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このたびは、モバイルプリンタ MPrint MW-140BT（以下「本機」）
をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本機は PDA（Pocket PC 搭載 PDA または Palm OS® 搭載ハンドヘ
ルド）やパソコンと接続し、簡単な操作で印刷できる、軽量、薄
型の感熱式モノクロモバイルプリンタです。

本書は、お使いになるための取扱説明書ファイルの開き方や最
低限の必要事項を記載しています。ご使用になる前に必ず本書
および取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
本書はお読みになったあとも大切に保管し、いつでも手にとっ
て見られるようにしてください。

本書の内容は予告なしに変更することがあります。

本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは

禁じられています。
本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一不審な

点や誤りなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

お問い合わせ先は、巻末に記載しています。
地震および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その

他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他特殊な条
件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を

負いませんので、ご了承ください。
本機の使用または使用不能から生じるいかなる他の損害（消失、

事業利益の損失、逸失利益、事業の中断、通信手段の消失など）

に関して、当社は一切責任を負いませんので、ご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の
基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境
で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレ
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす
ことがあります。本書に従って正しくお取り扱いください。
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万一、当社の製造上の原因による品質不良があった場合には、

商品をお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただ
きます。

当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせに

よる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を

負いません。

本機は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得していま
す。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用に
なると罰せられることがあります。

本機の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機
器のほか工場の製造ライン等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）及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及び特定
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 Bluetooth 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。

本機は 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。

Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国

及びその他の国における登録商標です。

Bluetooth®は、Bluetooth SIG の商標であり、ブラザー工業は、

ライセンスに基づき使用しています。

Palm OS®は、Palm,Inc 及びその子会社の登録商標です。

その他記載したソフトウェア名、商品名、製品名は、一般に開

発元各社の商標または登録商標です。
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1) Bluetooth とは？
Bluetooth とは、2,400MHz ～ 2,483.5MHz の電波を利用す
る短距離無線技術の一種です。Bluetooth 機能をもった電
子機器同士で、方向に関係なく通信することができます。

2) Bluetooth 機能使用上の注意事項
Bluetooth 機器の発する電波は、周囲の電子機器の動作
に影響を与える恐れがあります。下記の場所では
Bluetooth スイッチをオフにしてください。
・ 病院内

・ 航空機内
・ ガソリンスタンドなど引火物付近

・ 火災報知機

3) 良好な通信環境のために
Bluetooth は電波を使った無線技術ですので、下記の場
所では接続しにくくなります。

・ 他の電子機器の付近
・ 放送局や無線機の付近

・ ワイヤレス LAN（IEEE802.11）使用域

4) その他の注意事項
Bluetooth 機器は、電源を入れてから Bluetooth 機能が
使えるようになるまでに、数秒かかることがあります。
この時差は機器によって異なります（本機では最大 8 秒
かかります）。



4





  5


1

2

3

Windows® PC

Pocket PC



6

4

5



  7

本機と Windows® PC や PDA が Bluetooth で通信するための、基
本的な設定の手順を説明します。詳細は Bluetooth デバイスの
取扱説明書を参照してください。

1 Bluetoothスイッチを「オ
ン」に入れます。

→ モード表示ランプが

青色に点灯します。

2 Windows® PC または PDA で Bluetooth 接続ソフ
トウェアを実行します。

3 Bluetooth 接続ソフトウェアで Bluetooth デバイ
スを検索します。

→「MW-140BTxxxx」が検出されます。（「xxxx」はシリアルナ
ンバーの下 4 桁です。）

4 検索されたBluetoothデバイスの一覧から本機を
選択して、接続を確立します。

→ Windows® PC または PDA を本機に初めて接続するときは、
「PINコード」（または「パスワード」）の入力を要求されます。

●Bluetooth デバイスによっては、2 度目以降も

接続時に「PIN コード」の入力を要求されるこ
とがあります。

Bluetooth 通信 ON
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5「PIN コード」（または「パスワード」）を入力し
ます。（工場出荷時は、本機のシリアルナンバー
の下 4 桁に設定されています。）

→ Bluetooth 接続ソフトウェアに本機が接続済みとして登録
されます。

6 Bluetooth 接続ソフトウェアで本機との接続方法
として「シリアルポート」を選択します。

● COMポートナンバーが表示されたらメモをとって

ください。（パソコンや Pocket PC の種類によって

は、印刷時に COM ポートナンバーが必要です。）
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本体仕様

