
D01YNV001

リチウムイオン充電池
• 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。飲み込んだ場合は、直ち
に医師と相談してください。

• 異臭、発熱、変形、変色などの明らかな異常があるときは、使用を中止し
てください。

• 万一漏液して液が目に入ったときは、医師の手当てを受けてください。直
ちに目を水で 15分以上洗ってください。

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。
• 電源プラグをコンセントに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。

• 金属が本機のコネクタ、端子の金具部分に触れないようにしてください。
• 火災の危険性を避けるため、電源プラグにちりやほこりがつかないように
してください。

• ACアダプター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
ドを引っ張らないでください。プラグを持って引き抜いてください。

• 傷つけたり、ねじったり、無理に曲げたり、引っ張ったり、物を載せたり、
はさみ込んだり、束ねたりしないでください。

• たこ足配線はしないでください。
• 以下のような場所での使用や保管をしないでください。

 - 水がかかる場所
 - ほこりの多い場所

 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。

本機
• ロール紙カバーだけを持って、使用しないでください。持った部分が外れ
て本機が落下す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。
• プリントヘッドやプリントヘッド周辺の金属部分には触れないでください。
• ヒンジ付近を持ってロール紙カバーを開く際には注意してください。カ
バーに指をはさんでけがをするおそれがあります。

• ロール紙カバーを閉じる際には注意してください。カバーに指をはさんで
けがをするおそれがあります。

• 使用中や使用直後には、プリントヘッドおよび周辺の金属部分に触れない
でください。プリントヘッド周辺は非常に高温になるため、触れるとやけ
どをするおそれがあります。

• 本機を長時間使用すると、下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
ベルトクリップが本機と使用者のベルトに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。
ロールコアガイド
乳幼児による誤飲の可能性があるため、使用しないときは手の届かない場
所に保管してください。
警告ラベル
プリントヘッドや刃に触れないでください。けがの原因になります。

使用上のご注意
本機、ACアダプター、カーアダプター、付属品
• 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。
• 本機に貼り付けてあるラベルは剥がさないでください。ラベルには使用に
関する情報やモデル名、シリアル番号が記載されています。

• お使いのモデルの電気定格、製造者名、モデル名については、本機底面ま
たは充電池収納スペース内側のラベルをご覧ください。

• 温度 -20℃～ 55℃、湿度 10%～ 90%（結露なきこと）の範囲内の環境で
使用してください。

• プリンターのイラストは、お使いのプリンターと若干異なる場合がありま
す。

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

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。

無線LAN /Bluetooth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、無線 LANに関して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。
Bluetoothに関しては、速やかにメインスイッチをオフにして、製品の使用
を停止してください。
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、お客様相談窓口へお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離（RJ-3230B）

「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。

電波の種類と干渉距離（RJ-3250WB）

「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。

RJ-3230B/RJ-3250WB
安全上のご注意（日本語）
このたびは RJ-3230B/RJ-3250WB（以下「本機」）をお買い上げいただきあ
りがとうございます。
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見ること
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。

• 異常な動作、エラー、またはケーブル破損の場合は、すぐに本機の電源ス
イッチを切り、すべてのケーブルを抜いて、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。

• ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なし
に変更する権利を有します。また、提示されている資料に依拠したため生
じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他
の誤りを含め、一切の責任を負いません。

• さらに詳しい情報、ソフトウェアやネットワークでの本機の使用に関する
情報は、弊社サポートサイト (www.brother.co.jp/support/)の製品マニュア
ル内の「ユーザーズガイド」を参照してください。

• 本機は日本国内でのみお使いいただけます。

免責
本書の指示に従わない場合、火災、感電、火傷、あるいは窒息など、お客
様や他の人々に危害が及び、または物的損害が発生する可能性が高まりま
す。
当社は、本製品を使用したことによる故障、誤作動、システム破壊、ハン
グアップ、ウイルス感染、データの損害または喪失その他のエラー等の発
生の回避、緩和、又は不発生を保証するものではありません。
適用される法律が許す範囲で、お客様または第三者に生じるいかなる逸失
利益、間接損害、特別損害、偶発損害、派生損害、または懲罰的損害につ
きましても、一切責任を負いません。

 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、けが、感電を避ける
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
• 充電池を濡らさないでください。
• 高温の場所（60℃以上）での充電、使用、放置はしないでください。
• 指定の充電器以外は使用しないでください。
• 指定の用途以外に使用しないでください。
• 熱にさらしたり、火の中へ入れたりしないでください。
• （＋）と（－）を針金等の金属で接続しないでください。金属と一緒に持
ち運んだり、保管しないでください。

