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仕様 MFC-
J4725N

MFC-
J5720CDW

MFC-
J5620CDW

MFC-
J5820DN

MFC-
J880N

MFC-J990
DN/DWN

MFC-J900
DN/DWN

MFC-J830
DN/DWN

MFC-J730
DN/DWN

MFC-
J6973CDW

MFC-
J6573CDW

とれちゃう受話器 － 有り － 有り －

電話帳ダイヤル件数 100件×2番号
本体：100件×2番号
コードレス電話機:
100件

100件×2番号 本体：100件×2番号
コードレス電話機:100件 100件×2番号

着信メロディー件数 － 6種類（コードレス
電話機） － 30種類（本体）、

6種類（コードレス電話機） 6種類（コードレス電話機）
30種類（本体）、
6種類（コードレス電話機） －

留守番電話録音時間 － 3分/件、合計
29分もしくは99件 － 3分/件、合計29分もしくは99件 －

会話録音 － 有り － 有り －
ナンバー・ディスプレイ
機能（有料）＊23 有り

ファクス/電話自動切替 有り
通信拒否（おことわり） － 有り － 有り －

トリプル通話
（三者通話） － 有り（子機を増設

した場合） － 有り
有り（MFC-J900
DWNのみ、MFC-
J900DNは子機を
増設した場合）

有り（MFC-J830
DWNのみ、MFC-
J830DNは子機を
増設した場合）

有り －

電話帳転送 － 有り － 有り －
外付け電話機接続機能 有り＊24 － 有り＊24 － 有り＊24

仕様 MFC-
J4725N

MFC-
J5720CDW

MFC-
J5620CDW

MFC-
J5820DN

MFC-
J880N

MFC-
J990DN/DWN

MFC-
J900DN/DWN

MFC-
J830DN/DWN

MFC-
J730DN/DWN

MFC-
J6973CDW

MFC-
J6573CDW

無線ファクス － 有り － 有り －
みるだけ受信/
みてから送信 有り（モノクロ）/有り（モノクロ）

データ圧縮方式 カラー：JPEG、モノクロ：MH/MR/MMR

走査線
密度

カラー 主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
モノクロ 主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm（標準）、7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）

適用回線＊17 一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線

通信速度 最大14.4kbps
（自動切替） 最大33.6kbps（自動切替） 最大14.4kbps

（自動切替） 最大33.6kbps（自動切替） 最大14.4kbps
（自動切替） 最大33.6kbps（自動切替）

Super G3
ファクスモデム＊18 － 有り － 有り － 有り

電送時間＊19 7秒台 3秒台 7秒台 3秒台 7秒台 3秒台
メモリー代行
受信枚数＊20 最大200ページ（モノクロ） 最大400ページ

（モノクロ）
最大200ページ
（モノクロ） 最大320ページ（モノクロ） 最大120ページ

（モノクロ） 最大400ページ（モノクロ）

順次同報送信＊21 有り（モノクロ、最大250箇所） 有り（モノクロ、最大50箇所） 有り（モノクロ、最大250箇所）
ファクス転送 有り（モノクロ） － 有り（モノクロ） － 有り（モノクロ）
PCファクス
送受信＊22 有り（モノクロ、A4サイズ） 有り（モノクロ、最大A3サイズ）

親切受信 有り

カラーファクス＊16 電話機能

仕様 DCP-J4225N MFC-J4725N MFC-J5720CDW MFC-J5620CDW MFC-J5820DN DCP-J963N DCP-J762N

本 体

JANコード DCP‐J4225N‐B：4977766751148
DCP‐J4225N‐W：4977766751155 4977766751162 4977766732024 4977766738088 4977766732031 DCP-J963N-B：4977766751704

DCP-J963N-W：4977766747462 4977766751681

液晶ディスプレー 2.7型TFT 3.7型TFT 3.7型TFT 2.7型TFT
タッチパネル 有り 有り
用紙サイズ L判～A３ L判～A３ L判～A4

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） 最大500枚/最大50枚
（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm） 最大250枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm） 最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）

