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RJ-4250WB/4230B
安全上のご注意（日本語）
ご使用になる前に必ず本書をお読みください。
本書はお読みになった後も大切に保管して、いつでも手に取ってみること
ができるようにしてください。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店、または弊社コールセンター
にご依頼ください。（お客様による分解、改造により故障した場合は、保証
期間内でも有料修理となります。）

煙が出ている、変な臭いがする、変な音がするなどの異常な状態で使用し
ないでください。火災・感電・故障の原因となります。すぐに本機の電源
スイッチを切り、リチウムイオン充電池を本機から外す、もしくは AC ア
ダプター / カーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、
または弊社コールセンターに修理をご依頼ください。

 危険 警告や指示を無視して製品を取り扱うと、死亡または重
傷につながる極めて危険な状況を示します。

発熱、発煙、破裂、発火を避けるため、以下のことを必ずお守りくださ
い。

リチウムイオン充電池
• 濡らさないでください。
• 火のそば、ストーブのそば、車内などの高温の場所（60 °C 以上）での充電、
使用、放置はしないでください。

• 弊社指定の充電条件を守ってください。
• 指定機器以外の用途に使用しないでください。
• 火の中に投入したり、加熱しないでください。
• （＋）と（－）を針金等の金属で接続しないでください。 金属製のネック
レスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

• 下記の様な強い衝撃を与えないでください。
 - 投げつける。
 - 針を刺す。
 - ハンマーで叩く。
 - 踏みつける
• 直接ハンダ付けしないでください。
• 分解、改造しないでください。
• 一般のゴミと一緒に廃棄しないでください。

 警告 警告や指示を無視して製品を取り扱うと、死亡または重
傷につながる危険の可能性を示します。

発熱、発煙、破裂、発火、傷害を避けるため、以下のことを必ずお守りく
ださい。

プリンター、AC アダプター / カーアダプター
• 内部や端子に異物が入ってしまったり、煙が出たり、異臭、破損、変な音
がするなど今までと異なることに気がついたときは、電源を切り、各種ケー
ブルを抜く、またはリチウムイオン充電池を取り外して本機の使用を中止
してください。

• 水がかかる場所、結露する場所、埃の多い場所、高温の場所、雷が鳴って
いる時に使用、充電、保管しないでください。

• 分解、改造しないでください。
• 化学薬品、可燃性スプレーなどをかけないでください。
• 本機、付属品、梱包袋は子供の手の届かない場所で使用、保管してください。
• 梱包発送するときは本機から充電池、コードを外してください。
• 長期間ご使用にならないときは、リチウムイオン充電池を取り外し、各種
ケーブルを本機とコンセントから抜いて保管してください。

リチウムイオン充電池
• 乳幼児の手の届かないところへ置いてください。万一飲み込んだ場合は、
直ちに医師と相談してください。

• 使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱をしたり、変色、変形その他
今までと異なることに気がついたときは、使用を中止してください。

• 漏液して液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などのきれいな
水で充分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

AC アダプター / カーアダプター
• 指定された AC アダプターやカーアダプターを使用してください。
• 根元まで確実に挿し込んでください。
• AC アダプターは家庭用コンセント（AC100 ～ 240V、50 ～ 60Hz）、カー
アダプターは DC12V 用で使用してください。

• 金具が端子の部分に触れないようにしてください。
• 電源プラグまたはカーアダプター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を持って引き抜いてください。

• 傷つけないでください。
• ねじらないでください。
• 無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
• ものを載せないでください。
• 束ねないでください。
• はさみ込まないでください。
• たこ足配線はしないでください。

モバイルプリンター保証書
本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するもので
す。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、
本書をご提示の上、お買い上げの販売店または、ブラザーコールセ
ンターに修理をご依頼ください。
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裏面もごらんください

〒467-8577	名古屋市瑞穂区苗代町15-1
ブラザーコールセンター　TEL	(0120)	590-383
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保証期間

お買い上げ日

お買い上げ日より、本体１年間
（但し、付属品・消耗品は除く）

モバイルプリンター

RJ-4250WB/4230B

年　　　月　　　日



電波の種類と干渉距離（RJ-4230B）

「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
「FH」：変調方式が FH-SS変調方式であることを表す。
「XX」：変調方式が DS-SS/FH-SS/OFDM方式、DS-FH、FH-OFDM複合方

式以外の “その他の方式” であることを表す。
「1」　：想定される与干渉距離が 10m 以下であることを表す。
「8」　：想定される与干渉距離が 80m 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。

