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IBM は International Business Machines Corporation の登録商標または商標です。
WPA™、WPA2™ は Wi-Fi Alliance® の商標です。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名および商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標で
す。

オープンソースライセンスに関する記述は、ブラザーのサポートサイト（ http://s.brother/cpoad/ ）の製品マ
ニュアルをご覧ください。

©2021 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.
本製品には、下記のベンダーが開発したソフトが含まれています。
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
©2008 Devicescape Software, Inc.

本製品の無線 LAN インターフェースは、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプ
ロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。本製品をインターネッ
トに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

商標

オープンソースライセンス公開

著作権およびライセンスについて

無線 LAN 接続時のご注意
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この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
お使いになる前に「安全にお使いいただくために」をよくお読みいただき、取扱説明書で機能や使い方を十
分にご理解のうえ、末永くご愛用ください。
また、お読みになった後はいつでもご覧になれるところに保証書とともに保管してください。
取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合、火災・感電・やけどや窒息などによるけが・故障の原
因となります。

● 本製品は日本国内向け、家庭用です。外国では使用できません。

This machine can not be used in a foreign country as designed for Japan.
● 仕様および外観は品質改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 取扱説明書の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

● 取扱説明書の内容を許可なく無断で複製することは禁じられておりますので、ご了承ください。

● 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な

条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

● その他の製品情報については、ブラザーのホームページ ( http://www.brother.co.jp/ ) を参照ください。

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

はじめに

重要なお知らせ

安全にお使いいただくために

 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険の可能性が想
定される内容を示します。

 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容を示
します。

重　要 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、物的損害が発生する可能性が想定される内容
を示します。

特定の条件において、発火の可能性があることを意味しています。

特定の条件において、感電の可能性があることを意味しています。

「してはいけないこと」禁止事項を意味しています。

外部の火気によって、製品が発火する可能性があることを意味しています。

製品の特定場所に触れることによって、傷害が起こる可能性があることを意味しています。

手や指で刃を触るとけがをすることを意味しています。

製品を分解することによって、感電などの傷害が起こる可能性があることを意味しています。
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安全上のご注意

下記の注意文に従って、本製品を安全にご使用ください。

電源／電源コード

製品を濡れた手で扱うと、感電する可能性があることを意味しています。

製品を水にぬらすと、感電する可能性があることを意味しています。

「しなければならないこと」義務行為を意味しています。

電源プラグをコンセントから抜くことを意味しています。

 警告

 
電源コードは踏みつけられることのない安全な場所に配置してください。次のような、電源コード
を破損させる行為はしないでください：傷つける、加工する、無理に曲げる、高温部に近づける、
引っぱる、ねじる、たばねる、物をのせる、はさみ込む、金属部に接触させる、折り曲げをくりか
えす、ぶらぶらさせる、壁に押しつけるなど。
火災や感電、故障の原因となります。

 本製品専用の電源コード以外は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
本製品専用の電源コードを本製品以外には使用しないでください。

 本製品は家庭用コンセント（AC100V、50/60Hz）以外では使用しないでください。火災・感電・故

障の原因となります。

 
DC 電源またはインバーター（DC-AC 変換装置）を接続してのご使用は絶対におやめください。火

災、感電の原因となります。本製品を接続するコンセントが AC 電源または DC 電源のどちらかわ

からないときは、電気工事士資格を持つ専門家にご相談ください。

 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。確実に差し込まないと火災や感電、故障の原因
となります。

本製品を電源コードの上にのせないでください。火災や故障の原因となります。

熱機器・火気に近づけないでください。電源コードの被覆が溶けて火災・感電の原因となります。

長期間ご使用にならないときは、安全のために必ず電源コードを本製品およびコンセントから抜い
て保管してください。

 清掃など本製品をお手入れするときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電のおそ
れがあります。

 電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らずにプラグの本体（金属でない部分）
を持って引き抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。

 
傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。火災や感電、故障の原因となりま
す。
電源コードが傷ついたときは、使用しないでください。

 たこ足配線はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

 本製品の端子に異物を入れないでください。火災、感電、やけどの原因となります。
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設置場所
本製品は、平坦で傾きのない、安定した、振動や衝撃を受けない場所に設置してください。
本製品をお使いいただける環境の範囲は次のとおりです。
温度：5 ～ 35 ℃
湿度：20 ～ 80％

 濡れた手で電源プラグに触れないでください。感電の原因となります。

電源プラグに液体、金属物、ほこりを付着させないでください。また、水がかかるような場所で本
製品を使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

