
エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商
品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商
品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う
消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的
としています。

ブラザーのジャスティオは待機時に一定時間が経過
すると自動的に省エネルギーモードに移行する機能を
備えています。当社は国際エネルギースタープログラ
ムの参加事業者として、該当商品が国際エネルギー
スタープログラムの基準に適合していると判断します。

ブラザー工業のプリンター・複合機は、（財）日本環境
協会からエコマーク商品に認定されています。
（2011年1月現在）

3R・省エネ設計

「国際エネルギースタープログラム」
の基準に適合。

「RoHS指令」に対応。

ブラザーのジャスティオは「グリーン購入
法」（国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律）の基本方針（平成21
年2月13日閣議決定）の判断基準を満た
しています。（2011年1月現在）

ブラザーでは使用済み消耗品の回収リサイクル
に取組んでおります。また回収させていただいた
消耗品にポイントをつけ、10,000ポイントにつき
1本の植樹を行っています。詳しくはホームページ
をご参照ください。

このカタログに掲載のブラザーのジャスティ
オは、部品や材料の製造に関わる全工程
において、自然環境や人体に有害な６種類
の特定化学物質（カドミウム・鉛・六価クロ
ム・水銀・PBB・PBDE）の使用を制限する
RoHS指令に対応しています。

このロゴマークはブラザーが独自に規定
したマークです。

環境物品等の優先的購入を促進する「グリーン購入法」
の判断基準に適合。

ブラザーでは使用済み消耗品の回収を行い、
植林活動を行っています。

環境への配慮は、ブラザーの基本です。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/
このロゴマークはブラザーが独自に規定
したマークです。

オンラインユーザー登録　（ブラザーマイポータル） 導入事例紹介 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

https://myportal.brother.co.jp/ http://www.brother.co.jp/product /houjin/index.htm
製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のファームウェア情報や各種サポート情報、
キャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

ブラザー製品の導入事例をご紹介しています。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。

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。）

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〉

http:/ /m.brother.co.jp/support/

ブラザーモバイルサイト 〈サポート情報〉

2011年1月現在
［MFC-9460CDNカタログ・SPコード ＭＤ７ＣＬ０３２Ｂ］

弊社指定休日は除く

※製品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。
※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）は日本国内用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。

※停電中は本機で電話をかけたり受けたりすることはできません。停電に
対応している電話機を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。
※Macintosh、PowerBook、Mac、MacOSは、米国およびその他の国で登
録されているApple Inc.の商標です。

※PostScript3はアドビシステムズ社の登録商標です。

※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。
※Presto! PageManager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下さい。（ニューソフトジャパン　ホーム
ページ http://www.newsoft.co.jp）
※本カタログに掲載されているファクス搭載製品は、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。

※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。

https://regist.brother.jp/ContactUs/ContactForm1.aspx?category=2

スモールオフィスに、ちょうどいい。

ＭＦＣ-9460ＣDNNEW

外形寸法（単位:mm）

前 面

側 面

410

503

49
2※

MFC-9460CDN カタログ

※ 増設記録紙トレイ使用時 : 625（１段）

0120-143-410

安心と信頼の修理サービス

1年

複 合 機

商品ご購入後いつでもご契約頂ける１年単位のサービスメニューです。

商品ご購入後、６ヶ月以内にご購入／ご契約して頂けるサービスメニューです。
ご購入日から３・４・５年の長期保守を割安にご購入可能。

製品ご購入後１年間無償保証いたします。　※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

※製品の設置場所が離島及び山間部の場合は、修理発生時に別途交通費が必要となります。

※各サービスパックには、技術料／部品代が含まれます。
※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。出張修理契約には、 
　出張料が含まれております。
※サービスパック１年は、ご購入後４年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります。

TEL：052-824-3253  http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

3・4・5年

●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合
　お客様の製品設置場所にサービスエンジニアが出張し、修理を行います。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。

