ポ ケット ジェット

モバイルプリンターカタログ

PJ-700シリーズ
製品型番
（商品名）

PJ-773

PJ-763MFi

PJ-763

PJ-723

4977766752558

4977766752503

4977766752589

4977766750417

JANコード

ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式

印刷方式

約7.5秒/枚 または 約39.6mm/秒

印字速度

※1※2

300 dpi × 300 dpi

印刷解像度
給紙方式

手差し

用紙サイズ

A4、A4ロール紙、A5、
レター、
リーガル、
カスタム ※3

印刷領域

A4時最大 203.2mm × 279.4mm
Bluetooth®

インターフェイス

Ver.2.1+EDR
SPP,BIP,OPP,HCRP

Ver.2.1+EDR
SPP,BIP,OPP,HCRP,iAP(MFi)

ー

ー

PJ-773・PJ-763MFi・PJ-763・PJ-723

Ver.2.0 Full Speed
（ミニBタイプ、
ペリフェラル）

USB
IEEE802.11b/g/n（アドホックモード）
IEEE802.11b/g/n（インフラストラクチャモード）
IEEE802.11g/n（Wireless Directモード）

無線LAN

ー

ー

ー

255(W) x 55(D) x 30(H) mm

外形寸法
質量

約480g
（充電池型コネクタ装着時）/ 約610g
（充電池装着時）

電源

ACアダプター、
カーアダプター、
リチウムイオン充電池
（Li-ion充電池）

満充電からの印刷可能枚数

連続印刷 約600枚

※4

装置寿命
（純正紙使用時）

約100,000 枚/A4

※1

Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 / Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X v10.8.x / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x

対応OS

ESC/P Legacy
（ESC/P̲P）
,ESC/P Brother
（ESC/P̲B）
,ラスタグラフィック,P-touch テンプレート

プリンター制御コマンド

<ESC/P̲Pコマンド利用時>欧文書体：Roman(Serif体)、
日文書体：明朝体、
ゴシック体
<ESC/P̲B または P-touch テンプレート利用時>ビットマップフォント：ゴシック体、
アウトラインフォント：ゴシック体

書体
内蔵フォント

（A4用紙モデル）

オープン価格

希望小売価格

<ESC/P̲Pコマンド利用時>欧文書体：10cpi/12cpi/15cpi、
日文書体：9.6point
（40×40dot）
<ESC/P̲B または P-touch テンプレート利用時>ビットマップフォント: 16dot/24dot/32dot、
アウトラインフォント: 最大400dot

文字サイズ
文字種

漢字
（JIS第1水準、
第2水準）
、英数字、
ひらがな、
カタカナ、
記号

内蔵メモリー
（ユーザー利用可能エリア）

6,144KB

内蔵バーコード/2次元コード
1次元: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code93,GS1 DataBar(RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet
（P-touch テンプレート, ESC/P̲Bコマンドのみ利用可能）
2次元: QR Code(model1, model2,micro QR), PDF417(Standard,Truncate, MicroPDF417), Data Matrix(ECC200 Square,ECC200 Rectangular), Maxicode, Aztec
同梱品

USBケーブル
（A-ミニB）
、
リチウムイオン充電池
（PA-BT-002）
、ACアダプター、ACケーブル、感熱紙
（PA-C-412）
100枚入、
クリーニングシート、
「安全にお使いいただくために
（保証書付）」
「基本操作説明」、同梱物一覧
温度 -10〜+50 ℃ 湿度 20-80%（結露なきこと）

動作環境
52W

最大消費電力
（ACアダプター使用時）
※1
※2
※3
※4

50W

25℃環境下において、JEITA標準パターンJ1（印字率2％）
を印刷した場合。
約39.6mm/秒は平均速度です。この速度はACアダプターまたはリチウムイオン充電池使用時の速度です。
A4、A4ロール紙、A5、
レター、
リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります。カスタムサイズの最大用紙幅は215.9mmです。
23℃環境下において、満充電状態の新品充電池(PA-BT-002)を使用し、JEITA標準パターンJ1（印字率2％）
をUSB接続で連続印刷した枚数。

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 Ear th」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。

