
※1.印刷スピードは、機種・テープ幅・印刷データなどによって異なります。
※2.機種によっては、24㎜幅テープと18㎜幅テープ、18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の

大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※3.漢字の登録確認につきましては当社ホームページのお客様サポートより各機種の取扱説明書にて

確認ができます。ご不明な点はお客様相談室へお問い合わせください。

※4.内蔵ファイル・あて名登録・名前登録は登録エリアを共用しています。登録文字数によっては、最大件数を登録できないことがあります。
※5.貼り合わせ印刷時には上下に余白が表示されますので、カットをしてから貼り合わせをおこなってください。
※6.作成できるバーコードの規格は当社ホームページよりご確認いただけます。 

https://kingjim.jp/barcode-tepra
※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ
スタンダード エントリー エントリー

品番 SR530 SR370 SR170
本体価格（1台） ¥23,000＋消費税 ¥17,000＋消費税 ¥10,000＋消費税

本体色 シルバー ネイビー ベージュ
外形寸法 約196（W）×218（D）×63（H）㎜ 約197（W）×219（D）×66（H）㎜ 約183（W）×219（D）×58（H）㎜
質量 約850ｇ（電池、テープ除く） 約700ｇ（電池、テープ除く） 約580ｇ（電池、テープ除く）
入力方式 JIS配列キーボード式 JIS配列キーボード式（かなめくり方式対応） JIS配列キーボード式（かなめくり方式対応）
表示 6文字×4行 8文字×4行 6文字×2行
バックライト付き液晶 — — —
印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成 サーマルヘッド（180ｄｐｉ・128dot） サーマルヘッド（180dpi・96dot） サーマルヘッド（180ｄｐｉ・96dot）
高速印刷※1 — — —
最大印刷可能幅 18.1㎜（24㎜幅テープ使用時） 13.5㎜（18、24㎜幅テープ使用時） 13.5㎜（18㎜幅テープ使用時）
「みえ2」機能 3段切換え 2行固定表示 —
ダイレクトキー 縦・横 縦・横、書体、文字サイズ 縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー — — —

ラベル幅※2 PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18㎜

漢字変換方式 ATOK（学習機能付き連文節変換） 学習機能付き熟語変換 学習機能付き熟語変換
熟語数 約117,000語（追加可能） 約63,000語 約63,000語

内蔵文字数※3
8,219文字

JIS第1：2,965文字
JIS第2：3,390文字

かな、英数字、記号など

5,598文字
JIS第1：2,965文字
JIS第2：1,198文字

かな、英数字、記号など

5,259文字
JIS第1：2,965文字
JIS第2：1,121文字

かな、英数字、記号など

文章メモリー 約175文字 約125文字 約90文字

内蔵ファイル 約5,000文字/最大99ファイル※4 約125文字/5ファイル 約90文字/5ファイル

あて名登録 約5,000文字/最大99件※4 — —
名前登録 約1,120文字/最大40件※4 — —
ファイルのバックアップ フラッシュメモリ フラッシュメモリ フラッシュメモリ
外字登録 4文字 — —
印刷行数 1～8行 1～6行 1～6行
フォント ビットマップフォント ビットマップフォント ビットマップフォント
デザインフォーム 30種 98種 —
ビジネスフォーム 4種（特殊フォーム） — —
ケーブルフォーム — — —
印刷履歴 5件 9件 —
コピー＆貼付け ◯ — —
連続印刷（「ぞく2」） 100枚まで（自動的に個別カット） 100枚まで（自動的に個別カット） —
拡大印刷（「でか2」）※5 2～4倍（部分印刷可能） — —
文字サイズ 7段階 6段階 6段階
内蔵書体（漢字/かな/英数） （5書体/9書体/11書体） （3書体/5書体/5書体） （3書体/3書体/3書体）
外枠 120種 87種 72種
表組み 4種 4種 4種
地紋 既製地紋7種 既製地紋7種 —
装飾 飾り字：15種、伸・縮：5種、囲み・網：8種 飾り字：5種 飾り字：5種
余白 6段階 2段階 2段階

