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ビジネスに、速戦力。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。
ブラザージャスティオシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。
純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間
内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）

導入事例紹介

オンラインユーザー登録 オンライン故障・トラブル診断

［ ビジネスを強力にサポートするブラザー製品の導入事例はこちら ］

http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm

https://myportal.brother.co.jp/

ブラザー製品の導入事例を紹介しています。ビジネス・オフィス環境でご利用いただくお客様の声（導入理由・使用用途など）をご覧いただくことができます。

あなたがお持ちの製品に関する
お役立ち情報が届きます。

最新情報をすぐにご提供します。

スピーディーなお申し込み・
お問い合わせができます。

ご登録いただくと下記の特典があります

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

http://solutions.brother.co.jp/

分かりやすい選択肢で、
初心者でもかんたんに利用できます。

診断結果が万が一故障の場合、
オンラインから修理申込ができます。

マイポータルから修理申込をすると
個人情報の入力が不要です。

故障・トラブルかんたん診断

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

商品ご購入後、6ヵ月以内にご購入／
ご契約していただける
サービスメニューです。
商品ご購入日から3年間の
長期保守を割安にご購入できます。

2012年7月現在

安全にお使いいただくために
ブラザーコールセンター（フリーダイヤル）

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
http:/ /www.brother.co.jp/

http:/ /solutions.brother.co.jp/

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

［A3カラー複合機カタログ・SPコード MD7CI060G］

ブラザー販売（株）
北海道／011-221-5775　東北／022-227-8885　関越／048-640-3654　東京／03-3274-6911　
中部／052-824-3196　関西／06-6310-8863　中四国／082-240-3781　九州／092-481-1560
受付時間  ●9:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く）

受付時間 : 9:00～20:00 （月～金）／9:00～17:00 （土） 　＊日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ一覧 ： http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり海外では使用できません（海外との通信
はできます）。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。

※停電中は、停電に対応している電話機を付け、外付け電話機としてご使用になっている場合はそち
らをお使いいただけます。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネス
ホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、
大切に保管してください。

※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です（印刷物は2年です）。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は
個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以
外は禁じられています。

※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国およびその
他の国における商標および登録商標です。

※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、AirPrint、PowerBookはApple Inc.社の商標また
は登録商標です。

※AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Google Cloud Printは、米国及び他国のGoogle inc.の登録商標または商標です。
※Presto! PageManager・Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお
問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニューソフトジャパン株式会社にお問い合わ
せください。（ニューソフトジャパン ホームページ http://www.newsoft.co.jp）
※メモリースティックはソニー（株）の登録商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック（株）、サンディスク社、（株）東芝の登録商標です。
※PictBridgeは、CIPA（Camera&Imaging Products Association）の商標です。
※本カタログに掲載されている全製品は、一般公衆（アナログ）回線において、NTTのダイヤルイン
サービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまた
は、i・ナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。

※本カタログの掲載商品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き
取り費などは含まれておりません。

※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税込）です。
※AOSSTMは株式会社バッファローの商標です。
※本製品は印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に
定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

お客様の指定場所に設置いたします。ご要望に応じてドライバーインストールや
ネットワークの設定なども実施いたします。（有償）

Q&A

※050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は052-300-5318をご利用ください。
050-3786-7712

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。



［ジャスティオ］



カラー インクジェットモデル

Ａ３対応の自動両面プリント＆
高速プリントエンジン搭載
業務効率をさらにアップさせる
ハイスペックなカラー複合機
コピー時でも消費電力わずか26W ※1

A3 プリント A3 スキャン

カラー/モノクロ 約10/12ipmの
高速プリントエンジン

Speedy

0403

認定番号：08122015

3R・省エネ設計

［Windows 7］ ［Windows Vista］ ［Windows XP/XP Professional x64］ ［Windows Server 2008 / 2008 R2］ 
［Windows Server 2003 / 2003  x64 / 2003 R2 / 2003 R2 x64］ ［Windows 2000］ 
［Mac OS X 10.4.11］ ［Mac OS X 10.5.x］ ［Mac OS X 10.6.x］

［Hi-Speed USB 2.0］［10BASE-T/100BASE-TX］［IEEE802.11b/g/n］インターフェイス

対応OS ♯同梱インクカートリッジはスターターインクカートリッジです。
♯USBケーブルは同梱しております。

※1 コピー時平均（ADF使用、片面印字、画質：標準、原稿：ISO/IEC 24712印刷パターン使用時）の消費電力になります。※2 A4モノクロ標準設定の場合です。※3 記録紙トレイ１からの場合。印刷速度の算出方法詳細についてはP.14をご覧下さい。※4 対応用
紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。※5 受信はWindowsのみ。※6 A4カラー文書1枚あたりのインクカートリッジのみのコストです。詳細はP.14をご覧ください。使用したインク
カートリッジは、LC17BK、LC17Y、LC17C、LC17Mです。※7 A3スキャン時の読取不可能領域は上下・左右ともに3mmです。※8 両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・左右ともに3mmです。
※9 PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時はカラー約10ipm、モノクロ約12ipmとなります。印刷速度算出方法詳細についてはP.14をご覧ください。

カラー/モノクロ 約10/12ipmの高速プリントエンジンを搭載。
インクジェットでありながらも高速印刷が可能で、部数の多い出力や
複数人数が使用する状況でも業務効率化に貢献します。

自動両面プリントで
用紙コストが1/2～1/8に

Cost Saving & Ecology

紙資源節約に貢献する自動
両面プリント機能を搭載。さら
に、両面ページレイアウト印刷
を行えばファイリングスペース
も省けて、会議資料の作成な
どにも便利です。綴じ方や反
転印刷の選択ができ、さらなる
コスト削減に威力を発揮します。

A3カラー
プリンター

A3カラー
コピー

A3カラー
ファクス

A3カラー
スキャナー

ネットワーク
標準

A3PCファクス
送受信

フォトメディア
キャプチャー

※1

最小
液滴量
1.5pl

カラー
6000
×

1200dpi

■基本機能 ■フォトメディア
　キャプチャー

■コピー
〈最大A3まで対応〉

■プリント
〈最大A3まで対応〉

フラット
ベッド

ADF

35枚
記録紙最大

501枚

伸縮
トレイ

ID
印刷

USB
ダイレクト

3.3型
ワイドビュー
液晶

消費電力

約26w

手差しトレイ

1枚
メモリー

64
MB

有線
LAN

無線
LAN

Hi-Speed
USB2.0

4色独立
カートリッジ

セキュリティ
機能ロック

セキュリティ
IPフィルター

拡大縮小
印刷

ページ
レイアウト
印刷

※2

■ファクス&PCファクス
〈最大A3まで対応〉

外付電話
呼び出し

ＦＡＸ/ＴＥＬ
自動切替

電送速度

約3秒
Super
G3

※5

PCファクス
送受信

ナンバー
ディスプレイ
対応

メモリー
バックアップ

メモリー
代行受信
400枚

ワンタッチ
ダイヤル
16件

順次同報
送信

短縮
ダイヤル
100件×2

みてから送信
/

みるだけ受信

スキャン
to メディア

リムーバブル
ディスク

デジカメ
プリント

カラーインクジェット方式

オープン価格　インクカートリッジ付ボディーカラー ： ブラック

［両面印刷］
+

［ページレイアウト］
［両面印刷］

大容量インク

A3書類や雑誌の見開きも
そのまま読み取れるスキャン＆コピ－

AirPrint

Brother iPrint&Scaｎ

Usability

Performance

ブラック/カラーともにインク容量を大幅アップ。大量印刷時にもインク
残量を心配する必要がなく、高い生産性を発揮します。

iPhone/iPod touch/iPadをお持ちなら、AirPrint機能を使え
ば、写真やウェブページ、メールなどが簡単にプリントできます。
iPhoneに元々ある機能を使うので、ダウンロードは一切不
要。「プリント」を選択すれば、ネットワーク内のプリンターを自
動で検索します。

A3サイズの資料は原寸で、
本や雑誌なども見開きそ
のまま読み取ることができ
ます。分割して読み取る手
間が省け、作業効率もアッ
プ。さらに大量コピー時に
便利なADFを標準で装備
しています。

iTunes Store内のApp Storeから専用アプリを無料でダウン
ロードすることで、iPhone/iPod touch/iPadから直接プリント
することができます。
※詳細は弊社ホームページをご確認ください。
※Android搭載の携帯電話からのプリント・スキャンにも対応しています。

