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4 ブラザーのホームページ

24時間いつでも、
お客さ
商品

お急ぎの場合はチャッ
商品選び、
にお答え

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境
への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約
束し、
役割を果たすこと

ブラザー製品は、
ライフサイクル全体に
おいて環境配慮されています。

※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。
※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで
実際と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、弊社は本
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（外付け電
話接続機能のないモデルは除く）。
※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

Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国及びその他
の国における商標及び登録商標です。
※macOS、AirPrintは、米国およびその他の国で登録された
Apple Inc.の登録商標です。
※Android、Google Play、Chrome OSは、Google LLCの
登録商標または商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック（株）、サンディスク（株）、
（株）東芝の登録商標です。
※「Evernote」、「エバーノート」、「Evernoteの象のロゴ」は
Evernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て
使用しています。
※BMSecはJBMIAの商標です。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。
※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。
※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

ブラザーコールセンター 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

受付時間：9：
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、
最新の情報は弊社ホームページにてご確認く
Eメールでのお問い合わせ一覧

A4インクジェッ

DCP-J1200N、
MFC-J4540N、

ブラザーのホームページ

24時間いつでも、すばやく自己解決！ よくあるご質問（Q&A）

ブラザー サポート 検索

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。
商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

QRコード読み取り方法受付時間：9：00～17：00（月～金）※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット
商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイム
にお答えします。お電話に比べて繋がりやすく、パソコンやスマート
フォンからお手軽にお問い合わせいただけます。

ブラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただく
品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、
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

消耗品はブラザー純正品をおすすめ致します。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。　
https://www.brother.co.jp/product/original/

オンライン
ユーザー登録

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。
※DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、 MFC-J4540N、 MFC-J4940DNの

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。

物流4
使用
5

6回収

製品のライフサイ

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境
への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約
束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの
役割を果たすことを目指します。

いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。
ブラザーのプリンターは、
さまざまなエコ機能を搭載しています。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの
採用により、積載効率の向上に努めています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

ブラザー製品は、
ライフサイクル全体に
おいて環境配慮されています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

オンライン授業中、
先生から急に印刷やスキャンの指示が出て
焦る事がある…

資料は紙で見たいタイプなので、印刷量が多い…
ただ、インクの購入や交換は極力少なくしたい！

自分の部屋に置くし、
オンラインでカメラをオンにすると映り込むから
おしゃれなものがいい！

※1学生さんへのヒアリングをもとにしています。 ※2測定条件についてはブラザーホームページをご確認ください。価格は税込です。
※3 DCP-J914N、DCP-J926N-W/B、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N。LC411BK/C/M/Y。 ※4 アプリ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。
※5 初期セットアップでインクを消費するため、実際の印刷枚数はこれより少なくなります。※6 ブラザーの保証規定に準じます。
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場合があります。
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は使用できません（海外との通信はできます）。また、弊社は本
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
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24時間いつでも、すばやく自己解決！ よくあるご質問（Q&A）

ブラザー サポート 検索

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。
商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

QRコード読み取り方法受付時間：9：00～17：00（月～金）※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット
商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイム
にお答えします。お電話に比べて繋がりやすく、パソコンやスマート
フォンからお手軽にお問い合わせいただけます。

ブラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただく
品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、
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

消耗品はブラザー純正品をおすすめ致します。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。　
https://www.brother.co.jp/product/original/
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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。
※DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、 MFC-J4540N、 MFC-J4940DNの

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。
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製品のライフサイ

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境
への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約
束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの
役割を果たすことを目指します。

いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。
ブラザーのプリンターは、
さまざまなエコ機能を搭載しています。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの
採用により、積載効率の向上に努めています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

ブラザー製品は、
ライフサイクル全体に
おいて環境配慮されています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

※1学生さんへのヒアリングをもとにしています。 ※2測定条件についてはブラザーホームページをご確認ください。価格は税込です。
※3 DCP-J914N、DCP-J926N-W/B、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N。LC411BK/C/M/Y。 ※4 アプリ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。
※5 初期セットアップでインクを消費するため、実際の印刷枚数はこれより少なくなります。※6 ブラザーの保証規定に準じます。

相当の黒インクを同梱！



ブラザーコールセンター 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

受付時間：9：00～18：00（月～土）
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。
最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
Eメールでのお問い合わせ一覧 https://www.brother.co.jp/contact/mail/

A4インクジェットプリンター・複合機はこちら

DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、
MFC-J4540N、MFC-J4940DNはこちら

