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製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを
分かりやすく掲載しています。

最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様の
お役に立てる情報をご提供しております。



1.ほら、持ちやすい。手にやさしくフィット！
使いやすくて持ちやすい、丸みのあるカタチ。
見た目もかわいらしく、手にやさしくなじみます。
ボタンもしっかり押せるサイズに。
厚みがあるので、立てたまま収納可能です。
キズや汚れも目立ちにくいので長くご愛用できます。

2.ね、見やすい。大型液晶画面で操作もスムーズ！
大型液晶だから文字が大きく見やすくなっています。
携帯電話と同じ「かなめくり」入力方式なので、文字打ちもスムーズです。
画面で確認しながら作れる
オリジナルラベルで、幅広い
コーディネートを楽しめます。

3.わぁ、楽しい。テープの充実ラインアップ！
毎日の暮らしを楽しくする、テープのラインアップが充実しています。
豊富なカラーバリエーションが楽しめるカラーテープ。
おしゃれテープ、ファブリックテープ、キャラクターテープ。
使う用途に合わせてお選びいただけます。
エコマークを取得しており環境に配慮したテープです。
 

もっとラクラク。もっとわくわく。
ピータッチでラベル作りが楽しくなる。
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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。

入力しないでラベルができちゃう！
できてる！ラベル機能

豊富な機能で名前付け、
整理整頓用ラベルがつくりやすい！
●実用的な名前ラベル作成がらくらく！かんたんラベルモード

テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。
3ステップでできあがります。

※12mm幅テープのみ対応

他にも充実の機能！

PT-J100 W
希望小売価格：オープン価格

＊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）

JANコード
テープ幅

4977766744997
3.5mm,6mm,9mm,12mm

楽しくデコれるかわいいアイコンがいっぱい！

書体６種
■搭載漢字が豊富（JIS第1・第2水準
　すべて＋JIS外漢字搭載）
■文字サイズ3種（大・中・小）
■文字装飾5種
  （標準・太字・袋・影・斜体）

※12mm幅テープのみ対応

※入力できる記号・イラスト数になります。

■文字ぞろえ機能 ■5文字×2行まで表示する大画面液晶　■「かなめくり」
入力方式　■横書きまたは縦書き印刷　■つくったラベルを記憶するメモリー
機能（最大5ファイル）　■印刷前に内容＆長さを確認できるリアルプレビュー
機能　■同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能　■思い通りの長さのラベル
がつくれるラベル長設定機能

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。

入力文字をおしゃれにアレンジ！
デコラベル機能

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。

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

ギフトやラッピングがかわいくなるデコ機能が充実！
●デコレーション機能へのアクセスが
　スムーズ！

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。

入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能

※12mm幅
テープのみ対応

※12mm幅
テープのみ対応

　

他にも充実の機能！

実用的な記号もかわいいイラストも豊富

書体６種
■搭載漢字が豊富（JIS第1・第2水準
　すべて＋JIS外漢字搭載）
■文字サイズ3種（大・中・小）
■文字装飾5種
  （標準・太字・袋・影・斜体）

■文字ぞろえ機能 ■5文字×2行まで表示する大画面液晶　■「かなめくり」
入力方式　■横書きまたは縦書き印刷　■つくったラベルを記憶するメモリー
機能（最大5ファイル）　■印刷前に内容＆長さを確認できるリアルプレビュー
機能　■同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能　■思い通りの長さのラベル
がつくれるラベル長設定機能

PT-J100 P
希望小売価格：オープン価格

＊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）

JANコード
テープ幅

4977766745000
3.5mm,6mm,9mm,12mm

● 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
　かんたんラベルモード
　 テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。
　 3ステップでできあがります。

