
▶A3カラー複合機

MFC-J6510DW カタログ

大好評A3シリーズに
コンパクトモデル登場

MFC-J6510DW
カラーインクジェット方式

ボディーカラー ： ブラック　　オープン価格　インクカートリッジ付
※USBケーブルは同梱しております。
※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。
※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。

インターフェイス

対応OS

［Hi-Speed USB 2.0］ ［10BASE-T/100BASE-TX］ ［IEEE802.11b/g/n］

［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］

★1　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A3カラー複合機カタログ
　　  をご覧ください。使用したインクカートリッジは、LC17BK、LC17Y、LC17C、LC17Mです。
★2　印刷速度の算出方法についてはA3カラー複合機カタログをご覧ください。

※最新のOS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。

NEW

ビジネスに、速戦力。

自動両面プリント（A3～はがき）で
用紙コストが1/2～1/8に
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。

無線LANルーター

A3書類や印刷物の見開きも
そのまま読み取れる
スキャン＆コピ－
A3サイズの書類は原寸で、印刷物
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。

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。

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。
※iOS4.2以上が必要です。

3R・省エネ設計
認定番号：08122015
〈ジャスティオ 複合機〉

［両面印刷］
+

［ページレイアウト］
［両面印刷］

A3カラープリンター A3カラーコピー

A4カラー　 約10 ipm/約27ppm
A4モノクロ  約12 ipm/約35ppm

A3カラーファクス A3カラースキャナー

有線・無線LAN A3PCファクス送受信

フォトメディアキャプチャー 3.3型TFTワイドビュー液晶

印刷速度★2
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［MFC-J6510DWカタログ・SPコード：ＭＤ７ＣＩ０９５Ａ］

2012年9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。

■お買い求め、ご相談は、

安全にお使いいただくために

※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。MFC-J6510DW用 インクカートリッジ 外形寸法／質量

仕様一覧表　MFC-J6510DW　ＪＡＮコード：4977766714815

LC17BK
LC17C
LC17M
LC17Y
LC17-4PK
（4色入りパック）

形式 送受信兼用卓上型

横幅540×奥行き489×高さ257mm（突起部を除く）
約15.8kg（消耗品含む）

読み取り方式 CIS（密着イメージセンサー）による読み取り

原稿サイズ幅 最大297mm（ADF、スキャナーガラスとも）、
最小148mm（ADF）

記録紙サイズ 最大297×420mm（A3）
原稿読み取り幅 最大291mm

最小液適量 1.5pl
インクカートリッジ 4色独立インクカートリッジ方式
液晶ディスプレイ 3.3型TFTワイドビュー液晶
ADF（自動原稿送り装置）枚数 35枚
記録紙トレイ枚数 最大250枚
手差しトレイ 有り（1枚）

メモリー容量 64MB
電源 AC 100V  50/60Hz

消費電力（平均） スリープ時：3.5W以下、待機時：７W以下、
コピー時：26W以下※30

動作環境 温度：10-35℃、湿度20-80％（結露無き事）
稼動音※29 LWAd=6.38B（A）以下

付属品
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

セキュリティ機能ロック 有り
インク節約モード 有り

DOS/V機（PC/AT互換機）※3、
USB I/F標準装備のMacintosh※4対応パソコン

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

対応OS※27

インターフェイス
USB2.0（Hi-Speed）※1、
有線LAN（10BASE-T/100BASE-TX）、
無線LAN（IEEE802.11b/g/n）※2

記録方式 カラーインクジェット

最大用紙サイズ（スキャン/プリント） A3/A3

複写速度（A4連続）※5 カラー：最高6ipm（片面）、最高2.5ipm（両面）
モノクロ：最高6ipm（片面）、最高2.5ipm（両面）

最大用紙サイズ（スキャン） A3

コピー解像度（記録時）※6 最大1200×1200dpi
両面コピー※13※19 有り
コピー不可能領域（A4）※8 上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数 最大99枚
ブックコピー/傾き補正 有り/有り
透かしコピー 有り