手差しトレイ 有り（最大A3、１枚） 有り（最大A3、１枚） 有り（１枚）
多目的トレイ 有り（最大A4、80枚） 有り（最大A3、5枚/最大A4、80枚） 有り（最大A3、5枚/最大A4、80枚） －
ADF（自動原稿送り装置） 有り（普通紙：最大20枚 名刺、はがき：最大10枚） 有り（普通紙：最大50枚） 有り（普通紙：最大35枚） 有り（普通紙：最大20枚） －
インターフェイス Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN
記録方式 カラーインクジェット カラーインクジェット
印刷マージン＊2 上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時） 上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
メモリー容量 128ＭＢ 256ＭＢ 128ＭＢ
電源 AC100V　50/60Hz AC100V　50/60Hz

消費電力＊3 スリープモード時：約1.6W、待機時（電源OFF時）：
約0.04W、コピー時＊4：約31W

スリープモード時：約1.9W、待機時（電源OFF時）：
約0.04W、コピー時＊4：約31W

スリープモード時：約1.7W、待機時（電源OFF時）：
約0.04W、コピー時＊4：約31W スリープモード時：約2.0W、待機時（電源OFF時）：約0.04W、コピー時＊4：約31W 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＊4：約18W
スリープモード時：約0.9W、待機時（電源OFF時）：
約0.2W、コピー時＊4：約18W

自動電源OFF 有り － － 有り
動作環境 温度：10℃ー35℃、湿度：20％ー80％（結露無きこと） 温度：10℃ー35℃、湿度：20％ー80％（結露無きこと）
稼動音 50dBA以下 50dBA以下
静音モード 有り 有り
外形寸法（横幅×奥行き×高さ）
質量（インクカートリッジ含む）

480×345×188mm（突起部を除く）
約10.4kg

490×345×308mm（突起部を除く）
約14.4kg

490×345×240mm（突起部を除く）
約12.2kg＊39

400×341×172mm（突起部を除く）
約8.6kg

400×341×151mm（突起部を除く）
約7.4kg

カラー
プリント

プリント解像度＊5 最大6000×1200dpi 最大6000×1200dpi
最小液滴量 1.5pl 1.5pl
プリント速度（カラー/モノクロ）＊6 約18/20ipm 約20/22ipm 約20/22ipm 約10/12ipm
両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6 約6/6ipm 約6/6ipm 約3/3ipm

対応用紙サイズ

用紙トレイ/多目的トレイ：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、L判、2L判、はがき＊8、ポストカード、封筒＊7、
27、30、32、インデックスカード
手差しトレイ：A3、A4、レター、エグゼクティブ、B4（JIS）＊26、B5（JIS）、レジャー、リーガル、A5、A6、インデックスカード、
L判、2L判、はがき＊8、ポストカード、封筒＊27、30、32、37

用紙トレイ１（上段トレイ）/手差しトレイ/多目的トレイ：A3、
B4（ＪＩＳ）＊２６、レジャー、リーガル、Ａ４、Ｂ５（ＪＩＳ）、Ａ５、Ａ６、
レター、エグゼクティブ、２Ｌ判、Ｌ判、はがき＊８、
ポストカード、インデックスカード、封筒＊27、30、32、37
用紙トレイ２（下段トレイ）：Ａ３、Ｂ４（ＪＩＳ）、レジャー、
リーガル、Ａ４、レター

用紙トレイ/手差しトレイ/多目的トレイ：A3、B4（ＪＩＳ）＊２６、レジャー、リーガル、Ａ４、Ｂ５（ＪＩＳ）、Ａ５、Ａ６、レター、
エグゼクティブ、２Ｌ判、Ｌ判、はがき＊８、ポストカード、インデックスカード、封筒＊27、30、32、37

用紙トレイ（下段）/手差しトレイ：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、2L判＊40、封筒＊7、27、30、32、
はがき＊8、インデックスカード、ポストカード
スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊33、ポストカード

