 NO.003 NO.0

スリット 

すすんだ高速印刷や基本機能で作業効率をアップ。 ピータッチ9700PC。 

x

※ 弊社のホームページ（http://www.brother.co.jp）にて、直接プリンターを制御されたい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。 

b-PACサポートサイト： http://www.brother.co.jp/dev/bpac/ ※b-PACサポートサイトにてb-PACを 
　無償でダウンロードできます。(登録制)

作業効率をアップ。ビジネスシーンに最適な高速・解像度対応PCラベルプリンター。 

■ 高性能ハイエンドモデル　 
■ HGeテープ使用により 速度アップ／解像度アップ 
■ USB／シリアル接続　 

3.5～36 3.5～36

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solutions.brother.co.jp 

○ HG、HGeテープは5本パックのみの販売となります。詳しくは弊社ホームページまたは、ピータッチソリューションカタログをご覧ください。 

希望小売価格 

JANコード 

テープ幅 

オープン価格 

4977766673778 
3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm,36mm

ピータッチ9700PC b-PAC対応 

機 能  

テープ幅 接続環境 

ソフトウェア 

パソコン接続 ○さまざまなOSに対応 Ｐ22をご覧ください。 

PC 
接続 専用 

 

既存のシステムにラベル印刷機能を追加し、ラベル発行の自動化を実現します。 
ブラザーでは、自社のシステムから直接ラベルを印刷したいなど、ラベルプリンターへのさまざまなご要望にお応えするツールを揃え開発を
サポートしています。b-PACを使うことで、システムへラベル印刷機能の追加を容易に行い、さらなる業務改善をすすめます。 

ピータッチ用 
アプリケーション開発ツール b-PAC システム 開発を サポート 

無償で提供しています。[Windows のみ]
Brother P-touch Applicable Component

R

20mm/s

80mm/s
スピード

UP 

4倍 

※高解像度とハイスピードは併用できません。 

業界トップレベルの省エネ性 

再資源化率85%達成 

リフィルテープが使用可能 

※HGeﾃｰﾌ・゚HGﾃｰﾌﾟ使用時 

インターフェイス 

USB 
RS-232C

エディター 

P-touch



ベビーミッキーイエロー 
 

プーさんホワイト 
 

■ラミネートテープ（テープの長さ8ｍ　※蛍光カラーは5m）　　 

黒文字 透明 

24mm36mm 18mm 12mm 9mm 6mm

黒文字 白 

黒文字 赤 

黒文字 青 

黒文字 黄 

黒文字 緑 

黒文字※5m
蛍光 
オレンジ 

黒文字※5m 蛍光黄 

赤文字 透明 

赤文字 白 

青文字 透明 

青文字 白 

金文字 黒 

白文字 白文字 透明 

白文字 黒 

黒文字 透明 
（つや消し） 

白 
（つや消し） 黒文字 

■メタリックラミネートテープ（テープの長さ8ｍ） 
24mm 18mm 12mm

銀 
（つや消し） 黒文字 1,890円 

4977766702775
TZe-M941 1,890円 
4977766702690

TZe-M931 1,470円 
4977766703055

■強粘着ラミネートテープ（テープの長さ8ｍ）　 

黒文字 白 TZe-S251

24mm 18mm 12mm 9mm 6mm
1,680円 

4977766702737
TZe-S241 1,680円 
4977766702645

TZe-S231 1,260円 
4977766703192

TZe-S221 1,260円 
4977766702614

TZe-S211 1,260円 
4977766702577

TZe-FA3
4977766703130

TZe-FA53
4977766703147

TZe-FAE3
4977766703161

12mm

TZe-FA63
4977766703154

■布（ファブリック）テープ（テープの長さ3m） 

TZe-FA4 1,680円 
4977766702669

青文字 

青文字 

白 

18mm

■ノンラミネートテープ（テープの長さ8ｍ ）　 

黒文字 

24mm 18mm 12mm

白 TZe-N251 1,470円 
 4977766703802

TZe-N241 1,470円 
 4977766703796

TZe-N231 1,050円 
 4977766703789

3.5mm
TZe-N201 1,050円 

 4977766702416

■おしゃれテープ（テープの長さ5ｍ） 

白文字 ライトグレー 
（つや消し） 

TZe-MQL35

12mm
1,260円 

4977766703093

白文字 ベリーピンク 
（つや消し） 

TZe-MQP35 1,260円 
4977766703109

白文字 ライムグリーン 
（つや消し） 

サテンゴールド 
（つや消し） 

TZe-MQG35 1,260円 
4977766703086

白文字 

金文字 

白文字 TZe-MQ835 1,260円 
4977766703062

サテンシルバー 
（つや消し） 

金文字 TZe-MQ934 1,260円 
4977766703079

デコラベル・できてる！ラベルの作成に
最適なテープです。もちろん通常の 
使い方もできます。 

白 

ブルー 

ピンク 

イエロー 

1,260円 

1,260円 

1,260円 

1,260円 

TZe-M951

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

-

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

-

-

 

-

 

 

 

- 

-

 

-

 

