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PT-P750W
このたびは、P-touch（ピータッチ）PT-P750W をお買い上げいただきありがとうございます。
PT-P750W は本機に搭載されている簡易版ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor Lite」、
または、プリンタードライバー、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.1」をインス
トールして使用します。「P-touch Editor Lite」を使用する場合は、パソコンにドライバーや
ソフトウェアをインストールすることなく、すぐにラベル作成が始められます。
ご使用の前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。
なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。
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ください。
VCCI-B

 電源高調波
JIS C 61000-3-2 適合品
本機は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。
1. ユーザーズガイド（本紙）
本機の基本的な使いかたについて説明しています。
2. オンラインユーザーズガイド（HTML）
端末からの印刷方法や困ったときの対処方法について説明しています。
最新版の取扱説明書は、弊社ホームページ上のサポートサイト ( ブラザーソリュー
ションセンター )(http://support.brother.co.jp/) からダウンロードすることができま
す。サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター ) では、本機の最新のドラ
イバーをダウンロードしたり、FAQ やトラブルの対処方法を見たりすることもでき
ます。
＊ 本製品には CD-ROM が同梱されておりません。
＊ プリンタードライバーとソフトウェア（P-touch Editor 5.1 など）を使用するに
は、インストーラーダウンロードページ (brother.com/inst/ja/) からソフトウェア
/ ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールし
てください。

安全上のご注意

警告

回避できなかった場合、人が死亡または重傷を負う危険
の可能性が想定される内容を示しています。

火災、やけど、けが、感電、破裂、発熱、異臭、発煙を避けるため、以下
のことを必ずお守りください。
• 医療機器の周辺など、特殊な環境でご使用になる場合には、お使いの機器が無線
の影響を受けやすいかどうかを説明書で確認するなど、電磁波の問題がないこと
を事前に十分に確認してください。
• 心臓ペースメーカーをお使いの方は、異常を感じたら本機から離れてください。
そして、直ちに、医師にご相談ください。
• 破損や故障を避けるため、本機は指定された電圧と付属の AC アダプター
（AD-E001）で使用してください。
• 激しい雷雨の最中は本機に触れないでください。
• トイレなどの湿度の高い場所で本機や AC アダプターを使用しないでください。
• タコ足配線はしないでください。
• 本機や電源コード、プラグを傷つけないでください。また、重いものを乗せない
でください。電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。コ
ンセントから AC アダプターを引き抜くときは、電源コードを引っ張らないでく
ださい。
• プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。ゆるみのあるコンセ
ントには差し込まないでください。
• 濡れた手で触れる、飲み物をこぼすなど、本機や AC アダプター、電源プラグ、
電池を水で濡らさないでください。
• 本機や AC アダプター、電池を分解、改造しないでください。
• 金属が電池の＋－の両方に触れることがないようにしてください。
• 電池を交換する際に、はさみや金属製のペンなどの鋭いものを使わないでください。
• 電池を火の中に入れたり、高熱にさらしたりしないでください。
• 使用中や保管時に異臭を感じたり、発熱、変色、変形、その他今までと異なるこ
とに気がついたときは、AC アダプターをコンセントから抜き、電池を取り出し
てすぐに本機の使用を中止してください。
• 液が手につかないように、破損したり液漏れしている電池は使用しないでください。
• 変形、液漏れしている電池や、ラベルが破損している電池は使用しないでくださ
い。本機の破損の原因となります。
• 失明につながる恐れがあるため、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに
大量のきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。

注意

回避できなかった場合、人が傷害を負う危険の可能性が
想定される内容を示しています。

傷害、液漏れ、やけど、発熱を避けるため、以下のことを必ずお守りくだ
さい。
• 本機を使用しないときは、お子様の手の届かない所に保管してください。また、
本機の一部やラベルをお子様が口に入れないようにしてください。なにか飲み込
んでしまった場合は、すぐに治療を受けさせてください。
• 印刷直後は、印字ヘッド付近の金属に触れないでください。
• カッター刃には直接手を触れないでください。（「付属品の確認と各部の名称」を
ご覧ください。）
• 電池から漏れた液が皮膚や服についた場合は、すぐにきれいな水で洗ってください。
• 本機をご使用にならないときは、電池を取り外して AC アダプターを抜いてくだ
さい。
• 指定された電池以外は使用しないでください。古い電池と新しい電池、違う種類
の電池、充電レベルの異なる電池、異なる製造元の電池、異なるモデルの電池を
混ぜて使用しないでください。電池の＋－の向きを逆にセットしないでください。
• 本機や AC アダプターを落としたり、叩いたりしないでください。
• カセットカバーを閉じる際に、指を本機の中に入れないようにしてください。
• ニッケル水素充電池を使用する場合は、電池や充電器についての指示をよく読ん
でから正しい方法で使用してください。
• ニッケル水素充電池は、専用の充電器で充電してから使用してください。
• 指をテープ出口の中に入れないようにしてください。カッター刃でけがをする危
険があります。
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使用上のご注意
• ラベルを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによっては、ラベルがはがれ
る、はがれなくなる、色あせする、他の物に色が移るなどの不具合が生じること
があります。あらかじめ環境条件や材質を確認してからご使用ください。
• 本書に記載されていない方法や目的で本機を使用しないでください。事故や本機
の破損の原因となることがあります。
• 本機には、ブラザーTZe テープのみを使用してください。
マークがついてい
ないテープは使用できません。
• 本機の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。アルコールや有機溶剤は使
用しないでください。
• 印字ヘッドの汚れをとる場合は、軽く拭いてください。印字ヘッドには手を触れ
ないでください。
• テープ出口、AC アダプター差し込み口、電池収納スペースなどに異物を入れな
いでください。
• 本機や電池、AC アダプターを直射日光や雨に当たる場所、火器・暖房器具の近
くなどの温度の極端に高い場所や低い場所（車のダッシュボード上や後部トラン
クなど）、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
• カセットが空の状態で印刷を行わないでください。印字ヘッドの破損の原因とな
ります。
• 印刷中やフィード中にテープを引っ張らないでください。テープや本機の破損の
原因となります。
• 本機の故障、修理、電池切れが発生した場合、メモリに保存されていたデータは
全て消えますのでご了承ください。
• 印刷したラベルの長さは、パソコン上で表示されている長さと異なる場合があり
ます。
• 製造・出荷時には、上面パネルに透明なプラスチック製の保護フィルムが貼って
あります。ご使用の前に保護フィルムをはがしてください。
• ナンバリング印刷機能を使って複数枚のラベルを印刷する場合、本機はテープカ
セットの終わりを検知せず、そのまま印刷を続けます。
• 印刷１枚目（連続印刷時は１枚目のみ）の前に 25mm 程度の余白が発生します。
• NFC 機能を使用して、携帯端末に本機をかざすと Google Play™ 上に専用アプリ
ケーションのインストール画面が表示されます。
通信料は、お客様のご負担となります。
• 本紙の内容と本機の仕様は、予告なく変更されることがあります。