大容量2段記録紙トレイ
ブラザーならではのA4⇔A3伸
縮型記録紙トレイを搭載。用紙
をセットしてもスッキリと設置でき、
用紙サイズの切り替えも簡単。
また、2段記録紙トレイを採用し、
上下合わせて最大500枚まで
給紙できます。

ブラック
インク

カラー
インク

LC17シリーズ（大容量インクカートリッジ）
LC16シリーズ（弊社従来機用大容量インクカートリッジ）

JEITA標準パターン
J11.ppt

0 50 100 150 200 250 300 350（秒）

MFC-J6710CDW

MFC-6490CN
（弊社同等クラス従来機）

約330秒
/12ページ

約150秒
/12ページ

速い

23
秒

33
秒

■カラースキャナー
〈最大A3まで対応〉

スキャン
to 機能

ＰＤＦ
保存

ＣIS
光学解像度
2400
×

2400dpi

1枚目

※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによっては
    パフォーマンスが異なる場合があります。

〈設定環境〉・パソコン：DELL OPTIFLEX 760 ・CPU：Intel® CoreTM  2  Duo E8400 3.00GHz 
・メモリー：1GB ・OS：Windows XP Professional ・アプリケーション：Microsoft  PowerPoint 2003 
・データ名：電子情報技術産業協会（JEITA）標準パターンJ11.ppt ・データ：A4 12ページデータ 
・データ解像度：600dpi

約2.5倍！

約1.6倍！

※同梱インクカートリッジはスターターインクカートリッジです。

※iOS4.2以上が必要です。
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

〈ジャスティオ　複合機〉

※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

※7

No.AH-11-114

カラー印刷

＜インク容量比較＞

自動両面
プリント

※4※8

のプリントスキャ

無線LANルーター

約2.2倍に
スピードアップ！

※3 ※9

※9※3

A4モノクロ

約12ipm

A4カラー

約10ipm

約35ppm

約27ppm
A4モノクロ

約6ipm

※4※8

※3 ※3

A4カラー

約6ipm
拡大・縮小
25％～
400％

2 in1
IDカード
コピー

ブック
コピー

ページ
レイアウト
コピー

透かし
コピー

両 面
コピー

※6約6.6円/枚
ランニングコスト

A4カラー文書



カラー インクジェットモデル

有線/無線LAN標準対応の
Ａ３カラー複合機
コピー時でも消費電力わずか26W ※1

A3 プリント A4 スキャン

カラー/モノクロ 約10/12ipmの
高速プリントエンジン

Speedy

［Windows 7］ ［Windows Vista］ ［Windows XP/XP Professional x64］ ［Windows Server 2008 / 2008 R2］ 
［Windows Server 2003 / 2003  x64 / 2003 R2 / 2003 R2 x64］  
［Mac OS X 10.4.11］ ［Mac OS X 10.5.x］ ［Mac OS X 10.6.x］

［Hi-Speed USB 2.0］［10BASE-T/100BASE-TX］［IEEE802.11b/g/n］インターフェイス

対応OS ♯同梱インクカートリッジはスターターインクカートリッジです。
♯USBケーブルは同梱しております。

※1 コピー時平均（ADF使用、片面印字、画質：標準、原稿：ISO/IEC 24712印刷パターン使用時）の消費電力になります。※2 A4モノクロ標準設定の場合です。※3 印刷速度の算出方法詳細についてはP.14をご覧下さい。※4 対応用紙種類は普通紙
のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。※5 受信はWindowsのみ。※6 A4カラー文書1枚あたりのインクカートリッジのみのコストです。詳細はP.14をご覧ください。使用したインクカート
リッジは、LC17BK、LC17Y、LC17C、LC17Mです。※7 両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・左右ともに3mmです。※8 PPM最速値。プリンタードライバー初期設定時はカラー約
10ipm、モノクロ約12ipmとなります。印刷速度算出方法詳細についてはP.14をご覧ください。

カラー/モノクロ 約10/12ipmの高速プリントエンジンを搭載。
インクジェットでありながらも高速印刷が可能で、部数の多い出力や
複数人数が使用する状況でも業務効率化に貢献します。

自動両面プリントで
用紙コストが1/2～1/8に

Cost Saving & Ecology

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。さらに、両面ペー
ジレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作
成などにも便利です。綴じ方や反転印刷の選択ができ、さらなるコスト削
減に威力を発揮します。

A3カラー
プリンター

A3拡大カラー
コピー

A4ファクス送信
A3ファクス受信

A4カラー
スキャナー

ネットワーク
標準

A4 PCファクス
送受信

フォトメディア
キャプチャー

最小
液滴量
1.5pl

カラー
6000
×

1200dpi

■基本機能 ■フォトメディア
　キャプチャー

■コピー
〈最大A4→A3拡大まで対応〉

■プリント
〈最大A3まで対応〉

拡大縮小
印刷

ページ
レイアウト
印刷

※2

外付電話
呼び出し

ＦＡＸ/ＴＥＬ
自動切替

電送速度

約3秒
Super
G3

※5

PCファクス
送受信

ナンバー
ディスプレイ
対応

メモリー
バックアップ

メモリー
代行受信
400枚

スキャン
to メディア

リムーバブル
ディスク

デジカメ
プリント

カラーインクジェット方式

オープン価格　インクカートリッジ付ボディーカラー ： ブラック

大容量インク
ブラック/カラーともにインク
容量を大幅アップ。大量印
刷時にもインク残量を心配
する必要がなく、高い生産
性を発揮します。

ブラック
インク

カラー
インク

LC17シリーズ（大容量インクカートリッジ）
LC16シリーズ（弊社従来機用大容量インクカートリッジ）

■カラースキャナー
〈最大A4まで対応〉

スキャン
to 機能

ＰＤＦ
保存

ＣIS
光学解像度
2400
×

2400dpi

約2.5倍！

約1.6倍！

※同梱インクカートリッジはスターターインク
　カートリッジです。

認定番号：08122015

3R・省エネ設計

〈ジャスティオ　複合機〉

※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。 ＜インク容量比較＞

Compact

Usability

Performance

A3出力対応なのにコンパクトなボディー
A3サイズの出力に対応しているのにもかかわらず、A4インクジェット複合
機並みのコンパクトな本体サイズを実現。限られたスペースにも置けるため、
設置場所に悩むこともなく、気軽にお使いいただけます。

カラー液晶とタッチパネルで直感的に操作することができます。さらに普
段よく使う設定（ファクスの宛先や、コピーの設定など）を、最大３件まで
登録することができるため、設定する手間も省けます。

JEITA標準パターン
J11.ppt

0 50 100 150 200 250 300 350（秒）

MFC-J5910CDW

MFC-5890CN
（弊社同等クラス従来機）

約326秒
/12ページ

約155秒
/12ページ

速い

21
秒

34
秒

1枚目

〈設定環境〉・パソコン：DELL OPTIFLEX 760 ・CPU：Intel® CoreTM  2  Duo E8400 3.00GHz 
・メモリー：1GB ・OS：Windows XP Professional ・アプリケーション：Microsoft  PowerPoint 2003 
・データ名：電子情報技術産業協会（JEITA）標準パターンJ11.ppt ・データ：A4 12ページデータ 
・データ解像度：600dpi

カラー印刷

約2.1倍に
スピードアップ！

順次同報
送信

短縮
ダイヤル
100件×2

みてから送信
/

みるだけ受信

ワンタッチ
ダイヤル
00件

※1

フラット
ベッド

ADF

35枚
記録紙最大

250枚

伸縮
トレイ

ID
印刷

USB
ダイレクト

1.9型
液晶

消費電力

約26w

手差し
トレイ

メモリー

64
MB

有線
LAN

無線
LAN

Hi-Speed
USB2.0

4色独立
カートリッジ

セキュリティ
機能ロック

セキュリティ
IPフィルター

Ａ3自動両面＆高速プリント
Ａ4複合機並みの本体サイズを実現

A4
（30cm）

※スキャンはA4までです。 ※カラー、モノクロ共に

自動両面
プリント

※4※7

高さ
約26cm！

1.9型カラー液晶タッチパネルで
快適な操作を実現

※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによっては
    パフォーマンスが異なる場合があります。

No.AH-11-125

■ファクス〈受信最大A3、送信
最大A4まで対応〉& PCファクス
〈最大A4まで対応〉

AirPrint
iPhone/iPod touch/iPadをお持ちなら、AirPrint機能を
使えば、写真やウェブページ、メールなどが簡単にプリントで
きます。iPhoneに元々ある機能を使うので、ダウンロードは
一切不要。「プリント」を選択すれば、ネットワーク内のプリン
ターを自動で検索します。

