
※ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字テープ使用時
（ノーマルラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。）

※「標準（360dpi×360dpi）」印刷時

※36㎜幅テープ使用時
　その他テープの印字幅は、裏面（主な製品仕様）をご確認ください。

最大印字幅が32㎜まで向上。従来機（PT-9700PC）と
比較して印字幅が約5㎜拡がり、余白幅を少なく、テー
プ幅いっぱいに印字が可能になりました。

無料の専用アプリケーション「Brother iPrint＆Label」をダ
ウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ
端末とWi-Fiで接続してラベルを印刷することができます。
※アプリはApp StoreまたはGoogle PlayTMで「Brother iPrint
　＆Label」と入力、検索してインストールしてください。

タブレットやスマホから印刷可能テ ー プ 幅 いっぱ い に 印 字 可 能

スマートフォン

タブレット

TZeテープ使用時、約60mm/秒の高速印刷を実
現。従来機（PT-9700PC)と比較して印刷速度が約3
倍に向上しました。

印 刷 速 度 大 幅 U P

約20mm/秒

約60mm/秒
印字幅
32mm

印字幅
27.1mm

従来機
（PT-9700PC)

新商品
（PT-P900W）

充 実 し た 基 本 機 能 で 幅 広 い 用 途 に ご 利 用 い た だ け ま す 。

モバイル端末対応アプリ

スピードUP
約3倍

「高速」印刷
「標準」印刷
「高解像度」印刷

最高 約80mm/秒
最高 約60mm/秒
最高 約30mm/秒

「品質優先」印刷 最高 約30mm/秒

従来機
（PT-9700ＰＣ）

＜モード別印刷速度＞

PT-P900W

ラミネートラベルプリンター（PT-P900W）

ラミネートラベルプリンター
耐性を極める
～ブラザー独自のラミネートテープ～



よりよい地球環境を、あなたとともに。
ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な
取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会
からエコマーク商品に認定されています。 「RoHS指令」に対応。 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。
（2016年7月現在）

エコマークとは、環境保全に役立つと認めら
れる商品に「エコマーク」を付けることで、環
境から見た商品の情報を提供し、環境にやさ
しく暮らしたいと願う消費者が商品を選択し
やすいようにすることを目的としています。

このカタログに掲載のブラザーのラベル
プリンターは、部品や材料の製造に関わる
全工程において、自然環境や人体に有害
な6種類の特定化学物質(カドミウム･鉛･
六価クロム･水銀･PBB･PBDE)の使用を
制限するRoHS指令に対応しています。

ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの
使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおりま
す。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お
願い申し上げます。また、回収させていただいたテープカセット
をポイントに変えさせていただき、10,000ポイントにつき1本の
植樹を行っています。詳しくはホームページをご参照ください。

エコマーク認定番号
第10112024号

このロゴマークはブラザーが
独自に規定したマークです。

ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

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

消耗品はブラザー純正品をお使いください。
ブラザーラミネートラベルプリンターについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおす
すめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保
証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）

受付時間：月曜～土曜　9：00～12：00／13：00～17：00
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

ブラザーコールセンター
0120-590-383

［PT-P900Wカタログ･SPコード：MD7CP083A］

2016年7月現在

※P-touch及びピータッチはブラザー工業株式会社の登録商標です。
※Microsoft®,Windows®,Windows Vista®,Windows Sever®は米国Microsoft社の米国及びその他の国に
   おける登録商標または商標です。
※Macは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
※Wi-Fi,Wi-Fi Protected Set up ロゴ,Wi-Fi CERTIFIDE ロゴ,WPA, WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標また
　は登録商標です。
※Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。 
※Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業（株）はライセンスに基づき使用しています。

※表示価格はオープン価格もしくは希望小売価格（税抜）です。

製品の修理について 弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。
修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

■ 主な製品仕様

■ オプション品

ブラザー独自のラミネートテープの特徴
価格
JANコード

印刷

内蔵
ソフトウェア

電源関連

カッター

最大印字高さ

最小印字長

熱転写方式
360dpi×720dpi（「高解像度」印刷）、360dpi×360dpi（「標準」印刷）、

360dpi×360dpi（「品質優先※1」印刷）、360dpi×180dpi（「高速」印刷）
最高約80mm/秒 ： 「高速」印刷、最高約60mm/秒 ： 「標準」印刷、

