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1974年に事務用デジタルファクスを販売してからこれまで、

世界中のビジネスを支えてきたリコー。

RICOH FAX 5520は、お客様のコストを削減する

ネットワークファクス機能やペーパーレスファクス機能を搭載しました。

確かなセキュリティー機能を備えるとともに、

カラー液晶タッチパネルの採用でユーザビリティも向上。

最大4段の給紙トレイに増設が可能、大量の送受信業務に応えられます。

この一台が、お客様の確かな情報伝達を支え続けます。

iPhone/iPad/AndroidTMアプリケーション『RICOH CP Clicker』（無料）をダウンロードし、カタログの表紙を撮影（クリック）すると、
商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。

本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスであるRICOH Clickable Paper サービスに対応しています。

Network & Paperless

通信コストの削減を可能にする充実したネット
ワークファクス機能に加え、ファクスのペー
パーレス化を促進する機能も対応。紙の出力
を抑制します。

Security

誤送信を抑止する多彩な機能に加え、HDD内
の残存データの消去や暗号化など、高度な
セキュリティーを実現。情報漏えいリスクを低減
します。

User Friendly

4.3インチのカラー液晶タッチパネルを搭載。
視認性を高めることで、スムーズで確実な操作
が可能です。

ファクスとしてだけでなく、コピー、プリンター、
カラースキャナーとしても使用可能。給紙容量
も最大1,830枚＊に増設可能。大量の受信業
務にも応えられます。

※写真はRICOH FAX 5520にオプションの給紙テーブル PB2010、
　インナー1ビントレイ BN2010を装着したものです。　
※画面はハメコミ合成です。

＊ 給紙テーブル PB2010装着時。マイペーパーの場合。
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User Friendly

コンパクト設計

充実のファクス基本機能

4.3インチカラー液晶タッチパネルを採用｡ チルト機構で操作しやすい
角度に調整も可能です。また、よく使う機能をアイコン化してホーム画
面に表示できます｡

オプションの給紙テーブルを増
設した最大給紙時（1,830枚）＊1で
も、サイズは（幅）587mm×（奥）
568mm＊2×（高）956mmとコン
パクト。オフィスにすっきりと
フィットします。

［高画質］①ふつう字 ②小さな字 ③微細字
［レスペーパー化］●A3ブック原稿送信  ●両面印刷 ●宛名差し込み
［操作性］● リダイヤル ● 直接宛先入力 ● オンフックダイヤル ● 送信文書変更/
中止 ● 不達文書再送信 ● 宛先表見出し選択 ● 宛先表並び順変更 ● クイック操作
キー ● 宛先履歴（10件）

［確実性］● 発信元名称（表示用） ● 発信元名称（印字用） ● 発信元ファクス番号 
● 自動誤り再送（ECM） ● 送受信結果表示（最大200通信） ● ID送受信 ● 代行受信 
● 済みスタンプ

［その他の便利機能］● 回転送信 ● メモリー送信 ● 時刻指定送信 ● 封筒受信 ● 定型
文印字 ● 送信者名印字 ● 蓄積文書指定送信 ● Fコード通信機能 ● Fコード親展
ボックス ● Fコード掲示板ボックス ● Fコード中継ボックス ● 印刷終了ブザー 

＊1 日本電信電話株式会社・KDDI株式会社・ソフトバンク株式会社との契約が必要です。＊2 SIPのみ対応。送・
受信機側共に日本電信電話株式会社との契約（有料）が必要です。企業内のSIPサーバーを利用したIPネットワー
ク（イントラネット）接続と、次世代ネットワーク（NGN）接続の併用はできません。

カラー液晶タッチパネルの採用で

さらに見やすく。使いやすく。

確実でスムーズな情報伝達が

可能になりました。

※画面はハメコミ合成です。

● しおり機能 ● センターマーク印字 ● 受信時刻印字 ● 回転レシーブ ● ジャスト
サイズ受信 ● 記録分割/縮小 ● 受信側縮小 ● 受信印刷部数設定 ● 迷惑ファクス
防止 ● 相手先別メモリー転送 ● 相手先別受信印刷部数設定 ● 相手先別両面
印刷 ● 相手先別封筒受信 ● デュアルアクセス ● ダイヤルイン機能 ● 自動電源
受信機能 ● 各種リスト/レポート印刷 ● ユーザーコード ● 利用者制限 ● TEL/
ファクス自動切替 ● TEL/ファクスリモート切替 ● 留守番電話接続 ● 全文書転送 
● 同報送信標準500宛先 ● 発信元名称選択（10件） ● ナンバー・ディスプレイ＊1 
● NGN対応＊2 ● Mail to Print

