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現在および将来のあらゆる用途に1台で対応可能な汎用プリン
タ

レシートとラベルのオールインワン印刷ソリューション
ZQ200シリーズはこの価格帯で台紙あり・なしの両タイプのあらゆるレ
シートとラベルを印刷できる唯一のプリンタです。あらゆるモバイル印
刷ニーズに1台で対応できるプリンタによって、業務の標準化が可能で
す。プリンタの購買と管理が簡素化されるほか、1モデルだけなのでトレ
ーニングの必要性も減ります。

ZQ200シリーズ モバイルプリンタ

さらに、検証および試験済みのメディアを揃えたZebra純正サプライ品
を使用することで、信頼性の高い高品質の印刷を実現できます。

複数のメディア幅に対応
用途に合わせて最適なメディア幅を選ぶことができます。設定不要
ですぐに使えるZQ200シリーズには80mm用紙幅対応の ZQ220と
58mm用紙幅対応の ZQ210のモデルがあります。メディアスペーサ
ー使用時にZQ200シリーズは76.2mm／3インチ、58mm／2.28イ
ンチ、または50.8mm／2インチ （ZQ220）または50.8mm／2イン
チ、40mm／1.57インチ、30mm／1.18インチ （ZQ210）のメディア用
紙幅をサポートします。

大型メディアロールの装填も可能
1ロールでより多くのレシートトラベルを印刷できるため、作業効率が上
がり在庫量が減ります。

ライナーレスラベル印刷は環境にやさしい上に、ユーザーの生産性も
向上
ライナーレス印刷のあらゆるメリットを提供します。廃棄物を大幅に
削減し、企業のグリーンイニシアティブをサポートします。また、トラッ
ク、バイク、自転車の配達員の現場作業を簡素化することで生産性を向
上。台紙がないので紙の廃棄物が減って管理も容易です。さらに、1ロ
ールあたりのラベル数が多くなるため、メディアロールの在庫数と交換
回数が減ります。

あらゆる用途に対応できる汎用性に優れたZQ200シリーズ モバイルプリンタ。ビジネスユースに適した長時間
の使用耐久性。手頃なお値打ち価格。

詳細についてはwww.zebra.com/zq200seriesをご覧ください。

機能性を妥協することなく、バリューモデルのモバイルプリンタをお探しのユーザーに最適。コスト、品質、汎用性、耐久性、ウェアラビリテ
ィ、使いやすさの完璧なバランスを追求したZQ200シリーズの登場です。他社製品よりも汎用性の高いこのプリンタは様々なタイプのメディ
アとメディア幅の印刷が可能で、現在および将来のあらゆる印刷ニーズに対応します。ホストモバイルデバイスと瞬時にペアリングできる接
続オプションを備え、自宅、車内、電動自転車、オフィスで充電できるUSB充電対応のZQ200シリーズは高価な電源アダプタも不要です。ス
リムで軽量な設計で、長時間の携帯も快適。内蔵ディスプレイ、取り外し可能なバッテリ、片手での操作性など、使いやすさにかけてZQ200
シリーズに勝るプリンタは他にありません。屋内でも屋外でも、酷暑、酷寒、雨、雪の中でもモバイル印刷が可能な高耐久性を実現。さら
に、Zebraの50年の経験と革新を集約した信頼の品質を誇ります。ZQ200シリーズはバリューモデルでありながら高品質のモバイルプリンタ
です。

高品質のレシート／ラベル用バリューモデル モバイルプリンタ
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移動中のユーザーでも問題なく常時接続

シンプルなUSB充電
ZQ200シリーズは、オプションのUSB充電器をシガレットライターに挿入
するだけという最も容易な車内充電ソリューションを現場の配達員に提
供します。しかも充電器が手元にない場合は、標準的な携帯電話のUSB
充電器を使用する事も可能です。

より高速でより簡単な信頼性の高い印刷
Bluetooth® 4.1 ClassicおよびBLE（Low Energy）対応のシリーズZQ200
はホストモバイルデバイスとの最速通信を可能にし、信頼性の高い高速
印刷を実現します。電力効率の向上により、ホストモバイルデバイスのバッ
テリサイクルタイムを延長します。

NFCによるシンプルなタップツーペア
NFC内蔵のZQ200シリーズはお使いのAndroid™モバイルデバイスと
のペアリングが限りなく簡単です。ZebraまたはZebra以外のNFC対応
Androidモバイルデバイスでも、従業員個人のNFC対応モバイルデバイス
でも、1回タップするだけでZQ200シリーズに瞬時にペアリング。これから
はペアリングのトラブルシューティングが不要になり、モバイルワーカー
とITサポートスタッフの生産性が向上します。
 

