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※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。
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※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。
※Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
※Android、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
※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。

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。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

ラベルプリンター製品ページ
http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm
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提供しています。

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/

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、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
分下さい。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。

当社は国際エネルギースタープログラムの
参加事業者として、該当商品※が国際エネル
ギースタープログラムの基準に適合している
と判断します。

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。詳しくはホームページをご参照ください。

各自治体の法令に
従って処分ください

●回収の流れ●回収方法について

ブラザー
リサイクルセンター

ブラザー
コールセンター

「国際エネルギースタープログラム」
の基準に適合。

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。

※PT-D600、PT-P700、PT-P750W、
　QL-820NWB、QL-800

（2018年1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。

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。

再資源化
製鉄
還元剤

無線LANの電波に関するご注意
（本機＝PT-P750W、QL-820NWB）

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。

2. 4FH2

2. 4FH1 PT-P710BT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10mです。

PT-P300BT、QL-820NWB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。

（1）「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
（2）「FH」:変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
（3）「2」もしくは「1」: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あらわす。PT-P300BT、QL-820NWBの与干渉

距離は、20mです。PT-P710BTの与干渉距離は、10mです。
（4）「　　　  　」: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。

Bluetoothの電波に関するご注意
（本機＝PT-P300BT、PT-P710BT、QL-820NWB）

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。

ブラザーオンラインの「ユーザー会員」にご登録いただきますと、お持ちの製品を
より便利に、安心にご利用いただけるようになりますので、ぜひご登録ください。



PT-P300BT

   P.3へ
PT-P710BT

   P.4へ

PT-P750W

   P.12へ
QL-820NWB

   P.17へ

そのほかスマホ対応ラインアップも充実！

Google Play™またはApp Storeから
専用アプリをダウンロード

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

P-touch
Design&Print

Brother
iPrint&Label

対応機種
PT-P300BT
PT-P710BT

対応機種
PT-P750W
QL-820NWB

スマホの専用アプリを通して、簡単に
ラベルデザインをすることができます。
その他の操作も、すべてスマホの画面
から。ラベルのある暮らしが、もっと身
近に感じられます。

すべての操作はスマホから

専用アプリにはフォントやテープの種
類、様々なシーンでの事例をご紹介
する「ラベル活用法」があります。まる
でブログを読むかのように、手軽にラ
ベル活用知識を深められます。

見て楽しいラベル活用法

自分でこだわってデザインしたラベル
を貼ることにより、モノがより魅力的
になります。様々なモノに貼ってみてラ
ベル生活を楽しんでください。

モノとの相性を楽しむ

スマホで使えるので忙しい毎日でも
ちょっとした隙間時間にラベルをデザ
インできます。作ったラベルデータは
保存しておけます。

いつでもどこでも隙間時間で

アプリ内の画面ガイダンスに従って操
作すればスマホと本体は簡単に繋が
ります。繋がったらラベルを印刷して
みましょう。

Bluetooth®で簡単接続

※PT-P710BTはUSBでパソコンとの接続も可能です。

これからのラベルは
スマホでつくる。
スマホで魅せる。
暮らしを楽しむラベルライター

自分自身で選んだ
お気に入りのモノたちに囲まれて暮らす。
それは、毎日の暮らしを自分らしく彩ること。

いつものスマートフォンで、ラベルを気軽にデザインできる
「P-TOUCH CUBE」があれば、
お気に入りのモノたちを、より素敵に、
より自分らしく彩ることができます。

ラベリングの楽しさは、ここまで進化しました。 
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機能

Bluetooth

乾電池やACアダプターは同梱されておりません。本機をお買い
求めの際には乾電池やACアダプターを併せてお買い求めください。

Li-ion充電池（PA-BT-005）を1個同梱しておりますが
USB-ACアダプターは同梱しておりません。

TM

＊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。

ベリーピンク

機能

Bluetooth

Li-ion充電池 PA-BT-005

PT-P710BT

PT-P710BT

P -TOUCH CUBEに
幅広テープ対応モデルも登場！

多彩なテンプレートをご用意“ショップラベル“

プロの仕上がりショップラベルFOR SHOP

文字色  ：
テープ色：

金
黒

文字色  ：
テープ色：

黒
白

4977766781367
3.5mm,6mm,9mm,12mm,
18mm,24mm

4977766788830 

ACアダプター AD-24ES
オプション品オプション品

4977766767156
＊サンプルテープカセット2本付き
  （ラミネート24mm幅/白テープ黒文字・プレミアム
    ゴールドテープ黒文字）

マイクロ
USB

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor 5.2

充電池対応

Li-ion

接続環境 ソフトウェア

対応テープ幅

対応テープ幅 接続環境

※24mm幅テープ使用時

お店の装飾からテイクアウト品の
ラッピングラベルまでかんたんに
つくれます。幅広ラベルには画像や
お店のロゴマークもいれられます。

P - touch  Des i gn＆Pr i n tに
PT -P710BT専用コンテンツ搭載

QRコードで“シェアラベル”