4.3インチカラー液晶タッチパネル搭載

便利なアドレス帳

マルチアクセス＆メモリー容量64MB搭載

高速2秒台電送

A3等倍送受信

両面送信

送信前プレビュー機能

ファクス受信文書出力切替タイマー

アドレス帳の登録件数が2,000
件に増えました。名前や宛先で
の検索機能の他、タブ別の表示
で、検索性が向上しました。

読み取り・通信・記録の同時処理が可能。原稿の送信中でも、次に送りたい
原稿の宛先を指定してメモリーに蓄積するだけで、回線が空き次第自
動的に送信を開始。また、メモリーは64MB搭載で、蓄積可能な文書数
は最大800文書（約4,800ページ＊）まで対応。
＊ ITU-T No.1チャート、解像度「ふつう字」で蓄積した場合。
※機能の組み合わせによっては割り込みが行なえない場合があります。
※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。

スーパーG3対応により、一般加入電話回線で高速2秒台電送を実現。
処理時間を大幅に短縮するので、大量の文書送信もスピーディーです。

最大A3サイズの等倍送受信が可能。自動原稿読み取り装置は最大120
枚＊セットでき、一度に大量の原稿を送信できます。

両面原稿も一度の操作で自動的に両面を読み取り、送信が可能。コピー
をとってから送信などのムダを防ぎます。

送信の前に文書内容を操作パネル
上にプレビュー表示することが可
能です。原稿の読み取り方（タテ・
ヨコなど）が正しく行なわれたか確
認してから送信できます。

勤務時間内は印刷、夜間は別の場所に転送するなど、受信時間に応じて
ファクス文書の印刷/転送/蓄積の切り替えが可能です。

※スーパーG3規格のファクシミリとの交信時。リコー標準原稿8×3.85本/mm（画像情報のみ）。JBIG通信。

＊1 給紙テーブル PB2010装着時。マイペーパーの場合。
＊2 操作パネルを下げた状態。

＊ マイペーパーの場合。

担当者がいる
営業所へ転送

HDD
蓄積

9：00ー17：00
外部ファクス

外部ファクス
17：00ー翌9：00

HDD

印刷
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1回目

ファクス番号宛先入力画面

正しく入力された画面

誤って入力された画面

確認入力

2回目
正

誤

Network & Paperless

Security
安心のファクスセキュリティー（FASEC 1に適合）

Eメールの仕組みで手軽に使えるW-NET FAX （ITU-T T.37勧告準拠）通信費の大幅カットを実現するIP-ファクス（ITU-T T.38勧告準拠）

サーバー不要のペーパーレスファクス受信

ペーパーレス PC FAX機能

送信文書のバックアップ機能

HDD暗号化機能／HDD残存データ消去を標準搭載

ハイレベルなユーザー認証

さらに、きめ細やかなセキュリティー機能

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミス
を抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティー機能を搭載。

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して
保存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名
またはユーザーコードの情報がつけられます。

アドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化してからデータを
保存。コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力など
によるHDDの残存データやユーザーデータを上書き消去（逐次消去/一
括消去）が可能。情報セキュリティーをより一層高めます。

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユーザー
名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベルな
個人識別が行なえるようになりました。また、ネットワークで接続されて
いるWindows®のドメインコントローラーやLDAPサーバーとの連携に
より、既存の認証システムによる個人認証が可能です。

●SSL/TLSによる暗号化通信　●IPsec　●S/MIME　●ネットワークポートON/
OFF　●文書アクセス制限　●印刷可能IPアドレス制限　●パスワード暗号化（ド
ライバー暗号鍵）　●配信制限（宛先）　●IEEE802.1x認証対応　●AES256bit/
SHA-2の暗号化方式に対応　●不正コピー抑止地紋印刷機能　●強制セキュリティー
印字　●機能利用制限