Google Cloud PrintTM
スマートフォンのモバイル版Gmailからの操作で、メール本文や添付の
Wordファイル、PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション
「Google Cloud Print」に対応。Googleアカウントをジャスティオに登録
しておくだけで、外出先からでもプリントできます。ドライバーのインストール
も不要です。

［両面印刷］
+

［ページレイアウト］
［両面印刷］

※3 ※3
拡大・縮小
25％～
400％

2 in1
IDカード
コピー

ブック
コピー

ページ
レイアウト
コピー

透かし
コピー

両 面
コピー
※4※7

A4モノクロ

約6ipm
A4カラー

約6ipm
※3 ※8

※8※3

A4モノクロ

約12ipm

A4カラー

約10ipm

※iOS4.2以上が必要です。
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

※6約6.6円/枚
ランニングコスト

A4カラー文書

約35ppm

約27ppm
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プリンター
Printer

にじみにくい顔料系黒インクに
より、細かい文字・罫線なども
はっきりと印刷することが可能。
図面など細かい記載が使用され
ているデータでもはっきりと印刷
することができます。

※イメージです。

コストセーブでビジネスに最適。　　 　「高速」「きれい」な新プリントエンジン搭載。

カラー文書もモノクロ文書も高速印刷
カラー/モノクロ約10/12 i pmの高速プリントエンジンを搭載。

従来機種と比較してもカラー・モノクロともに大幅な高速化を実現。

カラー印刷はもちろんのこと、ビジネスにおけるモノクロの大量印刷の

ニーズにもしっかりと応えます。

手差しトレイ搭載で封筒・厚紙なども印刷可能 顔料系黒インクで細かい罫線などもはっきり印刷！

水に濡れてもにじみにくい顔料系黒インク採用

もしもの時でも印刷可能！ クロだけ印刷

「インク節約モード」でインク長持ち

L判～A3までふちなし印刷対応！

製品背面に手差しトレ
イを搭載。手差しトレイ
から印刷することによ
り、ストレートに給排紙す
ることが可能。のし紙や
大型の封筒など様々な
用紙の印刷に対応する
ことにより、使用用途が
広がります。 

自動両面プリントで用紙代削減！！ コストセーブ

カラーカートリッジのインクが切れた際も、約30日は暫定的にモノクロ
FAX受信/モノクロコピー/モノクロプリントの印刷が出来ます。

※電源コードを抜いたり、空のインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで
　印刷できません。
※用紙の設定によっては、「クロだけ印刷」ができない場合があります。

様々な用紙サイズでキレイなふちなし印刷ができます。チラシやPOP、もち
ろん写真もA3ふちなし印刷が出来るので、インパクトのある出力で訴求力
がUPします。

黒インクには水ににじみにくい顔料系黒インクを採用。細線などが多用
されている図面などの印刷物も、外出先で雨に濡れてもにじむことなく見る
ことができビジネスチャンスを逃しません。

パソコンのプリンタードライバー画面で選択するだけの簡単設定。基本設

定に設定しておくと、印刷時に自動的に両面印刷を開始します。

パソコンで簡単設定

A4カラー文書1枚あたりの
インクコスト約6.6円（税込）

印刷コストもお得！ コストセーブ

コストセーブ

※片面プリント時。 ※詳細はP.14をご覧ください。

◎使用したインクカートリッジ　LC17BK、LC17Y、LC17C、LC17M
価格はインクカートリッジ代のみの価格です。

このサンプルはインクを 節約しています52.4※％

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調し、色を淡くしたプリント
やコピーとなり、インク消費量を抑えることができます。読みやすさはそ
のままで、インクが長持ちするので、日常的に役立つ機能です。

通常モード インク節約モード ※図はイメージです。

※通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。

※1 両面印刷＆4 in 1使用時。
＊対応用紙種類は普通紙のみです。
　対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがきです。
＊両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、
   上下・左右ともに3mmです。　

ビジネスにも便利な自動両面プリント機能（最大A3まで）を搭載。両面に印

刷することで、用紙の使用量が削減できます。また、ページレイアウト機能と

組み合わせることで、最大1/8※1までセーブ。オフィスのコストパフォーマンス

の向上に貢献できます。

１枚目

0 50 100 150 200 250 300 350（秒）

MFC-J6710CDW

MFC-6490CN
（弊社同等クラス従来機）

MFC-6490CN
（弊社同等クラス従来機）

カラー印刷

330秒/12ページ

約150秒/12ページ
速い 速い

23
秒

33
秒 約

0 50 100 150 200（秒）

MFC-J6710CDW

モノクロ印刷

180秒/12ページ

約90秒/12ページ18
秒

23
秒 約

JEITA標準パターン
J11.ppt

〈設定環境〉・パソコン：DELL OPTIFLEX 760 ・CPU：Intel® CoreTM 2 Duo E8400 3.00GHz ・メモリー：1GB ・OS：Windows XP Professional 
・アプリケーション：Microsoft  PowerPoint 2003 ・データ名：電子情報技術産業協会（JEITA）標準パターンJ11.ppt ・データ：A4 12ページデータ ・データ解像度：600dpi

など

［両面印刷］
+

［ページレイアウト］
［両面印刷］

手差しトレイ

正面排紙

おくすり

感
謝
状

約2.2倍に
スピードアップ！

約2倍に
スピードアップ！

封  筒 ラベル紙 賞  状

薬  袋 和  紙 のし紙

印刷可能な媒体

※印刷可能な媒体の詳細は弊社ホームページにてご確認ください。 

※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションによってはパフォーマンスが異なる場合があります。

※iOS4.2以上が必要です。
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

iPhone/iPod touch/iPadをお持ちなら、AirPr in t
機能を使えば、写真やウェブページ、メールなどが簡単
にプリントできます。iPhoneに元々ある機能を使うの
で、ダウンロードは一切不要。「プリント」を選択すれば、
ネットワーク内のプリンターを自動で検索します。

AirPrintならiPhoneから簡単にプリントが可能

※MFC-J6710CDWのみ対応です。　※手差しトレイからの自動両面プリントには対応しておりません。
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※画面はみてから送信使用時

※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

※MFC-J5910CDWの送信は最大A4サイズまで可能です。

※MFC-J5910CDWの送信は最大A4サイズまで可能です。

※MFC-J5910CDWのスキャンは最大A4サイズまでの対応です。

パソコンモニター上の書類や画像を直接ファクス送信できます。また、受信し

たファクスは、パソコン上で内容を確認できるので、用紙代・インク代の削減

が可能です。さらに、受信したファクスをパソコンに保存すれば、電子データ

として確認できます。用紙サイズも最大A3サイズまで対応しており、A3サイ

ズの図面や書類など縮小することなくそのまま送信することが可能です。

両面コピーで用紙代削減！ 身分証明書コピーも簡単に！ 2in1 IDカードコピーA3対応と連続35枚ADFで、大判＆大量コピーが可能

みてから送信 みるだけ受信

コストセーブ

コストセーブ

コストセーブ

A3サイズの原稿も送受信可能！  PCファクスで用紙コストを大幅に削減！

Super G3ファクスで通信時間とコストを短縮
モデムスピード33.6kbpsによるSuper G3通信で、３秒台/枚※の高速電送

を実現。通信コストと時間を短縮します。
※A4モノクロ標準設定の場合。

大量のファクス時も、ADF搭載で

連続35枚まで可能。また、読み取

りに便利なフラットベッドを搭載。

厚い原稿も直接送信できます。

A3や見開きもまるごとコピーOK!   ビジネスに便利な機能も満載。

ファクス送信前に液晶画面で送

信内容を確認できるので、誤送

信防止に役立ちます。

受信したファクスを、印刷前に

液晶画面で確認できます。

必要なものだけプリントできるの

で、用紙・インク代を節約できます。

透かしコピーでセキュリティUP

重要書類や社外秘の文書
をコピーする際に、簡単に
透かしコピーが行え、機密
情報の漏洩を防ぐことがで
きます。テンプレートのほか、
スキャンした画像やUSBメ
モリー/メモリーカードの画
像との合成も可能です。

最大35枚まで連続コピーが可能なADFと、見開きA3サイズの原稿も読み
取れる、便利なフラットベッドを搭載。業務の効率化を図ります。

ページレイアウトコピーが様々なコピー用途に対応

●傾き補正
●中スジ除去
●枠外の影を除去

※イメージです。

用紙コストが

 にカット！

1
2

ポスターコピー4in1

拡大･縮小

A3/B4をA4/B5 2枚にコピー

A3/B4の原稿を2枚に分割してコピー出来るので、A3/B4用紙が無くて
もA4/B5用紙でコピーできます。

A3
B4

A4

1 2 3

4 5 6

7 8 9
98

5 6
2

7
4
1 3443

221

33 4

1 22

A3 A4 A4

1 21 2 1 21 2

片面2枚の原稿を両面1枚にコピーすることが可能。用紙使用量を
削減でき、オフィスのコストパフォーマンスも向上します。操作パネルの両面
コピーボタンを押すと、液晶画面が「両面コピーモード」に移行。画面内
でお好みの設定を選んだら、あとは画面右横のコピーボタンを押すだけと、
操作も簡単です。