家族や職場の仲間といつでも情報共有！

※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ラベル作成ソフト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（install.brother）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接続が必要となります。

※12mm幅テープ使用時

パソコンでの
ラベルづくりにも対応

L i - i on充電池同梱

手間なく切れる！
オートカット機能搭載
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。

L i - i o n 充 電 池を同 梱しており、充 電し
て 繰り返し使 用 できます 。持 ち 運 びに
も便利です。

ラベル作成ソフト（P- touch Ed i to r）
を 用 い て 、凝ったデ ザ インの オリジ ナ
ル ラ ベ ル や E x c e l ®など のソフトと連
携したラベ ルも作 れます。テー プ 幅 が
広がって表現の幅も広がりました。

専用アプリから「シェアラベル」のカテゴリーを選べば、
簡単にQRコードを生成してラベルに印刷できます（18・24mm幅テープのみ）。
例えばQRコードに電化製品の取扱説明書のページを紐づけておけば、
取扱説明書が読みたくなった時いつでも誰でも簡単にアクセスできます。

SDK

FOR DOCUMENT

※付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、
　モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプター
　に接続して充電してください。

※このQRコードはイメージです。

詳しい
情報をシェア！
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専用アプリから「シェアラベル」のカテゴリーを選べば、
簡単にQRコードを生成してラベルに印刷できます（18・24mm幅テープのみ）。
例えばQRコードに電化製品の取扱説明書のページを紐づけておけば、
取扱説明書が読みたくなった時いつでも誰でも簡単にアクセスできます。

SDK

FOR DOCUMENT

※付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、
　モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプター
　に接続して充電してください。

※このQRコードはイメージです。

詳しい
情報をシェア！
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PT-J100 W

スタンダードタイプ

PT-J100 P

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすい

華やかにデコれるガーリータイプ

ギフト・ラッピングが

かわいく楽しく！

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

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

※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。

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

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

● 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
23

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

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
23

※入力できる記号・イラスト数になります。

他にも充実の機能！

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）

■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

※12mm幅テープのみ対応

※12mm幅テープのみ対応

※12mm幅テープ使用時 ※12mm幅テープ使用時
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90

5
23

PT-J100 P
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※12mm幅テープ使用時 ※12mm幅テープ使用時
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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！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！

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！

＊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

ますます使いたくなる
スヌーピーテープ！

スヌーピーと仲間の
イラストやアイコンが充実！

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。
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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

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！

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

！

※12mm幅テープ使用時

充実の機能！
■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
■デコラベル機能21種類搭載＊　■書体6種＊

＊P.5参照

キャラクターモデルも充実！
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乾電池（別売）とACアダプター両方を同梱して
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

シンプルで使いやすい

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
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

■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-D210

スタンダードモデル

PT-D600

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

カラー液晶搭載は、ブラザーだけ！※

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Ｐ22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 2018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  

PT-D600
希望小売価格
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※PC接続時

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。

※12mm幅テープ使用時
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乾電池（別売）とACアダプター両方を同梱して
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

シンプルで使いやすい

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
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作成がスムーズに行えます。

●高速印刷

PT-D210
希望小売価格
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

■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-D210

スタンダードモデル

PT-D600
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簡単・シンプルな

■印字速度の比較
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従来機
（PT-12）

PT-D210

カラー液晶搭載は、ブラザーだけ！※

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Ｐ22をご覧ください。
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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 2018年1月現在 ブラザー調べ
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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  

PT-D600
希望小売価格
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/
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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。

※12mm幅テープ使用時
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PT-18R/18N

コンパクトモデル

PT-P700/P750W

職場でもご家庭でも

使用シーンを選ばない

インストール不要！

すぐに使えるお手軽モデル

※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

P-touch Editor 5.2

パソコン接続可能 ○動作環境はＰ22をご覧ください。

○動作環境はＰ22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/

※PT-P750W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ラベル作成ソフトなどを使用する
には、インストーラーダウンロードページ（install.brother）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接続が必要となります。