「RoHS指令」に対応。
このカタログに掲載のブラザーのモバイルプリンターは、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。

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。

電波法に関するご案内
無線LANの電波に関するご注意

Bluetoothの電波に関するご注意（本機＝PJ-763MFi、PJ-763）

（本機＝PJ-773）

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。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4

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。

「2.4」
：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
本機は2.4GHz帯を使用しています。
「DS」
：変調方式がDS-SS方式であることを表す。
（IEEE802.11bのとき)
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。
「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。
(1)
「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
「
」
：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。
(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」: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。本機の与干渉距離は、20m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。

2 . 4F H2

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。

製品の修理について
消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザーPocketJetシリーズについて、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。）

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

http://www.brother.co.jp
サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)
Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

http://support.brother.co.jp

・Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、
ブラザー工業
（株）
はライセンスに基づき使用しています。
・Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国及び
その他の国における商標または登録商標です。
・Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrintは、米国及びその他の国におけるApple Inc.の商標また
は登録商標です。
・Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIDEロゴ、WPA、WPA2、
は、Wi-Fi Allianceの
商標または登録商標です。
・ESC/Pは、
セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
・Android、Google Cloud Printは、Google,Incの商標、
または登録商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・JEITAは社団法人電子情報技術産業協会の登録商標です。
・Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。
・その他記載されている会社名、
ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
・このカタログに記載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。
また、製品改良のため、
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。
・掲載の写真や印刷サンプル等は、使用シーンのイメージです。
・画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
・希望小売価格は全てオープン価格です。
・本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です
（印刷物は2年です）
・製品には保証書
（安全にお使いいただくために）
が付属しています。
ご購入の際には販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してださい。

ブラザーコールセンター

ブラザースマート現場ソリューション

052-300-5310
受付時間：月曜〜土曜 9：00〜12：00／13：00〜17：00
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

2016年2月現在
［モバイルプリンターPJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723・SPコード：MD7CJ008A］

モバイルプリンターでビジネスを革新する。

今、モバイルプリンターに必 要なのは、コンパクト＆長 寿 命
さまざまなソフトウェアに対応（PJ-773とWi-Fi接続時）

タブレット

モバイル端末とモバイルプリンターとの連携を管理する、さまざまなソフトウェアに対応。
スマートフォン

A4

PJ-773

用紙対応モデル

オープン価格

AirPrint
A

Mopria®

Google
Cloud Print TM

i
iOS端末からの
簡単印刷
簡

Andriod™端末からの
簡単印刷

Googleクラウドプリントで
簡単印刷

JANコード 4977766750417

Pocket Jetを活用したソリューション例

PJ-773

Bluetooth

JJANコード 4977766752589

型番

OS※1

PC※2
（windows®）

訪問先でリアルタイムに情報を

Bluetooth

JANコード 4977766752558
JA

訪問診療・看護などの医療現場

で確実な対応。報告書を現場で

閲覧・活用して見積書の提示や

でA5サイズの処方箋やA4サイ

作成、現場で印刷。同時にサー

納品書を発行するなど、お客様

ズの診療報告書を患者様宅で

バーへデータを転送して業務

のご要望に最大限にお応えする

すぐに印刷。慌ただしい現場で

完了。業務の効率化、経費削減

ことができます。営業の質を高め、

も臨機応変な対応が実現可能

を実現できます。

顧客満足の向上を図ります。

です。

印刷の応用例 ●見積書 ●納品書 ●受領書 ●提案書

※3※4

iOS※4
※1
※2
※3
※4

品名

A4幅感熱ロール紙
15m巻き・2本入り

リチウムイオン充電池
（Li-ion充電池）

カーアダプター

PA-C-412

PA-R-411

PA-BT-002

PA-CD-600CG

PJ-773

PJ-763MFi

PJ-763

PJ-723
PJ
723

JANコード

4977766668095

4977766668088

4977766752459

USB
Wi-Fi

USB
Bluetooth

USB
Bluetooth

USB

希望小売価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

USB

USB

USB

USB

Wi-Fi

Bluetooth

Bluetooth

Wi-Fi

Bluetooth

Mac OS、Linux OSをご使用のお客様は、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）をご確認ください。
印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
よりダウンロードの上、ご利用ください。
Android™端末とUSB接続で印刷するには、Android™端末側にUSBホスト機能が必要です。
いずれの接続方法でも印刷には専用のアプリケーション開発が必要になります。詳しくは、ブラザー開発者サイトにてご確認ください。