使いやすく耐久性に優れたビジネス仕様

内蔵の直感的OLEDディスプレイによる容易なプリンタ管理
現代のユーザーはモバイルデバイスに究極のシンプルさを求めてい
ます。白黒のOLEDディスプレイがまさにその例です。メディアステータ
ス、Bluetooth接続状況、印字濃度などの設定が一目で分かるため、必要
な操作を行って稼働時間と印刷品質を最大化できます。

ユーザー交換可能なバッテリで常時電源を確保
ユーザーが頼りにできるフルシフト対応電力を実現します。バッテリ残量
が少なくなった場合は、フル充電された予備バッテリに交換するだけで
す。充電のためにプリンタを停止する必要はありません。

片手操作による作業の効率化
ZQ200シリーズは片手で操作できるよう設計されたプリンタです。レシー
トまたはラベルの印刷、プリンタの設定の確認、メディアの交換などの操
作が常に片手で可能なため、もう一方の手で荷物の取り扱いや門を開
閉して顧客へ挨拶でき、生産性とカスタマーエクスペリエンスが向上しま
す。

1日中快適に使用できる最適サイズ
快適さを追求したウェアラビリティを誇るZQ200シリーズ。プリンタとバッ
テリの重量はわずか450g以下（ZQ210=235g／ZQ220=420g）と軽量で
す。小型なボディのため狭いスペースでもスムーズに移動でき、作業中も
備品や壁、他のスタッフ、顧客に接触する心配もありません。

ビジネスに適した毎日長時間の使用耐久性
不慮の落下や外的環境などにも耐える高耐久設計のZQ200シリーズ。
コンクリート面に落としても、埃っぽい場所で使用しても、信頼性の高い
操作を期待できます。オプションのソフトケースアクセサリを追加すると、
雨、雪、液体のこぼれにも耐えられます。ZQ200シリーズは氷点下から高
温まで広範囲な温度域に対応し、屋内外での使用が可能です。その結果、
プリンタの稼働時間が向上し、現場の生産性が高まり総所有コストが削
減できます。
 

プリンタの最大限のメリットを引き出す、Zebraのサプライ品と
サービス

適切なレベルのサービスを適切な価格で提供するZebra OneCare® 
SV1

保守サービスプランがなければ、1回の修理にプリンタ自体よりも費用
がかかるというようなことになりかねません。包括的なサービスプランは
バリューモデルのプリンタには不要な補償が含まれている場合がありま
す。Zebra OneCare SVは、適切なレベルのサービスを適切な価格で提供
します。故障に対する2年間の保護、プリンタを新品のような状態に保つ
ための通常の摩耗に対する補償、比類のないZebra直接のライブオンラ
インテクニカルサポート、優先修理納期、デバイスの無料返送など、これら
すべてをスポット修理料金1回分以下の料金で提供します。

優れた印刷品質を実現するZebra純正サプライ品
Zebraではプリントヘッドの寿命を最大限に延ばし、最高品質のレシー
ト／ラベル印刷を実現するために、自社独自で設計、製造、厳格な出荷
前試験を行ったサーマル印刷用サプライ品を提供しています。

信頼のチャネルパートナーによる、即時使用可能なソリューション
アプリケーションを組み立てる時間やリソースがないとお悩みですか。実
績のある10,000社を超えるチャネルパートナーがほぼリスクなしで、完
全なソリューションを迅速、簡単、コスト効率良く立ち上げるサポートをし
ます。

真に頼りになるビジネスパートナーはやはりZebra
50年の経験と革新、さらに200以上の特許を誇るZebraは他社とは一線
を画す製品を実現し、貴社独自のビジネスニーズに対応するテクノロジ
ーを搭載した長期間使用できる高耐久性デバイスを提供しています。比
類のない多彩な製品ラインナップを揃え、併用することでさらに効率を
高めるあらゆる製品が入手できます。さらに81か国にオフィスを構える
Zebraなら、世界のどこにいても、貴社のビジネスが必要とする万全の販
売体制、サービス、サポートをお約束します。
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物理特性
寸法
 

ZQ220：129.5mm（長さ）x 114.5mm（幅）x 
56.7mm（高さ）
5.0インチ （長さ）x 4.5インチ （幅）x 2.2イ
ンチ （高さ）
ZQ210：118mm（長さ）x 85.5mm（幅）x 
44.5mm（高さ）
4.65インチ （長さ）x 3.35インチ （幅）x 1.75
インチ （高さ）