文字間隔 4段階
英数字プロポーショナル方式

2段階
英数字プロポーショナル方式

2段階
英数字プロポーショナル方式

割付け 4種 4種 4種
定長印刷 1～50㎝ 2～99㎝ 1～99㎝
バーコード※6 7規格（QRコード含む） — —
カッター オートカッター オートカッター オートカッター
トリマー オートトリマー（9～24㎜幅） — —

電源 ACアダプタ、
単3形アルカリ乾電池×6本（別売）

ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

パソコン接続 USB接続（USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ（別売）） — —

セット内容 本体、ＡＣアダプタ、試用ＰＲＯテープ、
取扱説明書、保証書

本体、ACアダプタ、試用PROテープ
取扱説明書（保証書付）

本体、ＡＣアダプタ、試用ＰＲＯテープ
取扱説明書、保証書

転写テープ使用可能 — — —
カットラベル使用可能 — — —
対応オプション 別売品一覧表（価格は本文オプション欄 P.17～20、22をご覧ください）
テープカートリッジ ＰＲＯテープカートリッジ318種 ＰＲＯテープカートリッジ317種 ＰＲＯテープカートリッジ252種
ＡＣアダプタ 本体に付属（ＡＣ1116Ｊ） 本体に付属（ＡＣ0615J） 本体に付属（ＡＣ0615Ｊ）
システムバッグ SR8B SR8B SR8B
システムトランク SR10BTクロ SR10BTクロ SR10BTクロ
キャリングバッグ SR9B SR9B SR9B
システムケース SR9H SR9H SR9H
トリマー 本体に搭載 RT36W RT36W
ハーフカッター RH24 RH24 RH24
ヘッド・クリーニングテープ SR24C SR24C SR18C
対応スマホアプリ — — —
対応PCソフト 「TEPRA Label Editor SPC10」 — —

「テプラ」PROシリーズ

スペック表

ハイスペック スタンダード スタンダード

品番 SR-R980 SR750 SR-R680
本体価格（1台） ¥45,000＋消費税 ¥33,000＋消費税 ¥26,000＋消費税

本体色 ブラック シルバー ホワイト
外形寸法 約195（W）×252（D）×101（H）㎜ 約204（W）×220（D）×85（H）㎜ 約193（W）×238（D）×66（H）㎜
質量 約1,260g（電池、テープ除く） 約1,160g（電池、テープ除く） 約990g（電池、テープ除く）
入力方式 JIS配列キーボード式（かなめくり方式対応） JIS配列キーボード式 JIS配列キーボード式（かなめくり方式対応）
表示 15文字×5行 15文字×5行 8文字×4行
バックライト付き液晶 ○ ○ ○
印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成 サーマルヘッド（360dpi・432dot） サーマルヘッド（360dpi・384dot） サーマルヘッド（180ｄｐｉ・128dot）
高速印刷※1 ○ ○ ○
最大印刷可能幅 30.5㎜（36㎜幅テープ使用時） 27.1㎜（36㎜幅テープ使用時） 18.1㎜（24㎜幅テープ使用時）
「みえ2」機能 3段切換え 3段切換え 2段切換え
ダイレクトキー 縦・横、書体、文字サイズ、外枠 縦・横、書体、文字サイズ 縦・横、書体、文字サイズ、外枠
ホームキー ○ ○ —

ラベル幅※2 PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24、36㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24、36㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24㎜

漢字変換方式 ATOK（学習機能付き連文節変換および予測入力） ATOK（学習機能付き連文節変換および予測入力） ATOK（学習機能付き連文節変換および予測入力）
熟語数 約148,000語（追加可能） 約129,000語（追加可能）　 約137,000語（追加可能）

内蔵文字数※3
8,327文字

JIS第1：2,965文字
JIS第2：3,390文字

かな、英数字、記号など

7,897文字
JIS第1：2,965文字
JIS第2：3,390文字

かな、英数字、記号など

8,194文字
JIS第1：2,965文字
JIS第2：3,390文字

かな、英数字、記号など

文章メモリー 約500文字 約500文字 約175文字

内蔵ファイル 約10,000文字/最大100ファイル※4
（ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベルパンドウィットフォームファイル除く） 約10,000文字/最大100ファイル※4 約5,000文字/最大99ファイル※4

