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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。

電波の種類と干渉距離Bluetoothの電波に関するご注意（本機=PT-P300BT）

2.   4  F  H   2
本機は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、
与干渉距離は20mです。
「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「FH」：変調方式を表す。本機は、FH-SS方式を使用しています。
「2」：移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離を表す。
本機の与干渉距離は20mです。
「　　　　」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可である
ことを意味する。

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別
用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、
　Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場
　合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

※P-touch、P-TOUCH CUBE、デコラベル及び「できてる！ラベル」はブラザー工業株式会社の登録商標です。
※デコラベルデザイン意匠登録済み
※Microsoft、Windows Vista、Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
※Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPadは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
※表示価格は希望小売価格（税抜）またはオープン価格です。
※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
※このカタログに掲載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
　また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがあります。
※製品には保証書が付属しています。ご購入の際には販売店より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、
　大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です（印刷物は2年です）。
※画面や一部の印刷サンプルの写真は、ハメコミ合成です。
※Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
※AndroidTM、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。



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。

Point

Point

Point





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。

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

3

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

3

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。

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。



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

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

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！

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

希望小売価格：オープン価格

希望小売価格：オープン価格

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 Bluetooth

※1

TM

※1 乾電池・ACアダプターは別売になります。

＊アプリケーションは無料でダウンロードできますが、
  App Store,Google Playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

■ ACアダプター非同梱（乾電池駆動可能） ■ オプション品（ACアダプター）

AD-24ES

ベリーピンク



乾電池（別売）とACアダプタ両方を同梱している
ため、場所を選ばずラベル作成が可能です。

●便利なACアダプター同梱

本体サイズがコンパクトで狭い場所、持ち運んでの
利用が可能。収納場所も選びません。

●コンパクト設計

圧倒的な使いやすさ

7文字1行の見やすい大型ディスプレイ搭載。入力
や編集作業がスムーズに行えます。

●見やすい液晶ディスプレイ

ラベルテンプレートを使うと、オリジナルでおしゃれ
なラベルが簡単に作成できます。

●ラベルテンプレート内蔵

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。漢字を使ったラベル作成もで
きます。

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

幅広いシーンで対応可能な充実の機能

従来機（PT-12）の約2倍の速さを実現し、ラベル
作成がスムーズに行えます。

●高速印刷

PT-D210
希望小売価格（税抜）

JANコード
テープ幅

オープン価格
4977766758185
3.5mm,6mm,9mm,12mm

9.020
最高印字速度

98 7

715

※乾電池は別売になります※下線含む

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 ○動作環境は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  

■見やすい液晶ディスプレイ
■ACアダプター同梱
■ラベルテンプレート内蔵
■豊富な内蔵文字数

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://www.brother.co.jp/support/

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 5.2

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 5.2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。

PT-D21
0

スタンダードモデル

初めての方でも安心！

簡単・シンプルな

■印字速度の比較

※ACアダプター接続時

最高10mm/秒

最高20mm/秒

従来機
（PT-12）

PT-D210



※24mm幅テープ使用時

18.0

P-touch Editor 5.2

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

パソコン接続可能 ○動作環境はＰ26をご覧ください。

○動作環境はＰ26をご覧ください。

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor 5.2

○ 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://www.brother.co.jp/support/○ 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://www.brother.co.jp/support/



ホームユースもビジネスユースも
多彩な用途に応えるラインアップ！

FORホーム

FORビジネス

各種テープ、サプライ品、その他の製品・ソフトウェアの情報は、次ページから掲載しています。

使うたびに楽しさ広がる、新しい発見がある。
ライフスタイルにあわせてモデルをチョイス！

誰でも手軽に使える、オフィスの強い味方。
豊富な機能で、ビジネスシーンが快適＆便利に生まれ変わります。

PT-P700/P750W
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。

PT-D600
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

PT-18R/18N
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。

PT-J100 W/P
誰でも使いやすハンディタイプな
ラベルライター。持ち運びも可能な
スタンダードモデル。

使う楽しさが広がる！
人気のキャラクタータイプ。

PT-J100
MB/MR/KW/SL

PT-P300BT
スマホ専用！いつでもどこでも
簡単にラベル作成可能な
ラベルライター。

PT-D210
初めての方でも安心！
簡単・シンプルな
スタンダードモデル

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

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

PT-J100には

キュートで

オシャレな

キャラクターが

勢ぞろい！



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、溶剤などに対して高い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：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高い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規格は粘着性能の規格です。［認定No.MH21016］
2016年9月現在の情報です。