PJ-723

シリコンカバー

オープン価格

品名

JANコード 4977766752503

超小型A4サイズプリンターがここまで進化
耐久性

耐久性

作業効率向上
従来機比約1.3倍の高速印刷

今回の新モデルより標準でリチウムイオン充電池を

装置寿命が、A4サイズ約100,000枚 ※と従来機に

従来機から更なる高速印刷を実現。1分間に約8枚の

搭載。
これにより、
ニッケル水素充電池を標準搭載して

比べて3倍以上となりました。長期にわたり安心して

印刷が可能となり、複数枚の書類を印刷しても、スト

いた従来機と比較し、
大幅な印刷枚数向上※を実現。

ご使用いただけます。

レスを感じません。

600枚
70枚
（PJ-600シリーズ）
※ 23℃環境下において、満充電状態の新品充電池
（PA-BT-002）
を使用し、
JEITA標準パターンJ1
（印字率2％）
をUSB接続で連続印刷した枚数。

PJ-700
シリーズ

従来機
（PJ-600シリーズ）

30,000枚

※ A4サイズ純正紙を使用し、
25℃環境下において、
JEITA標準パターンJ１
（印字率2％）
を印刷した場合。

A4対応で超小型

サイズの決まったカット紙に加え、ロール紙もご使用可

A4判が印刷でき

能です。プリンターに取り付けるロール紙ホルダーや、

るモバイルプリン
ターとしては驚異

プリンターと一緒に持ち運び、そのまま印刷できるロ
●アンチカールロールプリンターケース

ブラザーウェブ サイトで「導入事例」をご紹 介しています。

の小型化を実現。

オープン価格

給紙ガイドケース

ロールプリンターケース

PA-ＰＧ-001

シリコンカバー

※1

品名

PA-RB-600

※2

PA-ＰＧ-600 ※2

PA-RC-600 ※2

JANコード

4977766752411

4977766752398

JANコード

4977766693899

4977766714280

4977766694599

オープン価格

オープン価格

希望小売価格

オープン価格

オープン価格

オープン価格

SDK

Software Development Kit

無償
提供

■ PJ
PJ-7
-700
00シリ
シリーズ
ーズ用開
用開発ツ
発 ール対応表

開発ツール

※ 25℃環境下においてACアダプター使用でJEITA標準パターンJ1
（印字率2%）を連続印刷した場合（A4感熱紙PA-C-412を使用）
※PJ-700シリーズは、
リチウムイオン充電池使用時の1分間の出力枚数も約8枚です。

コマンド
リファレンス

PJ-700シリーズ：質量約 610ｇ
（充電池を含む）
30mm

http://www.brother.co.jp/product/houjin/mobile/index.htm

オープン価格

55mm

PJ-763

PJ-723

開発環境

開発言語

対応ホストのOS

※

6 枚※

255mm

オープン価格

（下記開発
（下
記開発ツール
ツールは、
は、ユーザー
ユーザー登録す
登録すること
る
により、ブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。URL: http://www.brother.co.jp/dev/mwprintersdk/）

携帯性

カット紙/ロール紙に対応

4977766693912

希望小売価格

（PJ-600シリーズ）

作業効率向上

ールプリンターケースをご用意。

従来機

PA-RC-001※1※2
4977766750547

･タブレット、スマートフォンから印刷する場合は、アプリケーション開発が必要です。

8枚

（PJ-600シリーズ）

アンチカールロールプリンターケース

4977766693790

給紙ガイドケース

PJ-773 PJ-763MFi

PJ-700
シリーズ

PA-RH-600 ※1※2

■ PJ-723用 オプション品

モバイルプリンター用アプリケーション開発ツール

●1分間の出力枚数

100,000枚

PA-RB-001 ※1

ロール紙ホルダー

※1 PA-RH-600、PA-RC-001、PA-RB-001、PA-PG-001はいずれか1つのみご使用いただけます。
※2 PA-RH-600、PA-RC-001、PA-RB-600、PA-PG-600、PA-RC-600はいずれか1つのみご使用いただけます。