用紙サイズ（印字領域）

表示
モード表示ランプ　青 /緑 /赤

充電表示ランプ　オレンジ

印
字
部

方式
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

解像度 300dpi × 300dpi 

印字速度
15秒 / 枚
（弊社基準原稿 感熱紙 印字率 7% 25 ℃環境）

印字可能
枚数

満充電から連続印字 100 枚以上
（Bluetooth スリープモード時を除く）
（弊社基準用紙 A7感熱紙 印字率 7% 25 ℃環境）

給紙方式 ブラザー純正ペーパーカセット、自動給紙機構

用紙 ブラザー純正 A7カット紙（74mm × 105mm）

電源
充電用小型スイッチング ACアダプタ、内蔵リチ
ウムイオン電池（7.4Ｖ）

インターフェース
USB Ver1.1 準拠、Bluetooth　Ver1.1（クラス
2）準拠（シリアルポートプロファイル）

寸法
100mm（W）× 160mm（突起部を除く）（D）×
17.5mm（H）

質量
300g（内蔵リチウムイオン電池、ペーパーカセッ
ト：感熱紙 50枚入り含む）

通常タイプ A7サイズ：74mm × 105mm（69mm × 100mm）

カットラベル
（横割 4面）

74mm × 26.25mm（69mm × 21.25mm）

カットラベル
（横割 2面）

74mm × 52.5mm（69mm × 47.5mm）
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消耗品のご注文について
このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとう
ございます。
●消耗品はお買い上げいただいた販売店や本製品取扱店でも取扱い

がございますが、ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレク

トクラブにて注文も承っております。　

●FAXでご注文される場合は、次ページのご注文シートを拡大コピー

してご記入の上、お申し込みください。

●配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上の場合は全国無

料です。5,000 円未満の場合は 500 円の配送料を頂きます。（代引

き手数料は全国一律無料）配送料は変更になる場合があります。

●配送地域は日本国内に限らせていただきます。

＜代引き＞................  ご注文後2～3営業日後の商品配送

配送先が離島の場合は代引きによるお支払いは利用できません。
＜銀行前振込・郵便前振替＞ .  ご入金確認後 2～ 3営業日後の

 商品配送

代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙
等からお振り込みください。）
振込手数料はお客様負担となります。

＜クレジットカード＞......  カード番号確認後2～3営業日後
 の商品配送

カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみ
への配送とさせて頂きます。

ご注文先

ブラザー販売株式会社情報機器事業部ダイレクトクラブ
インターネット ：http://direct.brother.co.jp/
フリーダイヤル ：0120－118－825

（土・日・祝日、弊社長期休暇を除く９時～12時、13時～17時）
FAX ：052－825－0311

＜銀行前振込＞
振込先銀行 ：三井住友銀行 上前津（カミマエヅ）支店 普通 6428357
口座名義 ：ブラザー販売株式会社

＜郵便前振替＞
振替口座番号：00860-1-27600
加入者名 ：ブラザー販売株式会社
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MPrint シリーズ用消耗品：ご注文シート

ブラザー販売（株）　情報機器事業部　ダイレクトクラブ行
FAX:052-825-0311　TEL:0120-118-825

お客様ご住所　〒                                        

お名前              TEL              FAX              

お支払い方法　銀行前振込・郵便前振替・代引き・カード

カード種類　　①VISA　②JCB　③UC　④DINERS　⑤CF　⑥Master　⑦JACCS

カード No.                                             

有効期限       年      月 カード名義人               

●「単価」欄の表示価格は、希望小売価格（税込）です。（消費税５％を含ん

だ希望小売価格で表示しております。2005年 1月現在）

●ご注文の際は、このページを拡大コピーしてお使いください。

※プリンタケースをお使い頂くときは、合わせてペーパーガイド（PG-100）をお買い

求めください。プリンタケースの中には、ペーパーガイドは含まれておりません。

ペーパーカセット 商品コード 単価（税込） ご注文数 金  額

■通常タイプ

感熱紙 C-11 315 円

ラベル C-21 525 円

■カットラベルタイプ

カットラベル（横割4面） C-41 599 円

カットラベル（横割2面） C-42 599 円

■複写紙タイプ

複写紙 C-51 683 円

オプション 商品コード 単価（税込） ご注文数 金  額

2WAY スタンド 2S-100 693 円

ペーパーガイド PG-100 725 円

プリンタケース PCS-100 5,513 円

●内容量：感熱紙 50枚入り、その他 30 枚入り 送料

合計
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ユーザーサポートについて

保証書はクイックガイドの裏表紙に付属しています。販売店・
お買い上げ年月日等が記入されているかご確認ください。保証
書、保証規定をよくお読みの上、大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、
お買い上げの販売店、または下記「ブラザーコールセンター」ま
でお問い合わせください。

ホームページのご案内

弊社ホームページでは、最新の情報をお届けしています。
最新の「ソフトウェアダウンロード」や、「動作確認機種」をぜ
ひご覧ください。

・ MPrint シリーズ製品紹介のページ
http://www.brother.co.jp/jp/mwprinter/

・ サービス＆サポートホームページ

「ブラザーソリューションセンター」
http://solutions.brother.co.jp/

開発者向け情報のページでは、各ホストに対応した SDK や開発
情報が無償でダウンロードいただけます。

・ MPrint 開発者向け情報のページ

http://www.hankoworld.com/mwprintersdk/

ブラザーコールセンター
TEL (052) 824 － 3378
FAX (052) 819 － 5904
受付時間 9：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：00

＊日・祝祭日および当社休日を除く
E-mail pub.joho@hanbai.brother.co.jp

（ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。）
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