対応用紙種類（給紙枚数）

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）＊9、封筒（10枚）＊7、27、30、32、ポストカード
（30枚）、インデックスカード（30枚）、はがき（30枚）＊8
多目的トレイ：普通紙（80枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）＊34、封筒（20枚）＊7、27、30、32、
ポストカード（50枚）、インデックスカード（50枚）、はがき（50枚）＊8

用紙トレイ１（上段トレイ）：普通紙（250枚）、インクジェット紙
（20枚）、光沢紙（20枚）＊9、35、封筒（10枚）＊27、30、32、
37、ポストカード（30枚）、インデックスカード（30枚）、
はがき（30枚）＊８
用紙トレイ２（下段トレイ）：普通紙（250枚）
多目的トレイ：普通紙（80枚）＊36、インクジェット紙（20枚）
＊36、光沢紙（20枚）＊34、36、封筒（20枚）＊27、30、32、
37、38、ポストカード（50枚）、インデックスカード（50枚）、
はがき（50枚）＊８

用紙トレイ：普通紙（250枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）＊9、35、封筒（10枚）＊27、30、32、37、
ポストカード（30枚）、インデックスカード（30枚）、はがき（30枚）＊８
多目的トレイ：普通紙（80枚）＊36、インクジェット紙（20枚）＊36、光沢紙（20枚）＊34、36、封筒（20枚）＊27、30、
32、37、38、ポストカード（50枚）、インデックスカード（50枚）、はがき（50枚）＊８

用紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）＊41、封筒（10枚）＊7、27、30、32、
はがき（40枚）＊8、ポストカード（40枚）、インデックスカード（30枚）
スライドトレイ（上段）：普通紙（20枚）、インクジェット紙（20枚）、L判光沢紙（20枚）＊41、はがき（20枚）＊33、
ポストカード（20枚）

自動両面プリント 有り（対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき＊29） 有り（対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき＊29）

CD/DVD/BDレーベルプリント － － 有り

カラー
コピー

解像度＊5 最大2400×1200dpi 最大2400×1200dpi
コピー速度（カラー/モノクロ）＊6 約9/12ipm（ADFコピー時） 約9/12ipm（ADFコピー時） 約6/6ipm（ADFコピー時） 約24秒/24秒（1枚あたり）
連続コピー枚数 最大99枚 最大99枚
縮小・拡大コピー 有り（既定サイズ及び25－400%の1%刻み） 有り（既定サイズ及び25－400%の1%刻み）
自動両面コピー 有り（片面⇒両面）（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5） 有り（両面⇒両面）（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5） 有り（片面⇒両面）（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）
CD/DVD/BDレーベルコピー － － 有り

その他コピー機能 ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、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、便利なA3コピー＊28、
地色除去コピー

ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、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、便利なA3コピー＊28、地色除去コピー

ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、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

カラー
スキャン

光学解像度＊11 最大1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査） 最大2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査） 最大2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査） 最大1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査） 
ソフトウェア補間解像度＊12 最大19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査） 最大19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
カラー階調 入力：48ビット、出力：24ビット 入力：48ビット、出力：24ビット 入力：30ビット、出力：24ビット
グレースケール 256階調 256階調
スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13 3.4秒/3.4秒 3.4秒/3.4秒 4.3秒/3.4秒

ダイレクト
プリント

対応メディア＊14
USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリー
カード、マルチメディアカード/plus

USBフラッシュメモリー
USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリー
カード、マルチメディアカード/plus

USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus

デジカメプリント解像度＊5 最大6000×1200dpi 最大6000×1200dpi
デジカメプリント画像フォーマット JPEG JPEG
動画プリント 有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG） 有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）
PictBridge 有り 有り

ネットワーク
＊15

有線LAN － 有り（10BASE-T/100BASE-TX） 有り（10BASE-T/100BASE-TX） －
無線LAN 有り（IEEE802.11b/g/n） 有り（IEEE802.11b/g/n）
AOSS™/WPS 有り 有り
Wi-Fi DirectⓇ 有り 有り － 有り
タッチ de プリント＆スキャン（NFC） － 有り － － 有り －

