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サポートサイト

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

※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
※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、AirPrintは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
※iPad、iPhone、iPod、iPod touchは、米国およびほかの国々で登録されたApple inc.の商標です。
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。
※ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
※ZINK Technology、ZINKはZINK Holdings LCCが所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
※Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram,LLCの商標です。
※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。

ラベルプリンター製品ページ
https://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
https://www.brother.co.jp/support/

ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストレンド」や
 「導入事例」、「ノウハウ資料」などをご紹介しています。

業界の最前線をお届けする「ビジネスNAVI」
https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、サポート情報や
製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

ブラザーオンライン
https://online.brother.co.jp/

無線LANの電波に関するご注意
（本機＝PT-P750W、PT-P900W、PT-P950NW、VC-500W、QL-820NWB、QL-1115NWB）

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. 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。

2. 4FH2 PT-P300BT、PT-P950NW、QL-820NWB、QL-1115NWB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. 4FH4 PT-P910BT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40m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）「 1 」：想定される与干渉距離が10m以下であることを表す。
（4）「 2 」：想定される与干渉距離が20m以下であることを表す。
（5）「　　　  　」: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、PT-P910BT、PT-P950NW、QL-820NWB、QL-1115NWB）

s

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。

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

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BOX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。

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
ロジテック 回収数に応じて植樹

よりよい地球環境を、あなたとともに。 「RoHS指令」に対応。

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。

EU(欧州連合)において、2006年7月に「RoHS指令(電気・電子機器における特定
有害物質の使用禁止指令)」が施行されました。ブラザー工業株式会社では、全世界
向けの工作機械を除く全製品でRoHS指令に対応しており、日本向けの製品に対し
ては、独自のマークを付けてRoHS指令に対応した製品であることを示しています。

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。

「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。

※PT-P900W、PT-P950NW、QL-1115NWB

（2020年5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。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。
本カタログのブラザー製品について、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。）

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。

TELorFAX

回収BOXがいっぱいになったら
集荷依頼

ピータッチ 「ピータッチ」シリーズ 総合カタログ

  ▶ラベルライター　▶ラベルプリンター

※営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。
その際はホームページにてお知らせ致します。



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、GooglePlay、AppStoreへ
接続する際の通信料はお客様のご負担
となります。

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

専用アプリにテンプレートを多数搭載。
また、オリジナルで作成する際にも
様々なフォント、イラスト等をお楽しみ
いただけます。

豊富なテンプレート搭載

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。つく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、PT-P910BT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。 

PT-P300BT
   P.4へ

PT-P710BT
   P.5へ

PT-P910BT
   P.6へ

P-touch
Design&Print 2

1 2



まずは「整理収納」「ネーミング」などの
カテゴリーを選びます。

STEP

カテゴリーを選ぶ
シーンや用途に合わせて
テンプレートを選びます。

お気に入りのラベルが見つかったら
作成をタップ。仕上がりを見ながら

編集・印刷ができます。

P-touch Design&Print  2スマホアプリ 

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。

対応テープ幅 接続環境 ソフトウェア

※12mm幅テープ使用時

FOR DOCUMENT

ACアダプター AD-24ES-01

4977766796187

オプション品

ベリーピンク

12mm幅までのテープに対応。
スマートフォン専用モデル

スマホで簡単操作

コンパクトで
持ち運びしやすい

シンプルな
本体デザイン
本体にボタンは電源ボタン１つのみ。
シンプルなデザインなので、どんな
お部屋のインテリアにも馴染みます。

本体にキーボードが無いコンパクト
設計。単4乾電池6本で駆動するので
手軽に持ち運びできます。

専用アプリ「P-touch Design&Print 2」
を使って、いつでもどこでもラベルづく
りが始められます。専用アプリには整理
収納術など、ラベルづくりがもっと楽し
くなるお役立ち情報もいっぱいです。

ステップ

かんたん

STEP STEP

テンプレートを選ぶ 編集・印刷

豊富な種類のフォントと
1000以上のイラストを搭載

シーンや用途に合わせて選べる
テンプレートが豊富

URL・画像・動画をQRコードで
リンクできるシェアラベル機能搭載

詳しい
情報をシェア！

※このQRコードは
イメージです。

文字色  ：
テープ色：

黒
白

ラベルにしたいテキストを
撮影すると…

読み取ったテキストが
自動で入力されます

カメラで撮影したものを自動で
テキストに変換できるので、
文字を入力する手間が省けます

作成したラベルデータをクラウドで
共有。遠隔地やモバイルしかない現場
へのデータ共有が可能です

翻訳機能で英語・中国語等100以上の
言語に対応。店舗での多言語表示に
役立ちます

●資産管理ラベル　●お店の商品ラベル

※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応

※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応 ※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応

iPrint&Label

※PC専用ソフトウェア「P-touch Editor」の詳細はP27をご覧ください。

クラウド

メール

※

まずはスマホに、専用アプリ
「P-touch Design&Print 2」をダウンロード。
雑誌やブログを見るような気軽さで、
いつでもどこでもラベルをデザインできます。

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 2

P-touch
Design&Print 2
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リチウムイオン充電池（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。

機能

Bluetooth

リチウムイオン充電池
PA-BT-005

PT-P710BT

PT-P710BT

PCとの接続も可能。仕事使いも可能な
24mm幅対応モデル。

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

4977766788830 

オプション品

＊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

充電池対応

リチウム
イオン

接続環境 ソフトウェア

対応テープ幅

※24mm幅テープ使用時

パソコンでの
ラベルづくりにも対応

リチウムイオン
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。

リチウムイオン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Exce l®などのソフトと連携
したラベルもつくれます。テープ幅
が広がれば表現の幅も広がります。

※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。

オフィスでもショップでも。
より表現力が豊かになる36mm幅対応モデル。

360dpiの高画質で
ロゴやイラストを
よりきれいに印刷
360dp iの高解像度で細かいイラスト
やロゴなどもきれいに印刷が可能です。

便利な
ハーフカット機能搭載
剥がしやすいようにラベルにスリット
を入れる「ハーフカット」機能を搭載。
複数枚の連続印刷を行う際にラベル
がバラバラになりません。

36ｍｍの
幅広ラベル対応
3 .5～36ｍｍのテープ幅に対応。
貼るものや用途に応じて使い分けるこ
とができます。

豊かな生活を整える整理収納ラベルFOR DA ILY USE

シェアラベルで販売サイトに簡単アクセスFOR DA ILY USE

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

あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベルFOR GIFT

※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。

○ 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。https://www.brother.co.jp/support/

PT-P910BT

○ 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。https://www.brother.co.jp/support/

ワークシーンに溶け込む
ラベルセット

色調、フォント等をそろえたテンプレートがあるので、
同一デザインで統一感をもたせたラベルが作成でき
ます。

ラベルをホワイトボード代わりにする
アイデアラベル

期間や数量など、変わることが多い部分はマーカー
で書けるようにすれば便利です。

文字色　：
テープ色：

黒
白

ワンランク上の
おもてなしが伝わるラベリング

FOR OFFICE

FOR OFFICE

FOR SHOP

アイコンやイラストを使って子どもにもわかりやすく。ラベル
の見た目も可愛く、楽しく。

文字色  ：
テープ色：

黒
白

ボトルの中身がなくなりかけた時も、シェアラベルを使っ
て販売サイトのQRコードを貼っておけば、すぐに追加注
文ができます。

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。

文字色  ：
テープ色：

黒
透明

結婚式や2次会の最後に、ゲスト一人ひとりにお礼を伝え
ながら手渡しするプチギフト。新郎新婦の名前入りリボン
で華やかに。

文字色  ：
テープ色：
素材　　：

金
ホワイト
リボンテープ

文字色　：
テープ色：

白
黒

文字色　：
テープ色：

白
黒

iPrint&Label

リチウムイオン充電池
PA-BT-003

4977766764001

オプション品

リチウムイオン充電池（PA-BT-003）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。

PT-P910BT
4977766802024
3.5mm,6mm,9mm,12mm,
18mm,24mm,36mm

＊サンプルテープカセット2本付き
  （ラミネート36mm幅/クラフトテープ黒文字・
 ラミネート24mm幅/つや消し白テープ黒文字）

※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。

機能

Bluetooth

USB
タイプC

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor

充電池対応

リチウム
イオン

接続環境 ソフトウェア

対応テープ幅

※36mm幅テープ使用時

32.0
3.5～36

iPrint&LabelP-touch
Design&Print 2

P-touch
Design&Print 2

360
dpi
解像度

ショーケースの商品ラベルも、高級感あふれる黒の
マットラベルで商品
のこだわりを伝えら
れます。
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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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＊入力できる記号・イラスト数になります。