ジャスティオ専用
プリンター台

JANコード:
4977766655200

PS-100W
30,450円

※表示価格はすべて希望小売価格です。（税込）MFC-9460CDN用 消耗品／オプション

LT-300CL
26,250円
（A4普通紙500枚給紙可能）
JANコード:
4977766679619

TN-390C（シアン）
TN-390M（マゼンタ）
TN-390Y（イエロー）
TN-390BK（ブラック）
TN-395C（シアン）
TN-395M（マゼンタ）
TN-395Y（イエロー）
TN-395BK（ブラック）

DR-390CL
17,955円
（4色一体型）
約25,000枚
（1回に1ページ印刷する場合）
JANコード:
4977766684415

WT-300CL
2,940円
約50,000枚
（A4/各色5%印字時）
JANコード:
4977766679626

BU-300CL
26,250円
約50,000枚
（1回に5ページ印刷する場合）
約19,000枚
（1回に1ページ印刷する場合）
JANコード:
4977766679602

﹇
大
容
量
ト
ナ
ー
﹈

ドラムユニット 廃トナーボックス ベルトユニット 増設記録紙トレイトナーカートリッジ

※写真はTN-390C
  （シアン）です。

横幅410×奥行き495×
高さ133mm

外形寸法：
横幅450×奥行き530×
高さ550mm

外形寸法：

約1,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:49777666843097,035円

7,035円

7,035円

6,300円

12,495円

12,495円

12,495円

8,085円

約1,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684316
約1,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684323
約2,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684293
約3,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684347
約3,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684354
約3,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684361
約4,000枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684330

エコマーク認定商品
認定番号：10132025



仕様一覧表

ファクス

コピー

プリンター

スキャナー

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブルなど）は同梱されておりません。
※同梱のトナーはTN-390BK/C/M/Y同等品（BK：約2,500枚、C/M/Y：約1,500枚/1,500枚/1,500枚/A4 JIS X  6932公表値）です。
※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。

カラースキャナー

PCファクス送受信 ネットワーク標準

カラープリンター カラーコピー

カラーファクス6 in1

インターフェイス

対応OS

［Hi-Speed USB 2.0］ ［10/100BASE-TX］  

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

※Mac OS X 10.5は、OSにバンドル（標準装備） されているプリンタードライバーをご使用ください。スキャナードライバーは弊社ホームページより無償でダウンロードできます。
◎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。

日本語ポスト
スクリプト互換

ジャスティオ製品として初めてコート紙に標準対応。チラシやPOP・メニューなども
気軽に印刷することができ、使用用途が広がります。

ユーザーごとにパスワードを割り当て、コピー/スキャン/プリント/
USBダイレクトプリント/ファクス送受信の利用を制限できます。

Performance

Speedy

■セキュリティ機能ロックで複合機のユーザー管理

＊1 受信はWindowsのみの対応です。   ＊2 商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。非搭載搭載