PT-D210, PT-J100
PT-P300BT

PT-D600,PT-P700
PT-P750W,PT-18R/18N

18mm

TZe-CL4 1,400円
4977766702652

12mm

TZe-CL3 1,000円
4977766703123

■ヘッドクリーニングテープ（約100回分）

対応機種

★

12mm
■リボンテープ（テープの長さ4m）

環境に配慮した

TZe-RN34

ワインレッド

850円
4977766766999

TZe-RW34 850円
4977766766982

ネイビーブルー



本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor 
Lite※」が内蔵されているので、パソコンにソフト
ウェアをインストールすることなく、USBケーブル
をつなげば、すぐにラベルが作成できます。

●ドライバーインストール不要ですぐ使える

QL-800は、ラベル交換がワンタッチでできます。
ラベルカセットを装着すれば、用紙サイズを自動的
に認識します。

●ラベルカセットはワンタッチ交換

JAN13、CODE39など16規格のバーコード、
QRコードなど5規格の2次元コード、カスタマバー
コード（郵便バーコード）を300dpiの高解像度で
ラベル印刷できます。

●16規格のバーコードに対応

印字速度最高148mm/秒。新開発の高速印刷ユ
ニットを搭載。宛名ラベル（DK-1201）なら毎分
93枚の印刷が可能です。

●148mm/秒（毎分93枚）の高速印刷※

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時で
も用紙1枚から印刷するため、未使用な部分が無
駄になってしまいます。しかし、QL-800なら専用
のプリンターで1枚でも印刷が可能なので、タック
シールの無駄をなくすことができます。

●タックシールの無駄がなくなる！

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回※

カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択
できます。
◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」

●高耐久オートカッター標準搭載

約125（W）×213（D）×142（H）mmのコンパクトサイ
ズ。オフィスのデスクなど狭い場所にも設置可能です。

●設置場所を選ばないコンパクトサイズ

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。

2色発色ができる専用の感熱紙（DK-2251）で、黒/
赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤文字
にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。
注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。

●黒/赤の2色を同時に印刷

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成がで
きる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 
5.2」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな
操作。Excel®などデータベースを利用した作成も
可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、
実用的な機能を搭載しています。

●専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

QL-800
希望小売価格（税抜）
JANコード
テープ種類

オープン価格
4977766769266
DKラベル7種類/DKテープ5種類

148mm/秒
最高印字速度

300
dpi

■最高148mm/秒の高速印刷
■便利なラベル作成ソフト
■高耐久のオートカッター搭載
■黒赤印刷対応

QL-800

ラベル作成が可能です。

宛名・商品ラベル作成に最適。

必要なときに必要な枚数

接続環境

最大印字幅

58.9
mm

ソフトウェア対応ラベル・テープ

黒赤印刷

BLACK&
RED

※本体の販売は終了しております。ご了承ください。

P-touch
Editor 5.2

長尺紙テープ（黒赤） 4977766776929黒/赤

SC-370pc［サプライ品のご紹介］
スタンプクリエーター

※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは
　寸法・比率が異なります。

※Windows® OSのみ対応

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※2

※1 蛍光増白剤抜きのラベル・テープです。
※2 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域：黒色、低温域：赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がかからない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、
　　輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800シリーズのみご利用いただけます。

主な使用用途 オフィス向け ： 宛名ラベル／サインラベル／備品管理ラベル／訪問者用バッジ／メモラベル　など

※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

○ 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://www.brother.co.jp/support/
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※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 5.2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。

タックシールだと… ラベルプリンターだと…

必要な枚数だけ印刷。
無駄がありません！ここが無駄に



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), GS1合成シンボル, Intelligent Mail Barcode