従来機比3倍以上の装置寿命

充電池の性能を強化

印刷の応用例 ●処方箋●診療報告書●領収書

A4感熱紙
（高保存）
100枚入り

■ PJ-773、PJ-763MFi、
PJ-763用 オプション品

Android™

訪問診療・看護

■ PJ-700シリーズ共通 消耗品・オプション品

PJ-763
P
オープン価格
オ

■ 機種別インターフェイス対応表

営業・渉外

作業者に求められるのは、迅速

印刷の応用例 ●作業報告書 ●請求書・領収書

PJ-763MFi
P
オープン価格
オ

保守・メンテナンス

Brother Print SDK for
iPhone/iPad Ver.3.x

○

○

-

-

Xcode 6.1以降

Objective-C

iOS 5以降

Brother Print SDK for
iPhone/iPad Ver.1.2.7

△※1

-

-

-

Xcode 6.1

Objective-C

iOS 5以降

Java

Android 4.0.3以降

Brohter Print SDK for
Android™ Ver.3.x

○

○

○

○

JDK7
Android Studio V.1.3.24以降
Android SDK r24.3.4以降

ラスターコマンドリファレンス

○

○

○

○

-

-

-

ESC/P Legacy コマンドリファレンス※2

○

○

○

○

-

-

-

ESC/P Brother コマンドリファレンス

○

○

○

○

-

-

-

P-touchテンプレートマニュアル/コマンドリファレンス

○

○

○

○

-

-

-

※1…Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.1.2.7は、一部機能に制限があります。詳しくは、ブラザー開発者サイトにてご確認ください。
iOS向けの新規アプリケーション開発を行われるお客様は、Brother Print SDK for iPhone/iPad Ver.3.xをご利用ください。
※2…従来機（PJ-600シリーズ）
と互換性のあるESC/Ｐコマンドリファレンスです。

ポ ケット ジェット

モバイルプリンターカタログ

PJ-700シリーズ
製品型番
（商品名）

PJ-773

PJ-763MFi

PJ-763

PJ-723

4977766752558

4977766752503

4977766750417

JANコード

4977766752589

ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式

印刷方式

約7.5秒/枚 または 約39.6mm/秒

印字速度

※1※2

300 dpi × 300 dpi

印刷解像度
給紙方式

手差し

用紙サイズ

A4、A4ロール紙、A5、
レター、
リーガル、
カスタム ※3

印刷領域

A4時最大 203.2mm × 279.4mm
Bluetooth®

インターフェイス

Ver.2.1+EDR
SPP,BIP,OPP,HCRP

Ver.2.1+EDR
SPP,BIP,OPP,HCRP,iAP(MFi)

ー

ー

PJ-773・PJ-763MFi・PJ-763・PJ-723

Ver.2.0 Full Speed
（ミニBタイプ、
ペリフェラル）

USB
IEEE802.11b/g/n（アドホックモード）
IEEE802.11b/g/n（インフラストラクチャモード）
IEEE802.11g/n（Wireless Directモード）

無線LAN

ー

ー

ー

255(W) x 55(D) x 30(H) mm

外形寸法
質量

約480g
（充電池型コネクタ装着時）/ 約610g
（充電池装着時）

電源

ACアダプター、
カーアダプター、
リチウムイオン充電池
（Li-ion充電池）

満充電からの印刷可能枚数

連続印刷 約600枚

※4

装置寿命
（純正紙使用時）

約100,000 枚/A4

※1

Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 / Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X v10.8.x / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x

対応OS

ESC/P Legacy
（ESC/P̲P）
,ESC/P Brother
（ESC/P̲B）
,ラスタグラフィック,P-touch テンプレート

プリンター制御コマンド

<ESC/P̲Pコマンド利用時>欧文書体：Roman(Serif体)、
日文書体：明朝体、
ゴシック体
<ESC/P̲B または P-touch テンプレート利用時>ビットマップフォント：ゴシック体、
アウトラインフォント：ゴシック体