フラット
ベッド

スキャン
to 機能

スキャン
to 機能

USB 有線
LAN

USB
ダイレクト

ID
印刷

無線
LAN

マルチ
アクセス

リモート
セットアップ

分離型
カートリッジ

自動両面
プリント

拡大縮小
印刷

順次同報
送信

ワンタッチ
ダイヤル
16件

短縮
ダイヤル
300件

外付電話
呼び出し

メモリー
バックアップ

ソート
コピー

2 in1
IDカード
コピー

スキャン
ボタン

ＰＤＦ
保存

ページ
レイアウト
印刷

ポスト
スクリプト
互換

ランニングコスト
カラー
12.8円/枚

ランニングコスト
モノクロ
2.6円/枚

ページ
レイアウト
コピー

ナンバー
ディスプレイ
対応

メモリー
代行受信
500枚

ＰＣファクス

送信
モノクロ

プリンター
共有

インターネット

ファクス

スキャナー
共有

ＰＣファクス

受信
モノクロ

ＰＣファクス

送受信

自動両面
スキャン

セキュリティ
印刷

セキュリティ
機能ロック

ＦＡＸ/ＴＥＬ
自動切替

セキュリティ
ＩＰフィルター

ＣIS
ADF

35枚
読み取り
速度

2秒
記録紙最大

800枚
標準記録紙
トレイ

250枚
カラー

24
枚/分

モノクロ

24
枚/分

カラー

24
枚/分

モノクロ

24
枚/分

カラー
2400
×
600dpi

光学解像度
1200
×

2400dpi

拡大・縮小
25％～
400％

モノクロ
2400
×
600dpi

Super
G3

メモリー

128MB
最大384MB

ファクス
転送
モノクロ

ファクス
to

Eメール送信

ウェブ
ブラウザー
設 定

印刷部寿命

/5年間
20万枚

＊1＊2

＊1

多目的
トレイ

50枚
手差し
トレイ

Ｂ4
読み取り受話器

＃1

＃2

低ランニングコスト
モノクロ2.6円/枚 カラー12.8円/枚 を実現＃1

＃2

＃2 ＃2 ＃2

＃1

プリンター コピー カラースキャナー ネットワークカラーファクス ＆ PCファクス基本機能

～はがき
A4

機能一覧表

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

対応パソコン

対応ＯＳ※31※42

電源

消費電力（平均）

ウォームアップタイム
動作環境
稼動音※43
質量（消耗品含む）

付属品

装置寿命※21

USBダイレクト※34

プリンター部
スキャナー部

カラー
モノクロ
カラー
モノクロ
カラー
モノクロ

複写速度（Ａ４連続）
※10 ※26

コピー解像度（記録時）
コピー不可能領域（Ａ４） ※1
連続複写枚数

拡大・縮小コピー

カラー
モノクロ
カラー
モノクロ

プリント速度（Ａ４）
※26

プリント解像度
※12

プリント不可能領域（Ａ４）※1

階 調

読み取り速度※28

フルカラー
グレイスケール

データ圧縮方式

走査線密度

適用回線 ※18
通信速度 ※16
ハーフトーン

モノクロ

カラー

最高24枚/分、最高14ページ/分（両面）※38
最高24枚/分、最高14ページ/分（両面）※38
21秒以下※35
19秒以下※35
最大1,200×600dpi
上下4.0mm、左右2.0mm
最大99枚

入力：48ビット、出力：24ビット
256階調
カラー：2.1秒/枚、モノクロ：2.1秒/枚

カラー：JPEG　モノクロ：MH/MR/MMR/JBIG
主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）

一般電話回線※19
最大33.6Kbps（自動切換）
256階調

■ジャスティオ初、コート紙に標準対応

MFC-9460CDN
ボディーカラー ： ホワイト＆ダークグレー オープン価格　トナーカートリッジ・ドラムユニット付

高速&
自動両面プリント
ハイスペックなカラーモデル

24枚/分 の高速プリントで、
カラーもモノクロも快適出力！
スタイリッシュで洗練されたデザインながら、24枚/分#2の高速印刷を実現。また、「タン
デムエンジン」採用で、カラーもモノクロと同じ速度での印刷が可能です。

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。

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが
出来るため環境負荷を軽減し、「モノクロ2.6円/枚、カラー12.8円/枚」#1の
低ランニングコストを実現します。