※18mm幅テープ使用時

※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。

希望小売価格 3,200円※

希望小売価格 オープン価格
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各種テープ紹介 性能、カラー、デザイン。テープのバリエーションも豊かです。

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。

ケーブルへの巻き付け（ラッピング・フラッグ）用途でも、
剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。曲面への
貼り付けにおいても、充分な粘着性能を発揮します。

耐久性が強いため高温下や屋外に放置した場
合も色の変化が少ないテープです。備品管理
などさまざまなシーンでお使いいただけます。

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ

シーンも用途も幅広い
充分な貼り付け性能

ケーブルマーキング、
曲面への貼り付けに効果的

耐久性が強く視認性の高い
銀マットテープ

セキュリティテープ
ローコストで経済的に

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。3 . 5ｍｍ幅から24ｍｍ幅の
テープをご用意しております。

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。

ノンラミネートテープ

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に おしゃれテープ

ライトグレー
（白文字）

ベリーピンク
（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）

通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できる
おしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。
光の反射をしにくいため、写真撮影にも適しています。

機能テープ
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

使いやすい！が特徴のブラザーラミネートテープ めくりやすくて貼りやすい

強耐性を極める
ラミネートテープ

各機種の最大テープ幅と最大印字高さ一覧

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

※米国UL969規格は粘着性能の規格です。［認定No.MH21016］ 2018年1月現在の情報です。
※詳しくはブラザーホームページをご覧ください。

他にも豊富なテープをご用意しております。詳しくは15、16ページをご覧ください。

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。

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
剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもス
ムーズにできます。

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

プレミアムシルバー（白文字）

高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ
宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。
パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。

白
（青文字）

ピンク
（青文字）

ブルー
（青文字）

イエロー
（青文字）

アイロンで簡単ラベリング 布（ファブリック）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。

プレミアムゴールド（黒文字） プレミアムホワイト（金文字）

ギフトに適した リボンテープ
粘着面のないリボンテープです。
上質なリボンにメッセージや名前を添えて、ワンランクアップしたラッピングを楽しんでいただけます。

ワインレッド（金文字） ネイビーブルー（金文字）

ディズニー（白文字） スヌーピー（黒文字） 2017ハローキティ（黒文字）

キャラクターテープでかわいらしく キャラクターテープ
ミッキーマウスやミニーマウス、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。
すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。

マット
ブラック

（白文字）

ライト
グレー

（白文字）

サテン
ゴールド

（黒文字）

〈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

［優れた耐久性］ 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。

テープ幅：18mm（白のみ）12mm カラー：4色 ※詳しくは16ページをご覧ください。

テープ幅：12mm ※詳しくは16ページをご覧ください。

テープ幅：24mm 12mm カラー：3色 ※詳しくは15ページをご覧ください。

テープ幅：12mm カラー：2色 ※詳しくは16ページをご覧ください。

テープ幅：24mm 12mm カラー：7色
※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは15ページをご覧ください。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープのご用意はございます。

詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。

©1976,2018 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.S583956
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浸透することでより強い粘着力を発揮します。

ケーブルへの巻き付け（ラッピング・フラッグ）用途でも、
剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。曲面への
貼り付けにおいても、充分な粘着性能を発揮します。
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合も色の変化が少ないテープです。備品管理
などさまざまなシーンでお使いいただけます。

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ
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充分な貼り付け性能

ケーブルマーキング、
曲面への貼り付けに効果的

耐久性が強く視認性の高い
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実現した、ラミネート加工のない経済的な
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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
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おしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。
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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

使いやすい！が特徴のブラザーラミネートテープ めくりやすくて貼りやすい
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各機種の最大テープ幅と最大印字高さ一覧

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

※米国UL969規格は粘着性能の規格です。［認定No.MH21016］ 2018年1月現在の情報です。
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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
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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
剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもス
ムーズにできます。

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

プレミアムシルバー（白文字）

高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ
宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。
パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。

白
（青文字）

ピンク
（青文字）

ブルー
（青文字）

イエロー
（青文字）

アイロンで簡単ラベリング 布（ファブリック）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。

プレミアムゴールド（黒文字） プレミアムホワイト（金文字）

ギフトに適した リボンテープ
粘着面のないリボンテープです。
上質なリボンにメッセージや名前を添えて、ワンランクアップしたラッピングを楽しんでいただけます。

ワインレッド（金文字） ネイビーブルー（金文字）

ディズニー（白文字） スヌーピー（黒文字） 2017ハローキティ（黒文字）

キャラクターテープでかわいらしく キャラクターテープ
ミッキーマウスやミニーマウス、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。
すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。