IDカードや身分証明書などカードサイズの裏表も原寸サイズのまま片面
にコピーすることが可能です。店舗業務などでお客様の身分証明書を
サイズを縮小して1枚に印刷したり、2枚に分けてコピーするという必要
がなくなり、見やすい原寸サイズでの管理が可能です。

独立ボタンで
操作も簡単！

コストセーブ

ブックコピーモードで、ノートや本もきれいに読み込み
ブックコピーモードをONにすると、傾きの補正や見開きの中スジ、枠外の影
の除去を自動で行います。よりきれいにコピーできるほか、余白部分の濃度
を調整して印刷するため、インクの無駄を省きます。

コストセーブ

片面コピー

ブックコピーOFF ブックコピーON

両面コピー

※テンプレートは「重要」「CONFIDENTIAL」「COPY」の中からご利用いただけます。

F A X
データ

パソコン画面で確認

PCへ転送 受信文書作成 受信

パソコン画面の電話で
ファクス番号を入力

ファクス
Fax

コピー
Copy

B4 / A3も送受信可能。コストセー ブにも優れた高機能ファクス！

対応サイズはA3まで※35枚連続ファクスもおまかせ！ みてから送信＆みるだけ受信でコストを削減

※PCファクス受信はWindowsのみです。

最大A3まで
送受信可能！

備考

氏名
本籍
住所
交付

番号 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 　号
二・小・原 平成　 年　 月　 日00 00 00

平成　 年　 月　 日00 00 00
平成　 年　 月　 日00 00 00

他
二種

佐　藤　　英　雄 昭和00年0月0日生

平成00年0月0日　12345

平成00年0月0日まで有効

名古屋市瑞穂区苗代町15-1

中
型種

類

備考

氏名
本籍
住所
交付

番号 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 　号
二・小・原 平成　 年　 月　 日00 00 00

平成　 年　 月　 日00 00 00
平成　 年　 月　 日00 00 00

他
二種

佐　藤　　英　雄 昭和00年0月0日生

平成00年0月0日　12345

平成00年0月0日まで有効

名古屋市瑞穂区苗代町15-1

中
型種

類

※MFC-J6710CDWのみ対応です。

※両面時のプリント不可能領域は、A3、
　リーガル、B4で、上下22mm、左右3mm、
　その他の用紙サイズは、上下・左右ともに
　3mmです。
※両面コピーボタンは、MFC-J6710CDW
　のみ対応です。

※MFC-J6710CDWのみ対応です。

※MFC-J5910CDWのスキャンは最大A4サイズまでの対応です。
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スッキリと見やすい3.3
型ワイドビューカラー液
晶を搭載。画面上で操
作方法を確認できる操
作ガイダンス付きで、取り
扱い説明書を見なくても
簡単に操作できます。

製品に同梱したユーティリティーソフト「Control Center」を使用する
ことで、用紙サイズやファイル形式の設定など、多様な設定をパソコ
ン画面上で行えます。さらに本体のスキャン設定も変更でき、スキャン
機能をトータルに操作できます。

Eメール添付やイメージスキャンなど、目的に合わせたスキャンボタンを
表示。用紙サイズやファイル形式を予め設定しておけば、スキャンのた
びに設定する必要もなく、クリックするだけで簡単にスキャンできます。

本体のスキャンボタンを操作するだけで、スキャンした書類を簡単に電
子化できます。PDF形式で保存すればデータ容量が小さくなり、複数
枚のファイルを1つのファイルとして扱うこともできます。

パソコン操作でスキャン 本体操作でスキャン

スキャンボタンで
PDFに一発変換！PUSH!

Control Center 本体スキャンボタン

本体やパソコンから簡単スキャン！
最大A3サイズまで対応※。※A3スキャン時の読取不可能領域は

　上下・左右ともに3mmです。
※MFC-J5910CDWは最大A4サイズ
　までの対応です。

※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

※MFC-J6710CDWのみ対応です。

※MFC-J6710CDWのみ対応です。MFC-J5910CDWは最大250枚（トレイ1段）です。

※MFC-J5910CDWは最大A4サイズまでの対応です。

最大35枚までの連続スキャンが可能なADFと、光学解像度最高
2400dpi×2400dpiのA3 CISスキャナーを搭載。例えばA4書類の
データ管理やA3の図面、B4のカラー文章のデータ化が行えます。

ネットワーク上のパソコンからスキャナードライバーを使用してスキャンしたり、
本体から指定したパソコンへスキャンデータを送ることが可能。複数人での共有
もできるので、A3ネットワークスキャナーとしてもお手軽にご利用いただけます。

複数人で共有できるネットワークスキャン機能搭載

「Control Center」または本体スキャンボタンで、電子化も簡単
セキュリティ機能ロック

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/スキャン/PCプリント/フォトメディ
アキャプチャー/ファクス送受信の利用を制限できます。特に、コピーの利用を
制限することで不正なコピーを防止できるほか、経費削減にもつながります。
例えば、店舗での設定

役職

3.3型のTFTワイドビューカラー液晶搭載

フロントオペレーション

2段合わせて最大500枚の用紙がセットできる大容量記録紙トレイを
搭載。トレイにはA4とA3など、サイズの異なる用紙を2種類同時にセット
でき、用紙交換の手間も省けます。

最大500枚（250枚×2段）の給紙が可能な
大容量2段記録紙トレイを搭載※

用紙サイズの切り替え簡単！
A4⇔A3伸縮記録紙トレイ
A3とA4の用紙サイズを切り替えるときも、ガイドの調整とレバーを引いて、
トレイをスライドさせるだけ。A4サイズ紙使用時には、さらにコンパクトにお
使いいただけます。

ファクス/電話を自動切り替え
相手に合わせてファクスと電話を自動で切り替える「FAX/TEL自動
切り替え＆外付け電話機の呼び出し機能」。今お使いの電話機を接
続している場合は、ファクスなら自動受信、電話なら電話機のベルを
鳴らしてお知らせします。

ファクス受信時

電話着信時

※写真はMFC-J6710CDWのトレイです。

本体前面のレバーをワンタッチするだけで、インク交換が可能。また、用紙
の交換も前面から簡単に行えます。狭い場所や高い場所にも設置できる、
交換しやすい設計です。

Usabi l i ty 

A4使用時 A3使用時

スキャナー
Scanner

カラーもモノクロも高速スキャンで文書管理効率化！
カラー・モノクロともに従来機種と比べ、スキャン速度の高速化を実現し、

様々な文書の電子化に役立ちます。また、複数枚のスキャン時にはADFを使

用することでさらに効率的な文書電子化を可能にします。

A3 CISスキャナーと連続35枚ADFで、大判＆大量スキャンが可能

本体でスキャンした原稿を、スキャナードライバーのインストール不要で直接ネット
ワーク上の共有フォルダーに保存ができます。　

スキャンしたデータの保存・共有もカンタン
■スキャン to メディア

■スキャン to Eメール添付
自動的にEメールソフトウェアを起動し、
スキャンしたデータを新しいメッセージに
添付。後は宛先のメールアドレスとメール
本文を入力して送信するだけなので、メー
ルに画像を添付する手間が省けます。

■スキャン to イメージ
自動的にグラフィックアプリケーションを
起動し、スキャンしたデータを表示。デー
タの加工や修正が簡単に行えます。

■スキャン to ネットワークファイル

本体でスキャンした原稿を、指定したFTP（File Transfer Protocol）サーバーにパソコンを
使わず直接転送して保存します。メール添付できない大容量データなどの共有に最適です。