 オープンソースライセンス公開
オープンソースライセンスに関する記述は、弊社サポートサイト（ブラザーソリュー
ションセンター）(http://support.brother.co.jp) の製品マニュアルをご覧ください。

 海外でのご使用について
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。

 無線 LAN の電波に関するご注意
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」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。（IEEE802.11b のとき）
「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。
「---」 ：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。

 無線モジュール内蔵について

 Li-ion 充電池の使用にあたってのポイント

消耗品・別売品
消耗品・別売品
テープカセット

ブラザー TZe テープ
テープ幅：3.5 mm、6 mm、9 mm、12 mm、18 mm、24 mm

AC アダプター

AD-E001 ＊ 付属していますが、紛失時などは購入可能です。

Li-ion 充電池

BA-E001

最新の互換 OS 情報については、サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター )
（support.brother.co.jp/）を参照してください。

Li-ion 充電池 BA-E001（別売品）のご注意

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う差し迫った危険がある内容を示しています。

Li-ion 充電池（以下「充電池」）は、必ず下記の注意事項を守り、正しくご利用くだ
さい。下記以外の使い方をしますと、発熱、液漏れ、電池の亀裂によって、ショー
ト、破裂、発煙、発火、感電、お使いになる人や他の人への危害、製品やその他の
財産への損害につながるおそれがあります。
• 充電池は定められた用途にのみ使用してください。本機と充電池は、この組み合
わせでのみ動作するように設計されています。本機に別の充電池をセットしたり、
充電池を別の製品にセットしないでください。発火や破損の原因となります。
• 充電は、充電池を本機にセットし、専用の AC アダプター (AD-E001) を使用して
行ってください。
• 火のそばや、直射日光が当たる場所で充電しないでください。高温による危険を防
止するための保護回路が働くことによって、充電の停止、保護回路の故障による過
電流や過電圧での充電、電池内での異常な化学反応が起こるおそれがあります。
• 針金等の金属が充電池の端子に触れないようにしてください。充電池は、金属製
のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。充電
池がショート状態となり、金属が発熱する原因となります。
• 充電池を火やストーブのそば等、高温の場所（80 ℃以上）で使用したり、放置し
ないでください。
• 充電池を水に濡らしたり、水に沈めないようにしてください。
• 充電池を塩分を含んだ空気、海水、酸、アルカリ、腐食ガス、化学物質、腐食性
液体等の腐食環境下で使用しないでください。
• 破損や液漏れした充電池は使用しないでください。
• 充電池に直接ハンダ付けしないでください。内部の絶縁物の溶融、ガスの発生、
安全機構の損傷の原因となります。
• 充電池の端子（＋－）を逆にして使用しないでください。セットする前には向き
を確かめ、無理な接続はしないでください。逆につないで充電すると、充電池内
で異常な化学反応が起こったり、放電時に異常な電流が流れる可能性があります。
• 充電池を家庭用電気機器に直接接続しないでください。
• 本機や充電池から液（電解液）が漏れた場合、充電池が破損している可能性があ
ります。液漏れが発生した場合はただちに本機の使用を停止し、AC アダプター
を抜き、本機を袋に入れて隔離してください。
液には手を触れないでください。液が目に入った場合、目をこすらないでくださ
い。すぐに水道水などのきれいな大量の水で洗い、医師の治療を受けてくださ
い。そのままにすると、目を傷めるおそれがあります。液が皮膚や衣服についた
場合、すぐに水で洗い流してください。
• 充電池および充電池の入った本機を電子レンジや高圧容器の中に入れないでください。
• 充電されていない充電池を長期間にわたって本体に入れたままにしないでくださ
い。充電池の寿命が縮まったり、ショートの原因となるおそれがあります。
• 充電池が満充電されていても、本機を短時間しか使わない場合は、充電池が寿命
に達する可能性があります。新しい充電池と交換してください。充電池を外して
交換する際には、電池のショートを防ぐため、古い充電池の端子をテープで覆っ
てください。
• 充電池の分解、改造、修理は行わないでください。
• 充電池を火の中に廃棄したり、加熱しないでください。内部の絶縁物の溶融、ガス
の発生、安全機構の損傷の原因となります。電解液に引火するおそれもあります。
• 充電池に穴を開けたり、激しい衝撃を与えたり、投げたりしないでください。充
電池の保護回路が破損すると、異常な電流や電圧で充電されたり、充電池内で異
常な化学反応が発生するおそれがあります。
• 充電池は焼却したり、家庭ゴミと一緒に廃棄しないでください。

 Li-ion 充電池の廃棄
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。
廃棄の際、接点部分をテープで覆い、絶縁してください。
分解しないでください。なお、定められた法規、自治体のルールにしたがって廃棄
してください。

本機は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。

 商標と著作権について
BROTHER は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。
P-TOUCH は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。
© 2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.
Microsoft、Windows Vista、Windows Server、Windows は、Microsoft Corp. 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。
Apple、Macintosh、Mac OS、iPhone、iPad、iPod は、米国およびその他の国で登
録された Apple Inc. の商標です。
Android、Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。
Wi-Fi、Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
本書に記載されているその他のソフトウェアや製品の名称は、開発した各社の商標
または登録商標です。
本書にソフトウェア名称が記載されている各社は、財産権の対象となるプログラム
のソフトウェア利用許諾契約を所有しています。
ブラザー製品および関連文書等に記載されている会社の商標名や製品名は、各社の
商標または登録商標です。

Li-ion20
以下の弊社回収拠点、またはお近くの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

ブラザー販売株式会社 充電池回収拠点
サービスセンター

住所

電話番号

ブラザー販売（株）東京事業所

〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8

03-3272-0351

ブラザー販売（株）関西事業所

〒 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21

06-6310-8863

最寄りの充電式電池リサイクル店

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページ（http://www.jbrc.com）をご参照いた
だくか、ブラザーコールセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ先
ブラザーコールセンター
（お客様相談窓口）

