
使いやすく生産性の高い高度
な技術
最新ワイヤレス機能：Bluetooth® 2.0
により、802.11b/gまたはシリアル/
USBの両方を確保可能

スマート操作̶バッテリーモニタリ
ング機能と自動調節リボンカートリッ
ジ搭載

室外用なので頑丈̶ソフトケース入
りでIP14防水規格; IP54 防水・防塵
保護規格をクリア、最高1.52mからコ
ンクリートに複数回落下させても壊
れない耐久性

簡単に素早くメディアとリボン装填
可能

着用した時や手に持った時に快適

店舗直送用DEX通信(米国のみ)
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Zebra® P4T™/RP4T™

長持ちする熱転写ラベルに最適な世
界初のモバイルRFIDプリンター

ZebraのP4T/RP4Tは、RFID印刷とコ
ード化機能が付いた、世界初のモバ
イル熱転写プリンターです。持ち運
びが簡単なP4T/RP4Tプリンターによ
り、必要な時にいつでもどこでも、長
持ちするバーコードラベルや幅最大
4インチまでのドキュメントが印刷で
き、データ・資産追跡が正確にでき、
労働効率が向上できます。独自の柔
軟性を誇るP4T/RP4Tは、熱転写イメ
ージの高耐性というメリット、オプショ
ンでRFID、最新ワイヤレス接続オプシ
ョンが提供され、非常に多様性に富
んだ組み合わせができる感熱モード
もあります。

熱転写による長寿命ラベル生成の実
現

試験済みのZebra熱転写サプライ品
と組み合わせると、P4T/RP4Tプリン
ターは、過酷な環境でも耐えうる2-4
インチ幅のラベルまたはその他のド
キュメントを生成でき、室外でも18か
月から最長10年まで長持ちするラベ
ルやドキュメントが作成できます。

UHF RFID機能

RFIDオプションがあれば、実用的な
UHF EPC Gen 2スマートラベル作成
が必要な場合や将来的に必要かもし
れないと思う場合、P4T/RP4Tプリン
ターは法的コンプライアンスや事業
改善に申し分ない製品です。
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このようなマーケットや用途はモバイ
ル印刷を使用するとメリットがあります

着用や持ち運びが簡単なZebra P4TおよびRFID可能なRP4Tモバ
イルプリンターは、政府機関、製造業、輸送業や物流業、モバイル
現場サービス業やヘルスケア産業における室内外の用途に最適
です。

製造業/輸送業・物流業での熱転写用途
お客様の印刷したラベルは長期に渡り読取・スキャンが
可能でなければならないので、お客様は既にテーブルト
ップ用熱転写プリンターを事業でご使用になっているは
ずです。このような長持ちするラベルをアイテムに貼り、そ
のようなアイテムはサプライチェーンの長い経路を移動
し、長期に渡る保存期間に耐え、そして過酷な室外環境に
も耐えなければなりません。熱転写ステーショナリープリ
ンターの機能を拡張し、どんな場所でも適格にラベルを
印刷できるようになりました。頑丈なP4T/RP4Tモバイル
プリンターで、現場で要求に応じてラベルを印刷すること
で、中央化プリンターまで行き来する時間を節約できるの
で、従業員の生産性が向上できます。そして、正しいラベル
を正しいアイテムに確実に貼ることができるので、精度が
向上します。