付属品
CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スター
ターインクカートリッジ、USBケーブル（1.8m）、A4普通紙＆
写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スターターイン
クカートリッジ、電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、A4
普通紙＆写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スター
ターインクカートリッジ、電話機コード（1.5m）、USBケーブル
（1.8m）、A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、電話機コード（1.5m）、USBケーブル
（1.8m）、A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、
保証書他印刷物
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仕様 DCP-J562N MFC-J880N MFC-J990DN/DWN MFC-J900DN/DWN MFC-J830DN/DWN MFC-J730DN/DWN MFC-J6973CDW MFC-J6573CDW

本 体

JANコード 4977766747431 4977766747479 MFC-J990DN：4977766747493
MFC-J990DWN：4977766751223

MFC-J900DN:4977766747509
MFC-J900DWN:4977766751216

MFC‐J830DN:4977766751193
MFC‐J830DWN:4977766751209

MFC-J730DN:4977766747486
MFC-J730DWN:4977766751186 4977766750028 4977766750011

液晶ディスプレー 2.7型TFT 2.7型TFT 3.7型TFT 2.7型TFT
タッチパネル 有り 有り
用紙サイズ L判～A4 L判～A4 L判～A3

給紙トレイ/排紙トレイ容量 最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm） 最大150枚/最大50枚
（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）

最大150枚/最大50枚
（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm） 最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm） 最大500枚/最大50枚

（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）
最大250枚/最大50枚
（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）

手差しトレイ 有り（１枚） － － 有り（１枚） 有り（A3、１枚）
多目的トレイ － 有り 有り －
ADF（自動原稿送り装置） － 有り（普通紙：最大20枚） 有り（普通紙：最大20枚） － 有り（普通紙：最大35枚）
インターフェイス Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN
記録方式 カラーインクジェット カラーインクジェット
印刷マージン＊2 上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時） 上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
メモリー容量 128ＭＢ 128ＭＢ 256ＭＢ 128ＭＢ
電源 AC100V　50/60Hz AC100V　50/60Hz

消費電力＊3 スリープモード時：約0.8W、待機時（電源OFF時）：
約0.2W、コピー時＊4：約18W

スリープモード時：約1.3W、待機時（電源OFF時）：
約0.2W、コピー時＊4：約19W

スリープモード時：約2.2W、待機時（電源OFF時）：
約0.2W、コピー時＊4：約20W スリープモード時：約1.5W、待機時（電源OFF時）：約0.2W、コピー時＊4 ：約19W スリープモード時：約2.0W、待機時（電源

OFF時）：約0.2W、コピー時＊4：約20W
スリープモード時：約1.5W、待機時（電源
OFF時）：約0.04W、コピー時＊4：約30W

スリープモード時：約1.5W、待機時（電源
OFF時）：約0.04W、コピー時＊4：約28W

自動電源OFF 有り － －
動作環境 温度：10℃ー35℃、湿度：20％ー80％（結露無きこと） 温度：10℃ー35℃、湿度：20％ー80％（結露無きこと）
稼動音 50dBA以下 50dBA以下
静音モード 有り 有り
外形寸法（横幅×奥行き×高さ）
質量（インクカートリッジ含む）

400×341×151mm（突起部を除く）
約7.1kg

400×341×172mm（突起部を除く）
約8.6kg

400×402×172mm（突起部を除く）
約9.3kg＊39

400×402×172mm（突起部を除く）
約9.3kg＊39

400×341×151mm（突起部を除く）
約7.2kg＊39

553×433×310mm（突起部を除く）
約16.5kg

553×433×247mm（突起部を除く）
約14.3kg

カラー
プリント

プリント解像度＊5 最大6000×1200dpi 最大6000×1200dpi
最小液滴量 1.5pl 1.5pl
プリント速度（カラー/モノクロ）＊6 約6/12ipm 約10/12ipm 約10/12ipm 約6/12ipm 約20/22ipm
両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6 約1.7/1.7ipm 約3/3ipm 約3/3ipm － 約6/6ipm

対応用紙サイズ
用紙トレイ（下段）/手差しトレイ：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、2L判＊40、封筒＊7、27、30、32、
はがき＊8、インデックスカード、ポストカード
スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊33、ポストカード