PT-J100 MCR（ミッキーレッド）

＊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

4977766804158
3.5mm,6mm,9mm,12mm

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

※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.7参照

キャラクターモデルも充実！

ミッキーの魅力あふれるイラストやフレームがいっぱい！

ミッキーテープの
デザインもGood！

テープのプーさんも
魅力的！

NEW イラスト 820※種類 フレーム 100種類

PT-J100 PHY（プーさんイエロー）

＊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

4977766804165
3.5mm,6mm,9mm,12mm

希望小売価格：オープン価格

プーさんと仲間のイラストやフレームが盛りだくさん！

NEW

PT-J100 KTP（ハローキティピンク）

＊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

4977766804189
3.5mm,6mm,9mm,12mm

希望小売価格：オープン価格

PT-J100 SNL（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

4977766804172
3.5mm,6mm,9mm,12mm

希望小売価格：オープン価格

ハローキティのかわいいイラストやフレームが魅力的！

NEW

スヌーピーと仲間のイラストやフレームが充実！

NEW

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

！

＊できてる！ラベル
　キャラクター版は13種類

できてる！ラベル機能
55種類

＊できてる！ラベル
　キャラクター版は13種類

できてる！ラベル機能
55種類

＊できてる！ラベル
　キャラクター版は13種類

できてる！ラベル機能
55種類

＊できてる！ラベル
　キャラクター版は13種類

できてる！ラベル機能
55種類

イラスト 820※種類 フレーム 100種類

フレーム 100種類

イラスト 820※種類 フレーム 100種類

イラスト 820※種類

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！

かわいいプーさ
んと仲間たちで

ラベルも賑やか
に大変身！

APPROVAL NO.S603818

＊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。

＊入力できる記号・イラスト数になります。

キュートさあふれる
ハローキティテープ！

ますます使いたくなる
スヌーピーテープ！
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乾電池（別売）とACアダプター（同梱）両方での
使用が可能です。

●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！

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Ｐ28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。

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。https://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 ラベル作成ソフト

P-touch
Editor

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
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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

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor

○ 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。https://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。https://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

希望小売価格 3,520円（税込）
希望小売価格 オープン価格

充電池対応

リチウム
イオン

リチウムイオン充電池BA-E001

NFC対応のAndroid™デバイスをPT-P750Wに
かざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。専用の
アプリ（iPrint&Label）を利用して、モバイル端末から
の印刷も可能です。オプション
品のリチウムイオン充電池を
装着すれば、持ち運んでのご利
用も可能です。

●環境に配慮した経済的な充電池タイプ

オプション品

iPrint&Label※Windowsのみ

のみ

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」はもちろんのこと、剥離紙は
切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な
「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷
を行う際にラベルがバラバラになりません。

ACアダプター同梱で長時間の使用もラク
ラク。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池
でも動作可能です。（別途、市販の単３乾
電池が６本必要です）

タッチ de コネクト

ハーフカット

ソフトウェア

19,580円（税込）

14,080円（税込）
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 PT-P900W /P950NW

業務用モデル

高速・高解像度印刷

ハーフカット対応の

（PT-P9
50NWの

み）

●ラベル作成ソフトウェア

ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション

ラミネートラベルの主な使用用途

●テープ幅いっぱいに印刷可能

充実した基本機能

高速・高解像度の
ハイスペックモデル
■ 36mm幅対応
■ 最高印字速度80mm/秒
　 （「高速」印刷時）
■ 最高解像度360×720dpi
　 （「高解像度」印刷時）

PT-P900W

PT-P950NW
希望小売価格
JANコード

テープ幅

オープン価格
4977766760942
TZeテープ（3.5/6/9/12/18/24/36mm）
HGeテープ（9/12/18/24/36mm）

PT-P950NW

PT-P900W
希望小売価格
JANコード

テープ幅

オープン価格
4977766760881
TZeテープ（3.5/6/9/12/18/24/36mm）
HGeテープ（9/12/18/24/36mm）

○ 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。https://www.brother.co.jp/support/

ソフトウェア

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor

●タブレットやスマホから印刷可能

●用途に合わせて選べるテープカット ●充電池対応で作業現場への持ち運びも可能　

●印刷速度大幅UP

※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）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環境が必要となります。

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

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

印字幅

32mm
印字幅
27.1mm

従来機
（PT-9700PC) （PT-P900W）

無料の専用アプリケーション「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「iPrint＆Label」と
　入力、検索してインストールしてください。

モバイル端末対応アプリ

スマートフォン

タブレット

TZeテープ使用時、最高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。

※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。）

「高速」印刷

「標準」印刷

「高解像度」印刷

最高 80mm/秒
最高 60mm/秒
最高 30mm/秒

「品質優先」印刷 最高 20mm/秒

■モード別印刷速度

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。

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オ
プション品のリチウムイオン充電池（PA-BT-4000LI）、充電池ホルダー
（PA-BB-002）を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。

リチウムイオン充電池 充電池ホルダー
連続
ハーフカット

裏紙は切れません。

NO.002 NO.003 NO.002NO.001

スリット

オートカット ハーフカット

■印字速度の比較

最高20mm/秒

最高60mm/秒

従来機
（PT-9700ＰＣ）

PT-P900W

※「標準（360dpi×360dpi）」印刷時

スピードUP

約3倍

銘板ラベルや注意喚起ラベルに 物品管理ラベルや棚ラベルに 各種表示ラベルに

パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」を使用することで、
シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®など
のデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

●パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能

●システム連携によるラベル発行

お客様のシステムに印刷機能を追加するために必要なアプリケーション開発ツー
ル「b-PAC」を無償で提供しています。
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。

1 パソコンから
ラベルプリンターに
レイアウトファイルを転送。

2 接続機器よりバーコードを
読取り、内容に応じたラベルを
印刷。

3 個々の製品に合わせたラベルが
印刷できるのできめ細やかで
迅速な管理が可能に。

▲ ▲

対応テープ幅 接続環境

3.5～36
※PT-P950NWのみ ※PT-P950NWのみ

※オプション使用時

9～36 インターフェイス

有線LAN
対応

Bluetooth

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておく
と、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンター
をUSB※1※2またはRS-232C※3接続することでパソコンを介さず
に、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と
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。バーコードリーダーなどの接続機器より
入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウト
オブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利
なツールです。
※1　USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです。
※2　PT-P950NWはBluetoothⓇユニット（別売）装着時に、BluetoothⓇでの接続が可能です。
※3　シリアルケーブル変換アダプター（別売）を装着することでRS-232C（D-sub 9ピン）で

接続可能な外部機器と接続可能です。

機 能

360
dpi

※「標準」印刷時 ※「高速」印刷時 ※36mm幅テープ使用時

32.0360×720
dpi 60 80

印字速度

iPrint&Label
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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

耐久性の高い
ラミネートテープ

※米国UL969規格は粘着性能の規格です。［認定No.MH21016］ 2021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。

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。

ディズニー（黒文字）

クラフト（白文字） ブラック（白文字） グレーストライプ（黒文字）

ハッピースター（黒文字） ピンクドット（黒文字） ミント（金文字）

スヌーピー（黒文字）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&フレンズやプーさん、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。
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）

ワイン
レッド
（金文字）

ネイビー
ブルー
（金文字）

ピンク
（金文字）

ライト
ブルー
（金文字）

ホワイト
（金文字）

質感豊かな マスキングテープ

〈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

●擦れ比較実験後
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20ページをご覧ください。

テープ幅：12mm ※詳しくは20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19ページをご覧ください。