クロだけ印刷自動両面プリント カラー24枚／分＃2 モノクロ24枚／分＃2

自動両面プリントで
用紙コストが1/2～1/8に

Cost Saving & Ecology

（TN-395BK/C/M/Y/DR-390CL使用時）

※コート紙に印刷する場合は多目的トレイから1枚ずつ印刷してください。　※コート紙の推奨紙は王子製紙（株）製　PODグロスコート 100です。

トナー・ドラム 分離型のランニングコスト

分離型

※印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

約60秒／12ページ

ＭＦＣ-9460ＣＤＮ

ＭＦＣ-9450ＣＤＮ
（弊社同等クラス従来機）

1枚目

JEITA標準パターン
J11.ppt

速い
約45秒
／12ページ
約45秒
／12ページ

フラットベッド方式

ＡＤＦ（自動原稿送り装置）枚数

標準記録紙トレイ枚数

多目的トレイ・手差しトレイ

記録紙セット可能枚数（オプション装着時最大）

標準メモリー容量（増設時最大）

インターフェイス

マルチアクセス

リモートセットアップ

分離型カートリッジ

トナー節約

モードキー/液晶サイズ/液晶バックライト

自動両面プリント

USBダイレクト ※34

透かし（ウォーターマーク）印刷 ※4

セキュリティ印刷

セキュリティ機能ロック／設定ロック

セキュリティＩＰフィルター ※27

ID印刷 ※4／SSL通信対応 ※36

拡大縮小印刷機能

ページレイアウト印刷

コマンド体系

複数部コピー

拡大・縮小コピー

ソートコピー／ページレイアウトコピー ※11

2in1 IDカードコピー

スキャンボタン

スキャン to 機能

Ｓｕｐｅr Ｇ３対応 ※16

電送速度 ※9

読み取り速度（Ａ４）

FAX・ＴＥＬ自動切替＋外付電話機接続

自動切替後の外付電話機呼び出し

ファクス転送／リモート取り出し

ナンバーディスプレイ

メモリーバックアップ機能

メモリー送信／メモリー代行受信 ※7・※8・※32

ワンタッチダイヤル／短縮ダイヤル

順次同報送信 ※32

自動縮小受信

タイマー送信／取りまとめ送信 ※32

通信管理／送信確認レポート

送付書送信

ファクス誤送信防止

ＰＣファクス送信 

ＰＣファクス受信 ※4

プリンター共有

スキャナー共有

スキャン to 機能

ＰＣファクス

対応プロトコル／IPｖ６対応

ウェブブラウザー設定

ＵＳＢ2.0 ※6

ネットワーク

USBホスト

厚みのある原稿をそのままコピー・ファクス・スキャンできます。

1回の操作で、原稿の差し替えをせずに連続読み取りができる最大枚数です。

標準トレイにセット可能な記録紙の枚数です。

はがき※37など、様々なサイズの紙をセットできるトレイです。※30

標準トレイ、多目的（手差し）トレイ、増設記録紙トレイ（オプション）の最大セット枚数です。

標準の搭載メモリー容量と、オプションで増設できる最大のメモリー容量です。

USB（Universal Serial Bus）2.0インターフェイスです。

有線LAN（10/100BASE-TX）インターフェイスです。

USBメモリーのインターフェイスです。

ファクス送信中にプリントするなど、実行中の機能を止めずに他の機能を同時に進行できる機能です。

パソコンから、複合機の電話帳の追加・編集や初期設定値の変更などが行えます。

トナーとドラムの分離型カートリッジを採用しています。

トナーを通常より少ない量で印刷します。

ワンタッチで機能切り替え／液晶のサイズ／本体での設定・選択・エラー発生時に点灯。

プリント、コピー、ファクス受信時に、自動で両面印刷できます。

USBメモリーからPCレスで直接印刷したり、スキャンデータをUSBメモリーに保存できます。

「社外秘」「ＣＯＰＹ」などの定型語句をはじめ、任意の語句を透かし印刷できます。

プリントジョブを一時的に本体のメモリーに蓄積し、パスワード入力によって印刷を開始します。

ユーザー毎に利用できる機能を制限します。／日付やファクス送信元登録などの設定を制限します。

ネットワーク上の指定したパソコンからの印刷やアクセスを制限することができます。

印刷者のIDを印刷できます。／SSL暗号化技術でデータ送受信を安全に行えます。

原稿を拡大／縮小して印刷することができます。

複数枚の原稿をまとめて１枚にプリントしたり、１枚の原稿を複数枚の用紙に印刷できます。

PCL（欧文）/BR-Script3（PostScript3互換）対応。

１回の操作で複数部の連続コピーができます。

原稿を拡大／縮小してコピーすることができます。

複数原稿を仕分けコピーできます。／４枚または２枚の原稿を１枚の用紙にコピーできます。

