
▶A4カラープリンター

HL-3140CW カタログ

無線LANに対応
ハイパフォーマンス・カラープリンター
HL-3140CW

カラープリンター

〈A4/カラー〉　トナーカートリッジ・ドラムユニット付

※パソコンとの接続ケーブル（USB/LANケーブル）は同梱しておりません。
※4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると、（印刷可能枚数に達する以外の
　理由でいずれかのドラムユニットのみを交換していない限り）他の色もほぼ同時に交換時期になります。
※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。
※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー（各色約1,000枚 / A4 JIS X 6932 公表値）です。

その選択肢が、ビジネスを変える。

クロだけ印刷 無線LAN 液晶パネル スマホプリント

NEW

※1 用紙サイズはA4。標準給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。
※2 TN-291BK、TN-296C/M/Y、DR-291CL使用時、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。
※3 製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。 

最高解像度 　装置寿命※3 対応OSメモリーインターフェイス　ランニングコスト※2給紙枚数　プリント速度※1

10万枚
または
5年間

標準 64MB250枚
ネットワーク標準

USB2.0
（600×2400dpi）
2400dpi相当

モノクロ
3.7円/枚

カラー
17.3円/枚

［Windows 8］［Windows 7］［Windows Vista］
［Windows XP/XP Professional x64］ 
［Windows Server 2012］
［Windows Server 2008/2008 R2］
［Windows Server 2003/2003 x64］
［Mac OS X v10.8.x］［Mac OS X v10.7.x］
［Mac OS X v10.6.8］

18枚/分
カラー/モノクロ

カラー/モノクロ18枚/分※1の高速印刷
24cmと高さを押さえたコンパクトボディーながら、18枚/分※1の高速印刷を
実現。また、「タンデムエンジン」採用で、カラーもモノクロも同じ速度での印
刷が可能です。

トナーカートリッジ ドラムユニット

【トナー・ドラム分離型のランニングコスト】

分離型効率的に
消耗品を交換！

低ランニングコスト！

約3.7円/枚約
モノクロカラー

17.3円/枚
※2※2 ※21010

スマートフォンやタブレットをビジネスに活用
無料専用アプリケーションをダウンロードするこ
とで、プリンターとスマートフォンのワイヤレス通
信が可能に。スマートフォン内の資料やデータ
をプリントすることができます。

低ランニングコスト
モノクロ3.7円/枚※2　 カラー17.3円/枚※2を実現
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3.7円/枚、カラー
17.3円/枚」※2の低ランニングコストを実現します。 ※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、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。

※Android端末との通信は無線LANルーターが必要です。

Brother  iP r i n t &Scan

Goog le Cloud Pr in t™

Ai rPr in t

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。iPhone/
iPod touch/iPad/iPad mini、さらにAndroid搭載の端末から写真やドキュ
メント、ウェブページがプリントできます。

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniからEmail、
写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、
ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。

外出先にいながら、スマートフォンのモバイルGmailの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アカウントをプリンターに登録して
おくだけでOK。ドライバーのインストールも不要です。

Wi -Fi  D i rec t™
Wi-Fi機能搭載のスマートフォンやパソコンなら、無線LANルーターなしでも接続が可能。
オフィスに無線LAN環境がない方でも、すぐにワイヤレスプリントが使えます。

3R・省エネ設計

認定番号：07122053 No.AD-13-283

※Android端末との通信は無線LANルーターが必要です。

※写真はHL-3170CDWです。



写真はTN-296Cです。

3年 4年 5年

2013年8月現在

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

●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。

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。）

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

製品の修理について

■お買い求め、ご相談は、

安全にお使いいただくために

※表示価格はすべて希望小売価格（税込）です。HL-3140CW用 消耗品

仕様一覧表　HL-3140CW　ＪＡＮコード：4977766719261
プリント方式 電子写真方式LEDプリンター
解像度 600×600dpi（標準モード）/2400dpi相当（きれいモード）

プリント速度※1
片面印刷時（A4）

両面印刷時（A4）̶

最高18枚/分
最高18枚/分

カラー
モノクロ

ウォームアップタイム※2 26秒以下（スリープモードから）/27秒以下（電源投入から）

CPU RENESAS SS1000（333MHz）

対応プロトコル TCP/IP

最大給紙枚数 251枚

給紙枚数 手差しトレイ
標準給紙トレイ

1枚
250枚

排紙枚数 フェイスダウン（正面排紙）
フェイスアップ（背面排紙）

普通紙：100枚
普通紙：1枚

USB
無線LAN

Hi-Speed USB 2.0※6
IEEE802.11 b/g/n※7

有線LAN ̶
インターフェース

［Windows 8］［Windows 7］［Windows Vista］
［Windows XP/XP Professional x64］
［Windows Server 2012］
［Windows Server 2008/2008 R2］
［Windows Server 2003/2003 x64］
［Mac OS X v10.8.x］［Mac OS X v10.7.x］［Mac OS X v10.6.8］

対応OS※5

内蔵メモリー　　　　 64MB

１枚目プリント時間
（レディー時）※1 ※3

カラー16秒以下※4
モノクロ16秒以下

〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

※1 用紙サイズはA4。標準給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。※2 温度23℃/湿度50%時の測定値。※3 プリンター始動から排紙完了までの時間。※4 色補正、色ずれ補正を行っている際には変化する場合があります。 ※5 MS-DOSもしくはWindows経由で
のDOSアプリケーションの印刷はできません。※6 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 USB 2.0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USBでの転送速度にて動作可能です。※7 対応認証方式は、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、アクセスポイントもAOSSTM、WPSのどちらかに対応している必要があります。
※8 使用される用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合がありますので、印字品質をご確認頂くことをお勧めします。※9 コート紙に印刷する場合は手差しトレイに1枚ずつ入れてください。推奨紙は王子製紙（株）製 PODグロスコート 100です。※10 ご使用できるはがきは、郵便事
業株式会社製 通常郵便葉書です。往復はがき、インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご使用できません。また、絵入りのはがきなど、使用されるはがきの条件によっては、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。※11 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、故障や紙詰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・ふたにのりがついているもの・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。※12 音響パワーレベルの数値になります。

