
アプリを使えばスマートフォンから
のプリント、スキャンが簡単にでき
ます。また、Wi-Fi Direct®を使用

すれば無線環境がなくてもスマホ
と
プリンタを接続することができます。

インクジェット複合プリンター DCP-J988N-UN

●４色独立インク ●大学生協オリジナル ●L版～A4対応 ●無線対応 ●顔料ブラックインク/染料カ
ラーインク ●Wifi-Direct ●対応インク：LC３１３３シリーズ（大容量）/LC３１３５シリーズ（超大容量）

プリント コピー スキャン 自動両面
印刷

無線対応
スマホ
接続

☟ ココが大学生協オリジナル ☟

＋
LC３１３３BK/C/M/Y LC３１３５BK

これだけのインクが初期同梱されているので、購入後は
しばらくインク交換の必要がありません。

面倒なインク交換の手間を軽減

●サブタンク搭載
プリンター本体にサブタンクを
搭載。常にインクを備蓄している
ため、カートリッジのインクが
なくなっても約２００枚印刷をする
ことが可能です。※3

4年間、安心のサポート

ブラザーでは、万が一の故障に備え、
通常１年間のメーカー保証を、

大学生協モデル限定で、
４年間に延長しました。

さらに、故障時も、購入店に持ち込む必要はありません。

指定の場所で引き取り 修理完了後、
お届けいたします。

前面操作で使い方も簡単

インク交換 用紙の出し入れ タッチパネル

基本的な操作やメンテナンスはすべて前面で完了します。

タッチパネル液晶で、
見たまま操作可能。

さらに、カートリッジタイプなので、
交換時に手が汚れにくい！

壊れてしまっては意味がない。４年間安心して使っていただけます。

※１測定データにつきましては、プリビオ総合カタログをご覧ください。※２初期の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。※３ ISO/IEC 24711準拠の目安枚数。使用状況により異なります。※４ ブラザーの保証
規定に準じます。

※１ ※２

※４

●スキャナーとしても活躍！
ADF（自動原稿送り装置）を使えば、

一度に20枚までの連続スキャンや
コピーができます。

※読み取りは片面のみです。

印刷以外の場面でもしっかり活躍！

●様々な場所に保存可能！
データはPCやスマートフォンはもちろん、
USBメモリSDカード、クラウド上に
直接保存する事ができます。

● Brother iPrint&Scan

アプリ経由でスマートフォンからの
プリント、スキャンが簡単にできます。
また、Wi-Fi Direct®を使用すれば

無線環境がなくてもスマホとプリンターを
接続することができます。

プリンターのお悩みを解決！
使える、ラクラク、大容量

モノクロ 約3,000枚 / カラー 約1,500枚 モノクロ 約6,000枚

●●●モノクロ

約9,000枚相当
●●●カラー

約1,500枚相当



大学生協オリジナルモデル

本
体

JANコード 4969121007670
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プリント解像度 ※６ 最大１２００×６０００dpi

液晶ディスプレイ ２．７型TFT 最小液滴量 １.５pl

記録紙サイズ L版～A4 プリント速度（カラー/モノクロ） 約１０/１２ipm ※７

給紙トレイ/排紙トレイ容量 最大１５０枚 / 最大５０枚 （普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm) 両面プリント速度（カラー/モノクロ） 約３/３ipm ※7

ADF（自動原稿送り装置） 普通紙：最大２０枚

対応用紙サイズ
※８ ※９ ※１０

【用紙トレイ/手差しトレイ】A４、レター、B５（JIS）、B６（JIS）、A５、
A６、２L版、L版、封筒、はがき、往復はがき、インデックスカード、
ポストカード

インターフェイス ※１ Hi-Speed USB２．０ 、無線LAN、有線LAN

メモリー容量 １２８MB

電源 AC１００V ５０/６０Hz

消費電力 ※２ スリープモード時：約1.0W、待機時（電源OFF時）：約０．２W、コピー時約20W

対応用紙種類/給紙枚数
※８ ※９ ※１０ ※１１

【用紙トレイ】普通紙（１５０枚）、インクジェット紙（２０枚）、光沢紙
（２０枚）、封筒（１０枚）、はがき（５０枚）、ポストカード（５０枚）、
インデックスカード（３０枚）

自動電源OFF 有

動作環境
温度：１０℃～３５℃
湿度：２０％～８０％
結露なきこと

稼働音 ５０ｄBA以下 自動両面プリント 有（普通紙：A4、レター、A5、B5、B6、はがき

静音モード 有

カ
ラ
ー
コ
ピ
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解像度 ※６ 最大１２００×２４００dpi

外形（幅×奥行×高さ） /質量 435×３４１×１95mm （突起部を除く） / 約８.７g コピー速度（カラー/モノクロ） ※７ 約６/６ipm（ADFコピー時）