※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは20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19ページをご覧ください。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープをご用意しています。

和紙素材の風合いでおしゃれな雰囲気を表現できるテープです。
貼って剥がすことができるので、下地を傷つけずに安心してラベルを貼りかえることもできます。
すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。

テープ幅：12mm　絵柄：6種
※詳しくは19ページをご覧ください。

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。

●TZe-MT3JP01M3（3本セット）

●TZe-MT3JP02M3（3本セット）

APPROVAL NO.S603818
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3.5mm

6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

テープ原寸幅
イメージ

PT-D210, PT-J100
PT-P300BT

PT-P710BT,PT-D600,PT-P700
PT-P750W,PT-18R/18N

18mm

TZe-CL4 1,540円
4977766702652

12mm

TZe-CL3 1,100円
4977766703123

■ヘッドクリーニングテープ（約100回分）

対応機種

★

サプライ品のご紹介

■リボンテープ（テープの長さ4m）
24mm 12mm

TZe-PW31 1,320円

1,320円

1,320円1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円 1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円1,760円

1,320円

1,320円

1,320円

1,760円

1,980円

1,980円

1,980円

1,980円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円

1,540円 1,540円 1,100円 1,100円 1,980円 1,980円 1,540円

1,760円 1,320円 1,320円 1,320円 2,860円

4977766806336

TZe-PG31 1,320円
4977766806343

ワインレッド

ネイビーブルー

24mm 12mm
TZe-RW54 1,375円
4977766802130

TZe-RN54 1,375円
4977766802147

TZe-RW34 935円
4977766766982

TZe-RN34 935円
4977766766999

TZe-RE34 935円
4977766802772ピンク

ライトブルー TZe-RL34 935円
4977766802789

TZe-R234 935円
4977766802765ホワイト TZe-R254 1,375円

4977766802123

・ VC-500W対応のロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。

■おしゃれテープ プレミアムタイプ（テープの長さ4m）

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

1,760円TZe-PR851
4977766786980 

1,760円TZe-PR955
4977766786997 

1,760円TZe-PR254
4977766787000 

1,320円TZe-PR831
4977766786959 

1,320円TZe-PR935
4977766786966 

1,320円TZe-PR234
4977766786973 

白

白

黄

●おしゃれテープ（白文字/ライトグレー、
　ベリーピンク、ライムグリーン各1本）

●ラミネートテープ（黒文字/白2本、黄1本）
■テープ3本セット（テープの長さ各5m）

3,122円TZe-Q35V3
4977766703116

3
本
セ
ッ
ト

2,200円TZe-31V3
4977766702058

3
本
セ
ッ
ト

■マスキングテープ（テープの長さ4m）

クラフト

ブラック

グレーストライプ

2,145円TZe-MT3JP01M3
4977766795838

3
本
セ
ッ
ト

白文字

白文字

黒文字

2,145円TZe-MT3JP02M3
4977766795845

3
本
セ
ッ
ト

ハッピースター

ピンクドット

ミント

黒文字

黒文字

金文字

ラミネートラベルプリンターのオプション品　PT-P750W / PT-P900W / PT-P950NW

品名

JANコード

希望小売価格

操作パネル＆
液晶ディスプレイ
ユニット※1

PA-TDU-003

4977766756358

オープン価格

Bluetooth®
ユニット※1

PA-BI-002

4977766756372

オープン価格

リチウムイオン
充電池※2

PA-BT-4000LI

4977766706872

オープン価格

充電池ホルダー※2

PA-BB-002

4977766756334

オープン価格

リチウムイオン
充電池※3

BA-E001

4977766743365

オープン価格

シリアルケーブル
変換アダプター※2

PA-SCA-001

4977766716710

オープン価格

4977766744645

オープン価格

バーコードリーダー※1

PA-BR-001

※1 PT-P950NWのみ対応
※2 PT-P950NW、PT-P900Wに対応。リチウムイオン充電池（PA-BT-4000LI）は充電池ホルダー（PA-BB-002）と併せてご使用ください。
※3 PT-P750Wのみの対応

●オプション品の装着イメージ

操作パネル&液晶ディスプレイユニット／
Bluetooth®ユニット／
リチウムイオン充電池＆充電池ホルダー

PT-P950NW

ピータッチ用テープカセット
プラスチックの使用量を
削減した新カセット

パッケージ
デザインは
こちら▶

2,420円TZe-161
4977766701792

2,420円TZe-261
4977766702010

2,420円TZe-461
4977766702188

2,420円TZe-561
4977766702232

2,420円TZe-661
4977766702348

2,420円TZe-262
4977766702034

2,420円TZe-263
4977766702041

2,420円TZe-M65
4977766806510

2,420円TZe-M261
4977766806527

1,320円TZe-M231
4977766806961

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

36mm
1,760円TZe-151

4977766701778

1,760円TZe-251
4977766701969

1,760円TZe-451
4977766702171

1,760円TZe-551
4977766702225

1,760円TZe-651
4977766702324

1,760円TZe-751
4977766702706

1,760円TZe-B51
4977766702713

1,760円TZe-C51
4977766702720

1,760円TZe-252
4977766701990

1,760円TZe-253
4977766702003

1,760円TZe-354
4977766702126

1,760円TZe-355
4977766702133

1,760円TZe-M51
4977766789844

1,760円TZe-M251
4977766702768

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

24mm

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1,760円TZe-141
4977766701747

1,760円TZe-241
4977766701921

1,760円TZe-441
4977766702164

1,760円TZe-541
4977766702218

1,760円TZe-641
4977766702300

1,760円TZe-741
4977766702621

1,760円TZe-B41
4977766702638

1,760円TZe-242
4977766701945

1,760円TZe-243
4977766701952

1,760円TZe-344
4977766702102

1,760円TZe-145
4977766701761

1,760円TZe-345
4977766702119

18mm
1,320円TZe-131

4977766701693

1,320円TZe-231
4977766701877

1,320円TZe-431
4977766702157

1,320円TZe-531
4977766702201

1,320円TZe-631
4977766702287

1,320円TZe-731
4977766702904

1,320円TZe-B31
4977766702911

1,320円TZe-C31
4977766702928

1,320円TZe-132
4977766701716

1,320円TZe-232
4977766701907

1,320円TZe-133
4977766701723

1,320円TZe-233
4977766701914

1,320円TZe-334
4977766702089

1,320円TZe-135
4977766701730

1,320円TZe-335
4977766702096

1,320円TZe-M31
4977766703048

1,320円TZe-M32
4977766747776

1,320円TZe-M33
4977766747783

1,320円TZe-M34
4977766747790

1,320円TZe-M35
4977766747806

12mm

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1,320円TZe-121
4977766701679

1,320円TZe-221
4977766701839

1,320円TZe-421
4977766702140

1,320円TZe-521
4977766702195

1,320円TZe-621
4977766702263

1,320円TZe-721
4977766702584

1,320円TZe-222
4977766701853

1,320円TZe-223
4977766701860

1,320円TZe-325
4977766702072

9mm

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1,320円TZe-111
4977766701655

1,320円TZe-211
4977766701815

1,320円TZe-611
4977766702249

6mm

黒文字

黒文字

黒文字

黒文字

黒文字

黒文字

黒文字※5m

黒文字※5m

赤文字

赤文字

青文字

青文字

金文字

透明

白

赤

青

黄

緑

蛍光
オレンジ

透明
（つや消し）

透明
（つや消し）

透明
（つや消し）

透明
（つや消し）

透明
（つや消し）

白
（つや消し）

蛍光黄

透明

白

透明

白

黒

透明

黒

白文字

黒文字

赤文字

青文字

金文字

白文字

黒文字

白文字

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。　

プーさん&ピグレットホワイト

プーさんグレージュ

プーさんグレージュプーさん&ピグレットホワイト

APPROVAL NO.S603818

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。

■おしゃれテープ（テープの長さ5m）

1,760円 1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

1,320円

TZe-MQL55
4977766789813

36

サテンゴールド
（つや消し）

マットブラック
（つや消し）

1,760円TZe-MQ851
4977766789837

1,760円TZe-MQ355
4977766789820

4977766806534

4977766806503

2,420円TZe-MQH61
4977766806541

1,760円TZe-MQH51

2,420円TZe-MQ365

黒文字 クラフト
（つや消し）
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4977766780568
9mm,12mm,19mm,25mm,50mm

