
MW-260 TypeA
モバイルプリンタ

クイックガイド

● ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
● 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

ることができるようにしてください。

保証書付
● 保証書に「お買上げ日」「販売店名」等が記入されていること

を確認して、販売店でお受け取りください。
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このたびは、モバイルプリンタ MPrint MW-260 TypeA（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 Windows Mobile 搭載端末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、速やかにインターフェース切替ス
イッチを IrDA 側にして、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。
(1) 「2.4」            ：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
(2) 「FH」            ：変調方式を表す。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. 4 F H 2
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Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,Inc.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。
本製品は、赤外線通信機能として株式会社ACCESSのIrFrontを搭載

しています。Copyright C1996-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、IrFront は、株式会社 ACCESS の日本またはその他の国

における商標または登録商標です。

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。

JIS C 61000-3-2 適合品
本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」

に適合しています。
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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）。
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充電池を入れる /取り外す

充電池を入れる

1 本機の裏面、充電池カ
バーを①の方向にスライ
ドします。

2 ②の箇所に指を掛けて外
してください。

3 ③のコネクタ部分を合わ
せてリチウムイオン充電
池を設置します。

4 上記 2, 1 の順で操作を
し、カバーを閉めてください。

充電池を取り外す

1 本機の裏面、充電池カバーを①の方向にスライド
します。

2 ②の箇所に指を掛けて外してください。

3 充電池を取り外します。

4 上記 2, 1 の順で操作をし、カバーを閉めてくだ
さい。

●充電池を取り扱う場合、取扱説明書の注意事項を

合わせてご参照ください。

リチウムイオン
充電池

①

②

③
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充電する

専用の AC アダプタで充電して使用します。
ご購入後は、必ず充電表示ランプ ( オレンジ色に点灯 ) が消灯
するまで充電してからお使いください。

1 本機の AC アダプタ用コ
ネクタにACアダプタのコ
ネクタを接続します。

2 ACアダプタのプラグを家
庭用コンセント（AC100V）
に差しこみます。
自動的にリチウムイオン充電
池の充電が開始されます。

→ 充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

→ 充電が完了すると、充電表示ランプが消灯
します。

→ 充電表示ランプがオレンジ色に点灯しな
い場合には、充電池が正しくセットされていない可能性
があります。

3 充電後は AC アダプタを必ず外します。

●MW-260 TypeA は、リチウムイオン充電池が挿入さ

れていない場合、AC アダプタの電力だけでは動作
しません。
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●回路を保護するため、極端に高温または低温のと
きは充電機能が働きません。

●AC アダプタのケーブルを AC アダプタに巻き付け
たり、折り曲げたりしないでください。断線の原

因となります。

●充電池残量が0％の状態から満充電になるまで約3

時間かかります。（電源 OFF 時）
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使わない時のリチウムイオン充電池の保管について

●保管時には、リチウムイオン充電池を本体から取
り外して涼しく湿度の低い、なるべく温度の一定

のところ（温度 15 ℃～ 25 ℃、湿度 40％～ 60％
推奨）で保管してください。

※高温環境下ではリチウムイオン充電池の劣化が
進みます。高温（車輛内、ストーブの近く、電気

カーペットの上など）環境、直射日光の当たる環
境を避けて下さい。

●長期間ご利用にならない場合は、リチウムイオン

充電池を本体から取り外して、冷暗所にて保管く
ださい。

保管の際には、フル充電状態を避けてください。
充電表示ランプが１回点滅するまでご使用頂き、
保管していただくことをお勧めします。

※保管の際は、必ず本体から AC アダプタを外して
ください。

※端子部に金属が触れないようにご注意ください。
端子間のショートにより充電池が故障する可能
性があります。

・過放電による充電池の劣化を防止するために、半
年に 1 回程度充電し、再度、充電表示ランプが１

回点滅するまでご使用頂き、保管していただきま
すようお願いします。 
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本機と Windows® PC や Windows Mobile 搭載端末が 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 インターフェース切替ス
イッチを「Bluetooth」に
します。

→ モード表示ランプが

青色に点灯します。

2 Windows® PC または Windows Mobile 搭載端末で
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-260xxxx」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Windows Mobile搭載端末を本機に初め
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ポート番号が表示されたらメモをとってくだ