電源コードを分解・改造・修理しないでください。火災・感電・けがの原因となります。
点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはブラザーコールセンターにご相談ください。

 電源プラグがほこりなどで汚れているときは、コンセントから抜いて、乾いた布で拭き取ってくだ
さい。汚れたままで使用すると、火災の原因となります。

 注意
電源プラグを抜く
本製品は電源コンセントの近くで使用してください。非常時に、電源プラグを電源コンセントから
抜いて電気を遮断する必要があります。

重要
コピー機などの高電力機器や携帯電話の充電器と同じ電源コンセントの使用は避けてください。
ノイズが発生したり、本製品の操作に不具合が生ずることがあります。

電源コードを取り外す前に、必ず本製品の電源を切ってください。本製品動作中に電源コードをぬ
くと、故障の原因となります。

 警告

 
 

直射日光のあたる場所、急激な温度変化や湿度変化がある場所、湿度の高い場所（台所や風呂場、
加湿器の近くなど）、結露の発生する場所、ほこりの多い場所、火気や熱器具、揮発性可燃物や極
度な高温を発するものの近くでの設置、使用、保管はしないでください。漏電による感電や火災、故
障の原因となります。

可燃性のスプレー製品などを使用する部屋では使用しないでください。やけどなどのけがの原因と
なります。

医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及
ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。

野外でのご使用は避けてください。雨などが降り、本体が濡れて感電の原因となります。また濡れ
たときは、すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店またはブラザーコールセンターにご連絡く
ださい。

 
 

本製品に金属や液体が入らないように、本製品の上や上方に、下記のものを置かないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- クリップやホチキス針などの金属
- ネックレスや指輪などの貴金属
- コップ、花瓶、植木鉢など、液体が入った容器
ペットを本製品に近づけないようにしてください。
誤って本製品の中に何らか異物が入った場合は、電源コードを抜いてから、お買い上げの販売店ま
たはブラザーコールセンターにご相談ください。

 警告
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安全な操作のために

 注意

 
ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所に設置しないでください。また、本製品のいかな
る部分も机から突き出さないように設置してください。落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原
因となります。

本製品は段差のない平らな場所に設置してください。
段差にマットがひっかかり、正しく動作できなくなります。

重要
振動の激しい場所や、電気的なノイズの多い場所、静電気の多い場所では使用しないでください。
本製品が正常に動作しないことがあります。

 警告

 
本製品を落下させた場合、破損、故障した場合、水や異物が入った場合は、すぐに電源コードを本製品
およびコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはブラザーコールセンターにご連絡ください。
そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。

 
使用中に停電したとき、 雷が鳴りはじめたときは電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や

感電、故障の原因となります。

 
 

使用中や保管時に、異臭を感じたり、発熱・発煙・変色・変形、そのほか今までと異なることに気がつ
いたときは、電源コードを本製品およびコンセントから抜き、使用を中止してください。そのままご使
用になると、火災や感電の原因となります。

 
お客様ご自身での分解、修理および改造は行わないでください。火災・感電およびけがの原因となります。
指定以外の内部の点検・調整・掃除・修理については、お買い上げの販売店またはブラザーコールセン
ターにご連絡ください。

本製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、お子様の手の届かないところに保管する
か廃棄してください。かぶって遊ぶと窒息のおそれがあります。

 取扱説明書に記載されているお手入れを行う際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
火災や感電、故障の原因となります。

 注意

 
操作中は、本製品の部品の動きに十分ご注意ください。また、ローラー、キャリッジ、ホルダー、マッ
トなどすべての動いている部品に手や顔を近づけないでください。ホルダーの下には、指を入れないで
ください。
また、フロントトレイカバーの下や間、リアトレイの間、レバーの隙間や操作パネルの下などの可動部
に指を挟まないでください。けがをするおそれがあります。

本製品を操作するときは、衣服の袖やネクタイ、髪の毛、装飾品などが巻き込まれないようにご注意く
ださい。巻き込まれるとけがをするおそれがあります。巻き込まれた場合は、直ちに電源プラグを抜い
て、本製品を停止してください。
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 注意

