
InfoPrint® 5400 モデルF06

日本語ライン ・プリンターFシリーズの標準機
印刷速度の向上と静粛性を同時に実現

ハイライト

■ 最高680 行/分（超高速モード）の高速印
刷を実現

■ 従来機と比較して印刷速度は13 %向上
しながらノイズは5 %低減

■ 想定平均印刷枚数12,000 枚/月 （15×
11 インチ用紙）の優れた耐久性

■ 最大オリジナル＋8 枚（コピー強化モード
時）の強力な複写能力

■ LAN接続、パラレル接続の2種類を標準
でサポート

■ 印字後の用紙を取り出しやすくするサイ
ドドアを左右両側に装備

■ 稼働状況、初期設定値変更などウェブブ
ラウザーから管理が可能

■ System i™とTelnet 5250EによるLAN
（TCP/IP）接続

■ Telnet 5250EとLPR5577の自動切り換
えが可能

また新たにTelnet  5250E（IBM i）と
LPR5577（その他のサーバー）からのデー
タを自動的に切り換えて印刷する機能をサ
ポートしています。

優れた複写能力

日本語ライン・プリンターとしては最高レベル
のオリジナル＋8 枚までの複写印刷が可能で
す。設定された印字圧設定レバーの位置を
感知して、自動的に速度の落ちないコピー強
化モードに切り替えます。

ウェブブラウザーから管理が可能

ウェブブラウザーの画面からプリンター稼働
状況を確認したり、初期設定値の変更を行
えます。特別なソフトウェアを必要とせず、
遠隔地から操作できるため管理ワークロー
ドが軽減されます。Telnet 5250Eは接続
先のIBM iのIPアドレスを2つ登録すること
で、2台のホストを簡単に切り替えて使用で
きます。

新しい印刷機能

バーコードや文字拡大の指定をテキスト
形式のコマンドで行えるようになりました

（Telnet 5250E、LPR）。簡単なプログラミン
グで非定型フォーマットの帳票を印刷できるよ
うになります。また文字拡大にも縦横等倍で
指定することができるようになりましたので、
帳票設計がより自由になります。

省スペース

左右両側にサイドドアを装備。背面に加えて
左右どちらからでも用紙を取り出せるため、
機器の設置場所を選びません。

最高毎分680行の高速印刷

エントリーモデル5400-F02ライン・プリンター、
最上位モデル5400-F10ライン・プリンターの
中間に位置づけられるのがInfoPrint 5400 
モデルF06ライン・プリンターです。中速機
レンジで最高速レベルの680 行/分（超高速
モード）、570 行/分（高速モード）の高速印
刷が行えます。バーコード入り印刷帳票で
も、超高速・高速モードでの印刷が可能で
す。バーコードは自動的に通常速モードに切
り替えて印刷するため、読み取り精度を落と
さずに高速印刷ができます。

印刷時のノイズ低減

印刷速度の向上にもかかわらずノイズは低
減。中速機モデル5400-L06プリンターと比較
して、稼働音を約5 ％軽減しました。

LANポート、パラレル・ポートを標準装備

LAN（10BASE-T/100BASE-TX、TCP/
IP）ポートを標準で装備しています。またパラ
レル・ポートも装備されているため、お客様の
システム環境に合わせて接続形態を選択す
ることができます。LAN接続ではIBM iとの
接続用にTelnet 5250E、その他のサーバー
との接続用にLPRをサポートしています。



■オプション（パラレル・ポート用）
商品名 品種コード 製品型番 標準価格（税別）

2.4m 印刷装置ケーブル Q05037 81X7875 8,600 円

5m 印刷装置ケーブル Q05042 09F5544 16,000 円

■サプライ
商品名 品種コード 製品型番 標準価格（税別）

リボン・カセット
（リボンスキップ機能対応）

Q26049 99P3010 8,200 円

リボン・カセット Q26044 84G5349 8,200 円

詰め替えリボン
（リボンスキップ機能対応）

Q26050 99P3011 4,000 円

詰め替えリボン Q26026 09F4041 4,000 円
2 リボンつなぎ目スキップ機構対応リボン

Ricoh、InfoPrint、およびInfoPrintロゴは、株式会社リコーの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標。
IBM、System i、IBM i、System xは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標。