バッテリ込み重量 ZQ220：420g／0.92ポンド
ZQ210：265g／0.58ポンド

プリンタ仕様
プログラミング言語 CPCLおよびESC-POS言語
解像度 203dpi／8ドット／mm
メモリ 16MB SDRAM、16MBフラッシュ
最大メディア幅 ZQ220：72mm／2.83インチ

ZQ210：48mm／1.89インチ
最大印字速度
 

ZQ220：2.5ips（60mm/秒）
ZQ210：レシートとラベル：毎秒
60mm（2.5ips）
台紙なし：毎秒50mm（2ips）

センサー ブラックマーク、ギャップ、用紙切れの検出
バッテリ容量／タ
イプ

ZQ220：2550mAh（7.4V）／充電式リチウムイ
オンバッテリ
ZQ210：1500mAh（7.4V）／内蔵充電式リチウ
ムイオンバッテリ

メディア特性
メディアタイプ 直接感熱ロール紙、連続レシート、ブラックマ

ークレシート、ギャップラベル、台紙なしラベ
ルのオプション

メディア幅 ZQ220：
80mm／3.15インチ
76.2mm／3.00インチ
58mm／2.28インチ
50.8mm／2.00インチ
ZQ210：
58mm／2.28インチ
50.8mm／2.00インチ
40mm／1.57インチ
30mm／1.18インチ

メディアロール外径 ZQ220：
内径：12.7mm／0.5インチ
外径：50mm／2.0インチ
ZQ210：
内径：12.7mm／0.5インチ
外径：40mm／1.57インチ

メディア厚 0.05334mm／0.0021インチ
最小ラベル／レシ
ート長

12.5mm/0.49インチ

最大ラベル／レシ
ート長

ラインプリントモードの場合は無制限

動作環境および耐性
動作温度 -10℃～50℃／14℉～+122℉
保管温度 -20℃～60℃／-4℉～+144℉
充電温度 -0℃～40℃／32℉～+104℉
充電時間 3.5時間（23℃±5℃）
充電1回あたりの
印刷長

最大500ラベル x 8.5インチ長、13％濃度

プリントヘッドの
信頼性

50KM耐摩擦性（異物による傷に対する故障
モードを除く）

耐落下衝撃仕様 高さ15mからコンクリートへの落下／５フィ
ート

仕様
IP定格 IP43（IP54ケース込み）

機関承認
排出量 EN55032、ETSI EN 301 489 -1 / -17 
感受性 EN55035、ETSI EN 301 489 -1 / -17
安全性 EN60950、EN62368

通信インターフェース
Bluetooth Bluetooth 2.1+EDR/4.1 Low Energyデュア

ルモード
USBポート USB 2.0 type-Cコネクタ
NFCタグ パッシブNFCタグ
充電方法
 

USBおよび／またはドッキング充電

低電力モード
 

省電力対応

MFi（Bluetooth経
由のiOSサポート）

MFI認証済み

ユーザーインターフ
ェース

OLED画面、コントロールボタン（電源、設
定、給紙）

フォント
ビルトインフォント（
ビットマップ）

CPCLフォント：英語／Latin9、キリル、
ESC-POSフォント：
フォントA：12X24
フォントB：9x17
フォントC：9x24
（CPCLフォント：ROA SKU）繁体字中国語 
24x24 Mkai、16x16 New Sans MT、ベトナム
語16x16

バーコードシンボル体系
線形（1D）バーコ
ード：
 

コード39、コード93、UCC/EAN128（GS1-128
）、コード128、Codabar、Interleaved 2-of-5
、UPC-A、UPC-E 2および5桁のアドオンおよ
びコンポジット、EAN-8、EAN-13、2および5
桁のアドオンおよびコンポジット

2Dバーコード PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、QRコー
ド、GS1/DataBar™ (RSS)製品、Aztec、MSI/
Plessey

ソフトウェアおよびツール
SDK ZebraLink、PC Windows v7、v8、v10用レガシ

ーMultiplatform SDK、Android、iOS、Win-
dows CE、Windows® Mobile 6.5

ツール Zebra PC Setup Utility、OPOSドライバ、Ze-
bra NetBridge、Zebra Designer（プリンタ用
Windowsドライバ、フォント／グラフィックダ
ウンローダー、ステータスモニター、ラベルデ
ザインアプリケーション）