マットの端を手や指でなぞったりこすったりしないでください。けがをするおそれがあります。

 お子様の玩具として使用しないでください。お子様が使用するときや、お子様の近くで使用するとき
は、お子様がけがをしないよう十分注意してください。

本製品は、必ず取っ手部を持って持ち運びをしてください。他の部分を持つとこわれたりすべって落と
したりして、けがの原因となります。

本製品を持ち運びする際は急激または、不用意な動作をしないでください。腰や膝を痛める原因となり
ます。

本製品には取扱説明書に記載されている付属品を使用してください。

重要
マットが動く（排出される）範囲に電源コードなど、動きを妨げる物を置かないでください。正しく動
作できなくなります。

マットの上に大きな物を置かないでください。

マットを無理に引っぱったり、折ったりしないでください。マットが破損すると、カットやドロー、ス
キャンなどの操作ができなくなります。

破損したマットを使用しないでください。

ご使用前にマットの端が汚れていないことを確認してください。マットの種類を読みとれず、本製品が
正しく動作しなくなります。端が汚れていた場合は、乾いた布で拭き取ってください。

 本製品専用のマットを使用してください。本製品は専用マット以外では正しく動作しません。

本製品に適さない、金属シートのような硬い素材をカットしないでください。故障の原因となります。

ラメや金属箔など、表面から剥離しやすい装飾が施された素材は、使用を避けてください。動作中に剥
離した装飾がスキャナーやローラーに付着して、故障の原因となります。また、刃が破損する原因とな
ります。

本製品動作中に、マットを無理に引っ張ったり、押したりしないでください。刃やホルダーの破損の原
因となります。

長期間、カットする素材をマットに貼ったままにしないでください。マットの粘着剤が素材に移るおそ
れがあります。

マットは、高温・多湿・直射日光を避け、室温で保管してください。

本体周辺でスプレーを使用しないでください。スプレーの噴射物が本体に付着して、故障の原因となり
ます。

 マットの貼り付けエリア（方眼罫の範囲）外やマットの裏側に、粘着物の付着がないようにしてくださ
い。粘着物がローラーに付着して、故障の原因となります。

 素材をマットに貼り付けるときは、貼り付けエリアからはみ出さないようにしてください。マットが正
しく送られない場合があります。
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安全な操作のために（刃）

重要
非常時にやむをえずキャリッジを手で動かす場合は、ゆっくりと動かしてください。速く動かすと故障
の原因となります。

ホルダーを取り外すときは、キャリッジが動いていないことを確認してください。

操作中に電源コードをぬいたり、USB メモリーを取り外したりしないでください。USB メモリーや

データが壊れるおそれがあります。

本製品の電源ジャックや USB ポートに異物を入れたり、ふさいだりしないでください。

操作パネルの上に物を置かないでください。誤ってボタンが押されて、本製品が誤動作する原因となり
ます。

USB メモリー用のポートには、USB メモリー以外は接続しないでください。故障の原因となります。

本製品でカットやドロー、スキャンをしている間は、タッチパネルに触らないでください。

本製品に注油はしないでください。故障の原因となります。

本製品のお手入れには、シンナー・ベンジン・アルコールなどの有機溶剤、洗剤を使わないでくださ
い。塗装がはがれたり、傷がついたりすることがあります。本製品の汚れをふき取るときは、水かぬる
ま湯を含ませた、やわらかい布を固く絞ってふいてください。ふいた後は、乾いたやわらかい布で水分
をふき取ってください。 

本製品に貼られているラベル類（製造番号が記載されたラベルなど）ははがさないでください。

 警告

 本体にホルダーを取り付ける前に、保護キャップを取り外してください。製品から取り外したホル
ダーは、必ず保護キャップを装着してください。手や指でホルダーの先端を押さないでください。
刃が出てきて、けがをするおそれがあります。
* 玩具として使用しないでください。窒息のおそれがあります。誤飲防止のために保護キャップは

幼児が飲み込まないように注意してください。
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安全に刃を交換する手順

■ 取り外す

a ホルダーのキャップを左に回して外します。

b付属のスパチュラの裏面のゴム部分に、刃を
まっすぐに差し込みます。

a ゴム部分

c ホルダーを引き上げて、刃をゴム部分に残し
ます。

■ 取り付ける

a 新しい刃の軸の部分を持って、ホルダーの差
込口へ差し込みます。

刃の軸はホルダーの中に磁石で固定されます。軸を

ゆっくりと差し込み、軸が磁石にカチッと収まった

ら、ゆっくりと手を放してください。

bホルダーのキャップを右に回してしめます。

キャップが回らなくなるまで完全にしめ込みます。

 注意

 

鋭利な刃先
手や指で刃を触らないでください。けがをするおそれがあります。

 刃先部分を直接手や指で触らないでください。けがをするおそれがあります。刃の交換時には、正
しい方法で刃を交換してください。

重要

 
欠けた刃は使用しないでください。正しくカットできなくなります。刃が折れたときは、刃の破片
をカットする素材から取り除いてください。刃の破片を取り除く際には、ピンセットなどを使用
し、素手で直接刃に触らないようにしてください。

a
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スキャンに関するご注意
スキャンを行うときは、以下の点にご注意ください。
● 法律で禁止されているもの（絶対にスキャンしないでください）