＊ロールカセット1本（CZ-1004 25mm幅/5m巻）、
   クリーニングカセット1本（CK-1000 50mm幅/2m巻）付き

8mm/秒
最高印字速度

接続環境

最大印字高さ

50.0
mm

ソフトウェア

対応テープ幅

P-touch
Editor

※50mmロールカセット使用時

AC
アダプター

コンパクトなサイズなのに
50mmまでの幅広ラベルに対応
デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。さらに
ピ ― タッチシリー ズ で は 最 大 の ラ ベ ル 幅とな る
50mm対応。今まで以上にラベルの使用シーンが広
がります。

VC-500Wならラベルの幅を選ぶだけ。ラベル選びもシンプルです。

手間なく切れるオートカット・
簡単に貼れるハーフカット機能搭載
ラベルの印刷後に自動でカットしてくれる便利な
「オートカット」や、剥離紙は切らずにラベルのみに
スリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。

ラベルの幅は全部で5種類。カセット
ひとつでフルカラーラベル印刷が可能。

スマートフォンの専用アプリを使って、
オリジナルカラーラベルが簡単につくれる！

デザイン作成開始

インクカートリッジやトナーは不要。
特殊な構造のロールカセットで
フルカラー印刷を実現。

カラーだから視認性・識別性がアップ。
カラーラベルならではの表現力で、ワンランク上のクオリティーに。

一見すると白色のラベルですが、シアン・マゼンタ・イエローの発色層な
ど、複数の層が重なっています。各発色層は異なる温度で発色するた
め、熱の加え方を調整することでフルカラー印刷が可能となります。

カラーテキストや写真入りのオリジナルラベルで、整理
収納や名前シールをおしゃれに。

専用アプリ「Co l o r L a b e l E d i t o r」を使って、
いつでもどこでもラベルづくりが始められます。
スマホ内の写真やIns t ag r amにアップした写真
も簡単にデザインに入れられます。

新しいデザインから作成、テ
ンプレートから作成、以前作
成したラベルの編集が選べ
ます。

パソコンとはWi - F i ®やUSBケーブルで接続。ラベル
作成ソフト（P - t ou ch Ed i t o r）を用いて、凝ったデザ
インのオリジナルカラーラベルを作れます。

P- touch Ed i to r
でもカラー入力・
編集に対応してい
ます。

9mm
12mm

19mm

25mm

50mm ラベル原寸幅イメージ
約113mm 約116mm

約96mm

パソコンと接続して
ラベル作成も可能

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay™、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。

QRコードで
専用アプリを
ダウンロード

STEPSTEP STEP

デザイン編集

文字・背景・画像などの入力
や編集ができます。カラー
の選択も簡単。自分だけの
オリジナルラベルを自由に
デザインできます。

ラベル印刷

ス マ ホ と プ リ ン タ ー を
Wi -F i ®接続してラベルを印
刷。作成したデザインはア
プリに自動保存されます。

カラー写真やイラスト入りのオリジナルラベルをカンタン作成。
スマホ接続対応のフルカラーラベルプリンター登場！

オーバーコート

発色層

ベーステープ

こども部屋をかわいく整理整頓FOR HOME

ラベル断面図

ラベル見本

ラベル見本 ラベル見本

書類を入れるファイルは案件別に色変えし、分かりやすく。
ショップの商品ラベルにも写真やイラストを入れ、ワンランク
上のこだわりを。

書類整理や商品ラベルにも彩りをFOR WORK

写真やカラフルなイラストのラベルでもっと楽しく、
もっと自分らしく。オリジナルイラストなどで自分だけの
ステッカー作成もカンタン。

商品ラッピングもプロ並みのクオリティーFOR HOBBY

マイクロ
USB

9～50mm

ロール
カセット

※PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。

※文字やイラストがかすれたり欠けたりした場合にご利用ください。

4977766779326オープン価格2m50mmCK-1000

4977766779319オープン価格5m50mmCZ-1005

4977766779302オープン価格5m25mmCZ-1004

4977766779296オープン価格5m19mmCZ-1003

4977766779289オープン価格5m12mmCZ-1002

4977766779272オープン価格5m9mmCZ-1001

JANコード希望小売価格長さ幅品名種類 アイコン

クリーニングカセット（CK）※

フルカラー
ロールカセット（CZ）

9

12

19

25

50

［ロールカセット］

※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。

○ 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。https://www.brother.co.jp/support/

ラベル見本

ラベル見本 ラベル見本

Color Label
Editor
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QL-800 / 820NWB

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

QL-820NWB専用機能

主な使用用途

基本機能

○ 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。https://www.brother.co.jp/support/

対応ラベル・テープ 接続環境

インターフェイス

有線LAN
対応

QL-820NWBのみ QL-820NWBのみ QL-820NWBのみ

Bluetooth

148mm/秒
最高印字速度

176mm/秒
最高印字速度 最大印字幅

58.9
mm

黒赤印刷

BLACK&
RED

※62mm幅ラベル・テープ使用時QL-820NWBのみ

QL-820NWBのみ

QL-800のみ

QL-820NWBのみ QL-820NWBのみ

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

通常画面

エラー画面

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。

●日付・時間入りラベルの作成が簡単

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

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。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」
「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。

●高耐久オートカッター標準搭載

※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

※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。

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色にす
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

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

※Windows OSのみ対応
※QL-800のみ

カセット式なので、ラベル交換が簡単です。さらに、
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

■黒赤印刷対応
■高耐久のオートカッター搭載
■便利なラベル作成ソフト
■Bluetooth®対応で、スマホやタブレット
　から印刷可能（QL-820NWBのみ）

※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。

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

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

QL-820NWB専用オプション品

品名
JANコード

希望小売価格

リチウムイオン充電池
ユニット

PA-BU-001
4977766769259

オープン価格

4977766744645

オープン価格

バーコードリーダー

PA-BR-001

●オプション品の装着イメージ

リチウムイオン充電池ユニット

QL-820NWB

A4タックシールで、数枚のラベルしか印刷しない場
合、未使用な部分が無駄になってしまいます。しか
し、ラベルプリンターなら必要枚数の印刷が可能な
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！

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

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」。
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-820NWBは印字速度最高176ｍｍ/秒（毎分
110枚）、QL-800は印字速度最高148ｍｍ/秒（毎分
93枚）の高速印刷。

●高速印刷を実現

※2色印刷の印字速度最高24ｍｍ/秒。
※括弧内の枚数は宛名ラベル（DK-1201）使用時。

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、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（PA-BU-001）を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。また、無料の専用アプリケー
ション「iPrint&Label」でスマートフォンやタブレットから印刷することができます。

●豊富なインターフェイス

※QL-800はUSBのみ

オフィス向け

・ 宛名ラベル ・ サインラベル ・ メモラベル
・ 備品管理ラベル ・ 訪問者用バッジ　など

医療現場向け

・ 検体ラベル ・ カルテラベル
・ お薬手帳ラベル ・ 医薬品管理ラベル　など

製造／物流向け

・ 現品票ラベル ・ 荷札ラベル
・ 仕分けラベル ・ ロット管理ラベル　など

食品小売向け

・ 生産者ラベル ・ 食品表示ラベル
・ 商品ラベル ・ 値札ラベル　など

「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

バーコードリーダーなどの接続
機器より入力されたデータを、
QL-820NWBに保存しているレ
イアウトオブジェクト（テキスト、
バーコード）に反映させることが
できる便利な機能です。