- 

-

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

-

■ハローキティテープ（テープの長さ5ｍ） ■スヌーピーテープ（テープの長さ5ｍ） 

黒文字 

TZe-UB31 1,260円 
4977766703024

TZe-UP31 1,260円 
4977766703031

12mm

黒文字 TZe-HW31 1,260円 
4977766702935

12mm

ハローキティホワイト 

■ディズニーテープ（テープの長さ5ｍ） 

黒文字 

ハローキティホワイト スヌーピーブルー 

スヌーピーピンク 

12mm

TZe-DP31 1,260円 
4977766702997

TZe-DL31 1,260円 
4977766702980

TZe-DB31 1,260円 
4977766702966

TZe-DH31 1,260円 
4977766702973

TZe-DY31 1,260円 
4977766703017

TZe-DW31 1,260円 
4977766703000

ミッキー＆ミニーピンク 
 

スヌーピーブルー 

スヌーピーピンク 

 

36mm

TZe-CL6

9700pc 12 / 190
250 / 2730 / 2430PC 

18R / 18N

2,100円 
4977766702881

18mm

TZe-CL4 1,470円 
4977766702652

12mm

TZe-CL3 1,050円 
4977766703123

■ヘッドクリーニングテープ（約100回分） 

対応機種 

・★印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。　・表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。 

・HGテープは、5本パックのみの販売となります。詳しくは、弊社ホームページまたは、ピータッチソリューションカタログをご覧ください。 

・テープの種類・価格は、予告なく変更することがあります。　・テープ見本は、印刷のため実際のラベルと色が異なる場合があります。 

・＃ピータッチ単体（ＰＣ接続無し）で3.5ｍｍ幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾、飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。 

★ ★ 

★ 

TZe-151 1,680円 
4977766701778

TZe-141 1,680円 
4977766701747

TZe-131 1,260円 
4977766701693

TZe-121 1,260円 
4977766701679

TZe-111 1,260円 
4977766701655

TZe-251 1,680円 
4977766701969

TZe-241 1,680円 
4977766701921

TZe-231 1,260円 
4977766701877

TZe-221 1,260円 
4977766701839

TZe-211 1,260円 
4977766701815

TZe-451 1,680円 
4977766702171

TZe-441 1,680円 
4977766702164

TZe-431 1,260円 
4977766702157

TZe-421 1,260円 
4977766702140

TZe-551 1,680円 
4977766702225

TZe-541 1,680円 
4977766702218

TZe-531 1,260円 
4977766702201

TZe-521 1,260円 
4977766702195

TZe-651 1,680円 
4977766702324

TZe-641 1,680円 
4977766702300

TZe-631 1,260円 
4977766702287

TZe-621 1,260円 
4977766702263

TZe-611 1,260円 
4977766702249

TZe-751 1,680円 
4977766702706

TZe-741 1,680円 
4977766702621

TZe-731 1,260円 
4977766702904

TZe-721 1,260円 
4977766702584

TZe-B51 1,680円 
4977766702713

TZe-B41 1,680円 
4977766702638

TZe-B31 1,260円 
4977766702911

TZe-C51 1,680円 
4977766702720

TZe-C31 1,260円 
4977766702928

TZe-132 1,260円 
4977766701716

TZe-252 1,680円 
4977766701990

TZe-242 1,680円 
4977766701945

TZe-232 1,260円 
4977766701907

TZe-222 1,260円 
4977766701853

TZe-133 1,260円 
4977766701723

TZe-253 1,680円 
4977766702003

TZe-243 1,680円 
4977766701952

TZe-233 1,260円 
4977766701914

TZe-223 1,260円 
4977766701860

TZe-354 1,680円 
4977766702126

TZe-344 1,680円 
4977766702102

TZe-334 1,260円 
 4977766702089

TZe-145 1,680円 
4977766701761

TZe-135 1,260円 
4977766701730

TZe-355 1,680円 
4977766702133

TZe-345 1,680円 
4977766702119

TZe-335 1,260円 
4977766702096

TZe-325 1,260円 
4977766702072

TZe-M31 1,260円 
4977766703048

TZe-M251 1,680円 
4977766702768

TZe-161 2,310円 
4977766701792

TZe-261 2,310円 
4977766702010

TZe-461 2,310円 
4977766702188

TZe-561 2,310円 
4977766702232

TZe-661 2,310円 
4977766702348

TZe-262 2,310円 
4977766702034

TZe-263 2,310円 
4977766702041

＃ 

Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard. プーさんイエロー 
 

ベビープーイエロー 
 

ベビーミッキーブルー 

TZ-○○○、TZe-○○○が商品名となります。 

ラミネートテープ3本セット（テープの長さ各5ｍ） 
（黒文字／12ｍｍ白2本、黄1本）TZe-31V3　4977766702058   希望小売価格 2,100円 

おしゃれテープ3本セット 
（テープの長さ各5ｍ） 
（白文字／12ｍｍ 
  ライトグレー、  ベリーピンク、 
  ライムグリーン各1本） 
TZe-Q35V3 　4977766703116   

希望小売価格 2,980円 

＜TZeテープ＞ 

ベビープーイエロー 

ベビーミッキーイエロー 

ベビーミッキーブルー 

ミッキー＆ミニーピンク 

プーさんイエロー 

プーさんホワイト 

 