典型的な使用例

P4T/RP4Tモバイルプリンターは、製造業の工場や倉庫、
小売業の倉庫、室外ガーデンセンターや流通センター、第
三者の物流倉庫で活躍します。

製造業と倉庫業
•	受入れ時－在庫ラベル作成
•	配送時－フォークリフトからでもピックアップする時に
アイテムにラベルを貼付可能  

•	製造過程中のラベル作成－過酷な生産環境や、リコー
ル管理やセキュリティ認証用の生涯製品追跡用

•	資産管理

輸送および物流
•	  大型アイテムや船舶ドックにあるアイテムへのラベル作
成など、モバイル性が重視される場所での配送用ラベ
ルの作成

•	クロス・ドッキング
•	コンテナ用ラベル作成
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製造業/輸送業・物流業/小売業用のRFID用途
指令遵守あるいは資産可視化と処理効率を高くするた
め、またはその両方を行うために、RFIDを導入したかどう
かにかかわらず、今までできなかった場所までRFIDにより
ラベル作成が可能となりました。4インチのスマートラベ
ルの印刷/コード化用の携帯可能なUHF Gen 2 RFIDモバ
イルプリンターは、貼る現場でラベル作成ができるために
効率が向上し、ラベルが正しいパレットに正確かつ確実
に貼付されるというメリットもあります。 

典型的な使用例

RFID遵守指令
 大型小売業者や米国国防省(DoD)のサプライヤーな
ら、RFID遵守指令に直面していたり、今後直面する可能性
があります。P4T/RP4Tがそのメリットを発揮するのは、
•	既存のパレットが破損し、再度梱包し直すか、破損した

RFIDパレットラベルを貼り替える際に、新しいRFIDパレ
ットやカートンラベルを印刷するような場面です。

•	在庫の中にある特定のパレットが指令を遵守しなけ
ればならないお客様に送付される際にも、倉庫内で
パレットを見つけ、RFIDラベルを貼付けできます。ま
た、P4T/RP4Tの車載（フォークリフト）用マウントを使
うと、作業がより簡単になります。また、大型アイテムへ
のラベル作成や船舶ドックでのラベル作成にも最適で
す。

事業向上
RFIDタグ付の使用が拡大するにつれて、お客様はモバイ
ルRFIDプリンターを下記の用途にメリットを感じられるこ
とでしょう：
•	  製造作業過程中でのタグ付けのような閉ループ用途や
その他の現場での資産・在庫追跡用途。

•	物流やサプライチェーン管理の効率化。出荷/受取、倉
庫や流通オペレーションにおいて、特別なケースやパレ
ットや大型資産へのタグ付を現場で行うことができ、企
業資材管理、在庫管理やトラック&トレースシステムの
改善に役立ちます。

•	小売業でのアイテムレベルでのRFIDタグ付。タグ付け
をアイテムレベルで行う企業もあり、そのような企業は
サプライチェーンの完全可視化が実現できています。
小型で汎用性の高いモバイルRFIDプリンターは、製品
の値札の付け替えや補充を行う小売業環境ではマスト
の存在です。

マーケットと用途

モバイル労働力/現場サービス用途
社外で長時間働く従業員は、モバイルテクノロジーから得
るメリットは大きいでしょう。ノートパソコンとプリンター
を携帯することで、現場で必要に応じて印刷することがで
き、効率、データの正確性そして顧客満足度も向上できま
す。御社の移動の多い社員は、現場で必要な時に、室外で
の過酷な環境でも高耐性で長持ちするラベルを張り付け
ることができ、また、時間が経っても消えることのない最大
4インチまでのアーカイブ品質のドキュメントを提供する
こともできます。頑丈なP4T/RP4Tがあれば、長持ちする熱
転写ラベルやドキュメントを現場で印刷でき、事前に印刷
することで発生する余分な時間や労力そして間違う可能
性も排除できます。 

典型的な使用例

•	離れた場所でラベル作成（修理履歴）
•	工場外でのユーティリティのラベル作成
•	画像の高耐性とアーカイブ性が必要な場面で、推奨純
正Zebra™メディアを使用してレシート発行

•	資産タグ付
 » ユーティリティ：照明用ポールや固定具、電源/水道/ガ
ス/電話/ケーブルサブステーション機器やコンポーネ
ントなどの

 » HVAC：ボイラー、チラー、その他の機器資産へのタグ
付; 修理受領書の証明

 » 建設現場：重機や工具資産へのタグ付；在庫管理

 » 室外機器のタグ付：長持ちするタグ

 » 車両管理：修理バン、トラックやその他の車両の識
別・追跡

 » ビル検査：消火器、出口、スプリンクラーシステム
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マーケットと用途