書体
内蔵フォント

（A4用紙モデル）

オープン価格

希望小売価格

<ESC/P̲Pコマンド利用時>欧文書体：10cpi/12cpi/15cpi、
日文書体：9.6point
（40×40dot）
<ESC/P̲B または P-touch テンプレート利用時>ビットマップフォント: 16dot/24dot/32dot、
アウトラインフォント: 最大400dot

文字サイズ
文字種

漢字
（JIS第1水準、
第2水準）
、英数字、
ひらがな、
カタカナ、記号

内蔵メモリー
（ユーザー利用可能エリア）

6,144KB

内蔵バーコード/2次元コード
1次元: CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code93,GS1 DataBar(RSS), MSI, Industrial 2of5, Postnet
（P-touch テンプレート, ESC/P̲Bコマンドのみ利用可能）
2次元: QR Code(model1, model2,micro QR), PDF417(Standard,Truncate, MicroPDF417), Data Matrix(ECC200 Square,ECC200 Rectangular), Maxicode, Aztec
同梱品

USBケーブル
（A-ミニB）
、
リチウムイオン充電池
（PA-BT-002）
、ACアダプター、ACケーブル、感熱紙
（PA-C-412）
100枚入、
クリーニングシート、
「安全にお使いいただくために
（保証書付）」
「基本操作説明」、同梱物一覧
温度 -10〜+50 ℃ 湿度 20-80%（結露なきこと）

動作環境
52W

最大消費電力
（ACアダプター使用時）
※1
※2
※3
※4

50W

25℃環境下において、JEITA標準パターンJ1（印字率2％）
を印刷した場合。
約39.6mm/秒は平均速度です。この速度はACアダプターまたはリチウムイオン充電池使用時の速度です。
A4、A4ロール紙、A5、
レター、
リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります。カスタムサイズの最大用紙幅は215.9mmです。
23℃環境下において、満充電状態の新品充電池(PA-BT-002)を使用し、JEITA標準パターンJ1（印字率2％）
をUSB接続で連続印刷した枚数。

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 Ear th」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。

「RoHS指令」に対応。
このカタログに掲載のブラザーのモバイルプリンターは、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。

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。

電波法に関するご案内
無線LANの電波に関するご注意

Bluetoothの電波に関するご注意（本機＝PJ-763MFi、PJ-763）

（本機＝PJ-773）

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。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4

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。

「2.4」
：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
本機は2.4GHz帯を使用しています。
「DS」
：変調方式がDS-SS方式であることを表す。
（IEEE802.11bのとき)
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。
「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。
(1)
「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
「
」
：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。
(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」: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。本機の与干渉距離は、20m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。

2 . 4F H2

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。

製品の修理について
消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザーPocketJetシリーズについて、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。）

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

http://www.brother.co.jp
サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)
Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

http://support.brother.co.jp

・Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、
ブラザー工業
（株）
はライセンスに基づき使用しています。
・Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国及び
その他の国における商標または登録商標です。
・Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrintは、米国及びその他の国におけるApple Inc.の商標また
は登録商標です。
・Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIDEロゴ、WPA、WPA2、
は、Wi-Fi Allianceの
商標または登録商標です。
・ESC/Pは、
セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
・Android、Google Cloud Printは、Google,Incの商標、
または登録商標です。
・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・JEITAは社団法人電子情報技術産業協会の登録商標です。
・Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。
・その他記載されている会社名、
ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
・このカタログに記載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。
また、製品改良のため、
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。
・掲載の写真や印刷サンプル等は、使用シーンのイメージです。
・画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
・希望小売価格は全てオープン価格です。
・本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です
（印刷物は2年です）
・製品には保証書
（安全にお使いいただくために）
が付属しています。
ご購入の際には販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してださい。

ブラザーコールセンター

ブラザースマート現場ソリューション

052-300-5310
受付時間：月曜〜土曜 9：00〜12：00／13：00〜17：00
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

2016年2月現在
［モバイルプリンターPJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723・SPコード：MD7CJ008A］

モバイルプリンターでビジネスを革新する。