サプライ品 テープ一覧 

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

★ 

★ 

■フレキシブルIDテープ（テープの長さ8ｍ） 

黒文字 白 TZe-FX251

24mm 18mm 12mm 9mm
1,890円 

4977766702744
TZe-FX241 1,890円 
4977766702676

TZe-FX231 1,470円 
4977766703178

TZe-FX221 1,470円 
4977766702591

黒文字 黄 TZe-FX651 1,890円 
4977766702751

TZe-FX641 1,890円 
4977766702683

TZe-FX631 1,470円 
4977766703185

TZe-FX621 1,470円 
4977766702607

■セキュリティテープ（テープの長さ8ｍ） 

黒文字 白 

18mm
2,730円 

4977766703819

強耐性 
テープ 

強耐性 
テープ 

TZe-SE4
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プラスチックの使用量を削減した新カセット。 
プラスチックの使用量を従来より減らしたカセットを採用したTZeテープに

順次切り替えていきます。エコマークも従来同様取得しております。 

ピータッチ用TZeテープ 環境に優しい 

エコマーク認定番号 
第10112024号 



※Microsoft SQL Server Database（Windows®のみ対応） 

宛名・商品ラベル作成に最適。 
必要なときに必要な枚数 
ラベル作成が可能です。 
 オフィスでの宛名書きや簡易ラベル作成。パソコンを使うにしても、紙や設定を変えたり、何かと面倒でした。 
必要なときに必要な枚数、簡単ラベル作成するために開発された「QL-700」は、用途に合わせたロール紙をご用意。 

便利な機能満載で、オフィスの効率化をパワフルにバックアップします。 

 

必要なスタンプが 
その場でできる。 
それがスタンプクリエーターです。 
欲しいスタンプを、その場でつくることができるスタンプクリエーターです。 

デザインは、パソコンで簡単に操作ができるので、手軽にだれでもオリジナルスタンプが作成できます。　 

パソコンとスタンプクリエーターがあれば、簡単にオリ 

ジナルスタンプが作成できます。 

■ 通常のプリンターで印刷する感覚  
 

■サプライ品 

スタンプデザイン専用作成ソフト「ピータッチ エディ

ター 4.2」（Mac版は5.0）を標準添付。だれでもス

タンプを簡単に楽しくデザインできるように、絵文字

や図形などの他にも、モンタージュ機能やピクチャー

メイキング、オートフォーマット機能などを搭載して

います。 

 

■ 専用エディターソフトが標準添付 
 

画像データを取り込むことができるので、会社のロゴ

や顔写真などを入れたスタンプが簡単に作成できます。

またTrueTypeTMに対応した各種日本語フォントが

使用できるので、文字の種類、サイズ、装飾など思い

のままにレイアウトできます。 

■ 画像入りスタンプも簡単に 
 

インクを内蔵した印面パッドを使用するため、スタン

プ台不要で、約2,000回捺印可能の浸透印が作成

できます。 

■ スタンプ台のいらない浸透印 

感熱印字方式なので、印字速度が速く作業効率アップ！！ パソコン接続で、簡単にオリジナルスタンプ作成が可能に。 

■ ラベルづくりがとってもカンタン 
 　「ピータッチ エディター 5」付属 

14規格のバーコード、4種類の2次元コード、カスタ

マーバーコードに対応しました。データベースを利

用して効率良くさまざまなバーコードを作成するこ

とができます。また、ピータッチ エディターのみでも

簡単に作成することができます。 

新開発の高速印刷ユニットを搭載し、最大150mm/秒

の高速印刷が可能です。宛名ラベルで毎分90枚、

宛名ラベル（小）なら毎分170枚の印刷速度を発揮

します。 

■ 今やオフィスの必須アイテム 
　 多彩なバーコードに対応 
 

ピータッチ2430PCで好評のピータッチ エディター 

ライトを内蔵しております。プリンタードライバーを

パソコンにインストールしなくても、QL-700をお使

いいただくことができます。（ピータッチ エディター 

ライトの詳しい説明は15ページをご覧ください。） 

■ ピータッチ エディター ライトを内蔵 

■ 最大150mm/秒の高速印刷 
■ 便利なエディターソフト付属 
■ 幅62ｍｍのワイドなラベル 

■ 高速印刷 

既にお使いのデータベースとリンクさせて、一つひとつ

のデータを高速かつ、連続で印刷することができます。 

■ データベースリンク機能と高速印刷で 
　 オフィスワークを強力にバックアップ 

最大150mm/秒の高速ラベル出力！ サイズも中身もオリジナル。 

■ グラフィックデータの使用可    
■ 360dpiの高解像度   
■ 5サイズ・3カラーのスタンプを用意 

パソコン使って、あっという間にスタンプ完成。 

QL-700には、ラベルづくりのための専用ソフトが

付属しています。このソフトだけで簡単にラベルがつ

くれることはもちろん、メールや書類の一部から簡単

にラベルがつくれたり、画面の一部分を囲んでその

ままプリントできたり。ラベルづくりを簡単にする、

便利な機能がいっぱいです。 

■ 画像データの取り込みで 
 　ラベルにアクセントと個性を 
 会社のロゴや顔写真、エディター内蔵のクリップアー
トなどをレイアウトすることができます。 

●対応フォーマット 
xls＜Excel  ＞、mdb＜Access  ＞、 
csv＜汎用フォーマット＞、txt

●取込み可能な画像データ 
Windows®:BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG 
                  Windows Meta File形式 
Macintosh®:BMP、PICT、JPEG、TIFF形式 

宛名ラベル 
宛名ラベル（小） 
CD/DVDフィルムラベル 
食品表示/検体ラベル（大） 
食品表示/検体ラベル（小） 
食品表示/検体ラベル 
食品表示/検体ラベル 
長尺紙テープ 
長尺紙テープ（大） 
長尺フィルムテープ（黄色） 
再剥離 長尺紙テープ（大） 