マット
ブラック

（白文字）

ライト
グレー

（白文字）

サテン
ゴールド

（黒文字）

〈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

［優れた耐久性］ 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。

テープ幅：18mm（白のみ）12mm カラー：4色 ※詳しくは16ページをご覧ください。

テープ幅：12mm ※詳しくは16ページをご覧ください。

テープ幅：24mm 12mm カラー：3色 ※詳しくは15ページをご覧ください。

テープ幅：12mm カラー：2色 ※詳しくは16ページをご覧ください。

テープ幅：24mm 12mm カラー：7色
※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは15ページをご覧ください。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープのご用意はございます。

詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。

©1976,2018 SANRIO CO., LTD.
APPROVAL NO.S583956
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PT-D210, PT-J100
PT-P300BT

PT-P710BT,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

★

2017

※本体の販売は終了しております。ご了承ください。

長尺紙テープ（黒赤） 4977766776929黒/赤

SC-370pcスタンプ
クリエーター

※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。

1 7

1

2

2 4

3

3

4 5 6

5幅

長さ

幅

長さ

文字色（黒赤）

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

〈 DKロール 〉

〈 TZeテープ 〉

サプライ品のご紹介

12mm
■リボンテープ（テープの長さ4m）

TZe-RN34

ワインレッド

850円
4977766766999

TZe-RW34 850円
4977766766982

ネイビーブルー

■おしゃれテープ プレミアムタイプ（テープの長さ4m）

TZe-Q35V3

TZe-31V3

プレミアム
ゴールド

プレミアム
シルバー
プレミアム
ホワイト

ライトグレー
（つや消し）

サテンゴールド
（つや消し）

マットブラック
（つや消し）

1,600円TZe-PR851
4977766786980 

1,600円TZe-PR955
4977766786997 

1,600円TZe-PR254
4977766787000 

1,200円TZe-PR831
4977766786959 

1,200円TZe-PR935
4977766786966 

1,200円TZe-PR234
4977766786973 

■おしゃれテープ（テープの長さ5m）

1,600円TZe-MQL55
4977766789813

1,600円TZe-MQ851
4977766789837

1,600円TZe-MQ355
4977766789820

ピータッチ用
テープカセット

TZeテープは
プラスチックの
使用量を従来から
減らした新カセットを
採用しています。
エコマークも
従来同様取得して
おります。

プラスチックの使用量を削減した
新カセット

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格

パッケージ
デザインは
こちら

©1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S583956
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※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。　※サプライ品の種類・価格は、予告なく変更することがあります。 ※サプライ品の見本は、印刷のため実際の製品と色が異なる場合があります。



PT-D210, PT-J100
PT-P300BT

PT-P710BT,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

★

2017

※本体の販売は終了しております。ご了承ください。

長尺紙テープ（黒赤） 4977766776929黒/赤

SC-370pcスタンプ
クリエーター

※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。

1 7

1

2

2 4

3

3

4 5 6

5幅

長さ

幅

長さ

文字色（黒赤）

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

〈 DKロール 〉

〈 TZeテープ 〉

サプライ品のご紹介

12mm
■リボンテープ（テープの長さ4m）

TZe-RN34

ワインレッド

850円
4977766766999

TZe-RW34 850円
4977766766982

ネイビーブルー

■おしゃれテープ プレミアムタイプ（テープの長さ4m）

TZe-Q35V3

TZe-31V3

プレミアム
ゴールド

プレミアム
シルバー
プレミアム
ホワイト

ライトグレー
（つや消し）

サテンゴールド
（つや消し）

マットブラック
（つや消し）

1,600円TZe-PR851
4977766786980 

1,600円TZe-PR955
4977766786997 

1,600円TZe-PR254
4977766787000 

1,200円TZe-PR831
4977766786959 

1,200円TZe-PR935
4977766786966 

1,200円TZe-PR234
4977766786973 

■おしゃれテープ（テープの長さ5m）

1,600円TZe-MQL55
4977766789813

1,600円TZe-MQ851
4977766789837

1,600円TZe-MQ355
4977766789820

ピータッチ用
テープカセット

TZeテープは
プラスチックの
使用量を従来から
減らした新カセットを
採用しています。
エコマークも
従来同様取得して
おります。

プラスチックの使用量を削減した
新カセット

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格

パッケージ
デザインは
こちら

©1976,2018 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S583956
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※表示価格はすべて希望小売価格（税抜）です。　※サプライ品の種類・価格は、予告なく変更することがあります。 ※サプライ品の見本は、印刷のため実際の製品と色が異なる場合があります。