政府機関
米国軍資産追跡と有識別(UID)バーコーディングの場合、
過酷な状況の中でも耐えるラベルが必要となります。州お
よび地方法では、チケット・証拠ラベルが必要であり、その
ラベルは過酷な環境で時間が経ってもハッキリと読取る
ことができなければいけません。モバイル熱転写印刷に
より、高耐性を実現し、さらに必要な場所で効率よく印刷
することができるので、精度も向上できます。  

典型的な使用例

米国国防省
目的地までの間にバーコードラベルをスキャンできるこ
とにより、動きを追跡でき、軍部や機器の配置の効率化を
実現でき、厳重な在庫管理が確実にできます。米国国防
省は頑丈なZebra熱転写プリンターを使用し、過酷な軍事
環境にも耐える長持ちするラベルにより、機器やサプライ
を識別・追跡しています。 

頑丈な熱転写型P4T/RP4Tモバイルプリンターがあれば、
必要な時に必要な場所で、熱や、砂嵐、その他の過酷な室
外での条件に耐えうる高耐性のラベルを印刷できます。 
•	例えば、車両のような大型資産へのラベル作成や交戦
地帯での貨物輸送機から在庫を受領した時のラベル作
成、必要な時に紛失したMIL-STD-129ラベルを印刷し、
貼り替え作業が行えます。 

•	5000ドル以上の価値のあるレガシー資産に、UID交換
ラベルと現場で貼り替える作業を行う時も便利です。 

•	MIL-STD-129およびMIL-PRF-61002Aにおける、UIDラ
ベル作成の米国国防省要件を遵守するために、指定純
正Zebraサプライ品を独自にテストしてきました。

州および地方法の遵守
電子チケットシステム用のZebraのモバイル印刷とチケッ
ト発行ソリューションにより、警官が現場で簡単にチケッ
トを印刷できます。P4T/RP4Tプリンターの熱転写印刷は、
特別純正Zebraレシートメディアと組み合わせると、高温
多湿の場所でも、確実にチケットが読取可能で、法的効力
が発揮できます。

安全な書類受渡記録の管理としては、長期間の記録保管
が必要な犯罪証拠のバーコードラベルを使うと、証拠収
集後でも長期に渡ってスキャン読取できます。また、正確
な情報確保のため、証拠収集現場でラベルを印刷する
ことができるプリンターの可動性も必要となります。P4T/
RP4Tモバイル熱転写プリンターは一度にこの両方のニー
ズに応えるプリンターです。
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ケーブル

P4T/RP4Tと様々な人気機種のノートパソコンとの安定し
た接続性を保つために、様々なケーブルがご利用いただ
けます。

車両用クレードル

車両やフォークリフト内で、便利にしっかりとプリンターを
保管・充電できます。レバーを1回押すと簡単にリリースで
き、お客様が持ち出したり、遠隔場所へ持って行くことが
できます。

高耐久性のフォークリフト用マウント

高耐久性で、衝撃や振動からも保護できます。

充電器/アダプタ

ACアダプタ
ACアダプタをP4T/RP4Tと壁の電源に接続すると、シフト
終了後にP4T/RP4Tを充電できます。 
 
ACシングル充電器
プリンターから取り出して、1つのバッテリーを充電でき
ます。

4連充電器
一度に最高4つのZebra リチウムイオンバッテリーを充電
できます。

モバイルマウントとハンディマウント
車両やフォークリフト用に、様々な表面に対して臨機応変
なマウントが可能です。

DCアダプタ
DCアダプタをP4T/RP4Tとフォークリフトバッテリーに接
続すると、フォークリフト使用中にP4T/RP4Tを充電でき
ます。

車中モバイル充電器
車中でP4T/RP4Tを充電できる便利でコスト効率の高い
手段です。

P4T/RP4T用スペアバッテリー

スペアバッテリーを用意しておけば、いつでも充電済みで
出発準備完了でいられます。

幅広いモバイル製品
付属品からサプライ製品、ZEBRACARE™プランまで

Zebra P4T/RP4T データシート



 P4T/RP4Tはメディアやリボンカート
リッジを簡単に迅速に交換できるよ
うに開くことができます。 
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ZebraCare™ デポ・サービス契約