Printer Setup 
Utility

無料のPrinter Setup Utilityにより、Android
またはiOSバージョンのユーティリティを使用
して、プリンタの設定を簡素化し、セキュリテ
ィの脆弱性を突き止めることができます。

オプションのアクセサリ
バッテリ ZQ220：

ZQ220 プリンタ用2550mAh予備バッテリ
注：出荷時にプリンタにバッテリ1個が同梱
されます
ZQ210：
ZQ210 プリンタ用1500mAh予備バッテリ
注：出荷時にプリンタにバッテリ1個が同梱
されます

ソフトケース ソフトケースは過酷な環境からプリンタを保
護します。ソフトケースに挿入した場合、防水
と防塵に対する本プリンタの耐性等級はIP54
となります。ショルダーストラップ付き

政府
• 公共料金メーター

の読み取り
• 駐車違反の取り

締まり
• 電子召喚状

製造
• フィールドサー

ビス
• DSD（店舗への直

接配送）

運輸／物流
• フィールドサー

ビス
• DSD（店舗への直

接配送）
• 集配証明
• 手荷物の照合
• 郵便／小包
• 搭乗券の発券

小売／ホスピタリティ
• モバイルPOS
• ラインバスティ

ング

市場とアプリケー
ション
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ショルダーストラ
ップ

ソフトケースまたはプリンタに装着すると肩に
かけて簡単に持ち運びできます（ショルダース
トラップはソフトケースに付属）。

ベルトクリップ 交換用ベルトクリップ（出荷時にプリンタにベ
ルトクリップ1個が同梱されます）：5個入り

USBケーブル（タイ
プC-A）

予備USBタイプA～タイプCケーブル、パッケ
ージ1または5 AC-USBアダプタまたは車用ラ
イターアダプタとともにプリンタの充電に使
用可能です。プリンタにはケーブル1本が付属
しています。

AC-USBアダプタ プリンタの充電にはAC-USBアダプタを使用し
てください。

メディアスペーサー ZQ220：3インチ（76.2mm）、2.3インチ
（58mm）、2インチ（50.8mm）幅の用紙に
対応するメディアスペーサー、パッケージ（2 
x 5セット）
ZQ210：2インチ（50.8mm）、1.57インチ
（40mm）、1.18インチ（30mm）幅の用紙に
対応するメディアスペーサー、パッケージ（2 
x 5セット）

車用ライター電源に
接続可能なUSBア
ダプタ

車用ライター電源アダプタを介してプリンタの
充電ができます。
プリンタへのUSB接続、ケーブルは別売り  
注：ロシアでは販売／使用されていません

車載用ホルダー（ダ
ッシュボード用）

ZQ210を車内で使用できるよう固定します

ZQ220：3スロットバ
ッテリ充電器 

同時に3台までプリンタ用リチウムイオンバ
ッテリを充電可能です。3スロットバッテリ充
電器は電源および電源コードを同梱していま
す。お使いの地域に適した電源コードの品番
を選択してください。

ZQ210：5スロットド
ッキングクレードル 

同時に5台までのプリンタの充電が可能です。
このアクセサリは電源と電源コードを同梱し
ています。拠点地域に適したラインコードオプ
ションの品番を選択してください。

Print DNA Basicソフトウェア
Print DNA Basicプリンタを最大限に活用できます。重要不可欠な一
連のソフトウェアアプリケーションと機能を装備したPrint DNA Basic
は、コスト効率に優れた信頼性の高い印刷を実現します。Printer 
Setup Utilityでプリンタのセットアップと設定を簡素化できます。従来
のプリンタに楽々と取って代わる仮想デバイスエミュレーションで、柔
軟性を確保できます。詳細については以下のサイトをご覧ください。
www.zebra.com/printdna

印刷用サプライ品
業界トップクラスの品質、サービス、さらにサーマル印刷に関する専門
技術を備え、一貫した最適なパフォーマンスをお約束するZebra純正
サプライ品をぜひご用命ください。

保証
材質または製造上の欠陥に対するZQ200シリーズの保証期間は出荷
日から1年間とします。保証条項の全文については、次のサイトをご覧
ください：
www.zebra.com/warranty 

推奨サービス
Zebra OneCare SV1

脚注
1. Zebra OneCare SVは一部の市場では利用できません

ZEBRA、ZebraヘッドグラフィックおよびZebra Technologiesのロゴは世界の多くの国々で登録されたZebra Technologies Corporationの商標です。AndroidはGoogle LLCの商標です。その他の商標
は全て、それぞれの所有者に帰属します。©2021 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. 