QL-820NWB

手軽にラベル印刷！

スマートフォンや

タブレットを使って

●日付・時間入りラベルの作成が簡単

U S B 、U S Bホスト、有 線 L A N 、無 線 L A N 、
Bluetooth®も標準搭載。さらにオプション品のリ
チウムイオン充電池（Li- ion充電池）ユニット

（PA-BU-001）を装着すれば、持ち運んでのご利
用も可能です。設置場所も広がり、お客様の使用環
境に合わせたスマートな現場を実現します。

●豊富なインターフェイス

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLED
ランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認する
ことができます。

●大型モノクロ液晶を搭載

印字速度最高176mm/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
110枚の印刷が可能です。

●176mm/秒（毎分110枚）の高速印刷※

「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリー
ダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、
テキストデータを送信するだけで、可変データ（テ
キスト、バーコード）を含むラベル発行が可能にな
ります。多様なラベル発行ソリューションを安価で
シンプルに構築することができます。

●パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能

無料の専用アプリケーション「Brother iPrint&
Label」でiPhone/ iPod touch/ iPadや
Android™搭載のスマートフォンやタブレットから
QL-820NWBを使って、ラベルに文字や写真を
印刷することができます。

●タブレットやスマホから印刷可能

有線／Wi-Fi®／Bluetooth®搭載。ラベル幅２．５インチ対応モデル

QL-820NWB
希望小売価格
JANコード
テープ種類

オープン価格
4977766769273
DKラベル7種類/DKテープ5種類

176mm/秒
最高印字速度

■176mm/秒（毎分110枚）の高速印刷
■Bluetooth®対応で、スマホや
　タブレットから印刷可能
■黒赤印刷対応

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

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/

※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。

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

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
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

■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

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

P-touch
Editor 5.2

※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。

※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/

※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

モバイル端末対応アプリ

スマートフォン

タブレット

QL-820NWB

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォント
を内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

●バーコードフォント内蔵

通常画面 エラー画面

インターフェイス

有線LAN
対応

SDK

モバイル
mobile

※62mm幅ラベル・テープ使用時 ※62mm幅ラベル・テープ使用時

Bluetooth

お持ちのパソコ
ンで日付・時間入
り表示ラベルを
簡単に作成、印刷
ができます。
また、時計機能が
本体に内蔵され
ているので、あら
かじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベ
ル印刷は本体のみで行えます。
ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように
日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字
のにじみ、汚れもありません。

時計機能内蔵

※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。
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QL-820NWB

手軽にラベル印刷！

スマートフォンや

タブレットを使って

●日付・時間入りラベルの作成が簡単

U S B 、U S Bホスト、有 線 L A N 、無 線 L A N 、
Bluetooth®も標準搭載。さらにオプション品のリ
チウムイオン充電池（Li- ion充電池）ユニット

（PA-BU-001）を装着すれば、持ち運んでのご利
用も可能です。設置場所も広がり、お客様の使用環
境に合わせたスマートな現場を実現します。

●豊富なインターフェイス

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLED
ランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認する
ことができます。

●大型モノクロ液晶を搭載

印字速度最高176mm/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
110枚の印刷が可能です。

●176mm/秒（毎分110枚）の高速印刷※

「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリー
ダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、
テキストデータを送信するだけで、可変データ（テ
キスト、バーコード）を含むラベル発行が可能にな
ります。多様なラベル発行ソリューションを安価で
シンプルに構築することができます。

●パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能

無料の専用アプリケーション「Brother iPrint&
Label」でiPhone/ iPod touch/ iPadや
Android™搭載のスマートフォンやタブレットから
QL-820NWBを使って、ラベルに文字や写真を
印刷することができます。

●タブレットやスマホから印刷可能

有線／Wi-Fi®／Bluetooth®搭載。ラベル幅２．５インチ対応モデル

QL-820NWB
希望小売価格
JANコード
テープ種類

オープン価格
4977766769273
DKラベル7種類/DKテープ5種類

176mm/秒
最高印字速度

■176mm/秒（毎分110枚）の高速印刷
■Bluetooth®対応で、スマホや
　タブレットから印刷可能
■黒赤印刷対応

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

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/

※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。

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

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
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