●2次元コード
PDF417, QR Code, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode

●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。

macOS v10.10.5-10.12

更に進化した P-touch Editor 5.2（5.1）

P-touch Editor 5.2（5.1）

P-touch Editor 5.2（5.1）の特長



148

125 213
142

1,150

AC100V 50/60Hz 2.0A

5

長尺紙テープ（黒赤）

製品によってはP-touch Editor 5.2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、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（http://www.brother.co.jp/support/）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サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）にてP-touch Editor 5.0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。詳しくはサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）をご覧ください。
※2 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（http://www.brother.co.jp/support/）よりダウンロードできます。
※3 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※4 Android4.1以上、iOS9以上になります。
※５ 弊社の印刷データ＜印字幅58.93mm 印字率20％＞を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。

PT-D600、PT-18R、PT-18N、PT-P700、
PT-P750W、QL-800はパソコンと接続し、
P-touch Editorをお使いいただくと、下記の
バーコード・2次元コード・カスタマバーコード
を印刷いただけます。（バーコードの種類は
P-touch Editorのバージョンによって変わ
ります。）

熱転写方式

180dpi

最大9mm

最高20mm/秒

本体内蔵手動式
非公開

約115（W）×61（D）×
115（H）mm

ACアダプター使用時：操作終了後 約24時間
電池使用時：操作終了後 約10分

約380g（電池除く）

約10W

お試しTZeテープ2本
（12mm幅 ラミネート 白地/

黒文字 4m巻及び、
12mm幅 ラミネート サテンゴールド地/

白文字 2m巻）

ACアダプター（別売）
市販の単４アルカリ乾電池６本（別売）

または
市販の単４ニッケル水素充電池６本（別売）

TZe規格テープカセット
3.5,6,9,12mm対応

macOS X v10.10.5、10.11.x、10.12macOS X v10.10.5、10.11.x、10.12macOS X v10.10.5、10.11.x、10.12macOS X v10.10.5、10.11.x、10.12macOS X v10.10.5、10.11.x、10.12

印刷高（幅）

スマホ接続専用※4

PT-P300BT QL-800

QL-800

7,420文字

７１５文字

（16ドット～48ドット系）

6種類

最大9ファイル
（最大720文字）

98種類（下線含む）

デザインラベル：30種類

157.0（W）×150.0（D）×
68.0（H）mm

約490g

ACアダプター

macOS X v10.4.11

macOS X v10.5.x

macOS X v10.6.x

macOS X v10.7.x

macOS X v10.8.x

macOS X v10.9.x

macOS X v10.10.x

macOS X v10.11.x

macOS X v10.12

http://www.brother.co.jp/support/

お試しDKラベル1本
（幅29ｍｍ×長さ90mm 宛名ラベル100枚）、
お試しDKテープ1本（幅62mm長尺2色テープ５m巻）、
USBケーブル（1.8m）、電源コード

58.93

（黒赤印刷時：最高24mm/秒）
※5

GS1合成シンボル,Intelligent Mail Barcode

,AztecCode

USB Ver.2.0 Full Speed USB Ver.2.0 Full Speed USB Ver.2.0 Full Speed

USB Ver.2.0 Full Speed USB Ver.2.0 Full Speed USB Ver.2.0 Full Speed
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サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）

http://www.brother.co.jp/support/

［ピータッチシリーズ総合カタログ･SPコード：MD7CP096A］

2017年7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://www.brother.co.jp/support/

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。

電波の種類と干渉距離Bluetoothの電波に関するご注意（本機=PT-P300BT）

2.   4  F  H   2
本機は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、
与干渉距離は20mです。
「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「FH」：変調方式を表す。本機は、FH-SS方式を使用しています。
「2」：移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離を表す。
本機の与干渉距離は20mです。
「　　　　」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可である
ことを意味する。

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別
用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、
　Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場
　合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

※P-touch、P-TOUCH CUBE、デコラベル及び「できてる！ラベル」はブラザー工業株式会社の登録商標です。
※デコラベルデザイン意匠登録済み
※Microsoft、Windows Vista、Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
※Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPadは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
※表示価格は希望小売価格（税抜）またはオープン価格です。
※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
※このカタログに掲載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
　また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがあります。
※製品には保証書が付属しています。ご購入の際には販売店より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、
　大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です（印刷物は2年です）。
※画面や一部の印刷サンプルの写真は、ハメコミ合成です。
※Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
※AndroidTM、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。