＊ ADSL等の通信費固定常時接続の通信やW-NET FAX同士の通信の場合。
※EメールサーバーなどEメールを利用可能な環境が別途必要になります。
※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応ファクス機能

です。当勧告に準拠していれば、メーカーを問わずメールを利用したファクス送受信が可能です。

＊ 特定相手先250件。
※蓄積できる受信枚数は約4,800枚。（A4 ITU-T NO.1チャート ふつう字） ※ドキュメントボックスの引き取りは、時
間がかかる場合があります。※ファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。

※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティー向上を目指して制
定したガイドラインの呼称です。

＊1 カスタマーエンジニアによる設定となります。
＊2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

※ファイアーウォールの設定によっては通信できないことがあります。　※T.38対応機同士の場合。
※SIP、JT-H.323V2対応。

通信コストを低減する多彩なネットワークファクス機能に加え、

紙の出力を抑制するペーパーレスファクス機能も強化。

誤送信を抑制する多彩な機能を搭載するとともに、

機器に蓄積したデータもガード。情報漏えいリスクを低減します。

電話回線ではなくEメールの仕組みを利用した通信ができるW-NET  
FAX機能。従来のファクス送信に比べ大幅なコストダウンが可能＊です。
また、相手先への一斉発信が行なえるため、送信時間の短縮も図れます。

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積でき、
パソコンへの転送が可能です。蓄積したファクス文書を操作画面上に
サムネール表示し、必要に応じて印刷できます。

●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力＊1

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ番号を
複数回入力するように設定可能。押し間違いによる誤送信を抑止します。

●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能
テンキーや操作パネルからの直接入力を制限し、宛先表に登録された宛先だけを
送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤送信や不正利用
の抑止に有効です。
●同報送信禁止機能＊1

複数宛先への一斉同報送信やグループ宛先への送信を禁止することが可能です。
意図しない宛先へのファクス誤送信を抑止することができます。
●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能＊2

送信前に宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミスなどによる誤
送信を未然に防ぐことができます。

IP-ファクスは、メールサーバーを必要とせず、相手先の機器とリアル
タイム通信を行なうので、確実な通信が可能。また、IP-ファクス（ITU-T 
T.38勧告準拠）はIP電話システムとの親和性も高く、音声とファクス
をIPネットワークで統合することもできます。

充実のネットワークファクス機能で通信コストを削減。

受信データをHDDに保存しサムネールで確認可能。紙出力を抑制します。

●パソコン上で蓄積受信文書の確認/引き取りが可能
WebブラウザーやRidoc Desk Navigator V4（別売）により、パソコン上で画像
確認やデータ引き取りが可能です。

Paperless Facsimile

Network Facsimile

●受信ファクスの転送も可能
受信した文書をあらかじめ登録した相手先（転送先）へ転送できます。また、発信
元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別＊可能です。さらに転送先も、
ファクス/Eメール/フォルダーから選べます。
●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単
受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられます。例
えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティー対策にもなります。

Ridoc Desk Navigator V4

外部ファクス

受信
ファクス

引き取り

引き取り

転送

●受信文書の確認・引き取り
●ファクス受信を自動的に
　通知

Web Image Monitor
●Webブラウザーで
　受信文書の確認・
　引き取り

フォルダー/Eメール
●受信ファクスの転送

▼

ファクス蓄積受信文書のサムネール表示

ハードディスクとファクス用メモ
リーの両方に蓄積し、万一のデー
タ消失を防ぎます。

HDD

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップ
とペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。
※Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8.1/Windows® 10/Windows Server™ 2008/Windows 

Server™ 2008 R2/Windows Server™ 2012/Windows Server™ 2012 R2/Windows Server™ 
2016に対応。
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連続コピーは16枚/分＊、両面も同速の16ページ/分