■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

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

P-touch
Editor 5.2

※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。

※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/

※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

モバイル端末対応アプリ

スマートフォン

タブレット

QL-820NWB

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォント
を内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

●バーコードフォント内蔵

通常画面 エラー画面

インターフェイス

有線LAN
対応

SDK

モバイル
mobile

※62mm幅ラベル・テープ使用時 ※62mm幅ラベル・テープ使用時

Bluetooth

お持ちのパソコ
ンで日付・時間入
り表示ラベルを
簡単に作成、印刷
ができます。
また、時計機能が
本体に内蔵され
ているので、あら
かじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベ
ル印刷は本体のみで行えます。
ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように
日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字
のにじみ、汚れもありません。

時計機能内蔵

※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。
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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。

Mac:OS X 10.10.x - macOS 10.13.xWindows®：

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
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●カスタマバーコード[Windows®のみ]
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176

AC100V 50/60Hz 2.0A

ＤＫラベル：7種
ＤＫテープ：5種※3

熱転写

180dpi×180dpi

4977766760768 4977766781367 4977766732208 4977766741750 4977766769273 4977766769266

180dpi×180dpi

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

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 約1,150g約800g約710g

約10W

お試しテープ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

熱転写 熱転写 熱転写 感熱 感熱

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

58.93mm
（62mm幅テープ・ラベル使用時）

58.93mm
（62mm幅テープ・ラベル使用時）

最高20mm/秒

本体内蔵自動式

約2万カット（フルカッターのみ） 約2万カット（フルカッターのみ） 約2万カット（フルカッター）
約1万カット（ハーフカッター）

約30万カット（DKラベルのみ）
約15万カット（DKテープのみ）

約30万カット（DKラベルのみ）
約15万カット（DKテープのみ）

約128（W）×67（D）×
128（H）mm

約78（W）×152（D）×
143（H）mm

約78（W）×152（D）×
143（H）mm

約125（W）×213（D）×
142（H）mm

充電池使用時：操作終了後 約10分
USB接続時：操作終了後 約1時間

約580ｇ
（Li-ion充電池付き約640ｇ）

約20W 約15W 約16W

Li-ion充電池（PA-BT-005）

TZe規格テープカセット
3.5,6,9,12,18,24mm対応

最大印字高さ（幅）

印字速度

外形寸法

JANコード

解像度

本体質量
（テープカセット及び電池を除く）

スマホ接続専用

PT-P300BT QL-820NWB

QL-820NWB QL-800PT-P710BT

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

約157（W）×150（D）×
68（H）mm

約201（W）×192（D）×
86（H）mm

約149（W）×52（D）×
123（H）mm

約111（W）×159（D）×
60（H）mm

（12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻） （12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻） （12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻）、

お試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻）、

CD-ROM、USBケーブル（1.8m）、
ACアダプター、充電池パック、充電スタンド

約111（W）×159（D）×
60（H）mm

約490g 約580g 約490g約940g約365g約365g

ACアダプター

OS X 10.8.x

OS X 10.9.x

OS X 10.10.x

OS X 10.11.x

macOS 10.12.x

macOS 10.13.x

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、ACアダプター

（黒赤印刷時：最高24mm/秒）
※2

※5

USB、有線LAN、無線LAN、
Bluetooth®、USB Host

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
macOS
macOS

10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X

macOS
macOS

10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X

macOS
macOS

10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

USBUSB、Bluetooth®※6 USB USB USB、無線LAN、NFC

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

USB

7

PT-P710BT

お試しテープ2本
（24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻

及び、24mm幅 ラミネート
プレミアムゴールド地/黒文字 2m巻）

USBケーブル（0.5m）、Li-ion充電池

148

AC100V 50/60Hz 2.0A

あり（初期値：60分） あり（初期値：60分）

約90W 約116W

ＤＫラベル：7種
ＤＫテープ：5種※3

QL-800

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

（黒赤印刷時：最高24mm/秒）
※2

※7

※7

約1,160ｇ
（バッテリーユニット付き約1,760ｇ）

約125（W）×234（D）×145（H）ｍｍ
（バッテリーユニット付：約125（W）×234（D）×190（H）ｍｍ）

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。
※1 PT-P710BT、PT-D600、PT-18R、PT-18N、PT-P700、PT-P750W、QL-800、QL-820NWB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。）

●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／QRコード、PDF417、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。

