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このたびは、モバイルプリンタ MPrint MW-145BT（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。

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。
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この装置は、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。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

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、Blue-
tooth 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、弊社のコールセンターへお問い合わせください。

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 以下です。
(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 以下です。

(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。
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登録商標

Bluetooth 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。
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。

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/

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。

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


3

取扱説明書の構成
本機には、取扱説明書とソフトウェアユーザーズガイド
が付属の CD-ROM におさめられています。 
本機をお使いになる前に取扱説明書をお読みください。
取扱説明書はいつでも見ることができるように、お使い
のパソコンに保存することをお勧めします。

同梱品一覧

取扱説明書

本機をお取り扱いいただくとき

の注意事項やセットアップのし

かた、ドライバやソフトウェア

のインストールのしかたなどに

ついて説明しています。

ソフトウェアユーザーズガイド

Windows® PC、 Windows Mobile® 
それぞれの、ソフトウェアの使

い方、印刷のしかたについて説

明しています。

MW-145BT モバイルプリンタ USB ケーブル ペーパーカセット
C-11 感熱紙  
(50 枚入り )

充電器 (AC アダプタ )
ブラザー工業製

CD-ROM
( ソフトウェアおよび取扱説明
書、ソフトウェアユーザーズガイ
ドが含まれています。)

クイックリファレンスガイド
( 本書 )

リチウムイオン充電池
（BT-100） ブラザー工業製
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ご使用の前に

充電池を取りつける

1 ①の部分を押しながら、充電
池カバー②をスライドさせて
カバーを本機から取り外しま
す。

2 充電池のコネクタ①を、右図
の方向に差し込みます。

危険
指定された充電池（BT-100）以外は、使用しないでください。
発火・故障の原因となります。

●充電池を分解しないでください。
●この充電池のコネクタは、頻繁に抜き差しすることは、

考慮されておりません。頻繁に抜き差しすると、コネ
クタの破損、バッテリーコードの断線の恐れがありま
す。充電池の取り外しは、寿命で充電池交換を行うと
き、長期保管時のみにしてください。

●コネクタは、奥までしっかり差し込んでください。  
ただし、強い力を加えないようにしてください。 

●コネクタの向きを間違えないようにしてください。 
コネクタが破損する恐れがあります。

　黒

赤
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3 バッテリーコードを図のよう
に溝にはめこみます。

4 充電池カバーを、本機の背面
にスライドさせるようにし
て、取りつけます。 

バッテリーコードをはさまないように注意してくださ
い。
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充電する

本機専用の AC アダプタをご使用ください。
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。 

3 充電後は AC アダプタを外します。

●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）

●充電は 5 ℃～ 40 ℃の環境下で行ってください。（それ
以外の温度下では、充電されません。）

MW-145BT は、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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充電表示ランプ

充電表示ランプで、電源の状態が確認できます。
充電表示ランプには 2 つの機能があります。

①充電状態の確認（AC アダプタ接続時）

②充電池残量の確認（リチウムイオン充電池で起動時） 

ランプの状態 本機の状態
点灯 充電中
消灯 充電完了
点滅 充電池の異常

ランプの状態 充電池残量の目安
消灯 充電池残量 60% 以上
1回点滅 充電池残量 60% 未満
2回点滅 充電池残量 30% 未満
3回点滅が持続 要充電

●充電池を長持ちさせるため、できるだけ電力を使い
切ってから充電させてください。

●3 回点滅が持続するようになってから充電してくださ
い。

●充電池の特性上、フル充電しても、低温の環境で使用
した場合、印刷可能枚数が大幅に減少します。

●充電池を長持ちさせるため、充電完了後は本機から AC
アダプタをはずしてください。

●高温環境下では充電池の劣化が進みます。高温環境
（車輌内、ストーブの近く、電気カーペットの上な
ど）、直射日光の当たる環境を避けてください。
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電源を入れる／切る

電源スイッチを少し長めに押しま
す。 
 
 

 モード表示ランプが点灯するまで押

します。

 電源が入ると、モード表示ランプが

点灯します。 
（Bluetooth スイッチが 
｢オン｣の場合：青色 
｢オフ｣の場合：緑色）

ペーパーカセットの準備

本機専用のペーパーカセットを使用してください。他の用紙を使用す
ると、故障の原因となります。

本機にペーパーカセットをセットするための準備をします。

1 裏側の折り線①に沿って、
フタをしっかりと折り曲げ
ます。 
 
 

2 フタの先を裏側の切り込み口②に差し込みます。

本機は、誤って電源が入ってしまうことを防ぐため、軽
く触れただけでは電源が入らないようになっています。

折り曲げが不十分だと用紙が正しく送られません。

電源スイッチ

表側 裏側
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用紙をセットする

1 本機上面のカセットカバーを①
の方向にスライドさせます。

 カセットカバーが②の方向に開き

ます。

2 ペーパーカセットをセットしま
す。
ペーパーカセットのタイトル（用紙
の種類表示用）を上に向けます。用
紙の先端が手前になるようにします。 

3 カセットカバーを③の方向に閉
じます。 
 
 
 
 

4 カセットカバーを④の方向にス
ライドさせます。
ペーパーカセットを正しくセットす
ると、用紙確認窓からタイトルが確
認できます。

 カセットカバーがロックされます。

タイトル

用紙確認窓

タイトル
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 用紙が正しく送られないときは

用紙送りローラーを清掃します。 

1 カセットカバーを開けます。 

2 用紙送りローラーを搬送方向に止
まるまでまわします。 
 
 

3 セロハンテープを用紙送りロー
ラーのゴム部分全面に貼り付けま
す。 
 
 
 

4 セロハンテープをはがし、用紙送りローラーを搬送方
向と逆方向に 3～ 4mm まわします。

 用紙送りローラーの汚れが取り除かれます。 

5 上記 3、4 の作業を用紙送りローラーが止まるところ
まで繰り返し、ローラー全体の汚れを取り除いてくだ
さい。

用紙送りローラー
搬送方向

用紙送りローラー

セロハンテープ
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アフターサービス

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
＜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/
フリーダイヤル ：0120－118－825

（土・日・祝祭日及び当社休日を除く
 9 時 ～ 12 時／13 時 ～ 17 時）

＜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

保証書は本書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。

部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 5 年です。
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。

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。
問い合わせ先：ブラザーコールセンター TEL: 0120-590-385

ブラザーコールセンター
TEL 0120 － 590 － 385　 受付時間 9 時 ～ 12 時 ／ 13 時 ～ 17 時
FAX (052) 819 － 5904　 ＊土・日・祝祭日及び当社休日を除く

（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。）

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-ion00

http://www.jbrc.com/
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