用紙トレイ/多目的トレイ：A4、レター、エグゼクティブ、
B5（JIS）、A5、A6、L判、2L判、はがき＊8、ポストカード、
封筒＊7、27、30、32、インデックスカード

用紙トレイ/多目的トレイ：A4、レター、
エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、L判、2L判、
はがき＊8、ポストカード、封筒＊7、27、30、32、
インデックスカード

用紙トレイ（下段）/手差しトレイ：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、2L判＊40、
封筒＊7、27、30、32、はがき＊8、インデックスカード、ポストカード
スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊33、ポストカード

用紙トレイ1（上段トレイ）/手差しトレイ：A3、
A4、A5、A6、B4（JIS）＊26、B5（JIS）、
レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、
ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、
はがき＊8、封筒＊31、37
用紙トレイ2（下段トレイ）：A3、A4、B4（JIS）
＊26、レター、リーガル、レジャー

用紙トレイ/手差しトレイ：A3、A4、A5、A6、B4
（JIS）＊26、B5（JIS）、レジャー、レター、
リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、
インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、
封筒＊31、37

対応用紙種類（給紙枚数）

用紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）＊41、封筒（10枚）＊7、27、30、32、
はがき（40枚）＊8、ポストカード（4０枚）、インデックスカード（30枚）
スライドトレイ（上段）：普通紙（20枚）、インクジェット紙（20枚）、L判光沢紙（20枚）＊41、はがき（20枚）＊33、
ポストカード（20枚）

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）＊41、封筒（10枚）＊7、27、30、32、ポスト
カード（50枚）、インデックスカード（30枚）、はがき（50枚）＊8
多目的トレイ：普通紙（80枚）、インクジェット紙（20枚）、
光沢紙（20枚）＊41、封筒（20枚）＊7、27、30、32、
ポストカード（50枚）、インデックスカード（50枚）、
はがき（50枚）＊8

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）＊41、封筒（10枚）
＊7、27、30、32、ポストカード（50枚）、
インデックスカード（30枚）、はがき（50枚）＊8
多目的トレイ：普通紙（80枚）、インクジェット紙
（20枚）、光沢紙（20枚）＊41、封筒（20枚）
＊7、27、30、32、ポストカード（50枚）、
インデックスカード（50枚）、はがき（50枚）＊8

用紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）＊41、
封筒（10枚）＊7、27、31、32、はがき（40枚）＊8、ポストカード（40枚）、
インデックスカード（30枚）
スライドトレイ（上段）：普通紙（20枚）、インクジェット紙（20枚）、L判光沢紙（20枚）＊41、
はがき（20枚）＊33、ポストカード（20枚）

用紙トレイ1（上段トレイ）：普通紙（250枚）、
インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）＊9、
封筒（10枚）＊31、32、37、ポストカード（20枚）、
インデックスカード（30枚）、はがき（20枚）＊8
用紙トレイ2（下段トレイ）：普通紙（250枚）

用紙トレイ：普通紙（250枚）、インクジェット紙
（20枚）、光沢紙（20枚）＊9、封筒（10枚）＊31、
32、37、ポストカード（20枚）、
インデックスカード（30枚）、はがき（20枚）＊8

自動両面プリント 有り（対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき＊29） 有り（対応用紙種類は普通紙:A4、レター、
エグゼクティブ、A5、B5、はがき＊29） － 有り（対応用紙種類は普通紙:A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがき＊29）

CD/DVD/BDレーベルプリント － 有り 有り －

カラー
コピー

解像度＊5 最大2400×1200dpi 最大2400×1200dpi
コピー速度（カラー/モノクロ）＊6 約33秒/24秒（1枚あたり） 約6/6ipm（ADFコピー時） 約6/6ipm（ADFコピー時） 約24秒/24秒（1枚あたり） 約33秒/24秒（1枚あたり） 約9/12ipm（ADFコピー時）
連続コピー枚数 最大99枚 最大99枚
縮小・拡大コピー 有り（既定サイズ及び25－400%の1%刻み） 有り（既定サイズ及び25－400%の1%刻み）
自動両面コピー 有り（片面⇒両面）（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5） 有り（片面⇒両面）（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5） － 有り（両面⇒両面）（対応用紙種類は普通紙：A3、A4、A5、B4、B5） 有り（片面⇒両面）（対応用紙種類は普通紙：A3、A4、A5、B4、B5）
CD/DVD/BDレーベルコピー － 有り 有り －