「P-touchテンプレート」とは

パソコンで
QL-820NWBを設定1

作成したラベル
テンプレートを転送2

接続機器より
QL-820NWBへ
データを入力

3

宛名・商品ラベルに最適

QL-820NWB

モバイル端末対応アプリ

※アプリはApp StoreまたはGoogle PlayTM 
で「iPrint＆Label」と入力、検索してインス
トールしてください。

QL-820NWB

QL-800

※入力機器側の設定変更が必要な
場合やデータ転送ができない場合
もあります。

ソフトウェア

P-touch
Editor

SDK

モバイル
mobile

QL-820NWBのみQL-800のみ

接続環境

iPrint&Label
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90mm幅の長尺紙テープを同梱しております。必要
な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容に
よってラベルの長さを調節できるので無駄のないラ
ベル印刷が可能です。さまざまな調剤システムとの
接続も可能※。特注のラベルや普通紙などを既存プリ
ンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤
薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。
※調剤システムによっては、対応できない場合もあります。
　調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコール
　センターまでお問い合わせください。

1 72 3 4 5 6幅

長さ

1 2 4 3 5幅

長さ
文字色（黒赤）

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。　
※本体の販売は終了しております。ご了承ください。SC-370pcスタンプ

クリエーター

希望小売価格 希望小売価格 希望小売価格

希望小売価格

QL-1115NWB

お薬手帳ラベル印刷に最適な

ラベル幅4インチ対応モデル

●お薬手帳ラベル印刷に最適

A4サイズのPDFファイルを印刷するだけで、バー
コードの位置を自動的に検知して1枚ずつ印刷できま
す。設定もドライバーで簡単に行うことができます。

●クロップ機能●用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」
や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テー
プ」など23mmから102mmまで用途に応じ
て最適なラベルが選
べます。お薬手帳ラベ
ルに最適な90mm幅
のDTロールもご利用
いただけます。

●本体メモリー容量7.8MB。
　大量のラベルデータを本体に登録可能

転送可能テンプレート数は最大255テンプレート
（1テンプレートあたり最大65,000行※）

●バーコードフォント内蔵
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。

お薬手帳ラベル
カルテラベル
医薬品管理ラベル
検体ラベル　　など

荷札ラベル
仕分けラベル
シリアルラベル
現品票ラベル　など

主な使用用途

医療現場向け 製造/物流向け●高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プ
レカット紙ラベルで約30万カット※。カット方法は、
「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環
境に合わせて選択できます。
※当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

※タイトル行を含む。

●豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、
Bluetooth®を標準搭載。使用環境に合わせたス
マートな現場を実現します。

QL-1115NWB

バーコードリーダー

※PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader 
　DC以上を使用してください。

ドライバー設定画面

A

B

C

Z

A
B
C

Z

※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（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環境が必要となります。

QL-1115NWB
希望小売価格
JANコード

対応ロール・ラベル・テープ

オープン価格
4977766784115
DTロール4種類/DKラベル7種類/DKテープ4種類

■高耐久のオートカッター搭載
■便利なラベル作成ソフト
■クロップ機能に対応

お薬手帳に最適な
4インチ対応モデル

接続環境

Windows 

インターフェイス

有線LAN
対応

インターフェイス

無線LAN
対応

Bluetooth

ソフトウェア

ラベル作成ソフト

P-touch
Editor

SDK

モバイル
mobile

機 能 対応ラベル・テープ

110300
dpi

最大印字幅

98.6
mm

※102mmテープ幅使用時

3 4

DTロールは、QL-1115NWBでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカット紙ラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分け
ラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途でお使いいただけます。

90mm,102mmの幅広ラベル DTロール （QL-1115NWB用） 

DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DKラベル（QL-800/QL-820NWB/QL-1115NWB用）

DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ（黄色）は、表面をフィルム加工している
ため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや棚表示などに適しています。

※1 蛍光増白剤抜きのテープですので、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。　※2 一度貼っても簡単に剥がすことができるテープです。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いので段ボールには不向きです。
※3 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/QL-820NWBのみご利用いただけます。

お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DKテープ （QL-800/QL-820NWB/QL-1115NWB用）

1 2

幅

長さ

宛名ラベル
宛名ラベル（小）
CD/DVDフィルムラベル
食品表示ラベル（大）
食品表示ラベル（小）
食品表示/検体ラベル
食品表示/検体ラベル

DK-1201
DK-1209
DK-1207
DK-1220※1

DK-1221※1

DK-1226※1

DK-1215※1

幅29mm×長さ90mm
幅62mm×長さ29mm
58mm×58mm（円形）
幅39mm×長さ48mm
幅23mm×長さ23mm
幅52mm×長さ29mm
幅29mm×長さ42mm

  400枚
  800枚
  100枚
  620枚
1,200枚
1,000枚
700枚

¥1,320
¥2,200
¥2,420
¥2,310
¥1,870
¥2,640
¥1,980

4977766631464
4977766631488
4977766631525
4977766667531
4977766667579
4977766667517
4977766709026

品名 サイズ 枚数/ロール
1ロール
1ロール
1ロール
1ロール
1ロール
1ロール
1ロール

入数 希望小売価格（税込）JANコード
1
2
3
4
5
6
7

用紙種類

プレカット紙ラベル
プレカット紙ラベル
長尺紙テープ
長尺紙テープ

DT-240
DT-241
DT-243
DT-245

幅102mm×長さ  51mm
幅102mm×長さ152mm
幅102mm 無定長
幅  90mm 無定長

600枚
200枚
30.48m巻
34m巻

4977766649087
4977766649117
4977766649148
4977766672948

品名
3ロール
3ロール
3ロール
10ロール

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

サイズ 枚数/ロール 希望小売価格JANコード用紙種類
1
2
3
4

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（弱粘着タイプ）長尺紙テープ（大）
長尺紙テープ（黒赤）

DK-2210※1

DK-2205※1

DK-2606　　

DK-4205※2

DK-2251※3

幅29mm 無定長
幅62mm 無定長
幅62mm 無定長
幅62mm 無定長
幅62ｍｍ 無定長

30.48m巻
30.48m巻
15.24m巻
30.48m巻
15.24ｍ巻

¥1,540
¥2,200
¥6,820
¥2,420
¥2,750

4977766631549
4977766631556
4977766631587
4977766710862
4977766776929

品名 サイズ 枚数/ロール
1ロール
1ロール
1ロール
1ロール
1ロール

入数

入数

希望小売価格（税込）JANコード
1
2
3
4
5

用紙種類

※1 蛍光増白剤抜きのラベルです。

サプライ品のご紹介

1,100円
1,100円
1,100円
1,320円
1,320円
1,320円
1,650円
1,650円
1,650円
1,650円
1,650円
1,650円
1,980円
1,980円
1,980円

715円
715円
715円
880円
880円
880円
1,100円
1,100円
1,100円
1,100円
1,100円
1,100円
1,320円
1,320円
1,320円

440円
440円
440円
440円
440円

440円
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※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。



Mac : macOS v10.13.6、10.14.x、10.15
Windows ：

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。

P-touch Editor

ラベル作成ソフトウェア

文字・

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。

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。

Microsoft Word、Excel、OutlookにP-touch Editor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。