PANTONE 661 C

電話番号
0120-590-383
（受付時間などの詳細は右記のブラザーコールセンターのご案
内をご覧ください。）

危険
一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。環境破壊のおそれに加え、破裂、発火のお
それがあります。

• Li-ion 充電池は、お使いになる前に充電してください。充電せずに使用しないで
ください。
• Li-ion 充電池の充電は、5 ℃～ 35 ℃の環境で行うことができます。この温度内で
充電するようにしてください。範囲外の温度では、Li-ion 充電池は充電されず、
バッテリーランプは点灯したままになります。
• 本機に Li-ion 充電池と AC アダプターの両方が接続されている場合、Li-ion 充電
池が満充電でなくてもバッテリーランプが消灯し、充電が停止する場合がありま
す。

 Li-ion 充電池の特徴
Li-ion 充電池の特性を理解すれば、充電池を適正に使用することができます。
• 高温または低温の場所での使用や保管は、Li-ion 充電池の劣化を早める可能性が
あります。特に、高温の場所で充電率が高い状態（90% 以上）で使用すると、電
池の劣化が大幅に早まります。
• Li-ion 充電池を接続し、充電しながら本機を使用すると、電池の劣化が早まる可
能性があります。本機に Li-ion 充電池を接続して使用する場合は、AC アダプ
ターを抜いてください。
• 本機を 1ヶ月以上使用しない場合、Li-ion 充電池は本機から外し、直射日光の当
たらない涼しい場所に保管してください。
• Li-ion 充電池を長期間使用しない場合、6ヶ月ごとに充電することを推奨します。
• Li-ion 電池の充電中に手を触れると、機器が暖かくなっていることがあります。
これは正常な動作で、機器は安全にお使いいただけます。本機が極端に熱くなっ
た場合は、使用を中止してください。

 Li-ion 充電池の取り付け（本機底面に取り付けます）
Li-ion 充電池
(BA-E001)

Li-ion 充電池の端子が本機の端子に接
する向きで Li-ion 充電池を挿入します
Li-ion 充電池を外す場合、取り付けの逆の操作を行ってください。

 Li-ion 充電池の充電
Li-ion 充電池は、本機に接続している間に充電することができます。
充電を行うには、次の操作を行ってください。
充電中

満充電

（オレンジ色
に点灯）

（消灯）

AD-E001

メモ
Li-ion 充電池を満充電するには、最大で 6 時間ほど必要になります。

 Li-ion 充電池の充電の停止
Li-ion 充電池の充電を停止するには、AC アダプターのコードを抜いてください。

重要なお知らせ
ブラザーコールセンター
：0120 - 590 - 383
：9：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：00（月～金）
10：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：00（土）
※ 日曜・祝日・弊社指定休日を除きます
（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。）
TEL
受付時間

お知らせ：
当社サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター )
(http://support.brother.co.jp) では、最新 OS への対応状況、最新ソフトウェアのダ
ウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報を提供しております。
＊ サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター ) には、当社ホームページ
（http://www.brother.co.jp/）内 P-touch 製品ページからもアクセスすることができま
す。
部品の保有期間：
本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 5 年です。

K

LAE992001

PT-P750W
このたびは、P-touch（ピータッチ）PT-P750W をお買い上げいただきありがとうございます。
PT-P750W は本機に搭載されている簡易版ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor Lite」、
または、プリンタードライバー、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.1」をインス
トールして使用します。「P-touch Editor Lite」を使用する場合は、パソコンにドライバーや
ソフトウェアをインストールすることなく、すぐにラベル作成が始められます。
ご使用の前に必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。
なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。
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ください。
VCCI-B

 電源高調波
JIS C 61000-3-2 適合品
本機は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。
1. ユーザーズガイド（本紙）
本機の基本的な使いかたについて説明しています。
2. オンラインユーザーズガイド（HTML）
端末からの印刷方法や困ったときの対処方法について説明しています。
最新版の取扱説明書は、弊社ホームページ上のサポートサイト ( ブラザーソリュー
ションセンター )(http://support.brother.co.jp/) からダウンロードすることができま
す。サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター ) では、本機の最新のドラ
イバーをダウンロードしたり、FAQ やトラブルの対処方法を見たりすることもでき
ます。
＊ 本製品には CD-ROM が同梱されておりません。
＊ プリンタードライバーとソフトウェア（P-touch Editor 5.1 など）を使用するに
は、インストーラーダウンロードページ (brother.com/inst/ja/) からソフトウェア
/ ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールし
てください。

安全上のご注意

警告

回避できなかった場合、人が死亡または重傷を負う危険
の可能性が想定される内容を示しています。

火災、やけど、けが、感電、破裂、発熱、異臭、発煙を避けるため、以下
のことを必ずお守りください。
• 医療機器の周辺など、特殊な環境でご使用になる場合には、お使いの機器が無線
の影響を受けやすいかどうかを説明書で確認するなど、電磁波の問題がないこと
を事前に十分に確認してください。
• 心臓ペースメーカーをお使いの方は、異常を感じたら本機から離れてください。
そして、直ちに、医師にご相談ください。
• 破損や故障を避けるため、本機は指定された電圧と付属の AC アダプター
（AD-E001）で使用してください。
• 激しい雷雨の最中は本機に触れないでください。
• トイレなどの湿度の高い場所で本機や AC アダプターを使用しないでください。
• タコ足配線はしないでください。
• 本機や電源コード、プラグを傷つけないでください。また、重いものを乗せない
でください。電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。コ
ンセントから AC アダプターを引き抜くときは、電源コードを引っ張らないでく
ださい。
• プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。ゆるみのあるコンセ
ントには差し込まないでください。
• 濡れた手で触れる、飲み物をこぼすなど、本機や AC アダプター、電源プラグ、
電池を水で濡らさないでください。
• 本機や AC アダプター、電池を分解、改造しないでください。
• 金属が電池の＋－の両方に触れることがないようにしてください。
• 電池を交換する際に、はさみや金属製のペンなどの鋭いものを使わないでください。
• 電池を火の中に入れたり、高熱にさらしたりしないでください。
• 使用中や保管時に異臭を感じたり、発熱、変色、変形、その他今までと異なるこ
とに気がついたときは、AC アダプターをコンセントから抜き、電池を取り出し
てすぐに本機の使用を中止してください。
• 液が手につかないように、破損したり液漏れしている電池は使用しないでください。
• 変形、液漏れしている電池や、ラベルが破損している電池は使用しないでくださ
い。本機の破損の原因となります。
• 失明につながる恐れがあるため、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに
大量のきれいな水で洗った後、医師の治療を受けてください。

