
MFC-J4810DN カタログ

ファクスも、プリントも、無線でつながる
高機能ビジネスモデル
MFCMFC-J4810DNJ4810DN

カラーインクジェット方式

オープン価格　スターターインクカートリッジ付

※USBケーブルは同梱しております。 ※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。

その選択肢が、ビジネスを変える。

A3カラープリンター（手差しのみ） A4→A3拡大カラーコピー（手差しのみ）

A4カラーファクス A4カラースキャナー

無線LAN A4 PCファクス送受信

ダイレクトプリント

NEW

ファクスもプリントも無線でできるから置き場所が自由

クラウド・モバイルを利用してスマートなビジネスを
EVERNOTEやDropboxの
ようなクラウドを活用した各
種ウェブサービスへもアクセ
ス可能。スマートフォンやタ
ブレットからプリントしたり、ス
キャンしたものを取り込むこ
とができます。
※インターネットへの接続環境が必要です。

電話線に電話線接続ボック
ス（親機）を接続するだけで
ファクスデータを本体へ無
線で転送。本体は電話線も
パソコン接続ケーブルも不
要なので、お好きな場所で
ファクス送受信やプリントア
ウトが可能です。 

忙しいオフィスを支えるプリントスピード
35mm大型ヘッドがA4カ
ラー印刷約18ipm、A4モノ
クロ印刷約20ipmという圧
倒的な高速印刷を実現。忙
しいオフィスの作業効率アッ
プに貢献します。
※測定条件はビジネスインクジェット複合機総
合カタログをご覧ください。

スマートフォンのように使える、
新タッチパネル
新しいUI（ユーザーインター
フェイス）の採用で、スマート
フォンのように簡単な操作
ができるタッチパネルへ。高
度な機能の複雑な設定も、
心地良いフリック操作でス
ムーズに行えます。

ビジネスインクジェット

印刷速度※1　カラー 約　 ipm／モノクロ 約　 ipm18 20

A4 スキャン 約 7.3円／枚※2 
ランニングコストA3 プリント

（手差しのみ）

インターフェイス ［Hi-speed ＵＳＢ 2.0］［IEEE802.11 b/g/n］
対応OS ［Windows 8］［Windows 7］［Windows Vista］［Windows XP/XP Professional x64］［Windows Server 2008/2008 R2］
　　　   ［Windows Server 2003/2003 x64/2003 R2］［Mac OS X v10.8.x］［Mac OS X v10.7.x］［Mac OS X v10.6.8］
※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。
※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。
※1 印刷速度の算出方法についてはビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。
※2 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。詳細はビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。
　　使用したインクカートリッジは、LC117BK、LC115C、LC115M、LC115Yです。

3R・省エネ設計

認定番号：12122009
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●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
　火災、感電故障等の原因となることがあります。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。
ブラザービジネスインクジェットシリーズについて、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。）