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。

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。

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。

無償提供

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。
Excelなどのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、
自由度の高いラベルデザインを可能にします。

https://www.brother.co.jp/product/dev/command/reference/index.aspx

主な仕様

キーボード入力モデル
PT-J100 PT-J100 PT-D210 PT-D600 PT-18R PT-18N

希望小売価格（税抜）

JANコード

USB

2GB以上
500MB以上の空き容量

Windows 7/8.1/10

70MB以上の空き容量
macOS v10.13.6、

10.14.x、10.15
macOS v10.13.6、

10.14.x、10.15
macOS v10.13.6、

10.14.x、10.15

（MCR）4977766804158
（PHY）4977766804165
（KTP）4977766804189
（SNL）4977766804172

オープン価格

熱転写

最高20mm/秒

本体内蔵手動式

180dpi×180dpi

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12mm対応

オリジナルロータリー配列

3行
横書き、縦書き

1～30枚
-

7,550文字
JIS第1/2,965文字
JIS第2/3,390文字

JIS外/123文字、かな/172文字
英数字/62文字、その他記号/838文字

ゴシック・てがみ・てがき・
シティ・カントリー・ポップ

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
-

全角/倍角/半角
左寄せ/中央揃え/
右寄せ/均等割付
最大80文字
最大5ファイル

100種類

デコラベル機能：21種
できてる！ラベル：55種

-
-

お試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/

黒文字4ｍ巻）

-

約111（W）×159（D）×60（H）

単4アルカリ乾電池×6本（別売）
単4ニッケル水素充電池×6本（別売）

約6W

-
-

-

-

操作終了後5分

約365g

○

30～300mm

かなめくり入力
-

5文字×2行
（96ドット×48ドット）

（W）4977766744997
（P）4977766745000

オープン価格

熱転写

最高20mm/秒

本体内蔵手動式

180dpi×180dpi

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12mm対応

オリジナルロータリー配列

3行
横書き、縦書き

1～30枚
-

7,450文字
JIS第1/2,965文字
JIS第2/3,390文字

JIS外/123文字、かな/172文字
英数字/62文字、その他記号/738文字

ゴシック・てがみ・てがき・
シティ・カントリー・ポップ

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
-

全角/倍角/半角
左寄せ/中央揃え/
右寄せ/均等割付
最大80文字
最大5ファイル

90種類

デコラベル機能：21種
できてる！ラベル：42種

-
-

お試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/

黒文字4ｍ巻）

-

約111（W）×159（D）×60（H）

単4アルカリ乾電池×6本（別売）
単4ニッケル水素充電池×6本（別売）

約6W

-
-

-

-

操作終了後5分

約365g

○

30～300mm

かなめくり入力
-

5文字×2行
（96ドット×48ドット）

4977766758185

オープン価格

熱転写

最高20mm/秒

本体内蔵手動式

180dpi×180dpi

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12mm対応

QWERTY配列

2行
横書き、縦書き

1～9枚
最大10枚

7,420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/715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）

ドットイメージフォント
（16ドット～48ドット系）

3サイズ
6種類
-

全角/倍角/半角
左寄せ/中央揃え/
右寄せ/均等割付
最大80文字

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

-
-

お試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/
黒文字4ｍ巻）、ACアダプター

-

約157（W）×150（D）×68（H）

ACアダプター
単4アルカリ乾電池×6本（別売）

ACアダプター使用時：約6W

-
-

-

-

操作終了後5分

約490g

△
（文字内容/ラベル長を確認可）

30～300mm

ローマ字入力
-

7文字×1行

4977766758932

オープン価格

熱転写

最高30mm/秒
※ACアダプター接続時

本体内蔵自動式

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）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12、18、24mm対応

QWERTY配列

7行
横書き、縦書き

1～99枚
最大99枚

7,669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/964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280文字
最大99ファイル

99種類

用途別ラベル：30種
フリー定型ラベル：22種
できてる！ラベル：124種

お試しテープ1本
（24mm幅ラミネート白地/

黒文字4ｍ巻）、
USBケーブル（1.0m）、

ACアダプター

お試しテープ1本
（12mm幅ラミネート白地/

黒文字4ｍ巻）、
CD-ROM、ACアダプター

CODE39,CODE128,JAN-8,
JAN-13,GS1-128（UCC/EAN-128）,

UPC-A,UPC-E,I-2/5（ITF）,CODABAR

約201（W）×192（D）×86（H）

ACアダプター
単3アルカリ乾電池×6本（別売）
単3ニッケル水素充電池×6本（別売）

ACアダプター使用時：約18W

PC非接続時：操作終了後5分
（ACアダプター接続時8時間）

PC接続時：操作終了後60分

約940g

○

30～300mm

ローマ字入力・かなめくり入力
カラー液晶
9文字×2行

（320ドット×120ドット）

USB

2GB以上
200MB以上の空き容量

Windows 7/8.1/10

70MB以上の空き容量

USB

2GB以上
200MB以上の空き容量

Windows 7/8.1/10

70MB以上の空き容量

4977766622509

17,800円

熱転写

最高10mm/秒

本体内蔵自動式

180dpi×180dpi

15.8mm
（18mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
6、9、12、18mm対応

QWERTY配列

4行
横書き、縦書き

1～99枚
〇（PC接続時のみ）

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

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

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

-※1 -※1

約149（W）×52（D）×123（H）

ドットイメージフォント
（16ドット～48ドット系）

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

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

約149（W）×52（D）×123（H）

ACアダプター
充電池パック（BP-18）

ACアダプター使用時：約12W（印刷時）
充電池：約4W（充電時）

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

約580g

ACアダプター

ACアダプター使用時：
約12W（印刷時）

-- - 32ビット：1GB以上
64ビット：2GB以上

32ビット：1GB以上
64ビット：2GB以上

32ビット：1GB以上
64ビット：2GB以上

操作終了後30分

約490g

○

-

ローマ字入力
-

8文字×3行
（128ドット×48ドット）

4977766622516

12,800円

熱転写

最高10mm/秒

本体内蔵自動式

180dpi×180dpi

15.8mm
（18mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
6、9、12、18mm対応

QWERTY配列

4行
横書き、縦書き

1～99枚
〇（PC接続時のみ）

○

-

ローマ字入力
-

8文字×3行
（128ドット×48ドット）

製品写真

項目

製品

入
力

表
示

印
刷

文
字

記
憶

そ
の
他
機
能

電
源
・サ
イ
ズ
他

キー配列
入力方式
バックライト液晶

文字表示

印刷方式

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
-- - - - -カラー印刷

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

内蔵バーコード（PC接続時は※1参照）

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）

外形寸法（mm）
本体質量
（テープカセットおよび電池を除く）

電源

オートパワーオフ

最大消費電力

インターフェイス
OS※2

ハードディスク容量

メモリー容量

メモリー容量

OS※2

ハードディスク容量

同梱品
（本体、取扱説明書、
  保証書を除く）

W
in

do
w

s
M

ac

（W/P） （MCR/PHY/KTP/SNL）
©Disney

◎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。 https://www.brother.co.jp/support/
◎P-touch Editorを最新版にする際には、サポートサイト（https://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をご覧ください。

※1 PT-D600、PT-18R、PT-18N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   最新のドライバーおよびソフトウェア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。

※1

27 28



主な仕様

PC接続モデルPC接続モデル
PT-P700

4977766732208
オープン価格

熱転写

最高30mm/秒
（ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時）

本体内蔵自動式

約2万カット
（フルカッターのみ）

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12、18、24mm対応

500MB以上の空き容量
お試しテープ1本

（24mm幅ラミネート白地/
黒文字4m巻）、CD-ROM、

USBケーブル（1.0m）、
ACアダプター

約78×152×143 約78×152×143

約15W

Windows 7/8.1/10

700MB以上の空き容量

ACアダプター使用時：操作終了後約60分
電池使用時：操作終了後約20分

約710g

ACアダプター
単3アルカリ乾電池×6本（別売）

単3ニッケル水素充電池×6本（別売）

macOS v10.13.6、10.14.x、10.15
500MB以上の空き容量

700MB以上の空き容量
macOS v10.13.6、10.14.x、10.15

180dpi

横書き、縦書き
〇
〇
〇

-

PT-P750W

お試しテープ1本
（24mm幅ラミネート白地/

黒文字4m巻）、
USBケーブル（1.0m）、

ACアダプター

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/2008 
R2/2012/2012 R2/2016/2019

4977766741750
オープン価格

本体内蔵自動式
（ハーフカット機能付き）

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16W

ACアダプター使用時：操作終了後約60分
電池使用時：操作終了後約20分

リチウムイオン充電池使用時：操作終了後約30分

約800g

ACアダプター
単3アルカリ乾電池×6本（別売）

単3ニッケル水素充電池×6本（別売）
リチウムイオン充電池（BA-E001）（別売）

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

QL-820NWB

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

4977766769273
オープン価格

最高176mm/秒※2

（黒赤印刷時：最高24mm/秒）

PT-P950NW本体：約118×192×146
オプション品のBluetooth®ユニット［PA-BI-002］装着時：約118×207×146
オプション品の充電池ホルダー［PA-BB-002］装着時：約118×192×186