IDカードや身分証明書などカードサイズの裏表を、そのサイズのままA4片面にコピーすることが出来ます。

PDFファイルの作成や画像のスキャン、Eメールへの画像添付が簡単にできます。

スキャンボタンの操作で使用できる機能です。

モデムスピード33.6KbpsによるスーパーG3通信が可能です。

電送時間が短ければ短いほどファクスの通信時間が短縮されます。

原稿を読み取る速度です。

相手に合わせて、受信したファクスと電話を自動で切り替えることができます。

ファクスと電話を自動切替の後、ファクスは自動受信、電話は外付電話機につながります。

留守中に受信したファクスを転送します。／メモリー受信したファクスを外出先から取り出せます。

ファクス送信元の番号をディスプレイ上に表示できます。（別途ＮＴＴとの契約が必要です。）

受信データはメモリーにバックアップされ、停電時も安心です。

原稿を本体メモリーに記憶後、自動的にファクス送信します。／メモリーに記憶可能な最大枚数です。

電話番号を登録します。

同じ文書を1回の操作で複数の相手先に順次送信します。

送られてきた画像が印刷可能サイズを超えている場合、自動縮小して印刷します。

ファクス送信の時間を予約できます。／同時刻に予約されたファクスをまとめて送信します。

送信／受信した通信結果をプリントします。／送信後に送信結果をプリントします。

複合機本体に内蔵されている送付書をつけて送信することができます。

［番号2度入力機能］ と ［番号直接入力禁止機能］などでファクスの誤送信を防止します。

パソコンモニター上の書類や画像を印刷することなく、直接ファクス送信できます。

ファクス受信したデータをパソコンにダイレクトに取り込み、画面上で内容を確認できます。

ネットワーク上のパソコンから、プリンタードライバーを起動してプリントすることができます。

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起動してスキャンすることができます。

本体のスキャンボタン操作で、スキャンデータをネットワーク上のPCやサーバーに送信します。

ネットワーク上のパソコンから、PCファクス送信、PCファクス受信※25・※4ができます。

対応しているプロトコルです。／次世代ネットワークプロトコルIPｖ6への対応です。

ウェブブラウザーで電話帳等の設定や、トナー残量等の確認が可能です。

機 能 名 機 能 概 要

基本機能

ファクス

コピー

スキャナー

ＰＣ
ファクス

※5※5
ネットワーク

プリンター

●

35枚

250枚

50枚（多目的トレイ）

800枚

128MB（384MB）

Hi-speed※17

●

●

●

●

●

●

●/22桁×5行/ホワイト

●

●

●

●

● ／ ●

●

● ／ ●

●

●

● ／ ●

●

●

● ／ ●

●

●

●

約2秒

約2秒

●

●

モノクロ／モノクロ

●

●

●／最大500枚

8×2件／300件

最大366件

●

モノクロ／モノクロ

● ／ ●

●

●

●（モノクロ、Ａ４サイズまで）

●（モノクロ、Ａ４サイズまで）

●

●

送信／受信

TCP/IP／●

●

PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/
イメージ/ファイル/OCR/
ネットワークファイル/FTP※29

PDF/セキュリティPDF/Eメール添付/
イメージ/ファイル/OCR/USB/
ネットワークファイル/FTP※29

4977766689403
送受信兼用卓上型
CIS
最大：216mm（ADF、スキャナーガラスとも）最小148mm（ADF)
A4判：最大210×297mm（A4普通紙）
208mm
半導体レーザー＋乾式電子写真方式
DOS/V機（PC/AT互換機）※2
USB I/F標準装備のMachintosh※3

AC100V  50/60Hz

33秒以下（スリープから）、35秒以下（電源Offから）
温度10-32.5℃、湿度20-80％（結露無き事）
動作時：LWAd=6.82B（A）以下、待機時：LWAd=4.80B（A）以下
約26.5Kg

20万枚または5年間のいずれか早い方
5万枚または5年間のいずれか早い方

最高24枚/分、最高14ページ/分（両面）※38
最高24枚/分、最高14ページ/分（両面）※38
16秒以下※33
16秒以下※33
600×600dpi（標準モード）、2400×600dpi（きれいモード）
600×600dpi（標準モード）、2400×600dpi（きれいモード）
上下4.2mm、左右4.2mm