便利な機密印刷/保存印刷

快速＆高画質フルカラースキャン 便利なスキャナー機能を搭載

スキャン画像を確認できるプレビュー機能

自動原稿送り（ARDF）でのサイズ混載が可能

インナー1ビン仕分け機能

パソコンレスで出力可能「メディアプリント」

用紙節約に効果的な集約印刷

その他のコピー基本機能

連続コピーはビジネスの流れを妨げない16枚/分｡ また両面機能による
両面コピースピードも片面時と同速の16ページ/分を実現｡

パソコンで作成した文書を本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積
した文書は、片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷
条件を操作画面上で簡単に変更可能。また、印刷文書を必ず複合機に
蓄積してから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえ、放置プリント
防止に高い効果が期待できます。

スキャン読み取り速度はフルカラー25ページ/分＊、モノクロ45ページ/
分＊の読み取り速度を実現しています。また、リコー独自の画像処理技術
をスキャナーに応用。最高600dpiの高画質で写真や文字など原稿に
応じた最適な画像処理を行ないます。文字はシャープで鮮明に、写真や
グラフィックはモアレやざらつきなく階調性豊かに読み取ることがで
きます。

●スキャナー変倍機能
異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃えられる
スキャナー変倍機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単に行なえます。

●見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ページをそれぞれ1ページずつ分割してスキャンできます。

スキャナーデータを送信する際やドキュ
メントボックスに蓄積した文書の画像
や内容をプレビュー画面で確認可能。ス
キャンのやり直しなどを低減できます。

ARDFに原稿をセットするだけで、
定型用紙サイズを自動的に判別。
さらに用紙サイズの異なる原稿が
混載した場合でも、自動的に判別で
きる機能を搭載しています。これに
よりサイズを気にせずコピーする
ことが可能となります。

省スペースながら機能ごとに配紙
先を仕分けるインナー1ビントレイ
をご用意。さらに、用紙を排紙する
と光るお知らせランプにより、遠く
からでも出力を確認できます。

パソコンを起動することなく、USBメモリー＊1やSDカード＊1（32GB以下）
に保存されているデータ（JPEG/TIFF）＊2を誰でも簡単に出力可能です。

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷し、用紙を節約できる集約印刷。両面
印刷との併用により、用紙コストの削減も可能です。

［高画質］● 5つの画像モード（①文字②文字・写真③写真④淡い原稿⑤複写原稿）
［生産性］● メモリーコピー ● 回転コピー ● 回転縮小コピー ● メモリーソート 

● 回転ソート ● 120枚積載自動原稿送り装置 ● 大量原稿モード
［その他の機能］● 手差しコピー ● プログラム ● 原稿忘れ検知 ● 25％〜400％の
ワイドズーム ●すこし小さめコピー ●用紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●とじし
ろ ●IDカードコピー

充実したコピー機能。

ネットワークプリンター機能を標準搭載。

フルカラーでスキャン可能。多彩なスキャナー機能が業務をサポート。

＊ A4ヨコ送り片面連続印刷時。

●機密印刷機能
パスワードを指定して印刷するため、
機密文書を他人に見られることなく出力
できます。

●保存印刷機能
印刷ジョブを保存しておくことで、再印
刷などを手軽に行なうことができます。

＊1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
＊2 ファイルのバージョンやフォーマットによって出力できない場合があります。

※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。

※インナー1ビントレイ BN2010が必要です。

＊ A4（ヨコ送り）片面200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。

Multipurpose 多彩な業務に対応できる汎用性の高い一台。

Copier

Printer

Scanner

見開き原稿 分割

見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ペー
ジをそれぞれ1ページ
ずつ分割してスキャン
できます。

見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ペー
ジをそれぞれ1ページ
ずつ分割してスキャン
できます。
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見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ペー
ジをそれぞれ1ページ
ずつ分割してスキャン
できます。

1

見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ペー
ジをそれぞれ1ページ
ずつ分割してスキャン
できます。

2

●ファイル分割機能
大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイルを
分割して保存可能です。

2枚ごと 1
2 1 2

4枚ごと 3
4

1 21 2
or

3 4 34
1
2
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290枚給紙（標準）

290枚給紙（標準）

570枚給紙（オプション）

110枚給紙（手差し）
※ファクス機能では利用できません。

570枚給紙（オプション）

最大給紙構成 1,830＊枚

多彩なスキャン方法

さまざまなニーズに応えるファイル形式に対応

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて最適なスキャニ
ング方法を選択できます。

給紙の手間を軽減する最大1,830
枚＊の大量給紙を実現。給紙中のト
レイの用紙がなくなった場合でも、
同一紙種・同一サイズの紙が他のト
レイに入っていれば、自動的に該当
するトレイから給紙を継続するため、
連続した出力が可能です。