■スキャン to FTP

■スキャン to OCR
日本語OCRソフトを付属。スキャン
した文書イメージデータをテキストデー
タに変換します。手動で修正・編集す
ることもできます。

※本体からのみの操作になります。

※FTPサーバーの設定が別途必要です。

スキャンしたデータをUSBメモリーやメモ
リーカードにパソコン不要で直接保存。ス
キャンしたデータの持ち運びに便利です。

オフィスで
共有化

本体から
スキャン

PCから
スキャン

自分のパソコンへ

ジャスティオから直接共有フォルダーへ

0 20 40 60 80 100 120 140（秒）

MFC-J6710CDW

MFC-6490CN
（弊社同等クラス従来機）

MFC-J6710CDW

MFC-6490CN
（弊社同等クラス従来機）

カラースキャン

モノクロスキャン

約129秒/12ページ

約91秒/12ページ

約111秒/12ページ

約62秒/12ページ

速い

［快適な操作性］

♪♪
♪

♪♪
♪

FAX

A4サイズ紙使用時は、
そのまま使えて省スペース。

A3サイズ紙使用時は、
幅のガイドと長さのガイドをつまんで動かす
だけなので切り替え操作が簡単です。

マネージャー 正社員 アルバイト店員

操作可能な
機能

コピー

スキャン

PCプリント

フォトメディア
キャプチャー

ファクス受信

コピー

スキャン

PCプリント

フォトメディア
キャプチャー

ファクス受信

コピー

スキャン

PCプリント

フォトメディア
キャプチャー

ファクス受信

JEITA標準パターン
J11.ppt

〈設定環境〉　・パソコン：DELL OPTIFLEX 760 ・CPU：Intel CoreTM 2 Duo E8400 3.00GHz
・メモリー：1GB ・OS：Windows XP Professional ・データ名：電子情報技術産業協会（JEITA)標準
パターンJ11.ppt ・データ：A4 12ページデータ ・スキャン解像度：100×100 dpi

約1.4倍に
スピードアップ！

約1.8倍に
スピードアップ！

※ 当社測定値です。ご使用になる原稿/PC/アプリケーションに
    よってはパフォーマンスが異なる場合があります。

※写真はイメージです。

Brother iPrint&Scaｎ
iTunes Store内のApp Storeから専用アプリを無料でダ
ウンロードすることで、iPhone/iPod touch/iPadから直接
プリントすることができます。
※詳細は弊社ホームページをご確認ください。
※Android搭載の携帯電話からのプリント・スキャンにも対応しています。

無線LANルーター

※記録紙トレイを引き出している状態です。
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回線

電話線

ネットワークメディアカードアクセス
カードスロットへ挿入されたUSBメモリーやメモリーカードに、ネットワーク上
のパソコンからウェブブラウザ－を使ってアクセスし、ファイルのプレビュー・
コピー・書き込みができます。

A4サイズ（文書印刷）の印刷コスト算出条件

A4サイズ（文書印刷）の印刷速度算出条件

スキャン to 機能
ネットワーク上で多彩なスキャン to 機能が使えます。
※項目については、P.11「SCANNER［スキャナー］」の項目をご覧ください。

Calculat ion ［算出方法］Network ［ネットワーク］

Management ［マシン管理］

Connect ion ［接続方法］

効率的なネットワーク管理を可能にするネットワーク
管理ユーティリティー“BRAdmin”を標準添付。デス
クのパソコン上でプリンターの設定や紙詰まりなど
のトラブルの状態をリアルタイムで確認できます。ウェ
ブブラウザー管理機能ともリンクし、ネットワーク管理
もより快適になりました。

プリンターの設定も管理もパソコン上で
BRAdminを標準添付

ウェブブラウザーを使用してプリンターを管理する機能。
特別なアプリケーションなども不要で、OSの種類も問
わないため、誰でも簡単にプリンターを管理できます。
プリンター設定のメイン画面によってインク残量が確認
でき、プリンターのエラー時にはエラー内容を表示します。

インターネットブラウザーを利用してプリンターを
管理するウェブブラウザー管理機能

ネットワーク上のパソコンから印刷
が可能です。

プリンタ－共有

ネットワーク上のパソコンからスキャ
ナ－ドライバ－を使ってスキャンでき
ます。

スキャナ－共有

ネットワーク上のパソコンから簡単に
PCファクス送信を行えます。　

PCファクス送信

ネットワーク上でPCファクス受信を
行えます。（受信したファクスの転送
先は任意の1台のパソコンのみ）
※受信はWindowsのみです。

PCファクス受信※

無線LAN接続ならLAN/USBケーブルの接続が不要。ケーブルのないス
マートなオフィス環境を実現します。さらに、「接続」「セキュリティ」の両設定
が簡単に行えるAOSSTM/WPS※2にも対応。また、セキュリティ対策とし
て、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKの認
証方式をサポート。WEPに加えて、TKIP/AESの高度な暗号化方式にも
対応しています。
※1 接続は有線/無線のどちらか一方になります。
※2 アクセスポイントも対応している必要があります。

AOSSTM/WPS対応の無線LAN接続※1で
スマートなオフィス環境を実現

※BRAdmin Light を標準添付。
　BRAdmin Professional（Windows専用）は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

※Eメールアドレスの設定は、最大２つまで可能です。

BRAdmin Professional（Windows専用）設定画面
ウェブブラウザー設定画面

接続するインターフェイスケーブルや接続形態に合わせて、オリジナルのプリンタードライ
バーインストーラーを作ることができ、プリンタードライバーとポートドライバー（USB接続及び
ピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできます。複数のユーザーにこのイン
ストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

ネットワーク設定を容易にする
オートマチックドライバーインストーラー

プリンターがエラーを起こした場合、その内容を伝えるEメールをネットワーク管理者まで自動
的に送信します。ネットワーク管理者がEメールアドレスを設定しておけば、トナー切れなどの
消耗品関係の問題、紙詰まりなどのプリンター本体の問題、印刷ジョブエラー、修理が必要
なトラブルであるかどうか、などの情報をEメールで入手できます。

Ｅメールでエラー情報を入手するステータス通知機能

※オートマチックドライバーインストーラーはWindows専用です。対応OSは、Windows 7、Vista、XP、2000です。
※対応ポートはLPR、NetBIOSです。 ※無線ＬＡＮと有線ＬＡＮの両方を同時に使用することはできません。

パソコンとの接続例 電話回線の接続

インフラストラクチャー通信＜推奨＞

無線LANルーター

※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される
　資料をご覧ください。
※回線終端装置（ＯＮＵ）、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、
　ご利用の電話会社にお問い合わせください。
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と
　異なる場合があります。

ＵＳＢケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できま
す。パソコン側の設定も、付属のＣＤ-ＲＯＭから自動
的に行われます。

IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。
その場合は、手動で回線種別を設定してください。

○ＩＰ網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証され
ていることを確認してください。

一般回線をご利用の場合
電話機コードを接続してからジャスティオ本体の電源を
入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプロ
グラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。

ＡDSＬをご利用の場合
本製品をＡＤＳＬ環境で使用する場合は、本製
品をＡＤＳＬスプリッターのＴＥＬ端子またはＰＨＯ
ＮＥ端子に接続してください。スプリッターに接
続した状態で、ファクスが送受信できることを確
認してください。
※お使いの機器によっては、ＡＤＳＬモデムにスプリッター機能が内蔵
　されている場合があります。
※詳しい設定については、スプリッターやＡＤＳＬモデムの取扱説明書を
　ご覧ください。

電話線
スプリッター

TEL

回線

ADSLモデム

現在お持ちの電話機を接続してご利用に
なれます。
※外付け電話には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能
付き電話機は接続できません。（設定の方法は電話機メーカーにご
確認ください。）

電話線

コードレス留守番電話など

外付け電話機接続例

外付け電話を使う

有線LAN接続

USB接続

LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと
接続できます。

○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合

回線

光ファイバー
ケーブル

LAN
ケーブル

回線終端装置
（ONU）

ひかり電話
対応機器

電話線1

電話線2

コードレス留守番電話など

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合

回線

光ファイバー
ケーブル

LAN
ケーブル

回線終端装置
（ONU）

ひかり電話
対応機器

電話線

ひかり電話をご利用の場合

アドホック通信

無線LAN接続 

ＵＳＢケーブル

概　要
一般文書イールド規格"ISO/IEC24711"に規定される方法で、各インクカートリッジの
イールド（印刷可能枚数）を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。

PCモデル：LENOVO ThinkCentre M6100S
スペック：CPU Pentium E5500 2.80GHz　OS：Windows XP Professional SP3

Adobe Reader 9.2

PC環境

概　要

PCモデル：LENOVO ThinkCentre M6100T
スペック：CPU Pentium E5500 2.80GHz
OS：Windows XP Professional SP3

Adobe Reader 9, Microsoft Office Excel 2003, 
Microsoft Office Word 2003

PC環境

印刷に使用した
アプリケーションソフト

印刷に使用した
アプリケーションソフト

国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度（片面
印刷の場合）です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリントおよびコ
ピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定
されている片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピー速度は、ISO/IEC 
24735に規定されている片面コピーESATの平均値です。各速度の測定方
法およびレポートについては、ブラザーホームページをご参照ください。