CD-ROM2枚、ドラムユニット、トナーカートリッジ、
廃トナーボックス、ベルトユニット、電話機コード、
電源コード、取扱説明書他印刷物、保証書、
再梱包用部品

最大1,200（主走査）dpi×2,400（副走査）dpi
最大19,200（主走査）×19,200（副走査）dpi※15

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）

USBダイレクトプリント：【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、
TIFF※23、PRN※22、PS（PostScript)※22
スキャンtoUSB：【ファイル形式】PDF、JPEG、XPS、TIFF

ファーストプリント
アウトタイム

ファーストコピー
アウトタイム

多目的トレイ：ユーザー定義サイズ（幅70～216mm、長さ116～406mm）
標準記録紙トレイ：A4、レター、B5、A5、A5（横置き）、B6、A6、はがき※37
増設記録紙トレイ：A4、レター、B5、A5、B6

多目的トレイ：普通紙、再生紙、コート紙※44、ラベル紙、はがき※37、封筒※20
標準記録紙トレイ：普通紙、再生紙、はがき※37（30枚）
増設記録紙トレイ：普通紙、再生紙

トナー※13：BK約2,500枚（TN-390BK）、約4,000枚（TN-395BK）、
C/M/Y約1,500枚（TN-390C/M/Y）、約3,500枚（TN-395C/M/Y）、
ドラムユニット※14：約25,000枚、
ベルトユニット：約50,000枚※45、
廃トナーボックス：約50,000枚※24

有（50･70･83･87･91･94･97･100･115･141･
200%、25～400％の1％刻み）

＃1 TN-395BK/C/M/Y使用時のドラムを含む数値で、A4 JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
＃2 標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。

※1：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。※2：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出来ない場
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頂く必要があります。※3：PowerBook G3ではご使用になれません。※4：Windowｓのみの対応になります。※5：セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。※6：USBについては、
Windows 2000/XP/Vista/7プレインストールモデル及びWindows 98以降からのWindows 2000/XP/Vista/7へのアップグレードモデル、ＵＳＢ標準搭載のPowerMacintosh（PowerBook G3を除く）でのみ使用可能です。（但し、全ての環境で動作を保証するものではありま
せん。）※7：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。※8：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。※9：A4判700字程度の標準原稿を高速モード、
モノクロ標準的画質（8ドット×3.85本/mm）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。※10：同一原稿の連続コピー時。※11：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。※12：レーザー
/LED複合機については、データにより最高解像度でプリント出来ない場合があります。※13：A4 JIS X 6932公表値、実際のトナー寿命は使用環境や印刷内容により異なります。 印字密度が低い場合や電源のオン、オフを頻繁に行なう場合にはトナー寿命が短くなることがありま
す。また、この場合には複数色のトナーが同時に寿命となることがあります。※14：A4サイズを1回に1ページ印刷した場合、ドラムユニットの寿命は使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数等により異なります。※15：WindowsXPでWIAドライバーをご使用の場合は、最大
1200x1200dpi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を使用すれば最大解像度で利用できます。※16：ＩＰ網ではSuperG3の最高速度での通信はできない場合があります。※17：Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に対応する為には、パソコン本体のイン
ターフェイス及び接続ケーブルがHi-Speed USB2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB 2.0はUSB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。※18：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、NTT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。※19：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。※20：封筒は、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、以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙づまりの原因になります。・窓付き封筒 ・エンボス加工がされたもの ・留め金のついたもの・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。※21：商品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。※22：MFC-9460CDN/HL-4570CDWのプリンタードライバーで
作成されたファイルのみ。※23：弊社製品にて作成されたファイルのみ。※24：A4/各色5％印字時。※25：ネットワーク上の1台のパソコンで可能です。※26：標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。※27：ご使用になるネットワーク環境下の
DHCP機能をoffにする必要があります。※28：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。※29：FTPサーバーの設定が別途必要です。※30：多目的トレイは、はがき（郵便事業株式会社製 通
常郵便葉書）10枚、封筒は3枚。※31：Windows Server 2008/2008 R2/2003/2003 x64 Editionはネットワークプリントのみ対応。※32：カラーファクス利用不可。※33：色補正、色ずれ修正を行っている際には、変化する場合があります。※34：セキュリティ設定やUSBハブ機能
付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。※35：色補正、色ずれ修正を行っている際や、スキャナーランプがウォームアップしている際には、変化する場合があります。※36：使用できるプロトコルはＨＴＴＰＳ、ＩＰＰＳです。
※37：郵便事業株式会社製 通常郵便葉書。※38：両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は7枚/分となります。※39：Mac OS X 10.5は、OSにバンドル（標準装備） されているプリンタードライバーをご使用ください。スキャナードライバーは弊社ホームページより無
償でダウンロードできます。※40：自動両面プリントはA4のみの対応になります。※41：カラー両面印刷時の印刷品質は、記録紙の種類や品質によって異なりますので、試し印刷されることをおすすめします。※42：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。
※43：音響パワーレベルの数値になります。※44：コート紙に印刷される場合は多目的トレイに１枚ずつ入れて下さい。コート紙の推奨紙は王子製紙（株）製 PODグロスコート 100です。※45：1回に5ページ印刷する場合。1回に1ページ印刷する場合の印刷可能枚数は約19,000枚です。