ZebraCareデポ・サービス契約を締結すると、コスト効率
よく、お客様の年間メンテナンス費用の計画・予算割り当
てができます。この工場返送修理サービスにより、熟練の
認定を受けたZebra技術員がお客様のプリンターを毎回、
工場仕様に回復させます。Zebraではお客様のニーズに
合わせて、4つのプランを用意しています。

ナイロンソフトケース

過酷な環境において、このケースに入れることでさらに保
護力が増します。埃や湿度に対して、IP54レベルの保護力
を提供できます。

モバイルメディア

当社の全製品ラインに渡り、最高の印刷品質と適切なプ
リンター性能を提供するため、Zebraではトータルソリュ
ーションの一環として、純正のZebraサプライ品の使用を
強く推奨しています。特に、P4T/RP4Tは、P4T/RP4T専用の
純正Zebraスマートバッテリーとスマートリボンカートリッ
ジを搭載した時のみに作動するように設計することで、安
全性、使いやすさと印刷品質を最大限に発揮できます。

Zebraでは、Zebraプリンター使用時に最高品質を届ける
ことができるように、特別仕様で作製した既製品およびカ
スタムメイドのレシート用紙、ラベルやタグを提供してい
ます。カスタムオプションには、透かし模様、ロゴや条件規
約の事前印刷があります。また、Zebraでは、長期に渡り画
像を美しく長持ちさせるため、質の高い耐熱、防水、UV耐
性コーティングも提供しています。詳細に関しては、認定
代理店に問い合わせるか、Zebra(+1 877 275 9327)まで
お電話下さい。

Zebra P4T/RP4T データシート



完全ソリューション
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アプリケーション ZEBRA™ 純正サプライ** ZEBRA™ 純正アクセサリ

製造業と倉庫業

出荷および荷受け Z-Perform™ 2000T; およびRFID •	ドッキングおよび充電用の車両用クレー
ドル
•	ACアダプタ
•	4連充電器
•	車両またはフォークリフト用RAM® 取付け
ハードウェア

•	高耐久性の車載（フォークリフト）用マウ
ント 
•	DCアダプタ 
•	ナイロンソフトケース 
•	予備バッテリー 
•	ケーブル

仕掛品 Z-Perform 2000T タグ

資産管理 Z-Perform™ 2000T; およびRFID
PolyPro™ 4000T

•	室内用途
•	室外用途

輸送および物流

配送 Z-Perform™ 2000T; およびRFID •	ドッキングおよび充電用の車両用クレー
ドル
•	ACアダプタ
•	4連充電器
•	車両またはフォークリフト用RAM取付けハ
ードウェア

•	高耐久性のフォークリフト用マウント 
•	DCアダプタ 
•	ナイロンソフトケース 
•	予備バッテリー 
•	ケーブル

クロス・ドッキング Z-Perform™ 2000T; およびRFID

コンテナ用ラベル作成 Z-Perform™ 2000T; およびRFID

移動の多い従業員用の現場サービス

修理履歴 Z-Perform™ 2000T; およびRFID 室内用途 •	ドッキングおよび充電用の車両用クレー
ドル
•	ACアダプタ
•	4連充電器
•	車両またはフォークリフト用RAM取付けハ
ードウェア