概　要

スペック：Pentium 4 CPU 3.00GHz
OS：Windows XP Professional SP3
メモリー：512MB

Microsoft Office Word 2003

PC環境

印刷に使用した
アプリケーションソフト

PPM表記は、同データの連続印刷において1分あたりに印刷可能な
枚数を示します。
同一原稿12枚のプリント時、1枚目の排紙から11枚目の排紙までの
時間から算出。当社基準原稿(A4）を高速モードにて出力した場合。

■IPM表記について ■PPM表記について
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ブラザーは使用済みカートリッジの回収で
ベルマーク運動に参加しています。
詳しくはこちら
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/bellmark/

ブラザーサービスパック
製品購入時に、オプションとして商品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。

※1 機器の設置、消耗品の取り付け、単体チェックまでの作業です。（PCへの接続はいたしません）  ※2 PC1台に弊社のドライバーインストールをする作業です。（開梱設置が必要な場合は「設置•インストールサービス」を
ご購入ください。）  ※3 機械の設置及び接続、消耗品の取り付け、動作確認、PCインストール、梱包廃材の引取までの作業です。 

全機種

カテゴリー 対象製品

A3カラー
複合機
（JUSTIO）

MFC-5890CN※1

商品コード

JANコード

希望小売価格

MVS131101

4969121002002

¥7,875

MVS132101

4969121002026

¥6,300

A3カラー
複合機
（JUSTIO）

MFC-6490CN
MFC-6890CN
MFC-J5910CDW
MFC-J6710CDW

商品コード

JANコード

希望小売価格

MVS171101

4969121002408

¥10,500

MVS171301

4969121002415

¥30,450

MVS172101

4969121002422

¥8,400

MVS172301

4969121002439

¥24,150

出張修理 引取り修理

サービスパック１年 サービスパック3年 サービスパック１年 サービスパック3年

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。TEL ０５２-８２４-３２５３

■ブラザーサービスパック料金表（表示価格はすべて税込価格です）

A3カラー複合機
（JUSTIO）

カテゴリー 対象製品

商品コード

JANコード

希望小売価格

MVS000001

4969121002378

¥10,500

MVS000003

4969121002385

¥10,500

MVS000002

4969121002392

¥21,000

設置サービス

設置サービス（単体のみ）※1 インストールサービス※2 設置•インストールサービス※3

■設置サービス料金表（表示価格はすべて税込価格です）

1年・3年の保守サービスを割安に購入できる

ラインアップ

2012年7月

※1 １年契約機種です。複数年契約は出来ません。

※離島および山間部の場合は、別途交通費が必要となります。

ブラザーグループすべての工場では、ISO14001※に
準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。



◎消耗品 & 専用紙 ※表示価格はすべて
　希望小売価格（税込）です。 JANコード

インクカートリッジ

ブラザー純正消耗品で、より美しく、より快適なプリントを。

4977766628006
4977766628013
4977766628020
4977766628037
4977766633475
4977766628044

MFC-6890CN
MFC-6490CN
MFC-5890CN

MFC-5860CN MFC-5840CN

ブラザージャスティオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくため
に、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用
は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正
品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますので
ご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけで
はありません。）純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

専 用 紙

4977766645577
4977766645584
4977766645591
4977766645607
4977766646147
4977766645614
4977766646178

認定番号：08142018
エコマーク認定商品

認定番号：10142029
エコマーク認定商品

認定番号：10142029
エコマーク認定商品

認定番号：08142018
エコマーク認定商品

BP60PA
JANコード
4977766628501
紙質：上質普通紙
サイズ/枚数：A4/250枚
価格：683円

BP60MA
JANコード
4977766628518
紙質：インクジェット紙
サイズ/枚数：A4/25枚
価格：504円

BP71GA4
JANコード
4977766660815
紙質：写真光沢紙
サイズ/枚数：A4/20枚
オープン価格

BP60PA3
JANコード
4977766661539
紙質：上質普通紙
サイズ/枚数：A3/250枚
オープン価格

BP71GA3
JANコード
4977766658409
紙質：写真光沢紙
サイズ/枚数：A3/20枚
オープン価格

BP60MA3
JANコード
4977766661553
紙質：インクジェット紙
サイズ/枚数：A3/25枚
オープン価格

BP71GLJ50
JANコード
4977766658362
紙質：写真光沢紙
サイズ/枚数：L判/50枚
オープン価格

BP71GLJ100
JANコード
4977766658379
紙質：写真光沢紙
サイズ/枚数：L判/100枚
オープン価格

BP71GLJ500
JANコード
4977766665155
紙質：写真光沢紙
サイズ/枚数：L判/500枚
オープン価格

BP71GLJ300
JANコード
4977766658386
紙質：写真光沢紙
サイズ/枚数：L判/300枚
オープン価格

4977766658867
4977766658874
4977766658881
4977766658898
4977766660754
4977766660761

4977766658904
4977766658911
4977766658928
4977766658935
4977766663007
4977766660709

LC17BK
LC17C
LC17M
LC17Y
LC17-4PK

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格（4色入りパック）

LC16BK 
LC16C
LC16M
LC16Y
LC16-4PK
LC16BK-2PK

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格（4色入りパック） 

オープン価格（ブラック2個入りパック） 

LC11BK
LC11C
LC11M
LC11Y
LC11-4PK
LC11BK-2PK

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格（4色入りパック） 

オープン価格（ブラック2個入りパック） 

LC10BK
LC10C
LC10M
LC10Y
LC10-4PK
LC10HYBK
LC10ＢＫ-2PK

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格（4色入りパック） 

オープン価格（ブラック大容量） 

オープン価格（ブラック2個入りパック） 

LC09BK
LC09C
LC09M
LC09Y
LC094PK
LC09HYBK

2,310円

1,365円

1,365円

1,365円

オープン価格（4色入りパック）

3,570円（ブラック大容量）

LC12BK
LC12C
LC12M
LC12Y
LC12-4PK
LC12BK-2PK

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格 

オープン価格（4色入りパック） 

オープン価格（ブラック2個入りパック） 

●

●

●

●

4977766695992
4977766696005
4977766696012
4977766696029
4977766697965 

4977766695954
4977766695961
4977766695978
4977766695985
4977766697958
4977766697941

対 応 機 種
MFC-J6710CDW/J5910CDW/6890CN/6490CN/5890CN 

大
容
量

大
容
量

MFC-J5910CDWMFC-J6710CDW
カラーインクジェットモデル

仕様一覧表

プリンター

コピー

スキャナ

ファクス

フォトメディアキャプチャー

ネットワーク※2

カラー
モノクロ

カラー
モノクロ

スキャナー

ファクス

フォトメディアキャプチャー

ネットワーク※2

カラー

モノクロ

JANコード
形式
読み取り方式
原稿サイズ幅
記録紙サイズ
原稿読み取り幅
記録方式
最小液滴量
インクカートリッジ
液晶ディスプレイ
タッチパネル
ADF（自動原稿送り装置）枚数

記録紙トレイ枚数

手差しトレイ

インターフェイス

対応パソコン

対応ＯＳ※27

メモリー容量
電源
消費電力
動作環境
稼動音※29

外形寸法（横幅×奥行き×高さ）

質量（消耗品含む）

付属品

セキュリティ機能ロック
インク節約モード

最大用紙サイズ

プリント速度（A4）※5

プリント解像度※6
自動両面プリント※7※19
プリント不可能領域（A4）※8
透かし印刷※9

用紙サイズ

用紙種類※28

最大用紙サイズ（スキャン／プリント）

複写速度(A4連続）※5

コピー解像度（記録時）※6
両面コピー※13※19
コピー不可能領域（A4）※8
連続複写枚数
ブックコピー／傾き補正
透かしコピー

ページレイアウトコピー※14

2in1IDカードコピー
拡大・縮小コピー

最大用紙サイズ

光学解像度／ソフトウェア補間解像度

カラー階調
グレースケール
A4スキャン速度（カラー／モノクロ）※16

最大用紙サイズ（送信／受信）
データ圧縮方式

走査線密度

適用回線※17
通信速度※20／電送時間※21
ハーフトーン
みてから送信※22/みるだけ受信※22
メモリー送信※22/メモリー代行受信※23
順次同報送信※22
ファクス転送※22／リモート取り出し
ＰＣファクス送信※22/受信※22※24
ワンタッチダイヤル／電話帳
ナンバーディスプレイ※25
FAX/TEL自動切替＋外付け電話接続※18／
外付け電話機呼び出し