 

光学解像度／
ソフトウェア補間解像度

用紙サイズ※40

用紙種類※41

プリント可能枚数

1010

約2.6円/枚
約12.8円/枚カラー

モノクロ

効率的に消耗品を交換！ 低ランニングコスト！

Windows 7/Vista/XP/XP Professional x64
Server 2008/2008 R2/2003/
2003 x64 Edition/2000、 
Mac OS X 10.4.11/10.5.x/10.6.x※39

待機時：平均65W　ピーク時：1000W
コピー時：平均525W　スリープ時（ディープスリープ時）：1.4W

NEW

3R・省エネ設計
認定番号：08122016
〈ジャスティオ　複合機〉

＃1 ＃1

＃1

［両面印刷］
+

［ページレイアウト］
［両面印刷］

※ 当社測定値
※ 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® CoreTM2 Duo E8400 3.00GHz ・RAM：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

0 2010 30 40 6050 70（秒）

（自動両面プリントはA4のみ対応）

ドラムユニット
トナーカートリッジ



エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商
品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商
品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う
消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的
としています。

ブラザーのジャスティオは待機時に一定時間が経過
すると自動的に省エネルギーモードに移行する機能を
備えています。当社は国際エネルギースタープログラ
ムの参加事業者として、該当商品が国際エネルギー
スタープログラムの基準に適合していると判断します。

ブラザー工業のプリンター・複合機は、（財）日本環境
協会からエコマーク商品に認定されています。
（2011年1月現在）

3R・省エネ設計

「国際エネルギースタープログラム」
の基準に適合。

「RoHS指令」に対応。

ブラザーのジャスティオは「グリーン購入
法」（国等による環境物品等の調達の推
進等に関する法律）の基本方針（平成21
年2月13日閣議決定）の判断基準を満た
しています。（2011年1月現在）

ブラザーでは使用済み消耗品の回収リサイクル
に取組んでおります。また回収させていただいた
消耗品にポイントをつけ、10,000ポイントにつき
1本の植樹を行っています。詳しくはホームページ
をご参照ください。

このカタログに掲載のブラザーのジャスティ
オは、部品や材料の製造に関わる全工程
において、自然環境や人体に有害な６種類
の特定化学物質（カドミウム・鉛・六価クロ
ム・水銀・PBB・PBDE）の使用を制限する
RoHS指令に対応しています。

このロゴマークはブラザーが独自に規定
したマークです。

環境物品等の優先的購入を促進する「グリーン購入法」
の判断基準に適合。

ブラザーでは使用済み消耗品の回収を行い、
植林活動を行っています。

環境への配慮は、ブラザーの基本です。

http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/
このロゴマークはブラザーが独自に規定
したマークです。

