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DCP-L2550DW 印刷 

製品紹介動画

無線LAN対応、ADF搭載の
ファクス無しモノクロ複合機

オープン価格
※価格につきましては、取扱販売店へお問い合せください。

基本機能

製品トップ 特長 仕様・スペック 消耗品・オプション

製品のポイント

*この動画は、YouTubeを利用しています。 *この動画は、YouTubeを利用しています。 *この動画は、YouTubeを利用しています。

※

https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/index.aspx
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/index.aspx
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/spec/index.aspx
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/accessory/index.aspx
https://www.brother.co.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=V0WwdnTH0UM
https://www.youtube.com/watch?v=O0Cgm84e6ks
https://www.youtube.com/watch?v=V0WwdnTH0UM
https://www.youtube.com/watch?v=O0Cgm84e6ks
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※アクセスポイントも対応している必要が
あります。

※接続は有線/無線のどちらか一方になり
ます。

無線LAN接続でスマートなオフィス環境
紙資源節約に貢献する自動両面プリント機
能を搭載。さらに、ページレイアウト印刷
を行えばファイリングスペースも省けて、
会議資料の作成などにも便利です。綴じ方
や反転印刷の選択ができ、紙資源を節約す
ることが可能です。

※自動両面プリントはA4のみの対応です
。

 自動両面プリントで用紙コスト
が1/2～1/8に

自動両面プリントで用紙コストが1/2～1/8に

手差し/カセットの2Way給紙、正面/背面
の2Way排紙に対応しているので、封筒な
ど厚手の用紙でも反りにくいストレート排
紙が可能です。

※画像はMFC-L2730DNです。

 厚紙も安心！2Way給紙&排紙

厚紙も安心！2Way給紙&排紙

 最大50枚ADFとフラットベッド
を搭載

最大50枚ADFとフラットベッドを搭載

製品特長一覧へ 

基本仕様

印刷速度 モノクロ：約34枚/分

ランニングコスト モノクロ：約3.3円(税込)/枚

標準用紙トレイ 手差し：1枚 
標準：250枚 
最大：251枚

最大用紙サイズ A4

印刷装置寿命 約5万枚/5年間

インターフェイス 無線・有線LAN/USB

対応OS Windows/Mac

※1 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
※2 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.2円(税込)/枚となります。

印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ
」の2020年6月時点での各色単体価格(税込)から算出したものを使用しました。

無線LAN対応のPCならLAN/USBケー
ブルの接続が不要。設置場所が広がり
、ケーブルレスのスマートなオフィス
環境を実現します。

さらに、“接続”“セキュリティ”の両設
定を簡単に行えるWPSに対応しました
。また、セキュリティ対策として、オ
ープンシステム認証、共有キー認証、
WPA-PSK/WPA2-PSK/LEAPの認証方
式をサポート。WEPに加えて、TKIP/
AESの高度な暗号化方式にも対応して
います。

最大50枚連続コピー可能のADFと、厚
みのある原稿にも便利なフラットベッ
ドを搭載。

多様な原稿の読み取りを簡単にします
。

※1

※2

https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/index.aspx#print_cost
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/index.aspx#f-2way
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/index.aspx#adfflatbed
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/index.aspx
http://direct.brother.co.jp/
https://www.brother.co.jp/-/media/cojp/product/printer/mfc/img/dcpl2550dw/wireless_lan.ashx
https://www.brother.co.jp/-/media/cojp/product/printer/mfc/img/dcpl2550dw/print_cost_s.ashx
https://www.brother.co.jp/-/media/cojp/product/printer/mfc/img/dcpl2550dw/2way_s.ashx
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DCP-L2550DW
特長 - プリンター

印刷 

製品トップ 特長 仕様・スペック 消耗品・オプション

共通機能 プリンター コピー スキャナー ネットワーク 

セキュリティ マシン管理 モバイル対応 

高速印字 約34枚/分

モノクロで毎分約34枚のプリントが可能な高速エンジンを搭載。さらに起動もす
ばやく、ファーストプリントまでの時間約10秒 を実現しました。

※1 用紙サイズはA4。標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により
遅くなることがあります。
※2 標準用紙トレイ使用時、レディー時から印刷した場合。

分離型トナー&ドラムで約3.3円(税込)/枚 の低コストを実現

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切
ることができるため環境負荷を軽減し、約3.3円(税込)/枚（トナーのみ交換時）の
低ランニングコストを実現します。

※1 TN-29J使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込価格です。ドラムを含むトータル
ランニングコストは約4.2円(税込)/枚となります。
印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。ランニングコスト
算出にあたりトナーカートリッジ/ドラムユニットの価格はオンラインショップ「
ブラザーダイレクトクラブ 」の2020年6月時点での各色単体価格(税込)から算
出したものを使用しました。

トナー消費量を節約できる、トナー節約機能

トナーを通常よりも少ない量で印刷することで、印刷コスト削減に貢献します。

共通機能 プリンター コピー スキャナー ネットワーク 

セキュリティ マシン管理 モバイル対応 

※1

※2

※1
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https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/feature2/index.aspx
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/feature3/index.aspx
https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/dcpl2550dw/feature/feature4/index.aspx
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ビジネスプリンター

ホーム > パソコン・周辺機器  > プリンター・スキャナー  > ビジネスプリンター

商品概要
ブラザー工業 Ａ４モノクロレーザーＡＤＦ付複合機
JUSTIO DCP-L2550DWの特徴

自動両面プリントで用紙コストが1/2～1/8に
紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。
さらに、ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作成などにも便利です。