DK-1201 
DK-1209 
DK-1207 
DK-1220※ 
DK-1221※ 
DK-1226※ 
DK-1215※ 
DK-2210※ 
DK-2205※ 
DK-2606 
DK-4205

29mm×90mm 
62mm×29mm 

58mm×58mm（円形） 
39mm×48mm 
23mm×23mm 
52mm×29mm 
29mm×42mm 
幅29mm 30.48m巻 
幅62mm 30.48m巻 
幅62mm 15.24m巻 
幅62mm 30.48m巻 

400枚入り 
800枚入り 
100枚入り 
620枚入り 
1200枚入り 
1000枚入り 
700枚 
ー 
ー 
ー 
ー 

感熱紙 
感熱紙 

感熱フィルム 
感熱紙 
感熱紙 
感熱紙 
感熱紙 
感熱紙 
感熱紙 

感熱フィルム 
感熱紙 

白 
白 
白 
白 
白 
白 
白 
白 
白 
黄 
白 

黒 
黒 
黒 
黒 
黒 
黒 
黒 
黒 
黒 
黒 
黒 

￥1,260 
￥2,100 
￥2,310 
￥2,205 
￥1,785 
￥2,520 
￥1,890 
￥1,470 
￥2,100 
￥6,510 
￥2,310

4977766631464 
4977766631488 
4977766631525 
4977766667531  
4977766667579  
4977766667517 
4977766709026 
4977766631549 
4977766631556 
4977766631587 
4977766710862

名称 品名 サイズ 入り数 用紙種別 ラベル・テープの色 文字の色 希望小売価格（税込み） JANコード 種類 

■DKロール 

■別売メンテナンス品 

メンテナンスパーツ クリーニングシート DK-CL99 10枚入り ￥1,260 4977766632669

名称 品名 入り数 希望小売価格（税込み） JANコード 種類 

機 能  

接続環境 ソフトウェア ソフトウェア 機 能  接続環境 

インターフェイス インターフェイス 

 QL-700

希望小売価格 

JANコード 
オープン価格 

4977766709750

SC-370pc

希望小売価格 

JANコード 

付属品 

31,290円（本体価格 29,800円） 

4977766605748
サイズ40黒スタンプ1個付き 

●対応フォーマット 
BMP、DIB、ICO、TIFF、JPEG、Windows Meta File、 
GIF、PNG

スタンプ（グリップ＋パッド） 

交換用パッド 

QS-S10B 

QS-S10R 

QS-S10E 

QS-S20B 

QS-S20R 

QS-S20E 

QS-S30B 

QS-S30R 

QS-S30E 

QS-S35B 

QS-S35R 

QS-S35E 

QS-S40B 

QS-S40R 

QS-S40E

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 2 6 0  

￥1 , 2 6 0  

￥1 , 2 6 0  

￥1 , 5 7 5  

￥1 , 5 7 5  

￥1 , 5 7 5  

￥1 , 5 7 5  

￥1 , 5 7 5  

￥1 , 5 7 5  

￥1 , 8 9 0  

￥1 , 8 9 0  

￥1 , 8 9 0

30mm×9mm 

30mm×9mm 

30mm×9mm 

50mm×6mm 

50mm×6mm 

50mm×6mm 

70mm×9mm 

70mm×9mm 

70mm×9mm 

50mm×18mm 

50mm×18mm 

50mm×18mm 

70mm×27mm 

70mm×27mm 

70mm×27mm

4977766054645 

4977766054652 

4977766054669 

4977766054614 

4977766054621 

4977766054638 

4977766054584 

4977766054591 

4977766054607 

4977766054553 

4977766054560 

4977766054577 

4977766054522 

4977766054539 

4977766054546    

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

サ
イ
ズ
10
 
サ
イ
ズ
20
 
サ
イ
ズ
30
 
サ
イ
ズ
35
 
サ
イ
ズ
40
 

品　名 印面サイズ インク色 標準価格 JANコード 

QS-P10B 

QS-P10R 

QS-P10E 

QS-P20B 

QS-P20R 

QS-P20E 

QS-P30B 

QS-P30R 

QS-P30E 

QS-P35B 

QS-P35R 

QS-P35E 

QS-P40B 

QS-P40R 

QS-P40E

￥　6 8 3  

￥　6 8 3  

￥　6 8 3  

￥　8 4 0  

￥　8 4 0  

￥　8 4 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 0 5 0  

￥1 , 2 6 0  

￥1 , 2 6 0  

￥1 , 2 6 0

30mm×9mm 

30mm×9mm 

30mm×9mm 

50mm×6mm 

50mm×6mm 

50mm×6mm 

70mm×9mm 

70mm×9mm 

70mm×9mm 

50mm×18mm 

50mm×18mm 

50mm×18mm 

70mm×27mm 

70mm×27mm 

70mm×27mm

4977766054799 

4977766054805 

4977766054812 

4977766054768 

4977766054775 

4977766054782 

4977766054737 

4977766054744 

4977766054751 

4977766054706 

4977766054713 

4977766054720 

4977766054676 

4977766054683 

4977766054690

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

黒 

赤 

青 

サ
イ
ズ
10
 
サ
イ
ズ
20
 
サ
イ
ズ
30
 
サ
イ
ズ
35
 
サ
イ
ズ
40
 

印面確認シート 

印面表示ラベル 
サイズ10 

サイズ20 

サイズ30 

サイズ35 

サイズ40

￥4 2 0  

￥4 2 0  

￥4 2 0  

￥4 2 0  

￥4 2 0

QS-L10 

QS-L20 

QS-L30 

QS-L35 

QS-L40 

 