■お買い求め、ご相談は、

安全にお使いいただくために

※表示価格はすべて消費税率5％時の希望小売価格（税込）です。MFC-J4810DN用 インクカートリッジ／オプション

仕様一覧表　MFC-J4810DN　ＪＡＮコード：4977766725972
※1　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。※2　USBについては、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。Hi-Speed　USB2.0でのご使用は、パソコン側が
Hi-Speed　USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed
USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン
側のインターフェイスがHi-Speed　USB2.0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。※3　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
号方式はWEP（64/128ビット）/TKIP/AESです。AOSS™/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。※4　Windows
のみの対応となります。※5　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。※6　カラーファクス利用不可。※7　メモリーバッ
クアップの保存期間の目安は電源遮断後2～3日間です。データ内容を保
証するものではありません。※8　A4判700字程度の原稿を標準的画質
（8ビット×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。※9　番号表示、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。※10　アプリケーションは無料でダウンロードできますが、
AppStore、Google　Play™へ接続する際の通信料は、お客様のご負担と
なります。※11　対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA4、
レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は上下・
左右ともに3mmです。※12　対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙
サイズはA4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は上下・左右ともに3mm
です。※13　ネットワーク接続は、ネットワーク上の一台のパソコンで可能で
す。※14　画質：標準、原稿：ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印
刷時。※15　音圧レベルの数値となります。※16　手差しトレイのみ対応。
※17　測定条件についてはビジネスインクジェット複合機総合カタログをご
覧ください。※18　副走査×主走査の解像度です。※19　日本郵便株式
会社製　通常郵便葉書。※20　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ないタイプ」のものをご使用ください。※21　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ります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・内側に印刷が施されているもの・
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。※22　B4サイズのフチなしプリントに
は対応していません。※23　アプリケーションや用紙種類・サイズによって
異なる場合があります。※24　Windows　XP/Vista/7/8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。
ただし、添付のスキャナーユーティリティを使用すれば19200×19200dpi
まで利用できます。※25　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。※26　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。複合機の回線種別設
定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。
※27　A4判700字程度の原稿を高速モード（33.6kbps）、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、回線状態ににより異なります。※28　光沢紙をお使い
の場合は、0.25mm以下の厚さの物をお使いください。※29　封筒をお使
いの場合は、0.52mm以下の厚さのものをお使いください。※30　コードレ
ス電話の使用環境によって短くなることがあります。

光学解像度/
ソフトウェア補間解像度

2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi/
19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※24

最大用紙サイズ A4

最大用紙サイズ 送信：A4、受信：A4
データ圧縮方式 カラー：JPEG、モノクロ：MH／MR／MMR

ハーフトーン 256階調
Super G3対応※5 有り
みてから送信※6/みるだけ受信※6 有り／有り
メモリーバックアップ機能※7 有り

順次同報送信※6 有り（最大250件）

自動縮小受信 有り

電話帳 100件×2番号
ナンバーディスプレイ※9 有り

外付け電話機呼び出し ̶
データコネクト対応 ̶
PCファクス送信 最大A4（モノクロ）
PCファクス受信※4 ※13 最大A4（モノクロ）

留守電・電話録音時間 3分/件、
合計29分もしくは99件

コードレス電話タイプ デジタル
液晶表示 全角3行×6文字
連続使用時間/連続待機時間 約8時間※30／約200時間
充電時間 約12時間
使用可能距離 約100m（見通し距離）
増設台数 合計4台まで
外形寸法
（横幅×奥行き×高さ）
質量

コードレス電話：44×29×163mm 約150g（バッテリー含む）
電話線接続ボックス：126.7×126×35.8mm 約245g
充電器：75×75×32mm 約125g

プリンター共有/スキャナー共有 有り／有り
AOSS™/WPS無線LAN接続対応 有り
対応プロトコル TCP／IP（IPv4／IPv6）
Brother iPrint&Scan※10、AirPrint、
Google Cloud Print™

クラウドサービス接続、年賀状アプリ

ファクス・電話自動切替／
外付け電話接続

有り／
̶

メモリー送信※6／
メモリー代行受信※6 ※8

有り／
有り（最大200枚）

ファクス転送／リモート取り出し ̶／̶

タイマー送信※6／
取りまとめ送信※6

有り／
有り

通信速度※5/電送時間※27 最大33.6kbps（自動切替）／3秒台

適用回線※26 一般電話回線・ひかり回線、
その他アナログ電話機が利用可能な回線

カラー階調 入力：48ビット、出力：24ビット
グレースケール 256階調

走査線密度

カラー 主走査：8ドット／mm
副走査：7.7本／mm（標準／ファイン）

モノクロ
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）

スキャン速度（A4）※25 カラー：最速3.4秒、モノクロ：最速3.4秒
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製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

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〉
Q&A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。

ブラザーコールセンター

受付時間 ： 9：00～19：00 （月～金）／10：00～17：00 （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

050-3786-7713

製品の修理について
弊社製品の無償保証期間はご購入日から１年間です。保証内容につ
いては保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコール
センター、または弊社ホームページをご確認ください。