オンラインユーザー登録　（ブラザーマイポータル） 導入事例紹介 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

https://myportal.brother.co.jp/ http://www.brother.co.jp/product /houjin/index.htm
製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のファームウェア情報や各種サポート情報、
キャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

ブラザー製品の導入事例をご紹介しています。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。

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。）

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〉

http:/ /m.brother.co.jp/support/

ブラザーモバイルサイト 〈サポート情報〉

2011年1月現在
［MFC-9460CDNカタログ・SPコード ＭＤ７ＣＬ０３２Ｂ］

弊社指定休日は除く

※製品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。
※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）は日本国内用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。
※停電中は本機で電話をかけたり受けたりすることはできません。停電に
対応している電話機を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。
※Macintosh、PowerBook、Mac、MacOSは、米国およびその他の国で登
録されているApple Inc.の商標です。
※PostScript3はアドビシステムズ社の登録商標です。

※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。
※Presto! PageManager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下さい。（ニューソフトジャパン　ホーム
ページ http://www.newsoft.co.jp）
※本カタログに掲載されているファクス搭載製品は、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。
※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。

https://regist.brother.jp/ContactUs/ContactForm1.aspx?category=2

スモールオフィスに、ちょうどいい。

ＭＦＣ-9460ＣDNNEW

外形寸法（単位:mm）

前 面

側 面

410

503

49
2※

MFC-9460CDN カタログ

※ 増設記録紙トレイ使用時 : 625（１段）

0120-143-410

安心と信頼の修理サービス

1年

複 合 機

商品ご購入後いつでもご契約頂ける１年単位のサービスメニューです。

商品ご購入後、６ヶ月以内にご購入／ご契約して頂けるサービスメニューです。
ご購入日から３・４・５年の長期保守を割安にご購入可能。

製品ご購入後１年間無償保証いたします。　※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

※製品の設置場所が離島及び山間部の場合は、修理発生時に別途交通費が必要となります。

※各サービスパックには、技術料／部品代が含まれます。
※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。出張修理契約には、 
　出張料が含まれております。
※サービスパック１年は、ご購入後４年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります。

TEL：052-824-3253  http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

3・4・5年

●コールセンターでの診断後、修理が必要と判断された場合
　お客様の製品設置場所にサービスエンジニアが出張し、修理を行います。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問い合わせください。

ジャスティオ専用
プリンター台

JANコード:
4977766655200

PS-100W
30,450円

※表示価格はすべて希望小売価格です。（税込）MFC-9460CDN用 消耗品／オプション

LT-300CL
26,250円
（A4普通紙500枚給紙可能）
JANコード:
4977766679619

TN-390C（シアン）
TN-390M（マゼンタ）
TN-390Y（イエロー）
TN-390BK（ブラック）
TN-395C（シアン）
TN-395M（マゼンタ）
TN-395Y（イエロー）
TN-395BK（ブラック）

DR-390CL
17,955円
（4色一体型）
約25,000枚
（1回に1ページ印刷する場合）
JANコード:
4977766684415

WT-300CL
2,940円
約50,000枚
（A4/各色5%印字時）
JANコード:
4977766679626

BU-300CL
26,250円
約50,000枚
（1回に5ページ印刷する場合）
約19,000枚
（1回に1ページ印刷する場合）
JANコード:
4977766679602

﹇
大
容
量
ト
ナ
ー
﹈

ドラムユニット 廃トナーボックス ベルトユニット 増設記録紙トレイトナーカートリッジ

※写真はTN-390C
  （シアン）です。

横幅410×奥行き495×
高さ133mm

外形寸法：
横幅450×奥行き530×
高さ550mm

外形寸法：

約1,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:49777666843097,035円

7,035円

7,035円

6,300円

12,495円

12,495円

12,495円

8,085円

約1,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684316
約1,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684323
約2,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684293
約3,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684347
約3,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684354
約3,500枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684361
約4,000枚（A4 JIS X6932公表値）
JANコード:4977766684330

エコマーク認定商品
認定番号：10132025