4977766054867 

4977766054850 

4977766054843 

4977766054836 

4977766054829

20印面分 

20印面分 

20印面分 

10印面分 

10印面分 

 

￥4 2 0QS-TP 4977766054874サイズ共通30枚 

SC-370pc

サンプル宛名ラベル（29ｍｍ×90ｍｍ  100枚）  
サンプル長尺紙テープ（大）（62ｍｍ幅 　8m巻き）各１本付き 

QL-700
オフィス向け感熱ラベルプリンター 

SC-370pc
スタンプクリエーター 

○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solutions.brother.co.jp ○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。http://solutions.brother.co.jp 

クロムを含まない鋼板を使用 
使用済みテープカセットをリサイクル 
再資源化可能率75.3%

PC 
接続 専用 PC 

接続 専用 

DKプレカット 
ラベル 
 
 
 
 
 
DKテープ 

※蛍光増白剤抜きのラベル･テープです 

QL-700
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●対応バーコード規格 
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128),  
ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, 
JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8),  
ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), 
POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS) 
●2次元コード 
PDF417, QR Code, データマトリックス, マキシコード 

●カスタマーバーコード [Windows®のみ] 
バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダー
でお試しください。 

エディター 

P-touch
エディター 

P-touch

150
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USB2.0フルスピード 

Microsoft® Windows® XP/ 
Windows Vista®/ 
Windows® 7

USB（Ver.1.1以降） 

70MB以上の空き容量 

CD-ROMドライブ 

USB（Ver.1.1以降） 

 

CD-ROMドライブ 

USB（Ver.1.1以降） 

Microsoft® Windows® XP/ 
Windows Vista®/ 
Windows® 7

70MB以上の空き容量 

Microsoft® Windows® XP/ 
Windows Vista®/ 
Windows® 7

Microsoft® Windows® XP/ 
Windows Vista®/ 
Windows® 7

Mac OS X 10.4.11～10.6 
 

Microsoft® Windows® XP/ 
Windows Vista®/ 
Windows® 7

Microsoft® Windows® XP/ 
Windows Vista®/ 
Windows® 7

CD-ROMドライブ CD-ROMドライブ CD-ROMドライブ CD-ROMドライブ CD-ROMドライブ CD-ROMドライブ 

100MB以上の空き容量 100MB以上の空き容量 100MB以上の空き容量 100MB以上の空き容量 

USB2.0フルスピード USB2.0フルスピード 

CD-ROMドライブ 

USB（Ver.1.1以降） USB（Ver.1.1以降） 

USB2.0フルスピード 

CD-ROMドライブ 

USB（Ver.1.1以降） 

1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上 

128MB以上 
 

512MB以上（推奨1GB以上） 

1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上 

128MB以上 
 

512MB以上（推奨1GB以上） 

256MB以上 

512MB以上 

1GB以上 

Mac OS X 10.4.11～10.6 
 

Mac OS X 10.4.11～10.7Mac OS X 10.4.11～10.6 
 

Mac OS X 10.4.11～10.6 
 

CD-ROMドライブ 

USB（Ver.1.1以降） 

70MB以上の空き容量 70MB以上の空き容量 70MB以上の空き容量 70MB以上の空き容量 

CD-ROMドライブ 

USB（Ver.1.1以降） 

ピータッチ2730 ピータッチ18R/18N ピータッチ9700PC  QL-700ピータッチ2430PC  SC-370pc■動作環境 

インターフェイス 

OS※2 

メモリー 

ハードディスク※3 

その他 

インターフェイス 

OS※2

製品写真 

W
in
d
o
w
s
R

R
M
ac
in
to
sh

 

製品によってはピータッチ エディター 5以前のバージョンが入っている場合があります。最新版にする際には、ソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)よりダウンロードしてください。 ／上記以外のOSをお使いの場合は弊社ソリュー 
ションセンターにてピータッチ エディター 5以前のバージョンをインストールいただければ、動作するモデルもございます。詳しくはソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)をご覧ください。 