ブラザーのホームページ

24時間いつでも、すばやく自己解決！ よくあるご質問（Q&A）

ブラザー サポート 検索

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。
商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット
商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイム
にお答えします。お電話に比べて繋がりやすく、パソコンやスマート

ブラザープリンターについて、印刷品質・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、印刷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すすめ致します。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。　
https://www.brother.co.jp/product/original/

オンライン
ユーザー登録

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。
※DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、 MFC-J4540N、 MFC-J4940DNの 「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。
詳しくはこちら

1設計

調達
2
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6回収

DCP -J4140N例

設計から回収にいたるまで

製品のライフサイクル

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境
への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約

持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの
役割を果たすことを目指します。 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。

※欧州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。

省エネ・3R設計
ブラザー工業株式会社

エコマーク商品

いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。
ブラザーのプリンターは、
さまざまなエコ機能を搭載しています。

太陽光発電システム

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの
採用により、積載効率の向上に努めています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

ブラザー製品は、
ライフサイクル全体に
おいて環境配慮されています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループの
すべての工場では
ISO14001 ＊1に準拠した
環境マネジメントシステムを
展開しています。
＊1 ISO14001は環境マネジメントシステムの
　  国際規格です。

https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/

使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に
参加しています。

［詳しくはこちら］
https://www.inksatogaeri.jp/

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ
里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進
しています。

00～18：00（月～土）
・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。

最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
Eメールでのお問い合わせ一覧 https://www.brother.co.jp/contact/mail/

トプリンター・複合機はこちら

DCP-J4140N、 MFC-J4440N、
MFC-J4940DNはこちら

カメラでQRコードを
読み取る

スマートフォンのカメラや
QRコード読取アプリを起動ド読み取り方法

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
印刷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、

（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）。

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。
または弊社ホームページをご確認ください。

MFC-J4940DNの 「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

トをご利用いただけるようになります。
詳しくはこちら

1設計

調達
2

生産3
-J4140N

設計から回収にいたるまで

製品のライフサイクル

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。

※欧州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。

省エネ・3R設計
ブラザー工業株式会社

エコマーク商品

太陽光発電システム

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループの
すべての工場では
ISO14001 ＊1に準拠した
環境マネジメントシステムを
展開しています。
＊1 ISO14001は環境マネジメントシステムの
　  国際規格です。

DCP-J1200N-UN

JAN 4969121008967

in / in

300 Point 30 Point/1 50 Point/12

Brother Online Brother Mobile Connect

2
4

0570-061016

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際 Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国及びその他

ブラザーコールセンター 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

受付時間：9：00～18：00（月～土）
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。
最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
Eメールでのお問い合わせ一覧 https://www.brother.co.jp/contact/mail/

A4インクジェットプリンター・複合機はこちら

DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、
MFC-J4540N、MFC-J4940DNはこちら

ブラザーのホームページ

24時間いつでも、すばやく自己解決！ よくあるご質問（Q&A）

ブラザー サポート 検索

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。
商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

カメラでQRコードを
読み取る

スマートフォンのカメラや
QRコード読取アプリを起動QRコード読み取り方法受付時間：9：00～17：00（月～金）※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット
商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイム
にお答えします。お電話に比べて繋がりやすく、パソコンやスマート
フォンからお手軽にお問い合わせいただけます。

ブラザープリンターについて、印刷品質・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、印刷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すすめ致します。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。　
https://www.brother.co.jp/product/original/

オンライン
ユーザー登録

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。
※DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、 MFC-J4540N、 MFC-J4940DNの 「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。
詳しくはこちら

1設計

調達
2

物流 生産34
使用
5

6回収

DCP -J4140N例

設計から回収にいたるまで

製品のライフサイクル

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境
への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約
束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの
役割を果たすことを目指します。 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。

※欧州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。

省エネ・3R設計
ブラザー工業株式会社

エコマーク商品

いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。
ブラザーのプリンターは、
さまざまなエコ機能を搭載しています。

太陽光発電システム

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの
採用により、積載効率の向上に努めています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

ブラザー製品は、
ライフサイクル全体に
おいて環境配慮されています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループの
すべての工場では
ISO14001 ＊1に準拠した
環境マネジメントシステムを
展開しています。
＊1 ISO14001は環境マネジメントシステムの
　  国際規格です。

ブラザーコールセンター 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

受付時間：9：00～18：00（月～土）
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。
最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
Eメールでのお問い合わせ一覧 https://www.brother.co.jp/contact/mail/