あて名登録 約10,000文字/最大100件※4 約10,000文字/最大100件※4 約5,000文字/最大99件※4
名前登録 約1,120文字/最大40件※4 約1,120文字/最大40件※4 約1,120文字/最大40件※4
ファイルのバックアップ フラッシュメモリ フラッシュメモリ フラッシュメモリ
外字登録 10文字 10文字 4文字
印刷行数 1～14行 1～13行 1～8行
フォント アウトラインフォント アウトラインフォント ビットマップフォント
デザインフォーム 172種 — 131種
ビジネスフォーム 11種 8種 9種
ケーブルフォーム 5種 — —
印刷履歴 10件 5件 10件
コピー＆貼付け ○ ○ ○
連続印刷（「ぞく2」） 100枚まで（自動的に個別カット） 100枚まで（自動的に個別カット） 100枚まで（自動的に個別カット）
拡大印刷（「でか2」）※5 2～4倍（部分印刷可能） 2～4倍（部分印刷可能） 2～6倍（部分印刷可能）
文字サイズ 13段階 13段階 7段階
内蔵書体（漢字/かな/英数） （11書体/15書体/19書体） （5書体/9書体/13書体） （8書体/12書体/14書体）
外枠 136種（記号外枠、カットラベル含む） 89種（記号外枠含む） 132種
表組み 14種（カットラベル含む） 10種 4種
地紋 15種（文字地紋、創作地紋含む） 15種（文字地紋、創作地紋含む） 既製地紋7種
装飾 飾り字：19種、伸・縮：5種、囲み・網：8種 飾り字：19種、伸・縮：5種、囲み・網：8種 飾り字：15種、伸・縮：5種、囲み・網：8種
余白 7段階 6段階 7段階

文字間隔 4段階
英数字プロポーショナル方式

4段階
英数字プロポーショナル方式

4段階
英数字プロポーショナル方式

割付け 4種 4種 4種
定長印刷 1.4～95cm 1～95cm 1.4～50㎝
バーコード※6 8規格（QRコード含む） 8規格（QRコード含む） 7規格（QRコード含む）
カッター ハーフカット機能付きオートカッター ハーフカット機能付きオートカッター ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー オートトリマー（9～36㎜幅） オートトリマー（9～36㎜幅） オートトリマー（9～24㎜幅）

電源 ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

パソコン接続 USB接続（USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ（別売）） USB接続（USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ（別売）） USB接続（USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ（別売））

セット内容 本体、ACアダプタ、試用PROテープ、
ヘッド・クリーニングテープ（SR36C）、取扱説明書（保証書付）

本体、ACアダプタ、試用PROテープ、転写スティック、
取扱説明書、保証書

本体、ACアダプタ、試用PROテープ、
取扱説明書（保証書付）

転写テープ使用可能 ○ ○ ○
カットラベル使用可能 ○ — —
対応オプション 別売品一覧表（価格は本文オプション欄P.17～20、22をご覧ください）
テープカートリッジ  PROテープカートリッジ348種  PROテープカートリッジ339種 ＰＲＯテープカートリッジ318種
ＡＣアダプタ  本体に付属（AS1527J）  本体に付属（AS1527J） 本体に付属（AC1116Ｊ）
システムバッグ — SR8B SR8B
システムトランク  SR10BTクロ  SR10BTクロ SR10BTクロ
キャリングバッグ — SR9B SR9B
システムケース — SR9H SR9H
トリマー  本体に搭載  本体に搭載 本体に搭載
ハーフカッター  本体に搭載  本体に搭載 本体に搭載
ヘッド・クリーニングテープ  本体に付属（SR36C）  SR36C SR24C
対応スマホアプリ — — —
対応PCソフト 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」
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※1.機種によっては、18㎜幅テープと12㎜幅テープに印刷される文字の大きさは同じです。詳しくは各機種ページをご覧ください。
※2.約2分以上本機に電源が供給されないと、データはすべて失われます。
※3.書体については、各製品ページをご参照ください。
※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

「テプラ」PROシリーズ

スペック表

ホーム ホーム ホーム ホーム

品番 SR-GL2 SR-GL1 SR45 SR-RK2
本体価格（1台） ¥14,000＋消費税 ¥11,000＋消費税 ¥8,000＋消費税 ¥8,000＋消費税