ハードディスク※3 

その他 

メモリー 

120MB以上の空き容量 

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6

Mac OS X 10.4.11
 

256MB以上 

512MB以上 

1GB以上 

256MB以上 

512MB以上 

1GB以上 

256MB以上 

512MB以上 

1GB以上 

256MB以上 

512MB以上 

1GB以上 

100MB以上の空き容量 

Mac OS X 10.4.11～10.6 
 

256MB以上 

512MB以上 

1GB以上 

Windows® XP

Windows® 7

Windows Vista®

1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上 

128MB以上 
 

512MB以上（推奨1GB以上） 

1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上 

128MB以上 
 

512MB以上（推奨1GB以上） 

1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上 

128MB以上 
 

512MB以上（推奨1GB以上） 

1GB（32-bit）、又は2GB（64-bit）以上 

128MB以上 
 

512MB以上（推奨1GB以上） 

ピータッチ2730■主な仕様  ピータッチ18Ｒ ピータッチ18Ｎ ピータッチ12ピータッチ250ピータッチ190 ピータッチ190

入
　
力 

表
　
示 

印
　
刷 

文
　
字 

記
　
憶 

そ
の
他
機
能 

電
源
・
サ
イ
ズ
他 

希望小売価格（税込） 

キー配列 

入力方式 

バックライト液晶 

文字表示 

印刷方式 

印刷ヘッド 

印刷高 

印刷スピード 

テープカセット 

テープカッター 

最大印刷行数 

印刷方向 

連続印刷 

連番印刷 

プレビュー 

ラベル長設定 

内蔵文字数 

書体 

フォント 

文字サイズ 

文字装飾 

 文字間 

文字幅 

字揃え 

文章メモリー 

メモリー登録 

飾り枠 

バーコード 

定型フォーマット 
（テープ幅によって使用できる 
　フォーマットが異なります） 

本体サイズ 

本体質量 
（テープカセット及び乾電池を除く） 

電源 

オートパワーオフ 

同梱品 
（本体、取扱説明書、 
  保証書除く） 

－ 
（PC接続時は右記※1参照） 

製品写真 

12,980円 

ＱＷＥＲＴＹ配列 

ローマ字入力 
かなめくり入力 

○ 

８文字×３行 
（128ドット×48ドット） 

熱転写／感熱方式 

180dpi

最大18.1mm 
（24mm幅テープ使用時） 

約10mm／秒 

TZ/TZe規格テープカセット 
3.5,6,9,12,18,24mm対応 

本体内蔵自動式 

５行 

横書き、縦書き 

１～９９枚 

最大９９枚 

○ 

３０～３００ｍｍ 

7,442文字 
ＪＩＳ第１／2,965文字 
ＪＩＳ第２／3,390文字 
ＪＩＳ外／116文字、かな／１７２文字、 
英数字／６２文字、その他記号／737文字 

ゴシック・明朝 

ドットイメージフォント（16ドット～32ドット系） 
アウトラインフォント（48ドット～128ドット系） 

７サイズ 

５種類 

普通／狭い 

×1／×3/2／×2／ 
×1/2／×2/3

左寄せ／中央揃え／ 
右寄せ／均等割付 

最大１８６文字 

最大９９ファイル 

25種類 

７規格 
（PC接続時は右記※1参照） 

用途別ラベル：１9種 
フリー定型ラベル：30種 
できてる！ラベル：100種 

177（W）×237.5（D）× 
70.4（H）mm

約880g

ACアダプター（AD-２４ES） 
単3アルカリ乾電池×8本 

PC非接続時：操作終了後5分 
         （ACアダプタ接続時8時間） 
PC接続時：操作終了後60分 

テープ1本、CD-ROM、 
USBケーブル、ACアダプター 

13,440円 

ＱＷＥＲＴＹ配列 

ローマ字入力 

－ 

８文字×３行 
（128ドット×48ドット） 

熱転写／感熱方式 

180dpi

最大15.8mm 
（18mm幅テープ使用時） 

約10mm／秒 

TZ/TZe規格テープカセット 
6,9,12,18mm対応 

本体内蔵自動式 

４行 

横書き、縦書き 

１～９９枚 

－ 

○ 

－ 

7,366文字 
ＪＩＳ第１／2,965文字 
ＪＩＳ第２／3,390文字 
ＪＩＳ外／116文字、かな／172文字 
英数字／62文字、その他記号／661文字 

ゴシック・明朝 

ドットイメージフォント 
（16ドット～48ドット系） 

３サイズ 

５種類 

普通／狭い 

－ 

左寄せ／中央揃え／ 
右寄せ／均等割付 

最大１３２文字 

最大３ファイル 

21種類 

用途別ラベル：１１種 
フリー定型ラベル：１０種  
総額値札ラベル：６種 

149.0（W）×52.0（D）× 
122.5（H）mm

約490g

ACアダプター（AD-１８） 

操作終了後30分 

テープ１本、CD-ROM、 
ACアダプター 

－ 
（PC接続時は右記※1参照） 

18,690円 

ＱＷＥＲＴＹ配列 

ローマ字入力 

－ 

８文字×３行 
（128ドット×48ドット） 

熱転写／感熱方式 

180dpi

最大15.8mm 
（18mm幅テープ使用時） 

約10mm／秒 

TZ/TZe規格テープカセット 
6,9,12,18mm対応 

本体内蔵自動式 

４行 

横書き、縦書き 

１～９９枚 

－ 

○ 

－ 

7,366文字 
ＪＩＳ第１／2,965文字 
ＪＩＳ第２／3,390文字 
ＪＩＳ外／ 116文字、かな／172文字 
英数字／62文字、その他記号／661文字 

ゴシック・明朝 

ドットイメージフォント 
（16ドット～48ドット系） 

３サイズ 

５種類 

普通／狭い 

－ 

左寄せ／中央揃え／ 
右寄せ／均等割付 

最大１３２文字 

最大３ファイル 

21種類 

用途別ラベル：１１種 
フリー定型ラベル：１０種  
総額値札ラベル：６種 

149.0（W）×52.0（D）× 
122.5（H）mm

約580g

ACアダプター（AD-１８） 
充電池パック（BP-１８） 

PC非接続時：操作終了後３０分 
　　　　  （充電池にて使用時５分） 
PC接続時：操作終了後３0分 

テープ１本、CD-ROM、 
USBケーブル、ACアダプター、 
充電池パック、充電スタンド 

ローマ字入力 

－ 

８文字×1行 
（１２８ドット×１６ドット） 

熱転写／感熱方式 

180dpi

最大７．９ｍｍ 
（12mm幅テープ使用時） 

約10mm／秒 

TZ/TZe規格テープカセット 
3.5,6,9,12mm対応 

本体内蔵手動式 

2行 

横書き、縦書き 

１～９枚 

最大10枚 

△ 
（文字内容/ラベル長を確認可） 

△ 
（文字内容/ラベル長を確認可） 

△ 
（文字内容/ラベル長を確認可） 

３０～３００ｍｍ 

7,355文字 
ＪＩＳ第１／2,965文字 
ＪＩＳ第２／3,390文字 
ＪＩＳ外／116文字、かな／１７２文字、 
英数字／６２文字、その他記号／６５０文字 