※2 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。
※3 対応ＤＫラベル、ＤＫテープにつきましては本カタログ15ページに記載しております。
※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 付属のUSBケーブル（USBポート［パソコン側］ DC5V、0.5A以上 2.0A以下）でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。（USB-ACアダプターは同梱されておりません。）
※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth®接続はできません。
※7 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。

JANコード

解像度

最大印字高さ（幅）

印字速度

対応消耗品

搭載カッター種別

外形寸法

（W）4977766744997
（P）4977766745000

（MB）4977766745017
（MR）4977766745024
（KW）4977766745031
（SL）4977766745048

4977766758185 4977766758932 4977766622509 4977766622516

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

15.8mm
（18mm幅テープ使用時）

最高20mm／秒 最高20mm／秒 最高20mm／秒
最高30mm／秒

※ACアダプター接続時 最高10mm／秒

180dpi×180dpi 180dpi×180dpi 180dpi×180dpi
本体印刷時：180dpi×180dpi

ＰＣ接続時：180dpi×180dpi（「標準」印刷）
180dpi×360dpi（「高解像度」印刷）

180dpi×180dpi

おt試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻）、

CD-ROM、ACアダプター

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8※3 / 
Windows® 8.1 / Windows® 10
Microsoft® Windows Server® /

2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8※3 / 
Windows® 8.1 / Windows® 10
Microsoft® Windows Server® /

2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

180dpi×180dpi（「標準」印刷）
180dpi×360dpi（「高解像度」印刷）

180dpi×180dpi（「標準」印刷）
180dpi×360dpi（「高解像度」印刷）

300dpi×300dpi（「標準」印刷）
300dpi×600dpi（「高解像度」印刷）

300dpi×300dpi（「標準」印刷）
300dpi×600dpi（「高解像度」印刷）

※4
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176

AC100V 50/60Hz 2.0A

ＤＫラベル：7種
ＤＫテープ：5種※3

熱転写

180dpi×180dpi

4977766760768 4977766781367 4977766732208 4977766741750 4977766769273 4977766769266

180dpi×180dpi

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

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 約1,150g約800g約710g

約10W

お試しテープ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

熱転写 熱転写 熱転写 感熱 感熱

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

58.93mm
（62mm幅テープ・ラベル使用時）

58.93mm
（62mm幅テープ・ラベル使用時）

最高20mm/秒

本体内蔵自動式

約2万カット（フルカッターのみ） 約2万カット（フルカッターのみ） 約2万カット（フルカッター）
約1万カット（ハーフカッター）

約30万カット（DKラベルのみ）
約15万カット（DKテープのみ）

約30万カット（DKラベルのみ）
約15万カット（DKテープのみ）

約128（W）×67（D）×
128（H）mm

約78（W）×152（D）×
143（H）mm

約78（W）×152（D）×
143（H）mm

約125（W）×213（D）×
142（H）mm

充電池使用時：操作終了後 約10分
USB接続時：操作終了後 約1時間

約580ｇ
（Li-ion充電池付き約640ｇ）

約20W 約15W 約16W

Li-ion充電池（PA-BT-005）

TZe規格テープカセット
3.5,6,9,12,18,24mm対応

最大印字高さ（幅）

印字速度

外形寸法

JANコード

解像度

本体質量
（テープカセット及び電池を除く）

スマホ接続専用

PT-P300BT QL-820NWB

QL-820NWB QL-800PT-P710BT

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

約157（W）×150（D）×
68（H）mm

約201（W）×192（D）×
86（H）mm

約149（W）×52（D）×
123（H）mm

約111（W）×159（D）×
60（H）mm

（12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻） （12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻） （12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻）、