• 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
• 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
• 未使用の郵便切手やはがき
• 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券

● 著作権のあるもの

• 著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でスキャンすることは、禁止
されています

● その他注意を要するもの

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、定期券、回数券
• 政府発行のパスポート、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

スキャナー読み取り画像の原稿再現性について
本製品を使用してスキャン素材を読み取った後で、当該スキャンデータがお客様の必要とする精
度・品質を満たしていることをご確認ください。
スキャンデータの一部に欠落や損失が起こることがありますので、以下の点にご注意ください。
● スキャン素材の状態によっては、読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、スキャンデータの一部

または全部が欠落することがあります。

 スキャン素材にシワ・折れなどがないことをご確認ください。また、スキャン素材は正しくマットにセットし
てください。

● 本体内部がよごれた状態でスキャン素材の読み取りを行うと、かすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、スキャン

データの一部または全部が欠落することがあります。

 本体内部をこまめに清掃してください。
● 読み取り設定（スキャンサイズ・解像度）によっては、スキャン素材が以下のように読み取られることがあります。

• 解像度不足で画像が不鮮明となる
• 画像の一部が欠ける、またはサイズが縮小される
• スキャン素材の途中以降のスキャンデータが欠落する
• スキャンデータの縁に余白が付加される

● 次のような材質の素材は、スキャンニングしないでください。

• クリップやホチキスの針がついている
• インクが乾いていない
• 金属製、OHP シート

• 光沢シート、鏡面加工されている
• エンボス加工が施されたプラスチックカード
• 推奨された厚さを超えている

● 所定外のスキャン素材の場合、または所定内のスキャン素材であってもその状態（シワ、折れ、スキャン素材のセット

不備など）や本製品内の送り機構・消耗品の状態によりスキャン素材が詰まることがあります。この場合、スキャン

データの一部または全部が欠落することがあります。（スキャン素材が詰まることによりスキャン素材を損傷する可能性

があります。）

● 蛍光マーカーを使用したスキャン素材の場合、マーカー色や濃度により色を読み取れない、または色調が忠実に再現さ

れないことがあります。
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規格について
無線 LAN ご使用時のご注意
この製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使
用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない
無線局）が運用されています。
1. 製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してく

ださい。

2. 万一、製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用周波数を変更するため、

速やかに無線 LAN の使用チャンネルか内線用の通信チャンネルを変更するか、または電波の発射を停止した上、お客様

相談窓口へお問い合わせください。

3. その他、製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りことが起き

たときは、お客様相談窓口へお問い合わせください。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意
● 無線 LAN では、ネットワークケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で

情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

● その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定

を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

• メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
• 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
• 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
• 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
• コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

● 本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていま

すので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少な

くなります。

● セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリ

ティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

電波の種類と干渉距離

無線モジュール内蔵について
この製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。

「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。

「DS」：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。（IEEE802.11b のとき）

「OF」：変調方式が OFDM 方式であることを表す。（IEEE802.11g/n のとき）

「4」 ：想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表す。

「---」 ：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。



■ 本製品の使い方やアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、また
は「ブラザーコールセンター」にお問い合わせいただくか、下記のWEBサポートサイトでご
確認ください。

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1　〒467-8561

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切でないおそれがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生
した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また保証の対象となりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas it may violate the 
Telecommunications Regulations that country and the power requirements of your machine may not be compatible with 
the Power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk will void your warranty.

■ ブラザーコールセンター 

〒467-8577　愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1

Tel：0570－088－310
受付時間: 月曜日～金曜日　9:00 ～ 12：00　13：00 ～ 17：30
休業日: 土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

● ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。
● お問い合わせの際に「機種名」と「機械番号」をご連絡いただきますよう、ご協力をお願
いいたします。

● 上記の電話番号、住所および受付時間は、都合により変更する場合がありますので、ご了
承ください。

■ 保証書について
● ご購入の際、保証書にお買い上げ日、販売店名などが記入してあるかご確認の上、販売
店で受け取ってください。保証書の内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

● 当社は本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低５年間保有しています。性能部
品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

D01JTW-1011

893-Z05/Z09

ブラザーのサポートサイト

よくあるご質問（Q&A）や最新のソフトウェア
および製品マニュアル（電子版）のダウンロード  http://s.brother/cpoad/