ゴシック・明朝 

ドットイメージフォント 
（１６ドット～４４ドット系） 

３サイズ 

4種類 

－ 

全角／倍角／半角 

最大８０文字 

最大1ファイル 

19種類 

－ 

 
－ 

159.6（W）×150.9（D）× 
60.0（H）mm

約486g

操作終了後5分 

テープ１本、 
ACアダプター 

－ 

7,980円 

ＱＷＥＲＴＹ配列 

ACアダプター（AD-２４） 
単4アルカリ乾電池×6本 

（ＢＹ/ＢＧ） （S/P） （MB/PO/SL/KB） 

用途別ラベル：８種 
フリー定型ラベル：１２種 

デコラベル機能：21種 
できてる！ラベル：68種 

デコラベル機能：21種 
できてる！ラベル：68種 

11,340円 

オリジナル 
ロータリー配列 

かなめくり入力 

－ 

熱転写／感熱方式 

180dpi

最大15.8mm 
（24,18mm幅テープ使用時） 

約7mm／秒 

TZ/TZe規格テープカセット 
6,9,12,18,24mm対応 

本体内蔵手動式 

５行 

横書き、縦書き 

１～３０枚 

－ 

－ 

－ 

4,516文字 
ＪＩＳ第１／2,965文字 
ＪＩＳ第２／398文字 
ＪＩＳ外／24文字、かな／172文字 
英数字／62文字、その他記号／895文字 

ゴシック・まるがき 
（漢字はゴシックのみ） 

ドットイメージフォント 
（16ドット～88ドット系） 

４サイズ 

５種類 

－ 

－ 

－ 

最大１２２文字 

最大3ファイル 

49種類 

－ 

97.5（W）×174.5（D）×66.0（H）mm 
（カッター突起部分を除く） 

約425g 
 

単3アルカリ乾電池×6本 
ACアダプター（AD-500別売品） 

操作終了後5分 

テープ１本、 
単3アルカリ乾電池（６本） 

6文字×2行 
（96ドット×32ドット） 

4,980円 

オリジナル 
ロータリー配列 

かなめくり入力 

－ 

熱転写／感熱方式 

180dpi

最大9.0mm 
12mm幅テープ使用時 
デコラベル・できてる！ラベル作成時 

約10mm／秒 

TZ/TZe規格テープカセット 
3.5,6,9,12mm対応 

本体内蔵手動式 

2行 

横書き、縦書き 

１～３０枚 

－ 

３０～３００ｍｍ 

7,689文字 
ＪＩＳ第１／2,965文字 
ＪＩＳ第２／3,390文字 
ＪＩＳ外／116文字、かな／172文字 
英数字／62文字、その他記号／984文字 

ゴシック・さくら・ペン・ポップ 
（漢字はゴシックのみ） 

ドットイメージフォント 
（16ドット～48ドット系） 

3サイズ 

4種類 

－ 

全角／倍角／半角 

－ 

最大80文字 

最大1ファイル 

50種類 

－ 

110.1（W）×154.6（D）×55.7（H）mm 
（カッター突起部分を除く） 

約350g 
 

単4アルカリ乾電池×6本 

操作終了後5分 

テープ１本、 
単4アルカリ乾電池（６本） 

6文字×1行 
（96ドット×16ドット） 

5,980円 

オリジナル 
ロータリー配列 

かなめくり入力 

－ 

熱転写／感熱方式 

180dpi

最大9.0mm 
12mm幅テープ使用時 
デコラベル・できてる！ラベル作成時 

約10mm／秒 

TZ/TZe規格テープカセット 
3.5,6,9,12mm対応 

本体内蔵手動式 

2行 

横書き、縦書き 

１～３０枚 

－ 

３０～３００ｍｍ 

7,724文字 
ＪＩＳ第１／2,965文字 
ＪＩＳ第２／3,390文字 
ＪＩＳ外／116文字、かな／172文字 
英数字／62文字、その他記号／1019文字 

ゴシック・さくら・ペン・ポップ 
（漢字はゴシックのみ） 

ドットイメージフォント 
（16ドット～48ドット系） 

3サイズ 

4種類 

－ 

全角／倍角／半角 

－ 

最大80文字 

最大1ファイル 

75種類 
（うちキャラ枠25種類） 

－ 

110.1（W）×154.6（D）×55.7（H）mm 
（カッター突起部分を除く） 

約350g 
 

単4アルカリ乾電池×6本 

操作終了後5分 

テープ１本、 
単4アルカリ乾電池（６本） 

6文字×1行 
（96ドット×16ドット） 

ピータッチ9700PC■主な仕様 ピータッチ2430PC  QL-700  SC-370pc

印
　
刷 

電
源
・
サ
イ
ズ
他 

希望小売価格（税込） 

印刷方式 

印刷ヘッド 

印刷高 

 印刷スピード 

 テープカセット 

テープカッター 

 