注意

回避できなかった場合、人が傷害を負う危険の可能性が
想定される内容を示しています。

傷害、液漏れ、やけど、発熱を避けるため、以下のことを必ずお守りくだ
さい。
• 本機を使用しないときは、お子様の手の届かない所に保管してください。また、
本機の一部やラベルをお子様が口に入れないようにしてください。なにか飲み込
んでしまった場合は、すぐに治療を受けさせてください。
• 印刷直後は、印字ヘッド付近の金属に触れないでください。
• カッター刃には直接手を触れないでください。（「付属品の確認と各部の名称」を
ご覧ください。）
• 電池から漏れた液が皮膚や服についた場合は、すぐにきれいな水で洗ってください。
• 本機をご使用にならないときは、電池を取り外して AC アダプターを抜いてくだ
さい。
• 指定された電池以外は使用しないでください。古い電池と新しい電池、違う種類
の電池、充電レベルの異なる電池、異なる製造元の電池、異なるモデルの電池を
混ぜて使用しないでください。電池の＋－の向きを逆にセットしないでください。
• 本機や AC アダプターを落としたり、叩いたりしないでください。
• カセットカバーを閉じる際に、指を本機の中に入れないようにしてください。
• ニッケル水素充電池を使用する場合は、電池や充電器についての指示をよく読ん
でから正しい方法で使用してください。
• ニッケル水素充電池は、専用の充電器で充電してから使用してください。
• 指をテープ出口の中に入れないようにしてください。カッター刃でけがをする危
険があります。
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使用上のご注意
• ラベルを貼り付ける場所や物の材質、環境条件などによっては、ラベルがはがれ
る、はがれなくなる、色あせする、他の物に色が移るなどの不具合が生じること
があります。あらかじめ環境条件や材質を確認してからご使用ください。
• 本書に記載されていない方法や目的で本機を使用しないでください。事故や本機
の破損の原因となることがあります。
• 本機には、ブラザーTZe テープのみを使用してください。
マークがついてい
ないテープは使用できません。
• 本機の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。アルコールや有機溶剤は使
用しないでください。
• 印字ヘッドの汚れをとる場合は、軽く拭いてください。印字ヘッドには手を触れ
ないでください。
• テープ出口、AC アダプター差し込み口、電池収納スペースなどに異物を入れな
いでください。
• 本機や電池、AC アダプターを直射日光や雨に当たる場所、火器・暖房器具の近
くなどの温度の極端に高い場所や低い場所（車のダッシュボード上や後部トラン
クなど）、湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
• カセットが空の状態で印刷を行わないでください。印字ヘッドの破損の原因とな
ります。
• 印刷中やフィード中にテープを引っ張らないでください。テープや本機の破損の
原因となります。
• 本機の故障、修理、電池切れが発生した場合、メモリに保存されていたデータは
全て消えますのでご了承ください。
• 印刷したラベルの長さは、パソコン上で表示されている長さと異なる場合があり
ます。
• 製造・出荷時には、上面パネルに透明なプラスチック製の保護フィルムが貼って
あります。ご使用の前に保護フィルムをはがしてください。
• ナンバリング印刷機能を使って複数枚のラベルを印刷する場合、本機はテープカ
セットの終わりを検知せず、そのまま印刷を続けます。
• 印刷１枚目（連続印刷時は１枚目のみ）の前に 25mm 程度の余白が発生します。
• NFC 機能を使用して、携帯端末に本機をかざすと Google Play™ 上に専用アプリ
ケーションのインストール画面が表示されます。
通信料は、お客様のご負担となります。
• 本紙の内容と本機の仕様は、予告なく変更されることがあります。

 オープンソースライセンス公開
オープンソースライセンスに関する記述は、弊社サポートサイト（ブラザーソリュー
ションセンター）(http://support.brother.co.jp) の製品マニュアルをご覧ください。

 海外でのご使用について
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。

 無線 LAN の電波に関するご注意
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」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。（IEEE802.11b のとき）
「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。
「---」 ：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。

 無線モジュール内蔵について

 Li-ion 充電池の使用にあたってのポイント

消耗品・別売品
消耗品・別売品
テープカセット

ブラザー TZe テープ
テープ幅：3.5 mm、6 mm、9 mm、12 mm、18 mm、24 mm

AC アダプター

AD-E001 ＊ 付属していますが、紛失時などは購入可能です。

Li-ion 充電池

BA-E001

最新の互換 OS 情報については、サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター )
（support.brother.co.jp/）を参照してください。

Li-ion 充電池 BA-E001（別売品）のご注意

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡また
は重傷を負う差し迫った危険がある内容を示しています。