本体色 コーラルピンク/クリーム シェルピンク/ペールブルー   アッシュブルー イエロー
外形寸法 約180（W）×117（D）×62（H）㎜ 約154（W）×108（D）×62.5（H）㎜ 約173（W）×109（D）×58（H）㎜ 約173（W）×109（D）×58（H）㎜
質量 約510g（電池、テープ除く） 約530ｇ（電池、テープ除く） 約400ｇ（電池、テープ除く） 約400g（電池、テープ除く）
入力方式 JIS配列キーボード式（かなめくり方式対応） JIS配列キーボード式（ローマ字入力専用） ＪＩＳ配列キーボード式（かなめくり方式対応） JIS配列キーボード式（かなめくり方式対応）
表示 8文字×4行 6文字×4行 6文字×2行 6文字×2行　
バックライト付き液晶 — — — —
印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式　
ヘッド構成 サーマルヘッド（180dpi・96dot） サーマルヘッド（180ｄｐｉ・64dot） サーマルヘッド（180ｄｐｉ・64dot） サーマルヘッド（180dpi・64dot）
高速印刷 — — — —
最大印刷可能幅 13.5㎜（18㎜幅テープ使用時） 9.0㎜（12、18㎜幅テープ使用時） 9.0㎜（12、18㎜幅テープ使用時） 9.0㎜（12、18㎜幅テープ使用時）
「みえ2」機能 2行固定表示 2行固定表示 — —
ダイレクトキー 書体、文字サイズ、カット設定 書体、文字サイズ 縦・横、書体、文字サイズ 縦・横、書体、文字サイズ
ホームキー — — — —

ラベル幅※1 PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18㎜

漢字変換方式 学習機能付き熟語変換 学習機能付き熟語変換 学習機能付き熟語変換 学習機能付き熟語変換
熟語数 約63,000語 約63,000語 約63,000語 約63,000語

内蔵文字数
5,323文字

JIS第1：2,965文字
JIS第2：1,121文字

かな、英数字、記号など

4,974文字
JIS第1：2,965文字
JIS第2：1,121文字

かな、英数字、記号など

5,146文字
JIS第1：2,965文字
JIS第2：1,121文字

かな、英数字、記号など

5,309文字
JIS第1：2,965文字
JIS第2：1,121文字

かな、英数字、記号など

文章メモリー 約90文字 約90文字 約90文字 約90文字

内蔵ファイル 約90文字/5ファイル 約90文字/5ファイル 約90文字/5ファイル 約90文字/5ファイル

あて名登録 — — — —
名前登録 — — — —

ファイルのバックアップ フラッシュメモリ 単4形アルカリ乾電池×6本（別売）※2 単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）※2

単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）※2

外字登録 — — — —
印刷行数 1～5行 1～3行 1～3行 1～3行
フォント ビットマップフォント ビットマップフォント ビットマップフォント ビットマップフォント
デザインフォーム 13種 13種 — —
ビジネスフォーム — — — —
ケーブルフォーム — — — —
印刷履歴 — — — —
コピー＆貼付け — — — —
連続印刷（「ぞく2」） — 100枚まで（自動的に個別カット） — —
拡大印刷（「でか2」） — — — —
文字サイズ 6段階 5段階 5段階 5段階
内蔵書体（漢字/かな/英数） （3書体/7書体/8書体）※3 （1書体/8書体/8書体）※3 （1書体/3書体/3書体）※3 （1書体/3書体/3書体）※3
外枠 81種 65種 58種 97種（リラックマのフレーム39種含む）
表組み 4種 4種 4種 4種
地紋 — — — —
装飾 飾り字：5種 飾り字：5種 飾り字：5種 飾り字：5種
余白 2段階 2段階 2段階 2段階

文字間隔 2段階
英数字プロポーショナル方式

2段階
英数字プロポーショナル方式

2段階
英数字プロポーショナル方式

2段階
英数字プロポーショナル方式

割付け 4種 4種 4種 4種
定長印刷 1～99cm 1～99㎝ 1～99㎝ 1～99㎝
バーコード — — — —
カッター オートカッター オートカッター 手動カッター 手動カッター
トリマー — — — —