DKロール 

スタンプ 

本体サイズ 

本体質量 

オープン価格 12,800円 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.0mm 

 

熱転写／感熱方式 

360dpi

最大27.1mm 
（36mm幅テープ使用時） 

最大20ｍｍ／秒（ＴＺeテープ使用時） 
最大80ｍｍ／秒（ＨＧeテープ使用時） 

TZ/TZe規格テープカセット 
3.5,6,9,12,18,24.36mm対応 

－ 

－ 

116（W）×192.7（D）× 
140（H）mm

約1,570g

オープン価格 

感熱方式 

300dpi

最大59.0mm 
（62mm幅テープ使用時） 

最大150mm/秒 

－ 

宛名ラベル、宛名ラベル（小） 
CD／DVDフィルムラベル 

長尺紙テープ、長尺紙テープ（大） 
長尺フィルムテープ（黄色） 
蛍光増白剤不使用ラベル他 

－ 

128（W）×221（D）× 
153（H）mm

約1,120g

31,290円 

感熱方式 

360dpi

－ 

約2mm／秒 

－ 

－ 

サイズ５種、各３色 

116（W）×234（D）× 
92（H）mm

約900g 
 

電源 ACアダプター（AD-9100ES） AC100V　５０／６０Ｈｚ ACアダプター（AD-300） 

製品写真 

ピータッチ2730、18R、18Nはパソコンと接続し、ピータッチエ
ディターをお使いいただくと、下記のバーコード・2次元コード・
カスタマーバーコードを印刷いただけます。（バーコードの種類
はピータッチエディターのバージョンによって変わります。） 

※1

（　　  　　         　　　　）  （　　  　　         　　　　）  

180dpi 

 

（24mm幅テープ使用時） 

約10mm/秒 
 

熱転写/感熱方式 

TZ/TZe規格テープカセット 
3.5,6,9,12,18,24mm対応 

－ 

－ 

67（W）×188（D）× 
111（H）mm 

 
約570g

ACアダプター（AD-24ES） 
単3アルカリ乾電池×6本 

●対応バーコード規格 
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), 
ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, 
JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), 
ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), 
POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS) 
●2次元コード 
PDF417, QR Code, データマトリックス, マキシコード 
●カスタマーバーコード[Windows®のみ] 
バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダー
でお試しください。 
 

本体内蔵自動式 
約３万回（フルカッター） 
約２万回（ハーフカッター） 

本体内蔵自動式 
約30万回（DKラベルのみ） 
約15万回（DKテープのみ） 

－ 
本体内蔵自動式 

2万回（フルカッターのみ） 

同梱品 
（本体、取扱説明書、 
  保証書除く） 

お試しラベル2本、 
CD-ROM、USBケーブル、 

電源コード 

スタンプ１個、印面確認カセット1個、 
印面確認シート、 

印面表示ラベル１枚、 
プロテクトフィルム１枚、 
CD－ROM、USBケーブル、 

ACアダプター 

テープ1本、CD-ROM 
USBケーブル、ACアダプター 

テープ1本、CD-ROM 
USBケーブル、ACアダプター 

最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。 

随時更新しておりますのでご利用ください。 

http://solutions.brother.co.jp 

※2 いずれかがプレインストールされたもの。 
※3 ハードディスクの空き容量は、ソフトウェアの全オプションをインストールしたときに必要な空き容量です。（Macintosh　版のCD-ROMマニュアルを除く） R



ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。 ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。 ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。 

0120-590-383

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、下記ブラザーコールセンターまでご連絡ください。
着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。 
なお、回収箱には使用済みピータッチテープカセットとワッペンくらぶ糸カセットが混在してもかまいません。   

各自治体の法令に 
従って処分ください 

ブラザーのホームページ 

ブラザーソリューションセンター 〈サポート情報〉 

http://www.brother.co.jp

http://solutions.brother.co.jp

2012年1月現在 

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先 

0120-590-383（ピータッチ） 
 

ブラザーコールセンター（フリーダイヤル） 

0120-590-384（スタンプクリエーター） 
 

弊社では、ご購入の製品をインターネットのホームページでご登録していただいたお客様を対象に、より充実したサービス＆サポートや 
情報提供などを行っております。この機会にぜひご登録ください。 

Vista

［ピータッチシリーズ総合カタログ･SPコード：MD7CP054A］ 

オンラインユーザー登録 

オンラインユーザー登録（ブラザーマイポータル）のご登録はこちらから 

ポイント１ 
あなたがお持ちの製品に関す 
るお役立ち情報が届きます。 

ポイント2 
最新情報をすぐに 
ご提供します。 

ポイント3 

スピーディーなお申し込み・ 
お問い合わせができます。 

最新情報・お役立ち情報満載のメール 
マガジンをご購読いただけます。 

安心してご利用いただくため、お使いの 
製品の最新情報を掲載したメールマガ 
ジンをお届けします。 

マイポータルから、お持ちの製品のサポート 
情報へかんたんにアクセスできます。また、 
WEBからの製品に関するお問い合わせの 
たびの個人情報入力が不要になります。 

https://myportal.brother.co.jp/

登録可能モデル； ピータッチ18R/18N/12/9700PC/2430PC/2730、QL-700、SC-370pc




