ビジネススタイルに合わせ
アップグレードを可能に！
ビジネスの成長に貢献します。

上位機種へアップグレード可能！高
GT-3シリーズのアドバンテージ
ブラザーGT-3シリーズは、
レーザープリンターやインクジェットプリンターの長い歴史で培った技術をもとに、
プリントヘッド・インクを含むすべてを専用設計により独自開発。従来のブラザーガーメントプリンターが
持っていた優れた特長を併せ持ち、高い信頼性・安定感のある印刷品質・パフォーマンスを実現しています。
ぜひ、
ブラザーにしかない強みをあなたのビジネスに活用してください。

上位機種へのアップグレード
GT-3シリーズは、お客さまのビジネスに合わせてアップグレードが可能です。

Upgradeable
生産量を増やす

高い生産性が必要な時はGT-381をおススメします。
CMYKカラーと白ヘッドを4個ずつ搭載し、
ワンパス機能でより高い生産性を実現します。

GT-381

↑

やっぱり
白が欲しい

濃色Tシャツへのステップアップへは、
白ヘッドを2個搭載したGT-361モデルを。

GT-361

↑

はじめて
お使いの時に

まずは、
カラーインクモデルのGT-341をどうぞ。
このモデルは 白色、淡色Tシャツに直接印刷する
ことができ、
既存設備をサポートする手段として
最適です。

GT-341

印刷品質
プリントヘッドを大幅に改良
プリントヘッドを改良し、従来と同じ600
dpiだけでなく高解像度の1200dpiにも
対応しています。鮮明でなめらかな印刷画
質です。

600 dpi

1200 dpi

色域を拡大
カラーインクを改良したことで色域が広く
なり、より明るくて鮮やかな色再現になり
ました。
色域
b*

従来機
GT3 600dpi
GT3 1200dpi

洗濯堅牢度
a*

ブラザー純正インクを使用しており
印刷では高い洗濯堅牢度です。
洗濯
を繰り返しても色持ちが良いです。
（米国ＡＡＴＣＣ洗濯堅牢試験4級）

交換可能プラテン
プラテンはベビー、ユース、標準プラテンの３種類
です(出荷時は標準プラテンが搭載されています)。
印刷媒体の大きさによって適切なプラテンへ簡単
に交換可能です。
最大印刷範囲は３５５．6mm x ４０６．
４ｍｍ

高品質・簡単操作で効率よく生産

ワンパス機能
ワンパス機能によりホワイトとカラーを同時に
印刷が可能なので効率よく印刷できます。
(GT-361/381が対応)

効率的で簡単操作
プリンタードライバー
Windows対応の汎用アプリケーション
から印刷するだけなのでRIPソフトや専
用ソフトは不要です。
解像度などの設定はプリンタードライバ
ーのメニューから簡単に選択できます。
ベビー

ユース

標準

USBメモリーを搭載
GT-3シリーズは
全モデルともUSB
メモリーを差込口
に 挿 せ ば、パソコ
ンとの接続なしで
印刷が可能です。

仕様*

消耗品・オプション**
記録方式
サイズ
質量
最大印刷範囲
インク
色

消耗品

カラーインクジェット方式による直接衣類印刷
1370mm（幅）x1045mm（奥行き）x660mm（高さ）

180cc

約111㎏

ホワイトインクカートリッジ（2個）

355.6mm x 406.4mm

印字ヘッド数
解像度
印刷方向
出力
動作保証範囲
印刷保証範囲

シアンインクカートリッジ

GC-30C18

GC-30C38

マゼンタインクカートリッジ

GC-30M18

GC-30M38

CMYKW５色

イエローインクカートリッジ

GC-30Y18

GC-30Y38

GT-341：CMYK4色

ブラックインクカートリッジ

GC-30K18

GC-30K38

前処理剤（20kg)***

ピエゾ方式

充填剤（5kg)***

4ヘッド（GT-341）、6ヘッド（GT-361）、8ヘッド（GT-381）
600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi
プリンタードライバー（USB,ファイル出力）

ベビープラテン(177.8mmｘ203.2mm)

SA8213601

温度：10〜35℃

ユースプラテン(254.0mmｘ304.8mm)