Li-ion 充電池（以下「充電池」）は、必ず下記の注意事項を守り、正しくご利用くだ
さい。下記以外の使い方をしますと、発熱、液漏れ、電池の亀裂によって、ショー
ト、破裂、発煙、発火、感電、お使いになる人や他の人への危害、製品やその他の
財産への損害につながるおそれがあります。
• 充電池は定められた用途にのみ使用してください。本機と充電池は、この組み合
わせでのみ動作するように設計されています。本機に別の充電池をセットしたり、
充電池を別の製品にセットしないでください。発火や破損の原因となります。
• 充電は、充電池を本機にセットし、専用の AC アダプター (AD-E001) を使用して
行ってください。
• 火のそばや、直射日光が当たる場所で充電しないでください。高温による危険を防
止するための保護回路が働くことによって、充電の停止、保護回路の故障による過
電流や過電圧での充電、電池内での異常な化学反応が起こるおそれがあります。
• 針金等の金属が充電池の端子に触れないようにしてください。充電池は、金属製
のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。充電
池がショート状態となり、金属が発熱する原因となります。
• 充電池を火やストーブのそば等、高温の場所（80 ℃以上）で使用したり、放置し
ないでください。
• 充電池を水に濡らしたり、水に沈めないようにしてください。
• 充電池を塩分を含んだ空気、海水、酸、アルカリ、腐食ガス、化学物質、腐食性
液体等の腐食環境下で使用しないでください。
• 破損や液漏れした充電池は使用しないでください。
• 充電池に直接ハンダ付けしないでください。内部の絶縁物の溶融、ガスの発生、
安全機構の損傷の原因となります。
• 充電池の端子（＋－）を逆にして使用しないでください。セットする前には向き
を確かめ、無理な接続はしないでください。逆につないで充電すると、充電池内
で異常な化学反応が起こったり、放電時に異常な電流が流れる可能性があります。
• 充電池を家庭用電気機器に直接接続しないでください。
• 本機や充電池から液（電解液）が漏れた場合、充電池が破損している可能性があ
ります。液漏れが発生した場合はただちに本機の使用を停止し、AC アダプター
を抜き、本機を袋に入れて隔離してください。
液には手を触れないでください。液が目に入った場合、目をこすらないでくださ
い。すぐに水道水などのきれいな大量の水で洗い、医師の治療を受けてくださ
い。そのままにすると、目を傷めるおそれがあります。液が皮膚や衣服についた
場合、すぐに水で洗い流してください。
• 充電池および充電池の入った本機を電子レンジや高圧容器の中に入れないでください。
• 充電されていない充電池を長期間にわたって本体に入れたままにしないでくださ
い。充電池の寿命が縮まったり、ショートの原因となるおそれがあります。
• 充電池が満充電されていても、本機を短時間しか使わない場合は、充電池が寿命
に達する可能性があります。新しい充電池と交換してください。充電池を外して
交換する際には、電池のショートを防ぐため、古い充電池の端子をテープで覆っ
てください。
• 充電池の分解、改造、修理は行わないでください。
• 充電池を火の中に廃棄したり、加熱しないでください。内部の絶縁物の溶融、ガス
の発生、安全機構の損傷の原因となります。電解液に引火するおそれもあります。
• 充電池に穴を開けたり、激しい衝撃を与えたり、投げたりしないでください。充
電池の保護回路が破損すると、異常な電流や電圧で充電されたり、充電池内で異
常な化学反応が発生するおそれがあります。
• 充電池は焼却したり、家庭ゴミと一緒に廃棄しないでください。

 Li-ion 充電池の廃棄
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。
廃棄の際、接点部分をテープで覆い、絶縁してください。
分解しないでください。なお、定められた法規、自治体のルールにしたがって廃棄
してください。

本機は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。

 商標と著作権について
BROTHER は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。
P-TOUCH は、ブラザー工業株式会社の商標または登録商標です。
© 2014 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.
Microsoft、Windows Vista、Windows Server、Windows は、Microsoft Corp. 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。
Apple、Macintosh、Mac OS、iPhone、iPad、iPod は、米国およびその他の国で登
録された Apple Inc. の商標です。
Android、Google Play は Google Inc. の商標または登録商標です。
Wi-Fi、Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
本書に記載されているその他のソフトウェアや製品の名称は、開発した各社の商標
または登録商標です。
本書にソフトウェア名称が記載されている各社は、財産権の対象となるプログラム
のソフトウェア利用許諾契約を所有しています。
ブラザー製品および関連文書等に記載されている会社の商標名や製品名は、各社の
商標または登録商標です。

Li-ion20
以下の弊社回収拠点、またはお近くの充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

ブラザー販売株式会社 充電池回収拠点
サービスセンター

住所

電話番号

ブラザー販売（株）東京事業所

〒 104-0031 東京都中央区京橋 3-3-8

03-3272-0351

ブラザー販売（株）関西事業所

〒 564-0045 大阪府吹田市金田町 28-21

06-6310-8863

最寄りの充電式電池リサイクル店

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページ（http://www.jbrc.com）をご参照いた
だくか、ブラザーコールセンターにお問い合わせください。
お問い合わせ先
ブラザーコールセンター
（お客様相談窓口）

PANTONE 661 C

電話番号
0120-590-383
（受付時間などの詳細は右記のブラザーコールセンターのご案
内をご覧ください。）

危険
一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。環境破壊のおそれに加え、破裂、発火のお
それがあります。

• Li-ion 充電池は、お使いになる前に充電してください。充電せずに使用しないで
ください。
• Li-ion 充電池の充電は、5 ℃～ 35 ℃の環境で行うことができます。この温度内で
充電するようにしてください。範囲外の温度では、Li-ion 充電池は充電されず、
バッテリーランプは点灯したままになります。
• 本機に Li-ion 充電池と AC アダプターの両方が接続されている場合、Li-ion 充電
池が満充電でなくてもバッテリーランプが消灯し、充電が停止する場合がありま
す。

 Li-ion 充電池の特徴
Li-ion 充電池の特性を理解すれば、充電池を適正に使用することができます。
• 高温または低温の場所での使用や保管は、Li-ion 充電池の劣化を早める可能性が
あります。特に、高温の場所で充電率が高い状態（90% 以上）で使用すると、電
池の劣化が大幅に早まります。
• Li-ion 充電池を接続し、充電しながら本機を使用すると、電池の劣化が早まる可
能性があります。本機に Li-ion 充電池を接続して使用する場合は、AC アダプ
ターを抜いてください。
• 本機を 1ヶ月以上使用しない場合、Li-ion 充電池は本機から外し、直射日光の当
たらない涼しい場所に保管してください。
• Li-ion 充電池を長期間使用しない場合、6ヶ月ごとに充電することを推奨します。
• Li-ion 電池の充電中に手を触れると、機器が暖かくなっていることがあります。
これは正常な動作で、機器は安全にお使いいただけます。本機が極端に熱くなっ
た場合は、使用を中止してください。

 Li-ion 充電池の取り付け（本機底面に取り付けます）
Li-ion 充電池
(BA-E001)

Li-ion 充電池の端子が本機の端子に接
する向きで Li-ion 充電池を挿入します
Li-ion 充電池を外す場合、取り付けの逆の操作を行ってください。

 Li-ion 充電池の充電
Li-ion 充電池は、本機に接続している間に充電することができます。
充電を行うには、次の操作を行ってください。
充電中

満充電

（オレンジ色
に点灯）

（消灯）

AD-E001

メモ
Li-ion 充電池を満充電するには、最大で 6 時間ほど必要になります。

 Li-ion 充電池の充電の停止
Li-ion 充電池の充電を停止するには、AC アダプターのコードを抜いてください。

重要なお知らせ
ブラザーコールセンター
：0120 - 590 - 383
：9：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：00（月～金）
10：00 ～ 12：00 / 13：00 ～ 17：00（土）
※ 日曜・祝日・弊社指定休日を除きます
（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。）
TEL
受付時間