電源 ACアダプタ（別売）、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

ACアダプタ（別売）、
単4形アルカリ乾電池×6本（別売）

単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

パソコン接続 — — — —

セット内容 本体、取扱説明書、保証書 本体、装飾用リボン、取扱説明書、保証書 本体、試用ＰＲＯテープ、
取扱説明書、保証書

本体、試用ＰＲＯテープ、
取扱説明書、保証書

転写テープ使用可能 — — — —
カットラベル使用可能 — — — —
対応オプション 別売品一覧表（価格は本文オプション欄 P.17～20、22をご覧ください）
テープカートリッジ  PROテープカートリッジ252種 ＰＲＯテープカートリッジ252種 ＰＲＯテープカートリッジ252種 ＰＲＯテープカートリッジ252種
ＡＣアダプタ AC0615J ＡＣ0615Ｊ — —
システムバッグ — SR8B SR8B SR8B
システムトランク — — — —
キャリングバッグ — — — —
システムケース — SR9H SR9H SR9H
トリマー  RT36W RT36W RT36W RT36W
ハーフカッター  RH24 RH24 RH24 RH24
ヘッド・クリーニングテープ  SR18C SR18C SR18C SR18C
対応スマホアプリ — — — —
対応PCソフト — — — —

※指定以外の電源を使用したことによる故障、財産などの損害に関して、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。

各ソフトウェア、アプリの最新のバージョン情報および
対応状況は当社HPよりご確認いただけます。
https://kingjim.jp/download/tepra/

詳しくはこちら

「テプラ」PROシリーズ
パソコン /スマホ専⽤ パソコン /スマホ専⽤ パソコン /スマホ専⽤ スマホ専⽤

品番 SR-R7900P SR5900P SR5500P SR-MK1
本体価格（1台） ¥63,000＋消費税 ¥33,000＋消費税 ¥20,000＋消費税 ¥17,000＋消費税

本体色 ブラック ブラック ブルー ベージュ/カーキ
外形寸法 約193（W）×198（D）×144（H）㎜ 約123（W）×153（D）×139（H）㎜ 約54（W）×132（D）×146（H）㎜ 約55(W)×133(D)×146(H)㎜
質量 約2,900g（テープ除く） 約1,100g（テープ除く） 約440ｇ（電池、テープ除く） 約470g（電池、テープ除く）
印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式 熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成 サーマルヘッド（300dpi・566dot） サーマルヘッド（360dpi・384dot） サーマルヘッド（180ｄｐｉ・128dot） サーマルヘッド（360dpi・256dot）
高速印刷 ○ ○ — —
最大印刷可能幅 47.9㎜（50㎜幅テープ使用時） 27.1㎜（36㎜幅テープ使用時） 18.1㎜（24㎜幅テープ使用時） 約18.1㎜（24㎜幅テープ使用時）

ラベル幅
PROテープカートリッジ

4、6、9、12、18、24、36、50㎜
EXロングテープ

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24、36㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24㎜

PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18、24㎜

カッター ハーフカット機能付きオートカッター（交換式） ハーフカット機能付きオートカッター オートカッター オートカッター
トリマー — オートトリマー（9～36㎜幅） — —

電源 ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ、
単3形アルカリ乾電池×6本（別売）

ACアダプタ（別売）、単3形アルカリ乾電池×6本（別売）、
単3形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

セット内容

本体、ACアダプタ、試用PROテープ、
ヘッド・クリーニングテープ（SR50C）、

EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント、
USBケーブル（A-Bタイプ）、転写スティック、