ページレイアウトコピー※14 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）

2in1IDカードコピー 有り
拡大・縮小コピー 有り（既定サイズ及び25-400%の1％刻み）

光学解像度/
ソフトウェア補完解像度

2400（主走査）dpi×2400（副走査）dpi/
19200（主走査）dpi×19200（副走査）dpi※15

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
A4スキャン速度（カラー/モノクロ）※16 最速3.4秒/3.5秒
最大用紙サイズ（送信/受信）A3/A3
データ圧縮方式 カラー：JPEG　モノクロ：MH/MR/MMR

適用回線※17 一般電話回線

ハーフトーン 256階調

解像度

対応メディア※26 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

通信速度※20/電送時間※21 最大33.6Kbps（自動切替）/3秒台

みてから送信※22/みるだけ受信※22 有り/有り
メモリー送信※22/メモリー代行受信※23 有り/有り（400枚）
順次同報送信※22 有り（最大266件）
ファクス転送※22/リモート取り出し※22 有り/有り
PCファクス送信※22/受信※22※24 有り/有り（最大A3）
ワンタッチダイヤル/電話帳 16件/100件×2番号
ナンバーディスプレイ※25 有り
FAX・TEL自動切替＋外付電話接続※18/
外付電話機呼び出し

有り/
有り

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

JPEG、avi、mov/
最大1200×2400dpi

ピクトブリッジ 有り
有線LAN 有り（10BASE-T/100BASE-TX）
無線LAN 有り（IEEE802.11 b/g/n）

対応プロトコル TCP/IP （IPv4/IPv6)
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※2※2※2

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

※1　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。※2　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。
※3　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。※4　PowerBook　G3ではご使用になれ
ません。※5　印刷速度の算出方法詳細についてはA3カラー複合機カタログ参
照。※6　副走査×主走査。※7　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。※8　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。※9　Windowsのみの対応になります。※10　郵便事業株式会社製　通常
郵便葉書。※11　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。※12　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。※13　対応用紙種類は普通紙のみです。
対応用紙サイズはA3、B4、A4、B5、A5です。※14　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。※15　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。※16　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。※17　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。※18　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。※19　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。※20　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。※21　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。
※22　カラーファクス利用不可。※23　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。※24　受信はWindowsのみです。※25　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。※26　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 roSD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。※27　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。※28　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。※29　音響パワーレベルの数値となります。※30　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。

※050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は052-300-5813をご利用ください。

※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。

257mm

489mm
669mm

540mm
590mm

エコマーク認定商品
認定番号：10142029

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

4977766695992

4977766696005

4977766696012

4977766696029

4977766697965

大容量

＜JANコード＞
LC12BK
LC12C
LC12M
LC12Y
LC12-4PK
（4色入りパック）
LC12BK-2PK
（ブラック2個入りパック）

エコマーク認定商品
認定番号：10142029

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

オープン価格

4977766695954
4977766695961
4977766695978
4977766695985

4977766697958

4977766697941

＜JANコード＞

最大用紙サイズ A3

プリント速度（A4）※5 カラー：最高10ipm（片面）、最高3ipm（両面）
モノクロ：最高12ipm（片面）、最高3ipm（両面）

プリント解像度※6 最大6000×1200dpi
自動両面プリント※7※19 有り
プリント不可能領域（A4）※8 上下0mm、左右0mm （ふちなし設定時）
透かし印刷※9 有り

用紙サイズ

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、封筒（C5、Com-10、DL封筒、
モナーク、長形3号、長形4号、角形2号、洋形2号、洋形4号）※12、
カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8）

用紙種類※28 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

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）

安心と信頼のサービスラインアップ

※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。
※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。
※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費、使用済み製品の引
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、記載の製品名、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）

無 償

有 償

有 償

1年間無償保証 無 償

有 償 3年

3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年間の長期保守を
割安にご購入できます。

故障機の回収手配からすばやい修理品の返送までを購入日
から1年間無償で保証します。

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2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）。

A3カラー複合機 1年間無償保証

■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）

商品コード
JANコード
希望小売価格

サービスパック1年
MVS171101

4969121002408
¥10,500

サービスパック3年
MVS171301

4969121002415
¥30,450

サービスパック1年
MVS172101

4969121002422
¥8,400

サービスパック3年
MVS172301

4969121002439
¥24,150

1年 2年 3年

出張修理 引取り修理

設
置

サ
ー
ビ
ス

AOSSTM/WPS無線LAN接続対応 有り

ブラザーコールセンター