その他コピー機能 ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、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 ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、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

ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、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、便利なA3コピー＊28

カラー
スキャン

光学解像度＊11 最大1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査） 最大1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査） 最大2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査）
ソフトウェア補間解像度＊12 最大19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査） 最大19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
カラー階調 入力：30ビット、出力：24ビット 入力：30ビット、出力：24ビット 入力：48ビット、出力：24ビット
グレースケール 256階調 256階調
スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13 4.3秒/3.4秒 4.3秒/3.4秒 3.5秒/3.4秒

ダイレクト
プリント

対応メディア＊14
メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/
SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、
マルチメディアカード/plus

USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリー
カード、マルチメディアカード/plus

USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリー
カード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus

メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリー
カード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリー
カード、マルチメディアカード/plus

USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリー
カード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus

デジカメプリント解像度＊5 最大2400×1200dpi 最大6000×1200dpi 最大6000×1200dpi 最大2400×1200dpi 最大6000×1200dpi
デジカメプリント画像フォーマット JPEG JPEG
動画プリント 有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG） 有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）
PictBridge － 有り 有り － 有り

ネットワーク
＊15

有線LAN － 有り（10BASE-T/100BASE-TX） － 有り（10BASE-T/100BASE-TX）
無線LAN 有り（IEEE802.11b/g/n） 有り（IEEE802.11b/g/n）
AOSS™/WPS 有り 有り
Wi-Fi DirectⓇ 有り － 有り
タッチ de プリント＆スキャン（NFC） － 有り － 有り －

付属品
CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スター
ターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、
保証書他印刷物

CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、電話機コード（1.5m）、写真光沢紙L判、
ユーザーズガイド、保証書他印刷物

CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、電話機コード（1.5m）、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、
保証書他印刷物

CD-ROM（WindowsⓇ＆Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、電話機コード
（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、A4普通紙、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