取扱説明書（保証書付）

本体、ACアダプタ、試用PROテープ、
ヘッド・クリーニングテープ（SR36C）、

USBケーブル（A-Bタイプ）、転写スティック、
取扱説明書、保証書

本体、ＡＣアダプタ、試用PROテープ、
USBケーブル（A-Bタイプ）、

取扱説明書、保証書
本体、取扱説明書（保証書付）

転写テープ使用可能 ○ ○ — —

カットラベル使用可能 — ○
※カットラベル・パンドウイットを除く — —

対応オプション 別売品一覧表（価格は本文オプション欄P.17～20、22をご覧ください）
テープカートリッジ PROテープカートリッジ359種 PROテープカートリッジ340種 PROテープカートリッジ318種 PROテープカートリッジ318種
ACアダプタ 本体に付属（AS2437） 本体に付属（AS1527J） 本体に付属（AC1116J） AC1116J
システムケース — — SR9H SR9H
トリマー RT36W 本体に付属 RT36W RT36W
ハーフカッター 本体に付属 本体に付属 RH24 RH24
ヘッド・クリーニングテープ 本体に付属（SR50C） 本体に付属（SR36C） SR24C SR24C
インターフェイス USB接続、有線LAN接続、無線LAN接続 USB接続、有線LAN接続、無線LAN接続 USB接続、Bluetooth®接続 Bluetooth®接続
対応スマホアプリ 「TEPRA LINK 2」 「TEPRA LINK 2」 「TEPRA LINK 2」 「Hello」/「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 「TEPRA Label Editor SPC10」/「TEPRA LINK 2」 —

Bluetooth®

ラベルプリンター「テプラ」Lite テーププリンター “こはる”
スマホ専⽤ スマホ専⽤

品番 LR30 LR30SG MP20
本体価格（1台） ¥7,500＋消費税 ¥8,000＋消費税 ¥7,500＋消費税
本体色 ブルー/ホワイト クリーム ホワイト

外形寸法 約71（W）×46（D）×76（H）㎜
(カットボタン含む)

約71（W）×46（D）×76（H）㎜
(カットボタン含む)

約107(W)×97(D)×42(H)㎜
(カットボタン含む)

質量 約132g（電池、テープ除く） 約132g（電池、テープ除く） 約201ｇ（電池、テープ除く）
入力方式 スマートフォン iOS/Android スマートフォン iOS/Android JIS配列キーボード式（ローマ字入力専用）
表示 8文字×1行
印刷方式 感熱式 感熱式 感熱式
ヘッド構成 サーマルヘッド(180dpi・64dot) サーマルヘッド(180dpi・64dot) サーマルヘッド（180dpi・64dot）
最大印刷可能幅 約9.0㎜ 約9.0㎜ 約9.0㎜
漢字変換方式 — — 学習機能付き単文節変換
内蔵文字数 — — 4,713文字(記号・絵文字396文字含む)
最大入力文字数 — — 62文字
印刷行数 — — 1行
フォント — — 7種類(漢字は「スタンダード」または「てがき」のみ)
たて・よこ — — 2種類（たて書き、よこ書き）
文字サイズ — — 4段階
フレーム — — 36種類
カッター 手動カッター 手動カッター 手動カッター
電源 単4形アルカリ乾電池×4本（別売） 単4形アルカリ乾電池×4本（別売） 単4形アルカリ乾電池×4本（別売）
セット内容 本体、取扱説明書（保証書付） 本体、取扱説明書（保証書付） 本体、取扱説明書（保証書付）
インターフェイス Bluetooth®接続 Bluetooth®接続 —
対応スマホアプリ 「TEPRA Lite」 「すみっコぐらし TEPRA Lite」 —

「テプラ」PROシリーズ 
スマホ専⽤

品番 SR-R2500P
本体価格（1台） ¥8,000＋消費税
本体色 ホワイト
外形寸法 約54（W）×132（D）×146（H）㎜
質量 約420g（電池、テープ除く）
印刷方式 熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成 サーマルヘッド（180dpi/96dot）
高速印刷 —
最大印刷可能幅 13.5㎜（18㎜テープ使用時）

ラベル幅 PROテープカートリッジ
4、6、9、12、18㎜

カッター オートカッター
トリマー —

電源 単三形アルカリ乾電池×6本（別売） 
単三形充電式ニッケル水素電池×6本（別売）

セット内容 本体、取扱説明書（保証書付）
転写テープ使用可能 —
カットラベル使用可能 —
対応オプション
テープカートリッジ PROテープカートリッジ252種
ACアダプタ —
システムケース SR9H
トリマー RT36W
ハーフカッター RH24
ヘッド・クリーニングテープ SR18C
インターフェイス Bluetooth®接続
対応スマホアプリ 「Hello」/「TEPRA LINK 2」
対応PCソフト —

Bluetooth® Bluetooth®
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