お知らせ：
当社サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター )
(http://support.brother.co.jp) では、最新 OS への対応状況、最新ソフトウェアのダ
ウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報を提供しております。
＊ サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター ) には、当社ホームページ
（http://www.brother.co.jp/）内 P-touch 製品ページからもアクセスすることができま
す。
部品の保有期間：
本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後 5 年です。

K

Printed in China
LAE992001

䊡䊷䉱䊷䉵䉧䉟䊄
䈗↪䈮䈭䉎೨䈮䇮ᔅ䈝ᧄᦠ䉕䈍⺒䉂ਅ䈘䈇䇯
ᧄᦠ䈲䈇䈧䈪䉅ᚻ䈮䈫䈦䈩䉌䉏䉎䉋䈉䈮▤䈚䈩䈍䈇䈩䈒䈣䈘䈇䇯

PT-P750W

5
1.

簡易版ラベル作成ソフトウェア
P-touchEditor Lite を使ってラベルを
作成する

＊ 本製品には CD-ROM が同梱されておりません。
＊ プリンタードライバーとソフトウェア（P-touch Editor 5.1 など）を使用す
るには、インストーラーダウンロードページ (brother.com/inst/ja/) からソフ
トウェア / ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにイ
ンストールしてください。

1

付属品の確認と各部の名称

本機を使用される前に以下の付属品が揃っているか確認してください。万一、不足や破損が
ある場合は、お手数ですが、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

•
•
•
•

PT-P750W
AC アダプター（AD-E001）
USB ケーブル（A- ミニ B、1.0m）
ユーザーズガイド（本紙）
1
2
3
4
5

•
•
•
•

• ソフトウェアダウンロード
• よくあるご質問（Q&A)
• 製品マニュアル
• 対応 OS 一覧
セットアップの手順もウェブサイトで参照できます。
「お知らせ」セクションの「プリンターの使い方」リンクをクリックしてくださ
い。

お試しテープカセット
テープカタログ
保証書
オンラインユーザー登録のご案内

12

上面パネル
Editor Lite ランプ
Editor Lite ボタン
ワイヤレスモードボタン
テープ出口
Wi-Fi ランプ
NFC ランプ

2

ワイヤレスダイレクトモードは無効です（接続で
きません）
。

緑色のランプが点灯

ワイヤレスダイレクトモードは有効です（接続で
きます）。

緑色のランプが点灯

緑色のランプが点滅

USB ケーブルが接続されると、パソコンの画面上にダイアログボックスが表示
されます。

オレンジ色のランプが
点灯

[P-touch Editor Lite] をクリックします。
ウェブサイトの内容は、予告なく
変更される場合があります。

Windows® 7 の場合
[ フォルダを開いてファイルを表示 ] をクリックし、次に [PTLITE10] をダブルクリックします。
オレンジ色のランプが
点滅

16

Windows 8® ／ Windows® 8.1 の場合
13
14

15

17

3

19

18

1
2
3
4
5
6
7

消灯

緑色のランプが点灯→
一時的に消灯

本機が USB ハブを経由して接続されている場合は、正しく検出されないことがありま
す。

2.

ワイヤレス未接続です。
( ワイヤレスモードボタンを約 1 秒間長押しをし
て、ワイヤレスモードを ON/OFF します。)

NFC ランプ

メモ

8
9
10
11
12
13
14

フィード＆カットボタン
ステータスランプ
バッテリーランプ
電源ボタン
電池カバー
ミニ USB ポート
AC アダプタージャック

15
16
17
18
19
20

カセットカバー
NFC タグ
リリースレバー
印字ヘッド
テープカッター
カッター刃

[ スタート ] 画面で [PT-P750W]、[ フォルダを開いてファイルを表示 ] をクリックし、次に
[PTLITE10] をダブルクリックします。

電源を接続する

ステータス
ランプ
赤色のランプが点灯

Mac OS X v10.7.5 ／ 10.8.x. ／ 10.9.x の場合
デスクトップで [PT-P750W] をダブルクリックし、次に [P-touch Editor Lite] アプリケーショ
ンアイコンをダブルクリックします。

AC アダプター使用時

メモ
•

AD-E001

•

赤色のランプが点滅

ダイアログボックスが表示されない場合は、別のソフトウェアのウィンドウの後ろに
隠れている場合があります。他のウィンドウを全て最小化してダイアログボックスを
表示させてください。
P-touch Editor Lite の使用についての詳しい情報は、サポートサイト ( ブラザーソ
リューションセンター ) を参照してください。

 接続を解除する

テープカセットをセットする

消灯

®

Windows の場合

電池使用時（本機底面に取り付けます）
単 3 アルカリ乾電
池 (LR6) または
ニッケル水素充電
池 (HR6)

a P-touch Editor Lite を使用している場合は、ウィンドウ右上隅の

オレンジ色のランプが
点灯

アイコンを

クリックして P-touch Editor Lite を終了します。

b 本機との接続を解除するには、パソコンのタスクバーのアイコン（

、 、

バッテリー
ランプ

のいずれか）をクリックします。

オレンジ色のランプが
点滅

c [USB マスストレージデバイスを安全に取り外します ] をクリックします。
d デバイスを安全に取り外せるというメッセージが表示されたら、本機の電源を
切り、USB ケーブルを抜いてください。

Mac の場合
電池を外す場合、取り付けの逆の操作を行ってください。

a P-touch Editor Lite を使用している場合は、ウィンドウ左上隅の赤いボタンをク
リックして P-touch Editor Lite を終了します。

1

重要

b デスクトップ上の [PT-P750W] を選択し、以下の操作のどちらかを行います。

•
•

重要
カセットカバーを閉じることができない場合は、白いレバーが上の位置にあることを確
認してください。上にない場合は、レバーを持ち上げてからカバーを閉じてください。

長期間本機を使用しない場合は、電池を取り外してください。
電池は一般の廃棄物としてではなく、正しい回収場所で処分してください。各自治体
の制度には必ず従ってください。
• 電池の保管や廃棄の際には、ショートを防ぐためにセロハ
2
ンテープなどで巻いてください。
（電池の絶縁の例）
1. セロハンテープ
1
2. アルカリ電池またはニッケル水素充電池