•	DCアダプタ 
•	車中モバイル充電器
•	ナイロンソフトケース 
•	予備バッテリー 
•	ケーブル

PolyPro 4000T 室外用途

室外ユーティリティ PolyPro 4000T

最大幅4インチのその他
のドキュメント Z-Select™ 4000T レシート 画像の高耐性と保存性が必

要な場合

資産タグ付 Z-Ultimate® 4000T ユーティリティ

8000T ウルトラタフタグ HVACルーフトップ機器用
タグ

PolyPro 4000T HVAC修理履歴

8000T ウルトラタフタグ 建設現場

Z-Select 4000Tタグ; および RFID 室内機器用タグ

PolyPro 4000T 車両管理

政府機関

UIDソリューション 5095リボン付きPolyPro 4000T 室外2年間保証 •	ドッキングおよび充電用の車両用クレー
ドル
•	ACアダプタ
•	4連充電器
•	車両またはフォークリフト用RAM取付けハ
ードウェア

•	車中モバイル充電器
•	ナイロンソフトケース 
•	予備バッテリー 
•	ケーブル

5095リボン付き8000Tウルトラハ
イタックマット 室外3年間保証

証拠ラベル作成 Z-Select 4000T; および RFID 室内用途

PolyPro 4000T 室外用途

電子チケット Z-Select 4000T レシート 雨への暴露を最小限に抑
える

PolyPro 4000D レシート 降雨のある場所での使用

8000D 高温レシート 高温気候用

** リストに掲載されている製品以外にも、お客様の用途に合ったメディアをご用意しております。Zebra営業担当者にご相談ください。



プリンタ名 

P4T
RP4T

標準機能 

•	8 MB フラッシュ/16 MB SRAMメモリ 
•	USB 2.0シリアル接続
•	32ビットプロセッサー
•	熱転写または感熱印刷モード
•	大型LCD
•	簡単に素早くメディアとリボン装填可能
•	1.52mからコンクリートに複数回落下させても壊
れない耐久性

•	センサーにより、公差、ブラックバー、メディア、メデ
ィア幅、ドアの開きやリボンを検知

•	スマートバッテリーとリボンカートリッジ
•	ショルダーストラップ
•	ピーラー

印刷仕様

解像度

203 dpi (8 ドット/mm)

メモリ 

8 MB フラッシュ/16 MB SRAM

最大印刷幅

4.09”/ 104 mm

最高印刷速度

•	DT:毎秒3”/ 76.2 mm
•	TT:毎秒1.5”/ 38.1 mm 

動作特性

環境**

•	  DT動作温度：-4℉/-20℃から122℉/50℃
•	TT動作温度：32℉/0℃から113℉/45℃
•	保存温度：-22℉/-30℃から149℉/65℃
•	動作湿度：10-90%、結露なきこと

** 極端な温度やラベル画像濃度により、処理量や印刷画像
の品質に影響がある場合があります。お客様のソリューショ
ンで最大限の性能を発揮するためのガイダンスが必要な場
合、Zebraまでご連絡下さい。

電気
7.4V、 4200 mAh リチャージ可能リチウムイオンバ
ッテリー

認可規格
•	EMC指令： FCC規則第15章および EN55022 クラ

ス B準拠
•	無線認証方式：BT、802.11b/gおよびRFIDFCC規
則、 
カナダ産業省

•	安全規格：IEC 60950、米国＆カナダ向けNRTLマ
ーキング

•	EU用:EMC、LVD、R&TTE指令
•	認定を受けたその他の国については、zebra.comよ
りご確認下さい。

物理的特性
•	  幅:7”/ 177.8 mm
•	  高さ:8.6”/ 218.4 mm
•	奥行き：3”/ 76.2 mm
•	重量：リボンとバッテリー込みで2.9 lbs/ 1.32 kg

メディア特性

ラベルおよびライナーの最大幅

4.12”/ 104.6 mm

最大メディアロール寸法
•	RFID以外のメディア：0.75”の外径2.6”/ 66 mm / 
内径19.1 mm 

•	RFIDメディア：1.375”の外径2.6”/ 66 mm / 
内径34.9 mm

メディア厚さ

•	レシート紙：3.2 mil (最低)
•	ラベル：8.2 mil (最大)
•	タグ：6.5 mil (最大)