LC113BK
LC113C
LC113M
LC113Y
LC113-4PK（4色入りパック）

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

＜JANコード＞
4977766715218 

4977766715225 

4977766715232 

4977766715249 

4977766715355

LC117BK
LC117/115-4PK（4色入りパック）
LC115C
LC115M
LC115Y

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

＜JANコード＞
4977766715256 

4977766715362

4977766715263 

4977766715270 

4977766715287 

大
容
量

※1※1※1

容量UP!
（BK・C・M・Y）

約2倍

3R設計
認定番号：
12142009

3R設計
認定番号：
12142009

形式 送受信兼用卓上型
読み取り方式 CIS

原稿サイズ幅 最大：215.9mm（ADF、スキャナーガラスとも）
最小：148mm（ADF）

用紙サイズ 最大297×420mm（A3）

記録方式 カラーインクジェット
最小液滴量 1.5pl

液晶ディスプレイ 3.7型TFTカラータッチパネル

メモリー容量 128MB

ＡＤＦ（自動原稿送り装置）枚数 20枚
給紙トレイ枚数 最大150枚
手差しトレイ 有り（1枚）

インターフェイス
ＵＳＢ※2 Hi-speed ＵＳＢ 2.0

インクカートリッジ 4色独立カートリッジ方式

スリープ時：約1.5W、レディー時：約5W、
コピー時※14：約21W消費電力

電源 AC 100V 50/60Hz

動作環境 温度：10-32.5℃、
湿度：20-80%（結露無き事）

最大用紙サイズ A3※16

稼働音※15 50dBA以下

質量（消耗品含む） 約9.3kg

プリント解像度※18 最大6000×1200dpi
印刷不可能領域（A4） 上下0mm、左右0mm（ふちなし設定時）

付属品
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、写真光沢紙L判、電話機コード、
取扱説明書、保証書他印刷物

外形寸法
（横幅×奥行き×高さ） 480×290×186mm（突起部を除く）

原稿読み取り幅 最大213.9mm

プリント速度（A4）※17
カラー 約18ipm（片面）、約6ipm（両面）※11
モノクロ 約20ipm（片面）、約6ipm（両面）※11

プ
リ
ン
ト

有線LAN ̶
無線LAN※3 IEEE802.11 b/g/n

主
な
仕
様

A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、
インデックスカード、L判、2L判、はがき※19、往復
はがき※20、封筒※21（Com-10、DL、長形3号、
長形4号、洋形2号、洋形4号）
A3、A4、レター、エグゼクティブ、B4（JIS）※22、
B5（JIS）、レジャー、リーガル、A5、A6、インデック
スカード、L判、2L判、はがき※19、往復はがき※20、
封筒※21※29（Com-10、DL、長形3号、長形4号、
角形2号、洋形2号、洋形4号）、カスタムサイズ
（最大：287×431.8mm、最小：88.9×127mm）

用紙サイズ

用紙種類
普通紙、インクジェット紙、光沢紙※28、
ポストカード、封筒※21、
インデックスカード、はがき※19

最大用紙サイズ スキャン：A4、プリント：A3※16

コピー解像度（記録時）※18 最大2400×1200dpi
コピー不可能領域（A4）※23 上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数 最大99枚

複写速度（A4連続）※17
カラー 約9ipm（片面）、約5ipm（両面）※12
モノクロ 約12ipm（片面）、約5ipm（両面）※12コ

ピ
ー

給紙
トレイ

手差し
トレイ

※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、SkyDrive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、iPad mini、AirPrint、PowerBookはAppleInc.
社の商標または登録商標です。

※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）
※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。
※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、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※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。

BCL-D120K-BK
18,900円
＜JANコード＞
4977766728430

BCL-D120K-WH
18,900円
＜JANコード＞
4977766728423

BCL-BT30
1,680円
＜JANコード＞
4977766639910

■インクカートリッジ ■増設用コードレス電話 ■コードレス電話用バッテリー

［ＭＦＣ-Ｊ４８１０ＤＮカタログ・SPコード：MD7CI115A］