アイコンのご説明

ブラザー工業 Ａ４モノクロレーザーＡＤＦ
付複合機
JUSTIO DCP-L2550DW

（0件のカスタマーレビュー）

発売日：2018年06月01日  JAN：4977766782364

・無線LAN対応、ADF搭載のファクス無しモノクロ複合機 
・無線LAN接続でスマートなオフィス環境 
・自動両面プリントで用紙コストが1/2～1/8に

バリエーション： JUSTIO DCP-L2550DW

【ブラザー公式】攻撃的低姿勢…

Web価格  25,080円 (税込)
 22,800円  (税別)

ブックマークに追加 お問い合わせ

ツイート

全国500店舗で安心アフターサービス

ご確認ください

大型配送商品・工事商品配送可能エリア
購入者様ご登録住所と商品届け先住所が異な
る場合
返品・交換・キャンセルについて

在庫：在庫あり
納期：1～2日出荷
数量： 1

お取り寄せの場合の納期目安：9月中旬以降
（9/2現在）

在庫状況は変動するため、売り切れによりお
取り寄せになる場合があります。

在庫のある店舗を探す

利用可能決済 
   

欲しいものリストに追加

店頭受取ご利用前にご確認ください

ケーズデンキオンラインショップ - ケーズデンキの公式通販サイト 採用情報 会社案内

はじめての方へ よくあるご質問 ご利用ガイド 新規会員登録 メールマガジン登録 ログイン マイページ 欲しいものリスト

■注目のキーワード： 抗菌 Beats Studio Buds おうちで衣類ケア！LGスタイラー Vlog(ブイログ)カメラ 電気調理鍋 ようこそケーズデンキオンラインショップへ

すべての商品カテゴリーから選ぶ 0

https://www.ksdenki.com/shop/r/r080203/
https://www.ksdenki.com/shop/
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ホーム(/) パソコン・周辺機器・PCソフト(/category/207/) プリンター(/category/207/006/) レーザープリンター(/category/207/006/003/)
ブラザー(brother)(/category/207/006/003/?
s3%5B%5D=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%BC%28brother%29)

ブラザー　DCP-L2550DW　A4モノクロレーザー複合機

(https://paypay.ne.jp/event/paypay-jumbo-20210901/)

数量：
1

 3年保証に加入する  3年保証に加入する (+¥1,100)(+¥1,100)

ご購入の前にお読みください

カートに入れる

 価格交渉をする(/ylogin)

 安くなったら通知する(/ylogin)

 お気に入り登録(/wishlist?
sku=1138396010)

おすすめお買い得情報

折り込みチラシ掲載商品はこちら
(https://www.yamada-
denkiweb.com/event/web-flyer-01/?
af=itemr)

家具・インテリア雑貨 取扱い開始
(https://www.yamada-
denkiweb.com/category/212/?
af=itemr)

SIMフリースマホ SPECIAL
SALE(https://www.yamada-
denkiweb.com/event/web-
simspecialsale/?af=itemr)

ヤマダのお得なサービス

無料 長期保証サービス
(https://www.yamada-
denkiweb.com/info/wcontents/muryouhosyou.html)

家電総合保証サービス「家電
保」(https://www.yamada-
denkiweb.com/info/wcontents/kadenho.html)

15時までのご注文で最短即日配
送(https://www.yamada-
denkiweb.com/info/wcontents/guide_staffdelivery.html)

おみせde受取なら送料無料
(https://www.yamada-
denkiweb.com/info/wcontents/guide_torioki.html)

ブラザー　DCP-L2550DW　A4モノクロレーザー複ブラザー　DCP-L2550DW　A4モノクロレーザー複
合機合機
20日以上の出荷20日以上の出荷 [詳細(https://www.yamada-
denkiweb.com/info/wcontents/guide_haisou.html#200)] 「東京都豊島
区東池袋」エリアの在庫を表示しています。［ログインしてお届け先を変更
(/ylogin)］

¥19,773¥19,773 (税込)

スタ
イル
(1)

型型
番番 DCPL2550DW

メメ
ーー
カカ
ーー

ブラザー(brother)(/category/207/006/003/?
s3%5B%5D=%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%BC%28brother%29)

レレ
ビビ
ュュ
ーー
数数

0

この商品も合わせていかがですか？この商品も合わせていかがですか？

(/4199706019)

ドラムユニット　ブラザー　
純正　ドラム　DR-24J　ド
ラムユニット(/419970601
9)
お取り寄せお取り寄せ

¥9,823¥9,823 (税込)

983P(10%) 

(/4199707016)

トナーカートリッジ　ブラザ
ー　純正　トナー　TN-29J
　トナーカートリッジ(/419
9707016)
24時間以内に出荷24時間以内に出荷

¥8,910¥8,910 (税込)

ブラザー　DCP-L2550DW　A4モノクロレーザー複合機 | ヤマダウェブコム
企業・店舗情報はこちら(https://www.yamada-denki.jp/) お気に入り(/wishlist) 閲覧履歴(/history) 新規入会(/ylogin) ログイン(/ylogin)

(/)

商品名・キーワードを入力すべてのカテゴリー   検索

商品お届け地域を設定(https://ymall.jp/shop/customer/custdestlist.aspx)すると、お近くの店舗を表示します。［変更
(https://ymall.jp/shop/customer/custdestlist.aspx)］

カテゴリー
からさがすからさがす

00 商品
¥0

(https://ymall.jp/shop/cart/cart.aspx)
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