メモ
•
•
•

テープにたるみがないことを確認してください。
テープカセットの取り付け、取り外しの際には、テープが突起（1）や印字ヘッドに
引っかかっていないかを確認してください。
印刷するときは、本機を立てた状態で使用してください。

4

電源の ON と OFF

ON：電源ボタンを押してください。
OFF：ステータスランプがオレンジ点灯するまで電源ボタンを押し続けてください。

メモ
本機の電源を OFF にする場合、ステータスランプが消えるまで AC アダプターまたは電
池を取り付けたままにしてください。

• コンテキストメニューから [ 取り出す ] を選択します。
• ゴミ箱にドラッグ＆ドロップします。

c デバイスを安全に取り外せるというメッセージが表示されたら、本機の電源を
切り、USB ケーブルを抜いてください。

6

ワイヤレス接続中です。

緑色のランプが点滅

Windows Vista® の場合

20
6
7
8
9
10
11

Wi-Fi ランプ

2

サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター ) をご利用ください。
以下の情報が掲載されています。

状態

緑色のランプが点灯

サポートサイト
( ブラザーソリューションセンター )
support.brother.co.jp/j/d/e5p6/

LED ランプの定義
ランプ

本機 ( ① ) の電源を入れ、Editor Lite ランプが緑色に点灯するまで Editor Lite ボタ
ンを押し続けます ( ② )。USB ケーブルを使ってパソコンと PT-P750W を接続
してください。

1

インストーラーダウンロードページ

7

PANTONE 661 C

NFC 対応機器が本機のそばにあります（NFC タグ
データが送信されました）。

電源が入っています。
パソコンからデータを受信しています。
データを転送しています。
カセットカバーが開いています。カセットカバー
をきちんと閉めてください。
本機がリセット移行中であるか、リセット移行中
にフィード＆カットボタンが押されました。
本機のリセットについての詳しい情報は、「リセッ
トする」を参照してください。
冷却中（温度が下がるまでお待ちください）
本機がリセット移行中です。本機のリセットにつ
いての詳しい情報は、「リセットする」を参照して
ください。
ブートモード中です。
次のいずれかのエラーを示します。
赤色のランプが 0.9 秒ごとに点滅
• テープカセットがありません。
• テープカセットが正しくセットされていません。
• 互換性のないテープカセットがセットされてい
ます。
• 印刷中にカセットカバーが開きました。
• 送信エラー
• オーバーヒートエラー
• カッターエラー
赤色のランプが 0.3 秒ごとに点滅
• システムエラー
充電が完了しています。
電池は満充電状態です。

充電中です。

オレンジ色のランプがゆっくり点滅：
残りの充電レベルが半分以下です（残りの充電レベル
が少なくなるにつれて、ランプは早く点滅します）。
オレンジ色のランプが 0.5 秒ごとに点滅：
バッテリーを充電してください。

 リセットする
本機の電源が OFF の状態で、電源ボタンを押したままフィード＆カットボタンを押し続けて
ください。Editor Lite ランプが点滅をはじめ、ステータスランプがオレンジ色に点灯したら、
電源ボタンを押し続けたままフィード＆カットボタンを 6 回押してください。本機が工場出
荷状態にリセットされます。

8

補足

 タッチ de コネクト

ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor
5.1 などのダウンロード

brother.com/inst/ja/
ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor 5.1 とプリンタードライバーをパソコンにインストー
ルすることで、バーコードラベルの作成など、より高度な編集機能が利用できます。
インストーラーダウンロードページ（brother.com/inst/ja/）からソフトウェア / ドキュメントイ
ンストーラーをダウンロードします。ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックし、画
面の指示にしたがってインストールを進めてください。
P-touch Editor 5.1 の特徴：
フォント、テンプレート、クリップアートを活用した様々な複雑なレイアウトのカスタムラ
ベルを誰でも簡単に作成できます。

NFC 対応の Android™ デバイスを本機にかざすと「かんたん Wi-Fi® 接続」ができます。

＊ 詳細は本機に同梱の別紙をご覧ください。

 モバイルアプリ Brother iPrint&Label
Brother iPrint&Label を使用するとパソコンを使用せずに、スマホやタブレット端末から本機
でラベルを印刷することができます。本機とは Wi-Fi® で接続します。アプリは、App Store
または Google Play™ で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてくださ
い。
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•
•
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2
3
4
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•
•
•
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• ソフトウェアダウンロード
• よくあるご質問（Q&A)
• 製品マニュアル
• 対応 OS 一覧
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い。
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オンラインユーザー登録のご案内

12

上面パネル
Editor Lite ランプ
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ワイヤレスダイレクトモードは無効です（接続で
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ワイヤレスダイレクトモードは有効です（接続で
きます）。

緑色のランプが点灯

緑色のランプが点滅

USB ケーブルが接続されると、パソコンの画面上にダイアログボックスが表示
されます。

オレンジ色のランプが
点灯

[P-touch Editor Lite] をクリックします。
ウェブサイトの内容は、予告なく
変更される場合があります。

Windows® 7 の場合
[ フォルダを開いてファイルを表示 ] をクリックし、次に [PTLITE10] をダブルクリックします。
オレンジ色のランプが
点滅

16

Windows 8® ／ Windows® 8.1 の場合
13
14

15

17

3

19

18

1
2
3
4
5
6
7

消灯

緑色のランプが点灯→
一時的に消灯

本機が USB ハブを経由して接続されている場合は、正しく検出されないことがありま
す。

2.

ワイヤレス未接続です。
( ワイヤレスモードボタンを約 1 秒間長押しをし
て、ワイヤレスモードを ON/OFF します。)

NFC ランプ

メモ

8
9
10
11
12
13
14

フィード＆カットボタン
ステータスランプ
バッテリーランプ
電源ボタン
電池カバー
ミニ USB ポート
AC アダプタージャック

15
16
17
18
19
20

カセットカバー
NFC タグ
リリースレバー
印字ヘッド
テープカッター
カッター刃

[ スタート ] 画面で [PT-P750W]、[ フォルダを開いてファイルを表示 ] をクリックし、次に
[PTLITE10] をダブルクリックします。

電源を接続する

ステータス
ランプ
赤色のランプが点灯

Mac OS X v10.7.5 ／ 10.8.x. ／ 10.9.x の場合
デスクトップで [PT-P750W] をダブルクリックし、次に [P-touch Editor Lite] アプリケーショ
ンアイコンをダブルクリックします。