• 投げたり、叩いたり、傷つけたりしないでください。
• 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、けが、感電を避けるため、
以下のことを必ずお守りください。

本機、ACアダプター、カーアダプター
• 溝、コネクタ、端子などの開口部に異物が入ってしまったときは、すみや
かに使用を中止して、各種ケーブルを抜き、充電池を抜いてください。電
源を入れる前に、必ず異物を取り除いてください。 

• 以下のような場所での使用や保管をしないでください。
 - 結露する場所
 - 炎や暖房器具の近く、また直射日光の当たる場所

• 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
• 雷が鳴っているときに ACアダプターや本機に触れないでください。
• 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。

可燃性スプレーの例：
 - ほこり除去スプレー
 - 殺虫スプレー
 - アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど
 - アルコールなどの有機溶剤や液体

• 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、ケーブルを外してください。
• 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。

清掃するときは、AC電源コードをコンセントから抜いてください。感電の原因
となります。清掃方法については、「ユーザーズガイド」を参照ください。

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


「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。

アフターサービス
消耗品のご注文について

 n 消耗品はお買い上げいただいた販売店でも取り扱いがございますが、 
ブラザー販売株式会社ダイレクトクラブにてご注文も承っております。

 n ご注文される場合は、ブラザー販売ダイレクトクラブのWeb サイト 
（下記インターネットの URL）へアクセスしてください。

 n 配送料は、お買い上げ金額の合計が 3,000 円以上の場合は全国無料です。
3,000 円未満の場合は 550 円の配送料をいただきます。（代引き手数料は全
国一律無料）
配送料は変更になる場合があります。

 n 配送地域は日本国内に限らせていただきます。
＜代引き＞ ご注文後 2 ～ 3 営業日後の商品配送
＜銀行前振込・郵便前振替＞ ご入金確認後 2 ～ 3 営業日後の商品配送
• 代金は先払いとなります。（銀行／郵便局備え付けの振込用紙等からお
振り込みください。）

• 振込手数料はお客様負担となります。
＜クレジットカード＞ カード番号確認後 2 ～ 3 営業日後の商品配送
• カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送
とさせていただきます。

ご注文先
ブラザー販売株式会社　ダイレクトクラブ

インターネット： https://direct.brother.co.jp/top/

フリーダイヤル： 0120-118-825
受付時間：9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00  
＊土・日・祝日・弊社指定休日を除く

＜銀行前振込＞
振込先銀行： 三井住友銀行 上前津 (カミマエヅ )支店 普通 6428357
口座名義： ブラザー販売株式会社　ダイレクトクラブ

＜郵便前振替＞
振替口座番号： 00860-1-27600
加入者名：ブラザー販売株式会社　ダイレクトクラブ

ユーザーサポートについて
保証書は、本書裏表紙に記載されています。販売店・お買い上げ年月日等
が記入されているかご確認ください。保証書、保証規定をよくお読みの上、
大切に保管してください。
アフターサービスについてご不明な点やご相談がある場合は、お買い上げ
の販売店、または下記「ブラザーコールセンター」までお問い合わせくだ
さい。

ブラザーコールセンター
TEL 0570-061030
受付時間 　9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00
＊日・祝祭日および弊社指定休日を除く
＊営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。
　その際はホームページにてお知らせいたします。

support.brother.co.jp

（スマートフォンからはこちら）

（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。）

部品の保有期間について
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。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

充電池の回収
不要になった充電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル
にご協力ください。
【取扱い注意事項】
• 接点部分をビニールテープ等で覆い、絶縁してください。
• 分解しないでください。

製品型番 リサイクルマーク

PA-BT-006

Li-ion20
【回収方法】
個人のお客様
一般社団法人 JBRCのホームページ (https://www.jbrc.com/)の「【協力店・
協力自治体】検索」をご覧頂き、最寄りの協力店に設置の小型充電式電池「リ
サイクル BOX」にいれてください。
法人のお客様
ブラザーコールセンターにお問い合わせください。

同梱品

本体 ベルトクリップ リチウムイオン充電池

 　
ロールコアガイド　　セットアップガイド　　安全のご注意（本書）

• USBケーブルとサンプル用紙は同梱しておりません。
• 対応 USBケーブルは、 USB Type-C となります。
• コア径 25.4mmのロールコアガイドを同梱しています。

https://direct.brother.co.jp/top/
https://support.brother.co.jp/
https://www.jbrc.com/