メディアタイプ

合成繊維または紙の上に最大幅4インチまでのラベ
ルおよびドキュメント

リボン特性

•	リボンタイプ：ワックス；ワックス/樹脂
•	標準寸法：98.4’/30 m 
•	比率：メディアの厚さによるが、メディアのロール対
リボンのロールの比率が約2:1

•	リボン幅：4.33”/ 110.0 mm 

ZebraLink™ソリューション

ソフトウェア/ネットワーキング/ファームウェア
プリンター制御言語̶P4T/RP4Tモバイルプリンター
は、CPCL、ZPL®† およびXMLが搭載されているため、
ソフトウェアを追加しなくても、Zebraモバイルプリン
ターを実行する既存のシステムへ簡単に統合できま
す。ディスプレイプログラミング用WML使用。
†ZPLはRFID対応が必要です。

フォント/ グラフィックス/シンボル

フォントおよび文字セット
•	  スケーラブルなテキスト特性
•	  標準常駐フォント† は90°毎に回転できます。
•	  国際文字設定対応：米国/カナダ英語/ラテン語1 & 

5 (トルコ語を含む)、日本語16x16、日本語 24x24、 
中国語16x16 (繁体字)、中国語16x16 (簡体字) 、中
国語 24x24 (簡体字)、韓国語明朝、韓国語明体。リ
クエストに応じてその他の言語もご利用いただけ
ます。

グラフィック特性
ユーザー定義のフォントやグラフィックやロゴにも対
応できます

バーコード・シンボル
•	  線形(1次元)バーコード：Code 39、Code 93、UCC/

EAN128、Code 128、Codabar (NW-7)、Interleaved 
2-of-5、UPC-A、UPC-E、2および5桁のアドオ
ン、EAN-8、EAN-13、2および5桁のアドオン  

•	  2次元：PDF417、MaxiCode、QR Code、GS1 
DataBarTM (RSS)family、Aztec、MSI/Plessey、 FIM 
Post Net、Data Matrix

•	  バーコード比率：1.5:1、 2:1、2.5:1、3:1、3.5:1
† Monotype Imaging, IncのUFSTが含まれます。

通信能力およびインタフェース
•	通信インターフェース：USB 2.0
•	  無線：Bluetooth、 短距離無線周波数接続。対応プ
ロファイル：SPP。

•	  WLAN (802.11b/g)により、下記セキュリティプロト
コルに対応しています：Airbeam Safe VPN, EAP-
TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, EAP-FAST。リストに
記載のプロトコルが付いたWPAおよびWPA2-PSK 
(AES またはTKIP)。

オプションおよび付属品
•	Bluetooth 2.0
•	  802.11b/g
•	RFIDオプション

 –パッシブEPCクラス1 Gen 2 プロトコルに対応。
 – ThingMagic® UHF RFID リーダー/エンコーダー 
を完全統合 

 – RFID ZPLコマンドにより、柔軟性が非常に高
く、RFIDセットアップが簡単になります。

 –様々なRFIDの読み書き設定により、非常に様々
なインレーに対応。

 – RFIDカウンターがラベルの良し悪しを追跡。
 –悪いラベルが使われないようにインレーを検
証・取消し。

 –様々な種類のGen 2ラベルやタグが相互運用
可能。 

 –新しいGen 2インレーの拡張メモリ機能にも
対応。

•	複写対応
•	ACアダプタ
•	  ACシングル充電器
•	  4連充電器
•	ドッキングおよび充電用の車両用クレードル
•	車両またはフォークリフト用RAM® 取付けハード
ウェア

•	  高耐久性のフォークリフト用マウント
•	  DCアダプタ
•	  車中モバイル充電器
•	  ナイロンソフトケース
•	  予備バッテリー
•	  ケーブル
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