全ての包装材に段ボールを使用

0

機能

対応テープ幅機能

※1 ※2

※1 漢字はゴシックのみ
※2 乾電池は別売になります

20 720 ゴシック・てがみ
てがき・シティ
カントリー・ポップ

90

5
2
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機能

対応テープ幅機能

※1 ※2

※1 漢字はゴシックのみ
※2 乾電池は別売になります

20 720 ゴシック・てがみ
てがき・シティ
カントリー・ポップ

90
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全ての包装材に段ボールを使用

0

家庭向けラベルライター

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすいスタンダードタイプ。

家庭向けラベルライター

ギフト・ラッピングが、かわいく楽しく！

華やかデコれるガーリータイプ。

※入力できる記号・イラスト数になります。

P-TOUCH/CATALOG　p5-6



ミッキー、ミニー、ハローキティ、スヌーピー。大好きなキャラクターをラベルに！

※キャラクター固有のできてる！ラベルが13種類ずつ内蔵されています。 ※12mm幅テープのみ対応

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。

入力文字をおしゃれにアレンジ！ デコラベル機能
豊富に選べるテープで、アイデアや楽しさも広がります。

※12mm幅テープのみ対応

他にも充実の機能！

■搭載漢字が豊富（JIS第1・第2水準
　すべて＋JIS外漢字搭載）
■文字サイズ3種（大・中・小）
■文字装飾5種
　（標準・太字・袋・影・斜体）

キャラクターのテープで、かわいいラベル作りが実現！

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。

入力しないでラベルができちゃう！ できてる！ラベル機能

●キュートでオシャレなキャラクターが勢ぞろい！ ●キャラクターコンテンツが
　もりだくさん！
　 それぞれのキャラクターが
　 楽しめる機能へスムーズに
　 つながります。

●キャラクターが引き立つオシャレなデザイン。
ミッキー
PT-J100
MB

ミニー
PT-J100
MR

スヌーピー
PT-J100
SL

ハローキティ
PT-J100
KW

家庭向けラベルライター

使う楽しさが広がる！

人気のキャラクタータイプ。

■文字ぞろえ機能 ■5文字×2行まで表示する大画面液晶　■「かなめくり」入力方式　■横書きまたは縦書き印刷　■つくったラベルを記憶するメモリー機能
（最大5ファイル）　■印刷前に内容＆長さを確認できるリアルプレビュー機能　■同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能　■思い通りの長さのラベルが
つくれるラベル長設定機能

ミッキー ミニー スヌーピーハローキティ

©1976,2014 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S554132 2014

全ての包装材に段ボールを使用

0

PT-J100 MB（ミッキーブラック）

＊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）

JANコード
テープ幅

4977766745017
3.5mm,6mm,9mm,12mm

ミッキーの魅力あふれる
イラストやアイコンがいっぱい！

ミニーのあふれ
るかわいらしさ

で

ラベルもおしゃ
れに大変身！

みんな大好き！
元気なミッキー

で

ラベルづくりが
さらに楽しく！

ミッキーテープの
デザインもGood！

テープのミニーも
魅力的！

PT-J100 MR（ミニーレッド）

＊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）

JANコード
テープ幅

4977766745024
3.5mm,6mm,9mm,12mm

キュートなミニーの
イラストやアイコンにわくわく！

P-TOUCH/CATALOG　p7-8 A

機能 対応テープ幅

※1 漢字はゴシックのみ
※2 乾電池は別売になります

※1 ※2

20 820 ゴシック・てがみ
てがき・シティ
カントリー・ポップ

100 5
23

＊入力できる記号・イラスト数になります。

＊できてる！ラベル キャラクター版は13種類

＊できてる！ラベル キャラクター版は13種類

＊入力できる記号・イラスト数になります。

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格



PT-J100 SL（スヌーピーライトブルー）

＊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）

JANコード
テープ幅

4977766745048
3.5mm,6mm,9mm,12mm

スヌーピーにウッドストックなど

おなじみの仲間たちがいっぱい！

ますます使いたくなる
スヌーピーテープ！

スヌーピーとゆかいな仲間の
イラストやアイコンが充実！

女の子に大人気！キティちゃんの

かわいさで気分もセンスもアップ。
ハローキティのかわいい
イラストやアイコンが魅力的！

＊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）

JANコード
テープ幅

4977766745031
3.5mm,6mm,9mm,12mm

キュートさあふれる
ハローキティテープ！

PT-J100 KW（キティホワイト）
＊入力できる記号・イラスト数になります。

＊入力できる記号・イラスト数になります。

©1976,2014 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S554132
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＊できてる！ラベル キャラクター版は13種類

＊できてる！ラベル キャラクター版は13種類

P-touch Editor 5.1（5.0）ラベル作成ソフトウェア

b-PAC 開発者向けにSDKを無償配布

ピータッチ
オフィス向け
ラインアップ

ビジネスには

PT-12
ラベルライター

コンパクトなボディに
便利な機能を満載した
実力派。

P11

業界初！※カラー液晶搭載！
パソコン接続も可能な
キーボードモデル
※テープカセット装着型ラベルライター国内市場において
  2016年1月現在　ブラザー調べ

P12

PT-D600
ラベルライター

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。

P13 

PT-18R/18N
ラベルライター

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。
PC接続専用ラベルプリンター。

P14

PT-P700/P750W
ラベルプリンター

基本機能が充実。
ビジネスシーンに
最適な高速・高解像度印刷モデル。
PC接続専用ラベルプリンター。

P15

PT-9700PC
ラベルプリンター

P-TOUCH/CATALOG　p9-10 A

宛名ラベルの印刷に適した
PC接続専用感熱ラベルプリンター。

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

全ての包装材に段ボールを使用

0

機能 対応テープ幅

※1 漢字はゴシックのみ
※2 乾電池は別売になります

※1 ※2

20 820 ゴシック・てがみ
てがき・シティ
カントリー・ポップ

100 5
23



※乾電池は別売になります

業界初！※カラー液晶搭載！

パソコン接続も可能な

キーボードモデル。

パソコン接続可能 ○さまざまなOSに対応Ｐ26をご覧ください。

装着されているテープカセットのテープ色と
文字色が表示されます。
※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合

があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。

※テープカセット装着型ラベルライター国内市場において 2016年1月現在 ブラザー調べ

文字の装飾や枠などの設定がカラー液晶に反映
されるので、画面上で印刷するラベルのイメージ
を確認しながら操作できます。

●装着したカセットのテープ色と文字色を表示 ●編集中のラベルのイメージがわかりやすい

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利な
オートカット機能
を搭載。複数枚の
連続印刷も手間
なく行うことがで
きます。

●便利なオートカット機能を搭載

カラー液晶搭載

パソコンに接続すればラベル作成ソフトを用いて
様々なバーコードやロゴ等の画像も印刷ができます。

●ラベル作成ソフト（無償）で簡単ラベル作成

パソコンからの印刷ができる

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、124種内蔵されて
います。

●できてる！ラベル

ラベル作成が手間なく簡単操作性の大幅向上

使いやすさを追求した、
スタイリッシュデザイン。
■ カラー液晶
■ テープカセットカラー検知
■ オートカッター
■ 9規格のバーコードフォントを搭載  

樹脂カバーのプラスチック材質を統一
樹脂材料のコーティング（塗装）回避
全ての緩衝材に段ボール又は古紙利用
パルプモールドを使用

Ver.2.1

PT-D600
希望小売価格（税抜）

JANコード
テープ幅

オープン価格
4977766758932
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://support.brother.co.jp 

機 能

対応テープ幅機　能 接続環境 ソフトウェア
※24mm幅テープ使用時

18.0
オートカット

964 9930
最高印字速度

ACアダプター
または

単3乾電池6本

※乾電池は別売になります

9
27

3.5～24 SDK

Windows®  
Mac

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor 5.1

従来機（PT-2730）の約3倍の速さを実現し、
作業効率が大幅UP。

●高速印刷

作業効率の大幅向上

■印字速度の比較

※ACアダプター接続時

最高10mm/秒

最高30mm/秒

従来機
（PT-2730）

PT-D600

※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフト
ウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードしてください。

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア（P-touch Editor 5.1など）を
使用するには、インストーラーダウンロードページ（brother.com/inst/ja/）からソフトウェア/ドキュメントインストーラ
ーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



※24mm幅テープ使用時

18.0

ACアダプター
または

単3乾電池6本

※乾電池は別売になります





剥がすとチェッカー模様が
浮き出る改ざん防止テープ

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。

セキュリティテープ

各機種の最大テープ幅と最大印字高さ一覧

シーンによってお選びいただける各種テープ

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、
汚れ、薬品、溶剤などに対して抜群の耐久性を発揮します。

強耐性を極めるラミネートテープ

めくりやすくて貼りやすい

他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは19、20ページをご覧ください。

最大テープ幅：12mm　最大印字高さ：9.0mm

最大テープ幅：12mm　最大印字高さ：7.9mm

最大テープ幅：36mm　最大印字高さ：27.1mm最大テープ幅：24mm　最大印字高さ：18.0mm

最大テープ幅：24mm　最大印字高さ：18.0mm

最大テープ幅：18mm　最大印字高さ：15.8mm

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。

印字ヘッド

ラミネート
フィルム

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

〈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 機により擦 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。

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

●実験前
ブラザーラミネートテープ 他社テープ1 他社テープ2

●擦れ比較実験
ブラザーラミネートテープ 他社テープ1 他社テープ2

ローコストで経済的に

ノンラミネートテープ

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。

テープの裏面（剥離紙）にもスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から
はがしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできます。

優れた耐久性

米国UL969規格・粘着性能の規格です。
［認証No.MH21016］
2014年12月現在の情報です。



36mm

TZe-CL6

PT-9700PC PT-12 , PT-J100PT-D600,PT-P700
PT-P750W,PT-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

★

環境に配慮した



高速印刷ユニット搭載。ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル。



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, Maxi Code

●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。

10.11.ｘ





サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）

http://support.brother.co.jp

［ピータッチシリーズ総合カタログ･SPコード：MD7CP075A］

2016年1月現在

ラベルライター製品ページ
http://www.brother.co.jp/product/labelwriter/index.htm

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
http://support.brother.co.jp/

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを
分かりやすく掲載しています。

最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様の
お役に立てる情報をご提供しております。