電源高調波
JIS C 61000-3-2 適合品
本機は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

無線LAN の電波に関するご注意（RJ-4250WB）
本機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
場の製造ラインなど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 本機を使用する前に、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、本機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、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コー
ルセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離（RJ-4250WB）

「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
「FH」：変調方式が FH-SS変調方式であることを表す。
「XX」：変調方式が DS-SS/FH-SS/OFDM方式、DS-FH、FH-OFDM複合方

式以外の “その他の方式” であることを表す。
「DS」：変調方式が DS-SS 方式であることを表す。
「OF」：変調方式が OFDM 方式であることを表す。
「1」　：想定される与干渉距離が 10m 以下であることを表す。
「4」　：想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表す。
「8」　：想定される与干渉距離が 80m 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。

「IEEE802.11a/n」：本製品が準拠する 5GHz帯の無線規格を表す。
「J52」 ： 34/38/42/46ch　(5170-5230MHz)のチャンネル (周波数 )が使用不

可であることを表す。
「W52」： 36/40/44/48ch　(5180-5240MHz)のチャンネル (周波数 )が使用可

能であることを表す。
「W53」： 52/56/60/64ch　(5260-5320MHz)のチャンネル (周波数 )が使用可

能であることを表す。
「W56」： 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch　(5500-

5700MHz)が使用可能であることを表す。
「W52、W53は屋内使用限定」：W52、W53は屋内でのみ使用可能であることを表す。

 注意 警告や指示を無視して製品を取り扱うと、軽度または中
程度の負傷につながる危険の可能性を示します。

傷害を避けるため、以下のことを必ずお守りください。

プリンター
• ロール紙カバーだけを持って、使用しないでください。カバーが外れるおそれがあります。
• 各種ケーブルやオプションは手順どおりに取り付けてください。
• プリントヘッドおよび周辺の金属部分には
触れないでください。

• 本機を長時間使用すると、図に示した部分の温度が高
くなり、低温やけどの原因になるおそれがあります。

リチウムイオン充電池
漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな
水で洗い流してください。

AC アダプター / カーアダプター
コードは非常時に備えてすぐ抜けるようにしてください。

ベルトクリップ
使用の際は、ベルトクリップをベルトの奥まで差し込み、しっかりと取り
付けられていることを確認してください。

警告ラベル
プリントヘッドと刃に触れないでください。

使用上のご注意
プリンター、付属品、AC アダプター / カーアダプター
廃棄するときは各自治体のルールにしたがってください。

オープンソースライセンス公開
本機にはオープンソースソフトウェアが含まれています。
オープンソースライセンスに関する記述は弊社サポートサイト（ブラザーソリュー
ションセンター：http://www.brother.co.jp/support/）の製品マニュアルをご覧ください。

規格
VCCI 規格
この装置は、クラスＢ 情報技術装置です。この装置は，家庭環境で使用す
ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に
近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

無線モジュール内蔵について
本機は、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。

Bluetooth® の電波に関するご注意
本機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
場の製造ラインなど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 本機を使用する前に、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、本機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、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetooth® での本
機の使用を停止してください。
3 その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無
線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと
が起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

1.	 取扱説明書などの注意書に従った正常な状態で、保証期間
内に故障した場合は無償で修理します。この場合運送料を
含む諸費用はお客様負担となります。なお、故障の内容によ
りましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくこ
とがあります。

2.	 保証期間内でも次の場合は、有償修理となります。

・取扱い上の不注意、誤用、落下による故障や損傷
・不当な修理または改造による故障や損傷
・お買い上げ後の移動あるいは輸送による故障や損傷
・火災、風水害、地震、その他天災地変ならびに、公害、	
塩害、異常電圧などの外部要因による故障や損傷
・消耗部品・消耗品（電池など）の消耗、損傷
・接続している他の機器に起因した故障や損傷
・油煙、熱、塵、水、直射日光等の劣悪設置環境による場合
・本書のご提示のない場合
・本書の所定事項の未記入または字句を書き替えられた場合

3.	 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたし
ません。

4.	 本書は日本国内においてのみ有効です。
	 This warranty is valid only in Japan.

5.	 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

6.	 修理内容などの記録は、修理伝票にかえさせていただきます。

7.	本機の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後5年
です。

※	この保証書は、以上の保証規定により無償修理をお約束す
るためのもので、これにより、弊社または弊社以外の事業者
に対する、お客様の法律上の権利を制限するものではあり
ません。

保証規定

http://www.brother.co.jp/support/