最大1,830＊枚の大量給紙。

＊ 給紙テーブル PB2010装着時。マイペーパーの場合。
※写真はRICOH FAX 5520にオプションの給紙テーブ

ル PB2010、インナー1ビントレイ BN2010を装着
したものです。

●スキャン to フォルダー
スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー（SMB）やFTPサーバー
に直接保存・送信できます。

●スキャン to E-Mail
操作画面上で件名/送信者/メール本文/ファイル名を指定してEメール宛先に
直接送信可能です。
●スキャン to URL
スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image Monitorで
ダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。

その他の構成例

本体のみでも690枚の給紙が可能。デスクトップ
でもご利用できます。
※写真はRICOH FAX 5520にオプションのインナー1ビントレイ 
BN2010を装着したものです。

●スキャン to ハードディスク（ドキュメントボックス蓄積）
スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり1,000
ページまで＊蓄積できます。
＊ すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日（72時間）後に消去されるように設定されています。

●汎用画像フォーマットに対応
白黒2値 ：シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF 
グレースケール/カラー：JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

●高付加価値PDFに対応
● クリアライトPDF ● PDF/A ● パスワード付暗号化PDF 
● デジタル署名付PDF

●スキャン to メディア
スキャンした文書をUSBメモリー＊やSDカー
ド＊に直接保存することが可能です。パソコ
ンレスで、紙文書の電子化•保存を簡単に
行なうことができます。
＊ すべてのメディアの動作を保証するものではありません。
　 SDカードは32GB以下に対応。

さまざまな環境基準に適合 多彩なエコ機能

●環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合）
●グリーン購入法適合商品　●エコマーク＊に適合
＊ 複写機・プリンターなどの画像機器基準。

●インフォメーション画面
利用者や機器ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco
指数を操作パネル上に表示。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。
※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。

●環境に配慮してマニュアルを電子化
使用説明書は、検索機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの電子マニュアルを採
用しています。リコーは利用者の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配
慮したものづくりを進めています。
※一部のマニュアルは紙冊子でのご提供となります。

●トナーセーブ機能
通常よりも薄い色で印刷し、トナーを節約します。

カラー原稿

スキャンto
ハードディスク

スキャンto
メディア

スキャンto E-Mailスキャン to URL

スキャンto
フォルダー

HDD SD

パソコン

メディア ファイルサーバー

メール
MailMail

Ecology 省エネ性能を強化。

オフィスと地球にさらにやさしくなりました。

Paper Handling

エコマーク商品
省エネ・3R設計
株式会社リコー
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安全にお使いいただくために… ●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

RICOH FAX 5520の主な仕様

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。
本製品は、新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法
律で禁止されています。 ②著作権の全部または一部につき、著作権者の承諾なく複写複製をなす事は著作権法上著
作権が制限される場合を除き、禁じられています。ご注意ください。

ご注意

形式 デスクトップ
走査方式 平面走査（シート原稿、ブック原稿両面用）
記録方式 レーザー乾式静電転写方式
ファクスメモリー 64MB（最大800文書、約4,800ページ蓄積）＊1

HDD容量 250GB
適用回線 加入電話回線（PTSN）、自営構内回線（PBX）、Fネット（G3サービス）
走査線密度 8×3.85本/mm（ふつう字）、8×7.7本/mm（小さな字）、8×15.4本/mm（細かい字）＊2、

16×15.4本/mm（微細字）
通信速度＊3 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/

9,600/7,200/4,800/2,400bps（自動シフトダウン方式）
符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
通信モード G3
読み取り原稿サイズ 定形：最大A3タテ 幅297×長さ420mm

不定形：最大 幅297×長さ1,200mm
記録紙サイズ A3、B4、A4、B5、A5、5½×8½"、8½×11"、8½×14"、11×17"
原稿給紙 自動給紙（120枚＊4）
電送時間 2秒台＊4