最高約30mm/秒 ： 「品質優先」印刷、最高約30mm/秒 ： 「高解像度」印刷
32.0mm （36mm幅テープ使用時）

22.6mm （24mm幅テープ使用時）、16.5mm （18mm幅テープ使用時）
10.6mm （12mm幅テープ使用時）、7.5mm （9mm幅テープ使用時）
4.5mm （6mm幅テープ使用時）、 2.5mm （3.5mm幅テープ使用時） 

4mm（4mmの位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22mmです）

Windows® : Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
　　　　　　 / Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2　
Mac            ： Mac OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11.x

• Wireless Direct : IEEE802.11n • アドホックモード : IEEE802.11b
• インフラストラクチャモード : IEEE802.11b/g/n • WPS 2.0
■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時
・オープンシステム (なし/WEP)
■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時
・オープンシステム (なし/WEP64/128 bit）　・共有キー認証（WEP64/128 bit）
・WPA/WPA2-PSK　・LEAP　・EAP-FAST　・PEAP　・EAP-TTLS　・EAP-TLS

オープン価格
4977766760881

PT-P900W

9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm
PT-P900W本体 ： 約118mm（W)×192mm(D)×146mm(H)

オプション品の充電池ホルダー[PA-BB-002]装着時 ： 約118mm（W)×192mm(D)×186mm(H)
PT-P900W本体 ： 約1,480g

オプション品のLi-ion充電池[PA-BT-4000LI]＋充電池ホルダー[PA-BB-002]装着時
 ： 約2,070g（オプション品の合計質量 ： 約590g）

10℃～35℃ / 20%～80% （結露なきこと）

3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm /18mm / 24mm / 36mm

USB Ver.2.0 Full Speed （Bタイプ ペリフェラル）
オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換

印刷時最大 ： 約63.6W、待機時 ： 約0.9W、電源OFF時 ： 約0.3W

・安全にお使いいただくために・かんたん設置ガイド ・ACアダプター（AD9100ESA）・電源コード
・TZeテープ1本 （36㎜幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻） ・USBケーブル（長さ1.8m） 

7MB
メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート  

ACアダプター（AD9100ESA）、電源コード
 入力 ： AC100V-240V  50/60Hz 1.8A 出力 ： DC24V  2.65A

オプション品のLi-ion充電池［PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用
DC14.4V  1,800mAh

ACアダプター使用時 ： 無効　Li-ion充電池使用時 ： 操作終了後 約30分

オートカッター （フルカッター/ハーフカッター）
■フルカッター ： 約4.5万カット ※4
■ハーフカッター ： 約3万カット ※4

品名

JANコード

希望小売価格 オープン価格

Li-ion充電池

4977766706872

PA-BT-4000LI

オープン価格

シリアルケーブル変換アダプター

4977766716710

PA-SCA-001

4,000円

Rトリマー

オープン価格

充電池ホルダー

4977766756334

PA-BB-002
4977766057301

BT-36

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。耐久性が求められる用途に幅広くお使
いいただけます。

ラミネートフィルム加工により、水やこすれに抜群の強耐性

TZeテープ
HGeテープ

対応テープ
カセット（幅）

寸法・質量

外形寸法

質量

対応OS※3

動作温度・湿度

動作環境

インター
フェイス

同梱品
（製品本体、取扱説明書、保証書除く）

USB
シリアル

消費電力

電源

オートパワーオフ

搭載カッター種別
カッター寿命

転送可能テンプレート数
メモリー（利用可能領域）

無線LAN
（Wi-Fi®）

※1 「標準」よりも低速で印刷するモードです。バーコードを含む小さな文字（6ポイント相当以下）を印刷する際に効果的です。2016年9月以降対応予定です。
      詳しくはブラザーソリューションセンターをご確認ください。
※2 ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字テープ使用時（ノーマルラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます）。
※3 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://support.brother.co.jp/ よりダウンロードできます。
※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※5 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。

印字速度※2

印刷方式

印字解像度

※Li-ion充電池は充電池ホルダーと合わせてご使用ください。

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

無線LANの電波に関するご注意　 電波の種類と干渉距離

2.4  DS4/OF4
「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS方式であることを表す。（IEEE802.11bのとき)
「OF」：変調方式がOFDM方式であることを表す。（IEEE802.11g/nのとき)
「4」：想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
「　　　　」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能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、速やかに本機のチャンネルを変更
　するか、または電波の発射を停止してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

※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）
※製品には保証書（安全にお使いいただくために）が付属しています。
　ご購入の際には販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してださい。　　　

http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/ptp900w/accessory/index.htm
※消耗品一覧は弊社ホームページをご参照ください。

http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.htm
※ラミネートテープの耐久性情報