A4インクジェットプリンター・複合機はこちら

DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、
MFC-J4540N、MFC-J4940DNはこちら

ブラザーのホームページ

24時間いつでも、すばやく自己解決！ よくあるご質問（Q&A）

ブラザー サポート 検索

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。
商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット
商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイム
にお答えします。お電話に比べて繋がりやすく、パソコンやスマート

ブラザープリンターについて、印刷品質・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、印刷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すすめ致します。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。　
https://www.brother.co.jp/product/original/

オンライン
ユーザー登録

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。
※DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、 MFC-J4540N、 MFC-J4940DNの 「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。
詳しくはこちら

1設計

調達
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物流 生産34
使用
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6回収

DCP -J4140N例

設計から回収にいたるまで

製品のライフサイクル

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境
への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約

持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの
役割を果たすことを目指します。 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。

※欧州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。

省エネ・3R設計
ブラザー工業株式会社

エコマーク商品

いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。
ブラザーのプリンターは、
さまざまなエコ機能を搭載しています。

太陽光発電システム

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの
採用により、積載効率の向上に努めています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

ブラザー製品は、
ライフサイクル全体に
おいて環境配慮されています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループの
すべての工場では
ISO14001 ＊1に準拠した
環境マネジメントシステムを
展開しています。
＊1 ISO14001は環境マネジメントシステムの
　  国際規格です。

2022年10月作成

https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/

使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に
参加しています。

［詳しくはこちら］
https://www.inksatogaeri.jp/

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ
里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進
しています。

00～18：00（月～土）
・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。

最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
Eメールでのお問い合わせ一覧 https://www.brother.co.jp/contact/mail/

トプリンター・複合機はこちら

DCP-J4140N、 MFC-J4440N、
MFC-J4940DNはこちら

カメラでQRコードを
読み取る

スマートフォンのカメラや
QRコード読取アプリを起動ド読み取り方法

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
印刷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、

（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）。

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。
または弊社ホームページをご確認ください。

MFC-J4940DNの 「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

トをご利用いただけるようになります。
詳しくはこちら

1設計

調達
2

生産3
-J4140N

設計から回収にいたるまで

製品のライフサイクル

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。

※欧州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。

省エネ・3R設計
ブラザー工業株式会社

エコマーク商品

太陽光発電システム

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループの
すべての工場では
ISO14001 ＊1に準拠した
環境マネジメントシステムを
展開しています。
＊1 ISO14001は環境マネジメントシステムの
　  国際規格です。

※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。

Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国及びその他
の国における商標及び登録商標です。 プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ

ブラザーコールセンター 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

受付時間：9：00～18：00（月～土）
※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。
最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。
Eメールでのお問い合わせ一覧 https://www.brother.co.jp/contact/mail/

A4インクジェットプリンター・複合機はこちら

DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、
MFC-J4540N、MFC-J4940DNはこちら

ブラザーのホームページ

24時間いつでも、すばやく自己解決！ よくあるご質問（Q&A）

ブラザー サポート 検索

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。
商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

カメラでQRコードを
読み取る

スマートフォンのカメラや
QRコード読取アプリを起動QRコード読み取り方法受付時間：9：00～17：00（月～金）※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット
商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイム
にお答えします。お電話に比べて繋がりやすく、パソコンやスマート
フォンからお手軽にお問い合わせいただけます。

ブラザープリンターについて、印刷品質・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、印刷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すすめ致します。
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。　
https://www.brother.co.jp/product/original/

オンライン
ユーザー登録

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。
※DCP-J1200N、 DCP-J4140N、 MFC-J4440N、 MFC-J4540N、 MFC-J4940DNの 「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。
詳しくはこちら

1設計

調達
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物流 生産34
使用
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6回収

DCP -J4140N例

設計から回収にいたるまで

製品のライフサイクル

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境
への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約
束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの
役割を果たすことを目指します。 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。

※欧州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。

省エネ・3R設計
ブラザー工業株式会社

エコマーク商品

いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。
ブラザーのプリンターは、
さまざまなエコ機能を搭載しています。

太陽光発電システム

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの
採用により、積載効率の向上に努めています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

ブラザー製品は、
ライフサイクル全体に
おいて環境配慮されています。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループの
すべての工場では
ISO14001 ＊1に準拠した
環境マネジメントシステムを
展開しています。
＊1 ISO14001は環境マネジメントシステムの
　  国際規格です。