お試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻）、

CD-ROM、USBケーブル（1.8m）、
ACアダプター、充電池パック、充電スタンド

約111（W）×159（D）×
60（H）mm

約490g 約580g 約490g約940g約365g約365g

ACアダプター

OS X 10.8.x

OS X 10.9.x

OS X 10.10.x

OS X 10.11.x

macOS 10.12.x

macOS 10.13.x

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、ACアダプター

（黒赤印刷時：最高24mm/秒）
※2

※5

USB、有線LAN、無線LAN、
Bluetooth®、USB Host

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

Microsoft® Windows® 7 /
Windows® 8 / Windows® 8.1 / 

Windows® 10

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
macOS
macOS

10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X
OS X
OS X

macOS
macOS

10.8.x
10.9.x
10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X

macOS
macOS

10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

OS X
OS X

macOS
macOS

10.10.x
10.11.x
10.12.x
10.13.x

USBUSB、Bluetooth®※6 USB USB USB、無線LAN、NFC

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

1GB以上（32-bit）、2GB以上（64-bit）

USB

7

PT-P710BT

お試しテープ2本
（24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻

及び、24mm幅 ラミネート
プレミアムゴールド地/黒文字 2m巻）

USBケーブル（0.5m）、Li-ion充電池

148

AC100V 50/60Hz 2.0A

あり（初期値：60分） あり（初期値：60分）

約90W 約116W

ＤＫラベル：7種
ＤＫテープ：5種※3

QL-800

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

（黒赤印刷時：最高24mm/秒）
※2

※7

※7

約1,160ｇ
（バッテリーユニット付き約1,760ｇ）

約125（W）×234（D）×145（H）ｍｍ
（バッテリーユニット付：約125（W）×234（D）×190（H）ｍｍ）

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。
※1 PT-P710BT、PT-D600、PT-18R、PT-18N、PT-P700、PT-P750W、QL-800、QL-820NWB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。）

●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／QRコード、PDF417、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。

※2 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。
※3 対応ＤＫラベル、ＤＫテープにつきましては本カタログ15ページに記載しております。
※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 付属のUSBケーブル（USBポート［パソコン側］ DC5V、0.5A以上 2.0A以下）でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。（USB-ACアダプターは同梱されておりません。）
※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth®接続はできません。
※7 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。

JANコード

解像度

最大印字高さ（幅）

印字速度

対応消耗品

搭載カッター種別

外形寸法

（W）4977766744997
（P）4977766745000

（MB）4977766745017
（MR）4977766745024
（KW）4977766745031
（SL）4977766745048

4977766758185 4977766758932 4977766622509 4977766622516

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

15.8mm
（18mm幅テープ使用時）

最高20mm／秒 最高20mm／秒 最高20mm／秒
最高30mm／秒

※ACアダプター接続時 最高10mm／秒

180dpi×180dpi 180dpi×180dpi 180dpi×180dpi
本体印刷時：180dpi×180dpi

ＰＣ接続時：180dpi×180dpi（「標準」印刷）
180dpi×360dpi（「高解像度」印刷）

180dpi×180dpi

おt試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/黒文字4ｍ巻）、

CD-ROM、ACアダプター

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8※3 / 
Windows® 8.1 / Windows® 10
Microsoft® Windows Server® /

2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8※3 / 
Windows® 8.1 / Windows® 10
Microsoft® Windows Server® /

2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

180dpi×180dpi（「標準」印刷）
180dpi×360dpi（「高解像度」印刷）

180dpi×180dpi（「標準」印刷）
180dpi×360dpi（「高解像度」印刷）

300dpi×300dpi（「標準」印刷）
300dpi×600dpi（「高解像度」印刷）

300dpi×300dpi（「標準」印刷）
300dpi×600dpi（「高解像度」印刷）

※4
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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：MD7CP100A］

2018年1月現在

※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。
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※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。
※Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
※Android、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
※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。

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。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

ラベルプリンター製品ページ
http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm
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提供しています。

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/

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、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
分下さい。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。

当社は国際エネルギースタープログラムの
参加事業者として、該当商品※が国際エネル
ギースタープログラムの基準に適合している
と判断します。

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。詳しくはホームページをご参照ください。

各自治体の法令に
従って処分ください

●回収の流れ●回収方法について

ブラザー
リサイクルセンター

ブラザー
コールセンター

「国際エネルギースタープログラム」
の基準に適合。

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。

※PT-D600、PT-P700、PT-P750W、
　QL-820NWB、QL-800

（2018年1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。

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。

再資源化
製鉄
還元剤

無線LANの電波に関するご注意
（本機＝PT-P750W、QL-820NWB）

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。

2. 4FH2

2. 4FH1 PT-P710BT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10mです。

PT-P300BT、QL-820NWB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。

（1）「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
（2）「FH」:変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
（3）「2」もしくは「1」: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あらわす。PT-P300BT、QL-820NWBの与干渉

距離は、20mです。PT-P710BTの与干渉距離は、10mです。
（4）「　　　  　」: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。

Bluetoothの電波に関するご注意
（本機＝PT-P300BT、PT-P710BT、QL-820NWB）

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。

ブラザーオンラインの「ユーザー会員」にご登録いただきますと、お持ちの製品を
より便利に、安心にご利用いただけるようになりますので、ぜひご登録ください。