対応メディア※26

デジカメプリント対応画像フォーマット／
プリント解像度※6
ピクトブリッジ　

有線LAN
無線LAN
AOSSTM／WPS無線LAN接続対応
対応プロトコル

4977766705059
送受信兼用卓上型
CIS（密着イメージセンサー）による読み取り
最大215.9mm（ADF、スキャナーガラスとも）最小148mm（ADF）
最大297×420mm（A3）
最大210mm
カラーインクジェット
1.5pl
4色独立インクカートリッジ方式
1.9型STN液晶
●
35枚

記録紙トレイ：最大250枚

̶
USB2.0（Hi-Speed）※1、有線LAN（10BASE-T/100BASE-TX）、
無線LAN（IEEE802.11b/g/n）※2
DOS/V機（PC/AT互換機）※3、USB I/F標準装備のMacintosh※4
Windows 7、Vista、XP、XP Professional x64、
Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、
2008、2008 R2、Mac OS X 10.4.11、10.5.x、10.6.x
64MB
AC 100V 50/60Hz
スリープ時：約2.5W、待機時：約6.5W、コピー時：約26W ※30
温度：10-35℃、湿度：20-80％（結露無き事）
LWAd=6.38B(A)以下
514×461×260mm（突起部を除く）

約13.6kg
CD-ROM1枚（ドライバー＆ソフトウェア、ユーザーズガイド）、
スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、
電話機コード、取扱説明書他印刷物
●
●

A3
最高10ipm（片面）、最高3ipm（両面）
最高12ipm（片面）、最高3ipm（両面）
最大6000×1200dpi
●
上下0mm、左右0mm （ふちなし設定時）
●
記録紙トレイ：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、
エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、
はがき※10、往復はかぎ※11、Com-10※12、
DL封筒※12、長形3号封筒※12、
長形4号封筒※12、角形2号封筒※12、
洋形2号封筒※12、洋形4号封筒※12、
カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8mm）

記録紙トレイ：普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、
ポストカード、封筒※12、インデックスカード、はがき

A4／A3
最高6ipm（片面）、最高2.5ipm（両面）
最高6ipm（片面）、最高2.5ipm（両面）
最大1200×1200dpi
●
上下3.0mm、左右3.0mm
最大99枚
●／●
●
2in1、4in1
ポスターコピー（3×3、2×2、1×2）
●
●（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）

A4
2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi／
19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※15
入力：48ビット、出力：24ビット
256階調
最速3.4秒／3.4秒

A4／A3
カラー：JPEG　モノクロ：MH/MR/MMR
主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
主走査：8ドット／mm、副走査：3.85本／mm（標準）
7.7本／mm（ファイン／写真）、15.4本／mm（スーパーファイン）
一般電話回線
最大33.6kbps（自動切替）／3秒台
256階調
－／－
●／●（400枚）
●（最大200件）
●／●
●／● （ともに最大A4）
－／100件×2番号
●

●／●

メモリースティック／PRO、SDメモリーカード、
SDHCカード、マルチメディアカード／plus、
USBフラッシュメモリー

JPEG／最大2400×1200dpi

●

●（10BASE-T/100BASE-TX）
●（IEEE802.11 b/g/n）
●
TCP/IP（IPv4/IPv6）

4977766686020
送受信兼用卓上型
CIS（密着イメージセンサー）による読み取り
最大297mm（ADF、スキャナーガラスとも）最小148mm（ADF）
最大297×420mm（A3）
最大291mm
カラーインクジェット
1.5pl
4色独立インクカートリッジ方式
3.3型TFTワイドビュー液晶
̶
35枚
記録紙トレイ1(上段トレイ)：最大250枚
記録紙トレイ2(下段トレイ)：最大250枚
●（1枚）
USB2.0（Hi-Speed）※1、有線LAN（10BASE-T/100BASE-TX）、
無線LAN（IEEE802.11b/g/n）※2
DOS/V機（PC/AT互換機）※3、USB I/F標準装備のMacintosh※4
Windows 7、Vista、XP、XP Professional x64、2000、
Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 R2 x64、
2008、2008 R2、Mac OS X 10.4.11、10.5.x、10.6.x
64MB
AC 100V 50/60Hz
スリープ時:約3.5W、待機時：約7W、コピー時：約26W※30
温度：10-35℃、湿度20-80％（結露無き事）
LWAd=6.31B(A)以下
540×489×331mm （突起部を除く）

約18.2kg
CD-ROM2枚（ドライバー＆ソフトウェア、ユーザーズガイド）、
スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、
電話機コード、取扱説明書他印刷物
●
●

A3
最高10ipm（片面）、最高3ipm（両面）
最高12ipm（片面）、最高3ipm（両面）
最大6000×1200dpi
●
上下0mm、左右0mm （ふちなし設定時）
●
記録紙トレイ1（上段トレイ）：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、
エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、はがき※10、往復はかぎ※11、
C5封筒※12、Com-10※12、DL封筒※12、モナーク※12、長形3号封筒※12、
長形4号封筒※12、角形2号封筒※12、洋形2号封筒※12、洋形4号封筒※12、
カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8mm）
記録紙トレイ2（下段トレイ）：A3、A4、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、レジャー
手差しトレイ：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、
インデックスカード、L判、2L判、はがき※10、往復はがき※11、C5封筒※12、Com-10※12、 
DL封筒※12、モナーク※12、長形3号封筒※12、長形4号封筒※12、角形2号封筒※12、
洋形2号封筒※12、洋形4号封筒※12、カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8mm） 

記録紙トレイ1（上段トレイ）：普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、
封筒※12、インデックスカード、はがき
記録紙トレイ2（下段トレイ）：普通紙
手差しトレイ：普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、封筒※12、インデックスシート、はがき

A3／A3
最高6ipm（片面）、最高2.5ipm（両面）
最高6ipm（片面）、最高2.5ipm（両面）
最大1200×1200dpi
●
上下3.0mm、左右3.0mm
最大99枚
●／●
●
2in1、4in1、2枚に分割（A3⇒A4（2枚）、B4⇒B5（2枚））
ポスターコピー（3×3、2×2、1×2）
●
●（既定サイズ及び25-400%の1％刻み）

A3
2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi／
19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※15
入力：48ビット、出力：24ビット
256階調
最速3.4秒／3.5秒

A3／A3
カラー：JPEG　モノクロ：MH/MR/MMR
主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
主走査：8ドット／mm、副走査：3.85本／mm（標準）
7.7本／mm（ファイン／写真）、15.4本／mm（スーパーファイン）
一般電話回線
最大33.6kbps（自動切替）／3秒台
256階調
●／●
●／●（400枚）
●（最大266件）
●／●
●／●（ともに最大A3）
16件／100件×2番号
●

●／●

メモリースティック／PRO、SDメモリーカード、
SDHCカード、マルチメディアカード／plus、
USBフラッシュメモリー

JPEG、avi、mov／最大2400×1200dpi

●

●（10BASE-T/100BASE-TX）
●（IEEE802.11 b/g/n）
●
TCP/IP （IPv4/IPv6)

コンピューター動作環境 ※

※NEC PC-9800シリーズ及びその互換機には対応しておりません。また、自作PC、ショップブランドPCでは動作しない場合があります。
※本製品の全ての機能を快適にご使用いただくために、Intel Pentium lll プロセッサ1GHz以上のCPUとメモリー
　容量1GB以上のパソコンでのご利用をおすすめします。
※拡張USBボードには対応しておりません。
※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
＊ MFC-J5910CDWは非対応。
☆ネットワークプリントのみ対応。

MFC-J6710CDW
MFC-J5910CDW

消耗品はブラザー純正品をお使いください

489 mm

655 mm
540 mm
591 mm

33
1 
m
m

「イノベラ」とは、ブラザーが自信を持ってお届け
するインクジェット複合機用の純正消耗品の
新シリーズです。革新的なプリント技術で、
より美しく高品質なプリントをお約束します。

Windows CPU メモリー 空き容量

64MB（推奨256MB）以上Intel Pentium Ⅱまたは同等品Windows 2000＊ 650MB以上

128MB（推奨256MB）以上Intel Pentium Ⅱまたは同等品Windows XP 650MB以上

Macintosh CPU メモリー 空き容量

512MB（推奨1GB）以上PowerPC G4/G5もしくは
Intel Core Processor

Mac OS X
10.4.11、10.5.x 480MB以上

1GB（推奨2GB）以上Intel Core ProcessorMac OS X 10.6.x 480MB以上

256MB（推奨512MB）以上Intel 64またはAMD 64に対応した
64ビットCPU

Windows XP
Professional x64 Edition 650MB以上

512MB（推奨1GB）以上Intel Pentium 4または同等品あるいは、
Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPUWindows Vista 1.2GB以上