AC アダプター使用時

メモ
•

AD-E001

•

赤色のランプが点滅

ダイアログボックスが表示されない場合は、別のソフトウェアのウィンドウの後ろに
隠れている場合があります。他のウィンドウを全て最小化してダイアログボックスを
表示させてください。
P-touch Editor Lite の使用についての詳しい情報は、サポートサイト ( ブラザーソ
リューションセンター ) を参照してください。

 接続を解除する

テープカセットをセットする

消灯

®

Windows の場合

電池使用時（本機底面に取り付けます）
単 3 アルカリ乾電
池 (LR6) または
ニッケル水素充電
池 (HR6)

a P-touch Editor Lite を使用している場合は、ウィンドウ右上隅の

オレンジ色のランプが
点灯

アイコンを

クリックして P-touch Editor Lite を終了します。

b 本機との接続を解除するには、パソコンのタスクバーのアイコン（

、 、

バッテリー
ランプ

のいずれか）をクリックします。

オレンジ色のランプが
点滅

c [USB マスストレージデバイスを安全に取り外します ] をクリックします。
d デバイスを安全に取り外せるというメッセージが表示されたら、本機の電源を
切り、USB ケーブルを抜いてください。

Mac の場合
電池を外す場合、取り付けの逆の操作を行ってください。

a P-touch Editor Lite を使用している場合は、ウィンドウ左上隅の赤いボタンをク
リックして P-touch Editor Lite を終了します。

1

重要

b デスクトップ上の [PT-P750W] を選択し、以下の操作のどちらかを行います。

•
•

重要
カセットカバーを閉じることができない場合は、白いレバーが上の位置にあることを確
認してください。上にない場合は、レバーを持ち上げてからカバーを閉じてください。

長期間本機を使用しない場合は、電池を取り外してください。
電池は一般の廃棄物としてではなく、正しい回収場所で処分してください。各自治体
の制度には必ず従ってください。
• 電池の保管や廃棄の際には、ショートを防ぐためにセロハ
2
ンテープなどで巻いてください。
（電池の絶縁の例）
1. セロハンテープ
1
2. アルカリ電池またはニッケル水素充電池

メモ
•
•
•

テープにたるみがないことを確認してください。
テープカセットの取り付け、取り外しの際には、テープが突起（1）や印字ヘッドに
引っかかっていないかを確認してください。
印刷するときは、本機を立てた状態で使用してください。

4

電源の ON と OFF

ON：電源ボタンを押してください。
OFF：ステータスランプがオレンジ点灯するまで電源ボタンを押し続けてください。

メモ
本機の電源を OFF にする場合、ステータスランプが消えるまで AC アダプターまたは電
池を取り付けたままにしてください。

• コンテキストメニューから [ 取り出す ] を選択します。
• ゴミ箱にドラッグ＆ドロップします。

c デバイスを安全に取り外せるというメッセージが表示されたら、本機の電源を
切り、USB ケーブルを抜いてください。

6

ワイヤレス接続中です。

緑色のランプが点滅

Windows Vista® の場合

20
6
7
8
9
10
11

Wi-Fi ランプ

2

サポートサイト ( ブラザーソリューションセンター ) をご利用ください。
以下の情報が掲載されています。

状態

緑色のランプが点灯

サポートサイト
( ブラザーソリューションセンター )
support.brother.co.jp/j/d/e5p6/

LED ランプの定義
ランプ

本機 ( ① ) の電源を入れ、Editor Lite ランプが緑色に点灯するまで Editor Lite ボタ
ンを押し続けます ( ② )。USB ケーブルを使ってパソコンと PT-P750W を接続
してください。

1

インストーラーダウンロードページ

7

PANTONE 661 C

NFC 対応機器が本機のそばにあります（NFC タグ
データが送信されました）。

電源が入っています。
パソコンからデータを受信しています。
データを転送しています。
カセットカバーが開いています。カセットカバー
をきちんと閉めてください。
本機がリセット移行中であるか、リセット移行中
にフィード＆カットボタンが押されました。
本機のリセットについての詳しい情報は、「リセッ
トする」を参照してください。
冷却中（温度が下がるまでお待ちください）
本機がリセット移行中です。本機のリセットにつ
いての詳しい情報は、「リセットする」を参照して
ください。
ブートモード中です。
次のいずれかのエラーを示します。
赤色のランプが 0.9 秒ごとに点滅
• テープカセットがありません。
• テープカセットが正しくセットされていません。
• 互換性のないテープカセットがセットされてい
ます。
• 印刷中にカセットカバーが開きました。
• 送信エラー
• オーバーヒートエラー
• カッターエラー
赤色のランプが 0.3 秒ごとに点滅
• システムエラー
充電が完了しています。
電池は満充電状態です。

充電中です。

オレンジ色のランプがゆっくり点滅：
残りの充電レベルが半分以下です（残りの充電レベル
が少なくなるにつれて、ランプは早く点滅します）。
オレンジ色のランプが 0.5 秒ごとに点滅：
バッテリーを充電してください。

 リセットする
本機の電源が OFF の状態で、電源ボタンを押したままフィード＆カットボタンを押し続けて
ください。Editor Lite ランプが点滅をはじめ、ステータスランプがオレンジ色に点灯したら、
電源ボタンを押し続けたままフィード＆カットボタンを 6 回押してください。本機が工場出
荷状態にリセットされます。

8

補足

 タッチ de コネクト

ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor
5.1 などのダウンロード

brother.com/inst/ja/
ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor 5.1 とプリンタードライバーをパソコンにインストー
ルすることで、バーコードラベルの作成など、より高度な編集機能が利用できます。
インストーラーダウンロードページ（brother.com/inst/ja/）からソフトウェア / ドキュメントイ
ンストーラーをダウンロードします。ダウンロードした exe ファイルをダブルクリックし、画
面の指示にしたがってインストールを進めてください。
P-touch Editor 5.1 の特徴：
フォント、テンプレート、クリップアートを活用した様々な複雑なレイアウトのカスタムラ
ベルを誰でも簡単に作成できます。

NFC 対応の Android™ デバイスを本機にかざすと「かんたん Wi-Fi® 接続」ができます。

＊ 詳細は本機に同梱の別紙をご覧ください。

 モバイルアプリ Brother iPrint&Label
Brother iPrint&Label を使用するとパソコンを使用せずに、スマホやタブレット端末から本機
でラベルを印刷することができます。本機とは Wi-Fi® で接続します。アプリは、App Store
または Google Play™ で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてくださ
い。