※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の
国における登録商標です。
※Apple、Macintosh、Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、
AirPrintは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
※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.の商標または登録商標です。
※AOSSTMは株式会社バッファローの商標です。
※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。
※プリンターケーブルは別売です。
※技術改善などにより、予告なく製品仕様を変更する場合がありますがご了承く
ださい。

■ドラムユニット ■ベルトユニット ■廃トナーボックス

JIS X 6932公表値とは
※印刷可能枚数はJIS X 6932（ISO/IEC
　19798）規格（カラー電子写真方式プリ
ンター用トナーカートリッジの印刷枚数を
測定するための試験方法を定めた規格）
に基づく公表値を満たしています。

※印字密度が低い場合や電源のオン、オフ
を頻繁に行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。

用紙の種類※8
手差しトレイ 普通紙・再生紙・ラベル紙・コート紙※9

はがき※10・封筒※11

標準給紙
トレイ 普通紙・再生紙・はがき（30枚）※10

用紙サイズ
手差しトレイ ユーザー定義サイズ

（幅76～216mm、長さ116～355mm）
標準給紙
トレイ

A4、レター、B5、A5、A5（横置き）、B6、
A6、はがき※10

用紙坪量
手差しトレイ 60-163g/m2

標準給紙トレイ 60-105g/m2

稼動音※12 印刷時 LWAd = 6.31（B）A
スタンバイ時 LWAd = 4.15（B）A

消費電力（平均）
印刷時 700W
スタンバイ時 60W

ピーク時 380W以下
スリープ（ディープスリープ）時 0.6W

自動両面印刷用紙種類 普通紙（A4）
ＵＳＢダイレクトプリント ̶

電源 電圧：AC100V（50/60Hz）
装置寿命 10万枚または5年間

重量

外形寸法
（単位:mm）

17.0kg（消耗品含む）

添付品
CD-ROM、トナーカートリッジ（スタータートナー）、ドラムユニット、
ベルトユニット、廃トナーボックス、再梱包用部品、
電源コード、かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類

※本製品の販売／サポートは日本国内に限らせていただきます。
※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。）

※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。
※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。

有 償

有 償

有 償 3年・4年・5年3年・4年・5年
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3～5年間の長期保
守を割安にご購入できます。

有 償 1年

1年

商品ご購入後、いつでもご契約いただける1年単位のサービ
スメニューです（但し、ご購入後4年以内かつ当社基準に適
合した商品である事が条件になります）。■料金表　（表示価格はすべて税込価格です）

商品コード
JANコード
希望小売価格

サービスパック1年
MVS161102

4969121002323
12,600円

サービスパック3年
MVS161302

4969121002330
31,500円

サービスパック4年
MVS161402

4969121002347
42,000円

サービスパック5年
MVS161502

4969121002354
52,500円

1年 2年

カラーレーザープリンター
特定交換部品
（無）※1

カテゴリーブラザー
サービスパック
（出張修理）

HL-3140CW

対象製品

設
置

サ
ー
ビ
ス

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

050-3786-8871

前

410 465

2
4
0

前 面 側 面

W410×D465×H240

DR-291CL（ドラム4個入りパック/モノクロ1個カラー3個）
10,500円
約15,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
JANコード：4977766719377

TN-291C（シアン）
8,400円
約1,400枚
（A4 JIS X 6932公表値※）
JANコード：4977766719315

TN-291M（マゼンタ）
8,400円
約1,400枚
（A4 JIS X 6932公表値※）
JANコード：4977766719322

TN-291Y（イエロー）
8,400円
約1,400枚
（A4 JIS X 6932公表値※）
JANコード：4977766719339

TN-296C（シアン）
10,500円
約2,200枚
（A4 JIS X 6932公表値※）
JANコード：4977766719346

TN-296M（マゼンタ）
10,500円
約2,200枚
（A4 JIS X 6932公表値※）
JANコード：4977766719353

TN-296Y（イエロー）
10,500円
約2,200枚
（A4 JIS X 6932公表値※）
JANコード：4977766719360

TN-291BK（ブラック）
7,875円
約2,500枚
（A4 JIS X 6932公表値※）
JANコード：4977766719308

BU-220CL
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：4977766718813

WT-220CL
2,940円
約50,000枚（A4/各色5％印字時）
JANコード：4977766718820

■トナーカートリッジ

写真はTN-291Cです。

エコマーク認定商品
認定番号：12132007

エコマーク認定商品
認定番号：12132007

大容量トナー

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。

BROTHER SER SERVICE ICE PACKCK
1年・3年・4年・5年の保守サービスを割安に購入できる

※1 特定交換部品代は別途有料扱いになります。
※サービスパックには、お客様が日常正常にお使
いいただくための取扱説明書に記載されている、定
期メンテナンス作業は含まれておりません。

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

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）

優先的に出張対応
いたします
電話で故障状況を確
認し必要な場合は修
理手配をいたします。

定額料金だから安心
何度でも修理対応

専用フリーダイヤルで
優先的に受付いたします

契約期間中は何度でも
修理対応いたします。

保守契約者様専用ダイヤル
で長時間お待たせいたしま
せん。 