ネットワーク ※１３ 無線LAN(IEEE８０２.１１b/g/n)、有線LAN、WPS対応、Wifi-Direct、NFC 連続コピー枚数 最大９９枚

カ
ラ
ー
ス
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ャ
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光学解像度 ※３ ※４ １２００dpi（主走査）×２４００dpi（副走査） 縮小・拡大コピー 規定サイズおよび２５～４００％の１％刻み

ソフトウェア補間解像度 ※３ ※４ １９２００dpi（主走査）×１９２００dpi（副走査） 両面コピー（片面⇒両面） 有（普通紙A4、A5、B5）

カラー階調 入力：３０ビット/出力：２４ビット

その他のコピー ※１２
ページレイアウトコピー（２in１、４in１、ポスターコピー）、２in1ID
カードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏
写り除去コピー、地色除去コピー

グレースケール ２５６階調

スキャン速度（カラー/モノクロ）※５ 約４.４秒/３.４秒

※１ USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OCのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB２.０でのご使用は、パソコン側がHi-Speed USB２.０を標準装備している必要があり
ます。また、Hi-Speed USB２.０インターフェイスはUSB１.１の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB２.０に未対応でも従来のUSB１．１での転送速度にて動作可能です。※２ USB接続時の数値です。画質：標準、原稿：
IOS/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時。※３ ADF読取時は、1200dpi（主走査）×600dpi（副走査）となります。※４ Windows10/8/8.1/7でWIAドライバーをご使用の場合は、最大1200dpi（主走査）×1200dpi（副走査）までの読み取りとなり
ます。ただし、添付のスキャナーユーティリティを使用すれば、 19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）まで利用できます。※５ 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送は含みません。
※６ 主走査×副走査の解像度です。 ※７ 測定条件につきましてはプリビオ総合カタログをご確認ください。
※８ 手差しトレイではL版も対応しています。 ※９ 対応している封筒サイズは、洋形２号封筒、洋形４号封筒、長形３号封筒、長形４号封筒、COM-10、DL封筒です。厚さ最大0.52mmまで対応しています。坪量80g/㎡～95g/㎡のものをお使いくださ
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ください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。・窓付き封筒・エンボス
加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷などが施されているもの・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。 ※１０ 「はがき」とは日本郵便株式会社製「通常郵便葉書」の普
通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。往復はがきには「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。※１１ 光沢紙をご使用の場合には0.27mm以下の厚さのものをお使いください。※１２ 原稿枚数、内容、コピーモードによってはでき
ない場合があります。※１３ 接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方法は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号はWEP（６４/１２８ビット）/TKIP/AESです。WPSを使う場合はアクセ
スポイントが対応している必要があります。

【対応OS】 Windows10/8.1/8/7 SP1 ※23bit/64bit版に対応。最新バージョンでのご使用をおすすめいたします。 / macOS v 10.11.6～ （OSの対応状況につきましては弊社HPをご覧ください。）

ブラザーホームページ

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

ブラザーコールセンター

0570-061016 9：00～18：00 （月～土）※日曜、祝日、弊社定休日を除く

サポートサイト（Q&Aやユーザーズガイドや最新のドライバーのダウンロードはこちらから

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

●商品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先 ●お買い求め、ご相談は、

■クロだけ印刷

カラーインクが切れても、最長３０日間は、
黒インクのみを使用したモノクロ印刷が
可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったカートリッジを取り外したりした場合は、
新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

■インクの量を調整して節約！

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調し、
輪郭以外の色は淡くプリント。
カラーインクの使用量をおさえられます。
※プリントはWindowsのみです。
※図はイメージです。
※通常モードと比較した場合。
印刷物によって変わります。

■クラウドとつながる

スマホやパソコンを使わずに、クラウド上に
アップされた写真へプリビオが直接アクセスし、
プリントできます。また、プリビオ本体でスキャン
したデータをクラウド上にアプロードして共有する
ことも可能です。

●主な仕様

このサンプルは
インクを
約40％

節約しています

先輩学生に聞いた！ブラザーのプリンターを選んだポイントは？

インクカートリッジが透明なのでインクの残量が把握でき、無駄を減らすことができるところ。急なインク切れにも対応しており、サブタンクにインクを
貯めておくことで約200枚の印刷が可能であるところなどが便利である。

オンライン授業でプリンターを使う機会が増えたため、大容量インク対応プリンターはとても助かる。特にリモートワークなどで両親も家にいて、両親
もプリンターを使う機会が増えたようでインクがすぐなくなる心配がないと思う。

オンライン授業ではスキャンをすることが一番多いため、スキャンしたデータを直接Boxなどのクラウドにアップロードできる機能がとても便利だと思っ
た。私が受けている授業のほとんどはboxに提出する必要があるため、一度パソコンにスキャンデータを保存する手間が省けて便利。
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