256MB（推奨512MB）以上Inter Pentium Ⅲまたは同等品Windows Server 2003 50MB以上

256MB（推奨512MB）以上Intel 64またはAMD 64に対応した
64ビットCPU

Windows Server 2003
x64 Edition 50MB以上

256MB（推奨512MB）以上Inter Pentium Ⅲまたは同等品Windows Server 2003
R2 50MB以上

512MB（推奨1GB）以上Intel 64またはAMD 64に対応した
64ビットCPU

Windows Server 2003
R2 x64 Edition 50MB以上

512MB（推奨2GB）以上Intel Pentium 4または同等品あるいは、
Intel 64またはAMD 64に対応した64ビットCPUWindows Server 2008 50MB以上

512MB（推奨2GB）以上Intel 64またはAMD 64に対応した
64ビットCPU

Windows Server 2008
R2 50MB以上

32ビット：1GB（推奨1GB）以上
64ビット：2GB（推奨2GB）以上

32ビット(x86)または64ビット(x64)の
プロセッサ1GHz以上Windows 7 1.2GB以上

☆

☆

☆

☆

☆

☆

各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応
OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも
対応しています。
有線/無線ネットワークの両方に対応してますが、接続は排
他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、
オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-
PSKです。対応暗号化方式は、WEP（64/128ビット）
/TKIP/AESです。AOSSTM/WPSを使う場合は、アクセス
ポイントが対応している必要があります。
NEC PC-9800シリーズ及びその互換機には対応してお
りません。また自作ＰＣ、ショップブランドPCでは動作しない
場合があります。お客様のパソコンの環境により正常に動
作できない場合、常駐ソフトウェアの設定や周辺機器の構
成を変更していただく必要があります。
PowerBook G3ではご使用になれません。
印刷速度の算出方法詳細についてはP14参照。
副走査×主走査。
対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは
A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、
B5、A5、A6、はがきです。
アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合
があります。
Windowsのみの対応になります。
郵便事業株式会社製　通常郵便葉書。
往復はがきには「折ってあるタイプ」のものと「折り目はある
が折っていないタイプ」のものがあります。「折ってあるタイ
プ」のものをご使用になりますと用紙に汚れが発生すること
がありますので「折り目はあるが折っていないタイプ」のもの
をご使用ください。
坪量75g/m2～95g/m2のものをお使いください。印刷時に
パソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なこと
があります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用し
て試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙
詰まりの原因となるので使用できません。窓付き封筒・エン
ボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷が
ほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封
筒（ふたの部分が二重になった封筒）・ふたが円弧、または
三角のもの。
対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは
A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、
B5、A5、A6、はがきです。
原稿枚数、内容、コピーモードによっては出来ない場合があ   
ります。
Windows Vista及びWindows XPまたは、Windows 7で
WIAドライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpi
までの読み取りとなります。但し、スキャナーユーティリティー
を使用すれば最大解像度で利用できます。
A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿
の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ
転送時間は含みません。
IP電話対応の機器（ADSLモデム、ルーター、テレフォンア
ダプターなど）に接続する場合：複合機の回線種別設定は、
ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定
してください。複合機の回線種別を自動で設定した場合、
「１１０」、「１１９」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話を
かけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があ
ります。
外付け電話機を接続している場合、本機の呼出回数を
「０回」に設定しても外付け電話機のベルが１～２回鳴る
場合があります。
両面時のプリント不可能領域は、A3、リーガル、B4で、
上下22mm、左右3mm、その他の用紙サイズは、上下・
左右ともに3mmです。
IP網ではSuper G3の最高速度での通信は出来ない場合
があります。
A4判700字程度の原稿を高速モード（33600bps)、モノ
クロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。
実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態
により異なります。
カラーファクス利用不可。
A4判700字程度の原稿を標準的画質（8ドット×3.85本
/mm）で蓄積した場合（MMR圧縮時）の数値です。また、
本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合
の容量であり、他機能との併用により変動します。
受信はWindowsのみです。
番号表示、名前表示、着信記録表示、着信記録プリントが
可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの
申し込みが必要です。
メモリー容量は32GB（USBフラッシュメモリー）、
128MB/32GB（メモリースティック/PRO）、2GB（SDメモ
リーカード）、32GB（SDHCメモリーカード）、2GB（マルチメ
ディアカード）、4GB（マルチメディアカードプラス）までの対
応です。市販の対応アダプターを使用することにより、
min iSDカード、mic r oSDカード、メモリースティック
Duo/ProDuo、メモリースティックマイクロ（M2）、マルチメ
ディアカードmobileもお使いいただけます。対応アダプター
はhttp://solutions.brother.co.jpでご確認ください。セキュ
リティ設定やハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーは、本
製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護
機能/MagicgateTMの音楽データには対応していません。
Windows Server 2003、2003 x64、2003 R2、2003 
R2 x64、2008、2008 R2はネットワークプリントのみ対応
となります。
光沢紙をお使いの場合は、0.25mm以下の厚さのものを
お使いください。
音響パワーレベルの数値となります。
ADF使用時、片面印刷、画質：標準、原稿：ISO/IEC 
24712印刷パターン使用時。
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ビジネスに、速戦力。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。
ブラザージャスティオシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。
純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間
内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。）

導入事例紹介

オンラインユーザー登録 オンライン故障・トラブル診断

［ ビジネスを強力にサポートするブラザー製品の導入事例はこちら ］

http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm

https://myportal.brother.co.jp/

ブラザー製品の導入事例を紹介しています。ビジネス・オフィス環境でご利用いただくお客様の声（導入理由・使用用途など）をご覧いただくことができます。

あなたがお持ちの製品に関する
お役立ち情報が届きます。

最新情報をすぐにご提供します。

スピーディーなお申し込み・
お問い合わせができます。

ご登録いただくと下記の特典があります

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

http://solutions.brother.co.jp/

分かりやすい選択肢で、
初心者でもかんたんに利用できます。

診断結果が万が一故障の場合、
オンラインから修理申込ができます。

マイポータルから修理申込をすると
個人情報の入力が不要です。

故障・トラブルかんたん診断

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

商品ご購入後、6ヵ月以内にご購入／
ご契約していただける
サービスメニューです。
商品ご購入日から3年間の
長期保守を割安にご購入できます。

2012年7月現在

安全にお使いいただくために
ブラザーコールセンター（フリーダイヤル）

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
http:/ /www.brother.co.jp/

http:/ /solutions.brother.co.jp/

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

［A3カラー複合機カタログ・SPコード MD7CI060G］

ブラザー販売（株）
北海道／011-221-5775　東北／022-227-8885　関越／048-640-3654　東京／03-3274-6911　
中部／052-824-3196　関西／06-6310-8863　中四国／082-240-3781　九州／092-481-1560
受付時間  ●9:00～12:00／13:00～17:00（土・日・祝日及び弊社指定休日は除く）

受付時間 : 9:00～20:00 （月～金）／9:00～17:00 （土） 　＊日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ一覧 ： http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり海外では使用できません（海外との通信
はできます）。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。

※停電中は、停電に対応している電話機を付け、外付け電話機としてご使用になっている場合はそち
らをお使いいただけます。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネス
ホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、
大切に保管してください。

※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です（印刷物は2年です）。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は
個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以
外は禁じられています。

※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国およびその
他の国における商標および登録商標です。

※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、AirPrint、PowerBookはApple Inc.社の商標また
は登録商標です。

※AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Google Cloud Printは、米国及び他国のGoogle inc.の登録商標または商標です。
※Presto! PageManager・Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお
問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニューソフトジャパン株式会社にお問い合わ
せください。（ニューソフトジャパン ホームページ http://www.newsoft.co.jp）
※メモリースティックはソニー（株）の登録商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック（株）、サンディスク社、（株）東芝の登録商標です。
※PictBridgeは、CIPA（Camera&Imaging Products Association）の商標です。
※本カタログに掲載されている全製品は、一般公衆（アナログ）回線において、NTTのダイヤルイン
サービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまた
は、i・ナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。

※本カタログの掲載商品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き
取り費などは含まれておりません。

※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税込）です。
※AOSSTMは株式会社バッファローの商標です。
※本製品は印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に
定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

お客様の指定場所に設置いたします。ご要望に応じてドライバーインストールや
ネットワークの設定なども実施いたします。（有償）

Q&A

※050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は052-300-5318をご利用ください。
050-3786-7712

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。