■保証サービス
期間 内容
購入後 1 年間（無償） オンサイト・サービス

保証/保守

■保守サービス（オンサイト・サービス）
商品名 月額保守料金（税別） 年額保守料金（税別）
InfoPrint 5400 モデル F06 18,600 円 223,200 円

●サプライ製品は保証/保守サービスの対象外です。

■製品仕様
商品名 InfoPrint 5400 モデルF06

品種コード Q00303

製品型番 5400F06

本体標準価格（消費税別） 2,230,000円

印刷方式 ライン・インパクト・ドット・マトリックス

印刷速度

超高速 680（行/分）（全角24×24 ドット、横方向12 ドット間引き）

高速 570（行/分）（全角24×24 ドット、横方向8 ドット間引き）

通常速 410（行/分）（全角24×24 ドット）

解像度 180 dpi（全角24×24 ドット）

月間想定印刷枚数 12,000 枚（15×11 インチ用紙、1,500 文字、全角 : 半角=3 ： 7）

データ・ストリーム 5577（パラレル、LPR）、ESC/P（パラレル、LPR）、SCS（Telnet5250E）

接続方式 イーサネット（100 BASE-TX/10 BASE-T）、パラレル

用紙 連続用紙

用紙サイズ
用紙幅 3.5～16.0 インチ

ページ長 8.0～12.0 インチ

最大印字可能幅 13.6 インチ

最大複写枚数
裏カーボン紙（コピー強化） オリジナル+8 枚

感圧紙 オリジナル+5 枚

内蔵フォント

5577モード

全角（24×24ドット/8LPI用22×22 ドット） IBM明朝体/平成明朝体（新JIS/旧JISセット選択可）

半角（12×24 ドット）
IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、OCR-B、

18CPI用コンデンス、クーリエ、エリート、DPゴシック

ESC/Pモード
全角（24×24 ドット） IBM明朝体/平成明朝体、JIS83年レベル

半角（12×24 ドット） LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナ・ドラフト、プロポーショナル

SCSモード

全角（24×24 ドット/8LPI用22×22 ドット） IBM明朝体/平成明朝体、JIS90年改定適用選択可

半角（12×24 ドット）
IBM明朝体/平成明朝体12CPI用、10CPI用、高さ18ドット用、ゴシック、

OCR-B、縦書き用、18CPI用コンデンス、クーリエ、エリート

バーコード（5577、SCSモード）
JAN標準/短縮、CODE39、CODE128、ＮＷ7、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5

郵便番号カスタマー・バーコード、ＱＲコード（5577モードのみ）

騒音レベル 53 dBA

本体寸法（幅×奥行×高） 686×700×1,050 mm

質量 約115 kg

消費電力 待機時（省電力時）18 W、最大1.5 KVA

保証期間 1年間（オンサイト・サービス）

装置寿命 72万 ページ※1または5年のいずれか早いほう

※1 連続用紙（15×11 インチ）でのページ数/月（1 ページ当り1,500 字、全角：半角=3：7を想定）

http://www.ricoh.co.jp/pp
1008PH-1712＜34142478＞8/ＰこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 このカタログの記載内容は、2017年12月現在のものです。

●受付時間は、月曜日～金曜日9：00～12：00  13：00～17：30（土、日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊通話料は無料です。

ダイヤル
InfoPrint 0120-068-088
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認
いただけます。　 ■お問い合わせは、ダイヤルInfoPrintまで。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

●このカタログに使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●表示画面および印刷帳票の出力例がある場合、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。
●製品サービス等詳細については、製品販売店、弊社営業担当員にご相談ください。
●このカタログに掲載している内容、標準価格および料金は、事前の予告なしに変更する場合があります。また、断り書きのない場合掲載価格は税込価格です。
　最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。 