SA6399601

湿度：35〜85％（結露なきこと）

標準プラテン (355.6mm x 406.4mm)SB3105001は本体に搭載されています。
（）内数値は印刷範囲を表しています。

温度：18〜30℃
単相100V

プラテン低下セット（13mm） SB3102001

50/60Hz

0.4A（実効値）

定着条件

コンベヤーオーブン（推奨）：160℃で3.5分

前処理ローラー ***

またはヒートプレス：180℃で35秒

SB3047001

グリース

SB3229001

白インクを使って印刷する場合は前処理が必要です。印刷前にローラー

プラテンシートSS(ベビープラテン)

SA8211201

プラテンシートS(ユースプラテン)

または前処理機で塗布後、必ずヒートプレスで乾かしてください。

SA6401301

プラテンシート(標準プラテン)

SB3035001

メンテクリーニングキット

SB3168001

ワイパークリーナー組

SB3101001

ノズルクリーニングキット

SB3082001

ウォッシュ液組

SA6248401

ファンフィルター

SB3018001

フェルト

SB2652101

プリントヘッド

SB3184001

*仕様は変更されることがあります。

ソフトウエア環境
対応OS

最新のWindows XP（32bit）, Windows Vista（32bit/64bit）,
Windows 7（32bit/64bit）

インターフェース
最低動作環境

USB2.0、USBメモリー
256MB RAM(推奨512MB以上）、
128MB以上の空き容量（推奨256MB以上）
1GHz CPU

高度な画像編集のための
推奨アプリケーション

**追加購入が必要です。
*** GT-361とGT-381のみに使用します。

Adobe Photoshop®, Paint Shop Elements®（主にビットマップデータ編集用）,
Adobe Illustrator®, CorelDRAW®（主にベクトルデータ編集用）,

エコテックス規格100の認証を取得した
ことでブラザーのガーメントプリンターは
エコテックス基準をクリアしている衣類
に対して、印刷した時も変わらず安全であ
ることを保証できるものであると認証さ
れました。(2012年2月取得)

Corel PaintShop Pro®

その他

(下記の条件に合うものをご用意ください)

USBケーブル

USB2.0 ケーブル

USBメモリー

32GB以下、FAT32にてフォーマット済みのもの

印刷媒体（Tシャツ）

SB1290301

キャッピングカートリッジW***

スペアパーツ

定着までの時間と温度は定着機によって異なります。
(GT-361とGT-381のみ)

GC-50S5K

オプション部品

双方向、片方向

消費電流

前処理

GC-51P2L(濃縮タイプ)

前処理剤をご使用の際には蒸留水にて当液を、重量、
もしくは容量のいずれかの手段で
1:1(2倍)〜1:2(3倍)に薄めて、
よく混ぜてから速やかにご使用ください。

湿度 ：35〜85％（結露なきこと）
電源

380cc
GC-30W38

水性顔料インク

GT-361/381：CMYKW５色
印字ヘッド方式

/

―

綿100%（出来上がりのイメージは印刷媒体により若干異なります）
ブラザーGT-3シリーズはEU(欧州連合)
で施行されている、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。

・GT-3シリーズは、本体の他に定着機等が必要です。詳しくは、
販売店までお問い合わせください。
・製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
・Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Corel®、CorelDRAW®およびPaint Shop Pro®はCorel Corporationの商標または登録商標です。
・Adobe®、Acrobat®、Photoshop®、
およびIllustrator®はAdobe Systems Incorporated(アドビシステム社)の商標です。
・その他、記載の商品名、
社名などは各社の登録商標または商標です。

※欧州RoHS指令に対応しています。
このマークはブラザーが独自に規
定したマークです。

ブラザーは、国際規格ISO 14021および
日本工業規格JIS Q14021に準拠した、
「ブラザーグリーンラベル」を制定してい
ます。GT-3シリーズも地球環境に配慮し
た製品として認定されました。

ご使用前に取扱い説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。

■お問合せ先

M&S経営企画部 産業用プリンター事業推進グループ

■お買い求め、
ご相談は

〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5
0120-101-708 E-mail：gt541@brother.co.jp

http://www.brother.co.jp/
〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番地5
このカタログは環境に配慮し、
植物油インキを使用しています。

〈カタログ･コードGT-3〉
このカタログの内容は平成24年3月現在のものです。A Vol.1