オプション品の操作パネル＆
液晶ディスプレイユニット［PA-TDU-003］装着時：約118×195×281
操作パネル＆液晶ディスプレイユニット＋充電池ホルダー装着時：

約118×195×322

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

PT-P900W本体：約118×192×146
オプション品の充電池ホルダー

［PA-BB-002］装着時：約118×192×186

約90W

約1,160g
（バッテリーユニット付:約1,760g）

ACアダプター
（AC100V 50/60Hz 2.0A）
リチウムイオン充電池ユニット
（PA-BU-001）（別売）

あり（初期値：4時間）

約1,740g

AC電源
（AC100V 50/60Hz 2.0A）

500MB以上の空き容量

お試しDTロール1本
（幅90mm 長尺紙テープ 6m巻）、
USBケーブル（1.8m）、電源コード、
ロールシャフト、ロールシャフトガイド

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/

2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

700MB以上の空き容量
macOS v10.13.6、10.14.x、10.15

約30万カット（DKラベルのみ）
約15万カット（DKテープのみ）

横書き、縦書き
〇
〇
〇

最高110mm/秒※2

本体内蔵自動式

98.6mm（102mm幅テープ使用時）

ＤＫラベル：7種
ＤＫテープ：5種
DTロール：4種※3

300dpi

-

QL-800

Windows 7/8.1/10

約125×213×142

500MB以上の空き容量
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

700MB以上の空き容量700MB以上の空き容量
macOS v10.13.6、10.14.x、10.15

4977766769266
オープン価格 オープン価格

感熱

最高148mm/秒※2

（黒赤印刷時：最高24mm/秒）

本体内蔵自動式

約30万カット（DKラベルのみ）
約15万カット（DKテープのみ）

58.93mm
（62mm幅テープ・ラベル使用時）

ＤＫラベル：7種
ＤＫテープ：5種※3

-※1

■ESC/P、P-touchテンプレート共通
CODE39、 ITF（I-2/5）、 EAN-13（JAN13）、 EAN-8（JAN8）、 

UPC-A、 UPC-E、 CODABAR（NW-7）、 CODE128、
GS1-128（UCC/EAN-128）、 

QR Code（model 1、 model 2、 micro QR）、 
PDF417（Standard、 Truncate、 MicroPDF417）、 

DataMatrix（ECC200 Square、 ECC200 Rectangular）、 
MaxiCode、 GS1 DataBar （Standard、 Truncated、 Stacked、 

Stacked Omnidirectional） 
GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar 

Expanded（Standard、 Stacked）、 POSTNET、Aztec

■ESC/P、P-touchテンプレート共通
CODE39、 ITF（I-2/5）、 EAN-13（JAN13）、 EAN-8（JAN8）、 

UPC-A、 UPC-E、 CODABAR（NW-7）、 CODE128、
GS1-128（UCC/EAN-128）、 

QR Code（model 1、 model 2、 micro QR）、 
PDF417（Standard、 Truncate、 MicroPDF417）、 

DataMatrix（ECC200 Square、 ECC200 Rectangular）、 
MaxiCode、 GS1 DataBar （Standard、 Truncated、 Stacked、 

Stacked Omnidirectional） 
GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar 

Expanded（Standard、 Stacked）、 POSTNET、Aztec

約116W

あり（初期値：60分）

約1,150g

AC電源
（AC100V 50/60Hz 2.0A）

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

横書き、縦書き
〇
〇
〇

〇
〇
〇

黒赤（DK-2251使用時のみ）

希望小売価格（税抜）
JANコード

製品写真

印
刷

そ
の
他
機
能

電
源
・サ
イ
ズ
他

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

印刷方式

解像度

最大印字高さ（幅）

印字速度

対応消耗品

カッター寿命※4

搭載カッター種別
カラー印刷

印刷方向
連続印刷
連番印刷
プレビュー

内蔵バーコード
（PC接続時は※1参照）

外形寸法（W×D×Hｍｍ）

本体質量
（テープカセットおよび電池を除く）

電源

オートパワーオフ

最大消費電力

OS※12

ハードディスク容量
OS※12

ハードディスク容量

同梱品※13

（本体、取扱説明書、
  保証書を除く）

W
in

do
w

s
M

ac

※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17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 Windows 8.1/10では、アドホックモードの無線LAN接続をサポートしていません。インフラストラクチャモードで接続してください。
※8 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。
※9 水がかかる場所や湿度の高い場所、温度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のあたる場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが剥がれる可能性があります。
※10 PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。
※11 Windowsのみの対応です。
※12 最新のドライバーおよびソフトウェア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。
※13 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。（PT-P700は除く）

◎P-touch Editorを最新版にする際には、サポートサイト（https://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をご覧ください。

※1 PT-P710BT、PT-P910BT、PT-P700、PT-P750W、PT-P900W、PT-P950NW、QL-800、QL-820NWB、QL-1115NWB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。

項目

製品

スマホ入力モデル
PT-P710BT PT-P910BT

4977766781367 4977766802024
オープン価格
熱転写

オープン価格
熱転写

最高20mm/秒

本体内蔵自動式 本体内蔵自動式
（ハーフカット機能付き）

約2万カット
（フルカッターのみ）

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

18.0mm
（24mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12、18、24mm対応

TZeテープカセット
3.5、6、9、12、18、24、36mm対応

500MB以上の空き容量
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）、リチウムイオン充電池

-※1 -※1 -※1 -※1

約128×67×128

リチウムイオン充電池
（PA-BT-005）※5

リチウムイオン充電池
（PA-BT-003）※5

約20W

Windows 7/8.1/10

700MB以上の空き容量
macOS v10.13.6、10.14.x、10.15

充電池使用時：操作終了後約10分
USB接続時：操作終了後約60分

約640g
（リチウムイオン充電池含む）

横書き、縦書き 横書き、縦書き
〇

〇（PC接続時のみ）
〇

〇

〇

- -

希望小売価格（税抜）
JANコード

製品写真

印
刷

そ
の
他
機
能

電
源
・サ
イ
ズ
他

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

印刷方式

解像度

最大印字高さ（幅）

印字速度

対応消耗品

カッター寿命※4

搭載カッター種別

カラー印刷

印刷方向

USB

USBホスト（タイプA）
シリアル
有線LAN

連続印刷
連番印刷
プレビュー

内蔵バーコード
（PC接続時は※1参照）

外形寸法（W×D×Hｍｍ）

本体質量

電源

オートパワーオフ

最大消費電力

OS※12

ハードディスク容量
OS※12

ハードディスク容量

同梱品※13

（本体、取扱説明書、
  保証書を除く）

W
in

do
w

s
M

ac

PT-P300BT

4977766760768
オープン価格
熱転写

最高20mm/秒

本体内蔵手動式

非公開

180dpi

9.0mm
（12mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12mm対応

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）

-

約115×61×115

ACアダプター（別売）
単4アルカリ乾電池×6本（別売）
単4ニッケル水素充電池×6本（別売）

約10W

Bluetooth Ver2.1+EDR Class2

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

-

-

-

-
-
-

-

-

Bluetooth Ver2.1+EDR Class2※6

USB Ver2.0 Full Speed
（マイクロBタイプ ペリフェラル）

-
-
-

-

-

- -

USB Ver.2.0 Full Speed
（ミニBタイプ ペリフェラル）

USB Ver.2.0 Full Speed
（ミニBタイプ ペリフェラル）

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

あり（初期値：60分）

-

-

-

-

-

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/

2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

500MB以上の空き容量

700MB以上の空き容量
macOS v10.13.6、10.14.x、10.15

-

-

-

JISX6319-4 および 
ISO/IEC14443 TypeB準拠

-

USB Ver2.0 Full Speed
（マイクロBタイプ ペリフェラル）

-
-
-

インフラストラクチャモード：
IEEE802.11b/g/n ・WPA2
■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）
・共有キー認証（WEP）