＊1USB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OS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アプリケーションや用紙種類・サイズによって異な
る場合があります。＊3USB接続時の数値です。＊4画質：標準、原稿：ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時（ADF非搭載モデルはフラットベッド使用）＊5副走査×主走査の解像度です。＊6測定条件につきましては34ページをご確認ください。＊
7対応している封筒のサイズは、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。＊8「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。なお、往復はがきもご使用いただけま
すが、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。＊9光沢紙をご使用の場合には、0.25mm以下の厚さのものをお使いください。＊10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。＊11ADF読取時は、DCP-
J4225N:1200dpi（主走査）×1200dpi（副走査）、MFC-J5720CDW/MFC-J5620CDW/MFC-J5820DN/MFC-J4725N:2400dpi（主走査）×1200dpi（副走査）、BASICシリーズ：1200dpi（主走査）×600dpi（副走査）、MFC-J6973CDW/MFC-
J6573CDW:2400dpi（主走査）×1200dpi（副走査）となります。＊12WindowsⓇXP/7/8/8.1/10,VistaⓇ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。＊13100×100dpi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。データ転送時間は含みません。＊14各モデル対応のメモリー容量については、
NEO、WORKSシリーズが64GB（USBフラッシュメモリー）、128MB/32GB（メモリースティックDuo/PRODuo）、2GB（SDメモリーカード）、32GB（SDHCメモリーカード）、128GB（SDXCメモリーカード）、2GB（マルチメディアカード）、4GB（マルチメディアカード
plus）、DCP-J963N、DCP-J762N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNが256GB（USBフラッシュメモリー）、128MB/32GB（メモリースティックDuo/PRODuo）、2GB（SDメモリーカード）、32GB（SDHC
メモリーカード）、128GB（SDXCメモリーカード）、2GB（マルチメディアカード）、4GB（マルチメディアカードplus）、DCP-J562N、MFC-J730DN/DWNが128MB/32GB（メモリースティックDuo/PRODuo）、2GB（SDメモリーカード）、32GB（SDHCメモリー
カード）、128GB（SDXCメモリーカード）、2GB（マルチメディアカード）、4GB（マルチメディアカードplus）です。市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、メモリースティックマイクロ（M2）、
マルチメディアカードmobileもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付のUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクロドライブはご使用になれませ
ん。＊15接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP（64/128ビット）/TKIP/AESです。AOSS™/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。＊16受信時に出力可能なサイズはＡ４のみです。MFC-J6973CDW、MFC-J6573CDWは最大A3サイズまで出力可能。＊17IP電話対応の機器（ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター）に接続する場合、プリビオの回
線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。プリビオの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。＊
18IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。＊19A4判700字程度の原稿を高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。＊
20A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合（MMR圧縮時）の容量であり、他機能の併用により変動します。＊21MFC-J990DN/DWN、MFC-J880N、MFC-J730DN/
DWN、NEO、WORKSシリーズは、電話帳登録（100件×2番号）＋手入力ダイヤル（50件）、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWNは、手入力ダイヤル（50件）です。＊22PCファクス受信はWindowsⓇのみです。＊23番号表示、着信記録表示、着信
記録プリント、キャッチホン・ディスプレイ（コードレス電話機付モデルのみ）が可能です。別途NTTのナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です。＊24外付け電話機を接続している場合、プリビオの呼び出し回数を
「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。＊25コードレス電話機の使用環境によって短くなることがあります。＊26B4サイズのフチなしプリントには対応していません。＊27厚さ最大0.52mmまで対応しています。＊28「メモ欄付き
A3コピー」のことです。読み取り可能なサイズはA4までです。＊29インクジェットはがきの自動両面印刷を行うときは、はがき自動両面に対応したアプリケーションソフトが必要です。＊30坪量80g/m2～95g/m2のものをお使いください。＊31坪量75g/m2～95g/
m2のものをお使いください。＊32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・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・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。＊33「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。＊３４0.3mm以下の厚さのものをお使いください。＊３5Ａ３、Ｂ４（ＪＩＳ）、レジャー、リーガルサイズには対応していません。＊３6Ａ３、Ｂ４（ＪＩＳ）、レジャー、リーガルサイズの場合は5枚まで対応しています。＊３7対
応している封筒のサイズは、角形2号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒、Com-10、DL封筒です。＊３8角形2号封筒の場合は5枚まで対応しています。＊３9通信ボックスおよびコードレス電話機を除いた場合の質量です。＊４０手
差しトレイではL版も対応しています。＊41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。

仕様 MFC-J5820DN MFC-J990DN/DWN MFC-J900DN/DWN MFC-J830DN/DWN MFC-J730DN/DWN
コードレス電話機タイプ デジタル
液晶表示 全角3行×6文字
ダイヤルライト 有り
スピーカーホン 有り
連続通話使用時間/連続待機時間 約8時間＊25/約200時間
充電時間 約12時間
使用可能距離 約100m（見通し距離）

増設台数 合計4台まで（あと3台） 合計4台まで（MFC-J990DNは
あと3台、MFC-J990DWNはあと2台）

合計4台まで（MFC-J900DNは
あと3台、MFC-J900DWNはあと2台）

合計4台まで（MFC-J830DNは
あと3台、MFC-J830DWNはあと2台）

合計4台まで（MFC-J730DNは
あと3台、MFC-J730DWNはあと2台）

無接点充電 有り

外形寸法（横幅×奥行き×高さ）
質量

コードレス電話機：44×29×163mm　約150g（バッテリー含む）
通信ボックス：126.7×126×35.8mm 約245g（MFC-J990DN/DWN、MFC-J730DN/DWNは除く）
充電器：75×75×32mm  約125g

コードレス電話機








