
NEWHL-2130
モノクロプリンター

オープン価格　トナーカートリッジ・ドラムユニット付

ボディーカラー ： ライトグレー〈A4／モノクロ〉

※パソコンとの接続ケーブル（USBケーブル）は同梱されておりません。
※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー（約700枚/A4 JIS X 6931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。

認定番号：07122053
〈ジャスティオ プリンタ〉

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

対応OS

5万枚 または 5年間USB2.0 8MB 0.8w20枚/分 250枚 4.2円/枚 2400×600dpi
（HQ1200）

プリント速度※1 給紙枚数 ランニングコスト※2 最高解像度 インターフェイス メモリー 装置寿命 消費電力（スリープ時）

※1 用紙サイズはA4。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。
※2 TN-11J使用時、A4/JIS X 6931公表値です。ドラムを含むトータルランニングコストは5.1円/枚となります。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。

コンパクト&省エネ設計の
エントリーモデル

手差し／カセットの2way給
紙、正面／背面の2way排
紙に対応しているので、封筒
など厚手の用紙でも反りにく
いストレート排紙が可能です。

厚紙も安心！ 
2way給紙＆
排紙

スリープ時の消費電力が
わずか0.8Wの省エネ設計

PerformanceCompact

置く場所を選ばない、
高さ18.3cmのコンパクトボディー

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で
行えます。メンテナンスも容易になり、省スペースにもつながります。

消耗品の交換もラクラク、
便利なフロントオペレーション

デスクサイドやパソコンラックなどにスッキリ置ける、高さわずか
18.3cmの超薄型ボディー。さらにデザイン性を高めて、さまざまな
オフィスにフィットします。

背面排紙
正面排紙

手差し給紙

カセット給紙

HL-2130 カタログ

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〉

0120-590-382

［HL-2130カタログ・SPコード MD7CH021A］

弊社指定休日は除く

（印刷物は2年です。）

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。

安心と信頼の修理サービス

外形寸法（単位:mm）

ジャスティオ専用プリンター台

JANコード:4977766655200

PS-100W
30,450円

※表示価格は全て希望小売価格（税込）です。HL-2130用 消耗品／オプション

DR-22J
11,340円
約12,000枚（1回に1ページ印刷する場合）
JANコード:4977766689373

ドラムユニットトナーカートリッジ

横幅450×奥行き530×高さ550mm
外形寸法：

※1 HQ1200テクノロジーにより印字スピードを落とさずに1200dpi相当の画像を実現します。※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。※3 23℃湿度50％時の測定値※4 プリンター始動から排紙完了までの時間。
※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 封筒は、坪量75g/㎡～95g/㎡のものをお使い下さい。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、試し印刷を行って下さい。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。※7 音響パワーレベルの数値になります。※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 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。※10 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。

仕様一覧表

60 -163g/m2

60 -105g/m2

6.7kg（消耗品含む）

LWAd=6.6B（A）

LWAd=4.6B（A）

421W

830W

62W

0.8W

電圧：AC100V（50/60Hz）

5万枚または5年間

360

18
3

368

CD-ROM 1枚、
トナーカートリッジ（スタータートナー）、

ドラムユニット、
電源コード、

かんたん設置ガイド、
保証書、他印刷物類

W368×D360×H183

前 面 側 面

←前

JANコード

プリント方式

解像度

プリント速度※2

ウォームアップタイム※3

1枚目プリント時間（レディー時）※2 ※4

CPU

対応OS※5

 

内蔵メモリー

インターフェイス

片面印刷時（A4）モノクロ

標準

パラレル

USB

有線LAN

無線LAN

 

  4977766706551

電子写真方式

2400×600dpi（HQ1200）※1

最高20枚/分

11.5秒以下

ARM社 ARM9

8MB

̶

Hi-Speed USB 2.0 ※10

̶

̶

8秒以下（スリープモードから）
26秒以下（電源投入から）

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

用紙坪量

重量

稼動音※7

消費電力（平均）

電源

装置寿命

添付品

手差しトレイ

標準記録紙トレイ

印刷時

スタンバイ時

印刷時

ピーク時

スタンバイ時

スリープ時

TN-11J
4,410円
約1,000枚（A4 /JIS X 6931公表値※）
JANコード:4977766706728

■JIS X 6931公表値とは
JIS X 6931基準データ

※印刷可能枚数は、JIS X 6931（ISO/IEC 19752）規格（モノクロ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もの）に基づく公表値を満たしています。

2011年9月現在

A4、レター、B5、A5、A5（横置き）、
B6、A6、はがき※9

̶

̶

ユーザー定義サイズ
（幅76～216mm、長さ116～406mm）

̶

̶

１枚

250枚

̶

251枚

普通紙:100 枚

普通紙、再生紙、ラベル紙、
はがき※9、封筒※6

普通紙・再生紙・はがき（30枚） ※9

普通紙：1枚

対応プロトコル

コマンド体系

内蔵フォント

給紙枚数

最大給紙枚数

排紙枚数

用紙の種類 ※8

      

用紙サイズ

PCL

BR-Script

フェイスダウン（正面排紙）

フェイスアップ（背面排紙）

手差しトレイ

標準記録紙トレイ

手差しトレイ

標準記録紙トレイ

手差しトレイ

標準記録紙トレイ

増設記録紙トレイ（オプション）

プリンター

ユーザーズガイド（取扱説明書）を調べる。
ブラザーのサポートサイトにアクセスして最新情報を調べる。

弊社到着後、7日間以内にお客様へ
修理完了品をお返しします。http://solutions.brother.co.jp/

←左記語句で検索してください。

故障かな？と思ったら……

※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。  ※本製品にサービスパック（有償長期保守）はありません。

1
2

3 お客様相談窓口（コールセンター）で相談。

修理が必要と診断された場合
48時間以内に、故障機の回収。※1
事前にお客様のご都合をお伺いし、
宅配便により故障機を回収します。
お客様によるサービスセンターへの
持ち込みは不要です。　※1 一部地域を除く

次の手順で原因をお調べ下さい。
7日間以内に修理品を返送。

Eメールでのお問い合わせ一覧 ： http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

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。

エコマーク認定商品
認定番号：11132007