・WPA/WPA2-PSK（TKIP+AES）

-

-
-

横書き、縦書き
〇
-
〇

-

スマホ接続専用

VC-500W

500MB以上の空き容量
ロールカセット1本（CZ-1004

25mm幅/5m巻）、
クリーニングカセット1本

（CK-1000 50mm幅/2m巻）、
ACアダプター、USBケーブル（1.2m）

Windows 7/8.1/10

600MB以上の空き容量
macOS v10.13.6、10.14.x、10.15

50.0mm
（50mm幅ロールカセット使用時）

-

オープン価格
感熱

約113×116×96

約660g

ACアダプター

操作終了後約24時間

約21W

4977766780568

最高8mm/秒

本体内蔵自動式※10

（ハーフカット機能付き）

横書き、縦書き
〇

〇（PC接続時のみ）※11

〇

非公開

CZ/CK ロールカセット
9、12、19、25、50mm対応※8※9

313dpi

フルカラー

項目

製品

USB
USBホスト（タイプA）

シリアル

有線LAN

NFC

Bluetooth®

無線LAN（Wi-Fi®）

NFC

Bluetooth®

無線LAN（Wi-Fi®）

オープン価格 オープン価格

PT-P900W PT-P950NW

4977766760881

360dpi×720dpi（「高解像度」印刷）、360dpi×360dpi（「標準」印刷）
360dpi×360dpi（「品質優先」印刷）、360dpi×180dpi（「高速」印刷）

熱転写

QL-1115NWB

4977766784115

感熱

約170×222×151

4977766760942

32.0mm
（36mm幅テープ使用時）

TZeテープカセット
3.5、6、9、12、18、24、36ｍｍ対応

HGeテープカセット
9、12、18、24、36ｍｍ対応

-
本体内蔵自動式（ハーフカット機能付き）

約4.5万カット（フルカッター）
約3万カット（ハーフカッター）

横書き、縦書き

PT-P900W本体：約1,480g
オプション品のリチウムイオン充電池

［PA-BT-4000LI］＋
充電池ホルダー［PA-BB-002］装着時：

約2,070g

PT-P950NW本体：約1,510g
オプション品のBluetooth®ユニット
［PA-BI-002］装着時：約1,558g

オプション品のリチウムイオン充電池［PA-BT-4000LI］
＋充電池ホルダー［PA-BB-002］装着時：約2,100g
オプション品の操作パネル＆液晶ディスプレイユニット
［PA-TDU-003］装着時：約1,839g

ACアダプター使用時：無効
リチウムイオン充電池使用時：操作終了後 約30分

ACアダプター使用時：無効
リチウムイオン充電池使用時：操作終了後 約30分

印刷時最大：約63.6W、待機時：約0.9W
電源OFF時：約0.3W

印刷時最大：約63.6W、待機時：約1.3W
電源OFF時：約0.3W

ACアダプター
（AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A）

オプション品のリチウムイオン充電池
［PA-BT-4000LI］と

充電池ホルダー［PA-BB-002］を使用

ACアダプター
（AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A）

オプション品のリチウムイオン充電池
［PA-BT-4000LI］と

充電池ホルダー［PA-BB-002］を使用

USB Ver.2.0 Full Speed（Bタイプ ペリフェラル） USB Ver.2.0 Full Speed（Bタイプ ペリフェラル）
○ ○

・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

・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

・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

10/100BASE-TX

オプション品のPA-BI-002を装着することで使用可能
Bluetooth® 2.1+EDR対応（SPP、OPP）

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/

2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

macOS v10.13.6、10.14.x、10.15
500MB以上の空き容量
・ACアダプター
・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（1.8m）

700MB以上の空き容量

-

Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/

2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019

macOS v10.13.6、10.14.x、10.15
500MB以上の空き容量
・ACアダプター
・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（1.8m）

USB Ver.2.0 Full Speed（Bタイプ ペリフェラル） USB Ver.2.0 Full Speed（Bタイプ ペリフェラル）

10/100BASE-TX
アドホックモード IEEE 802.11b※7

■認証方式（暗号化方式）:オープンシステム（なし/WEP）
インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n

■認証方式（暗号化方式）：オープンシステム（なし/WEP64/WEP128）、
共有キー認証（WEP）、WPA-PSK（TKIP/AES）、

WPA2-PSK（AES）、LEAP（CKIP）、EAP-FAST（TKIP/AES）、
PEAP（TKIP/AES）、EAP-TLS（TKIP/AES）、EAP-TTLS（TKIP/AES）

Wireless Directモード IEEE 802.11g/n
■認証方式（暗号化方式）：WPA2-PSK（AES）

Bluetooth® v2.1+EDR、SPP、OPP、BIP、HCRP、iAP

約90W

-

-

○
USB Ver.2.0 Full Speed（Bタイプ ペリフェラル）

10/100BASE-TX
アドホックモード IEEE 802.11b※7

■認証方式（暗号化方式）:オープンシステム（なし/WEP）
インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n

■認証方式（暗号化方式）：オープンシステム（なし/WEP64/WEP128）、
共有キー認証（WEP）、WPA-PSK（TKIP/AES）、

WPA2-PSK（AES）、LEAP（CKIP）、EAP-FAST（TKIP/AES）、
PEAP（TKIP/AES）、EAP-TLS（TKIP/AES）、EAP-TTLS（TKIP/AES）

Wireless Directモード IEEE 802.11g/n
■認証方式（暗号化方式）：WPA2-PSK（AES）

Bluetooth® v2.1+EDR、SPP、OPP、BIP、HCRP、iAP

最高80mm/秒：「高速」印刷
最高60mm/秒：「標準」印刷
最高30mm/秒：「高解像度」印刷
最高20mm/秒：「品質優先」印刷

■ESC/P、P-touchテンプレート共通
CODE39、ITF（I-2/5）、UPC-A、UPC-E、EAN13（JAN13）、

EAN8、CODABAR（NW-7）、CODE128、UCC/EAN-128（GS1-128）、
GS1 DataBar（RSS）（GS1 DataBar Omnidirectional、

GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、
GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked）、

PDF417（Standard、Truncate、Micro）、QR Code（Model 1、
Model 2、Micro）、Data Matrix（ECC200 Square、

ECC200 Rectangular）、MaxiCode、Aztec、POSTNET 
■ESC/Pのみで利用可能

UPC/EAN EXTENTION、CODE93、MSI

■ESC/P、P-touchテンプレート共通
CODE39、ITF（I-2/5）、UPC-A、UPC-E、EAN13（JAN13）、

EAN8、CODABAR（NW-7）、CODE128、UCC/EAN-128（GS1-128）、
GS1 DataBar（RSS）（GS1 DataBar Omnidirectional、

GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、
GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked）、

PDF417（Standard、Truncate、Micro）、QR Code（Model 1、
Model 2、Micro）、Data Matrix（ECC200 Square、

ECC200 Rectangular）、MaxiCode、Aztec、POSTNET 
■ESC/Pのみで利用可能

UPC/EAN EXTENTION、CODE93、MSI※1 ※1 ※1 ※1

32.0mm
（36mm幅テープ使用時）

最高20ｍｍ/秒

約2万カット（フルカッター）
約1万カット（ハーフカット）

○（PC接続時のみ）

約138×94×138

約1,170g
（リチウムイオン充電池含む）

充電池使用時： 操作終了後約10分  
USB接続時： 操作終了後約60分

約25W

-
-
-

-

Bluetooth Ver 5.0 Class1

-

Windows 7 SP1/8.1/10

1GB以上の空き容量
macOS v10.13.6、10.14.x、10.15

500MB以上の空き容量
お試しTZeテープ2本

（36mm幅 ラミネート クラフト地/黒文字2m巻
24mm幅 ラミネート つや消し白地/黒文字4m巻）

USBケーブル（A-C 1.0m）、
リチウムイオン充電池

USB Ver.2.0 Full Speed
（Cタイプ ペリフェラル）
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