さい。（パソコンや Windows Mobile 搭載端末の種類

によっては、印刷時に COM ポート番号が必要で

す。）
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本体仕様
機種名 MW-260 TypeA

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
20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 50枚
（Bluetooth スリープモード時を除く）
（弊社基準用紙 A6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 A6カット紙（105mm×148mm）

印刷領域 97.5mm × 140.6mm

電源 充電用 ACアダプタ、リチウムイオン 2次充電池

インターフェース
USB Ver.2.0(Full Speed) 準拠、Bluetooth　
Ver1.1（クラス 2）準拠（シリアルポートプ
ロファイル）、IrDA（赤外線）Ver.1.3 準拠

寸法 130mm（W）×210mm（D）×18.5mm（H）

質量
約 520g（リチウムイオン充電池、ペーパーカセッ
ト：感熱紙 50枚入り含む）
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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マーケティング推進部ダ
イレクトクラブにて注文も承っております。　

●ご注文される場合は、ブラザー販売ダイレクトクラブの Web サイ
ト（下記インターネットの URL）へアクセスしてください。

●配送料は、お買い上げ金額の合計が 3,000 円以上の場合は全国無
料です。3,000 円未満の場合は 540 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マーケティング推進部ダイレクトクラブ
インターネット ：http://direct.brother.co.jp/shop/

携帯電話からのアクセスも可能です。
（但し、一部アクセスできない機種もご
ざいます）

フリーダイヤル ：0120－118－825
受付時間：9：00～12：00／13：00～17：00
※土・日・祝祭日および当社休日を除く

＜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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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/product/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://www.brother.co.jp/support/

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.brother.co.jp/dev/mwprintersdk/

ブラザーコールセンター
TEL 0120 － 590 － 385
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

（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。）

http://www.brother.co.jp/support/
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リチウムイオン充電池の回収

不要になった充電池は、貴重な資源を守るために廃
棄しないでリサイクルにご協力ください。

【取扱い注意事項】
・接点部分をビニールテープ等で覆い、絶縁してくださ

い。
・分解しないでください。

【回収方法】

個人のお客様

一般社団法人 JBRC のホームページ (http://www.jbrc.com/) の
「〔リサイクル協力店〕検索」をご覧頂き、最寄の協力店に設置
の小型充電式電池「リサイクル BOX」に入れてください。

法人のお客様

ブラザーコールセンターにお問い合わせください。

最後まで本機をご愛用いただき、まことにありがとうございました。

機能性補修部品の保管期限について

当社は、このモバイルプリンタの補修用性能部品を製造打ち切
り後 5 年間保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必
要な部品です。

お問い合わせ先 電話番号

ブラザーコールセンター
（お客様相談窓口）

0120-590-385
（受付時間などの詳細については、
16 ページをご覧ください。）

●一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。環境

破壊の恐れに加え、破裂、発火の恐れがあります。

Li-ion

http://www.jbrc.com/


保　証　規　定

取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間内に
故障した場合は無料で修理します。この場合は、お買い上げの
販売店もしくはブラザーコールセンターにご依頼ください。
なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換
させていただくことがあります。

保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。
・ 取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
・ 不当な修理または改造による故障や損傷
・ お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
・ 火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、塩害、

　 異常電圧などの外部要因による故障や損傷
・ 消耗部品（乾電池など）の消耗、損傷
・ 接続している他の機器に起因した故障や損傷
・ 本書のご提示のない場合
・ 本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合

故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。

本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。

この保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するため
のもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者に対する、
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

１.

２.

３.

４.

５.

６.

※



〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1　
ブラザーコールセンター　TEL0120-590-385

モバイルプリンタ保証書

本書は、本書記載内容で無料修理（持ち込み／引き取り）を行うことを
お約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した
場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコール
センターに修理をご依頼ください。

D01246001

品名

機種名

保証期間

お買い上げ日

モバイルプリンタ

MW-260 TypeA

お買い上げ日より　本体1年間
（但し、消耗部品は除く）

年　　　月　　　日

ご芳名

ご住所

電　話

様

販 
売 
店

住所・店名

印

電話　　　 （　　 ）

裏面もごらんください