給紙方法＊5 標準 290枚×2段＋110枚（手差し）
オプション 給紙テーブル PB2000：570枚×1段、給紙テーブル PB2010：570枚×2段

電源 AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力 1.5ｋW以下
大きさ （幅）587×（奥）568×（高）683mm
機械占有寸法＊6 （幅）857×（奥）605mm
質量 51Kg以下

形式 内蔵型
連続プリント速度（毎分） 16枚/分 A4（ヨコ）
解像度 600dpi×600dpi
ページ記述言語 RPCS、RPDL＊1

対応プロトコル TCP/IP＊2（LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD）

対応OS
Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows 
Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows 
Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016

インターフェース イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0（Bタイプ）＊3

メディアプリント：USB2.0（Aタイプ）＊3、SDカードスロット＊3

内蔵フォント
明朝Ｌ、ゴシックＢ、明朝Ｌプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル､Courier10、
Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus 
Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、
Symbol、OCR-B、漢字ストローク

形式 カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ A3、11×17"

インターフェース イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、
スキャンtoメディア：USB2.0（Aタイプ）＊、SDカードスロット＊

メール送信
読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
対応プロトコル：SMTP　
出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A

ファイル送信
読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi　 
対応プロトコル：SMB、FTP　
出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A

適用回線 イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
伝送制御手順 送信：SMTP手順、TCP/IP（IPv4/IPv6＊1）通信　 

受信：POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP（IPv4/IPv6＊1）通信
通信モード シンプルモード、フルモード
送信原稿サイズ フルモード時：A3、B4、A4　

シンプルモード時：A4（A3/B4はA4に縮小して送信）
走査線密度 200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、200×400dpi（細かい字）＊2、

400×400dpi（微細字）＊2

メール送信機能 メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。
すべてメモリー送信。

メール受信機能
TIFF-F（MH、MR＊2、MMR圧縮＊2）の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。
ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認
識して印字出力。すべてメモリー受信。

インターフェース イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
対応プロトコル SIP、JT-H.323V2
伝送制御手順 TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP/IP通信
送信原稿サイズ 定形：最大A3または11×17"

不定形：最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm

走査線密度 8×3.85本/mm・200×100dpi（ふつう字）、8×7.7本/mm・200×200dpi（小さな字）、
8×15.4本/mm（細かい字）＊、16×15.4本/mm・400×400dpi（微細字）

IP-ファクス送信機能
IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。
VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信するこ
ともできます。

IP-ファクス受信機能
JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信
可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクス
を受信することもできます。

基本仕様/ファクス機能

プリンター機能

スキャナー機能

商品構成

W-NET FAX機能

IP-ファクス機能

＊1 ITU-T No.1チャート、解像度「ふつう字」で蓄積した場合。
＊2 受信のみ可能。
＊3 一般電話回線での電送速度は最高で28.8Kbps程度です。
＊4 A4判700文字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）で、送ったときの速さです。ただし、G3は画像情報だけの
　  通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。
＊5 マイペーパーの場合。
＊6 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放、操作部を床に対し10°傾けた場合。

＊1 プリンタードライバーの提供は行ないません。
＊2 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
＊3 USB、SDカードは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。

＊ USB、SDカードは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。
＊1 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
＊2 フルモード時。

＊ 受信時のみ可能。

RICOH FAX 5520  768,000円 搬入設置指導料 35,800円

※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。詳しくは、販売担当者にご確認ください。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できな
くなる場合があります。※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。（本体のハードディスクに長期保管する場合は、Web Image Monitorでパソコンへの引き取りをおすすめします。またアドレス帳に関して
はRidoc IO Device Manager Accounting/Ridoc IO Device Manager Liteでバックアップをとることをおすすめします。）機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能および全設定初期化機能を利用して消去することを推奨します。データの
消失および流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※本体およびオプションの稼働中に電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。※データ破損に関する損害については、当社は一切その責任を
負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をおすすめします。※本機をインターネットに接続された
ネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアーウォールなどを設置し、セキュリティーを確保した環境で運用してください。※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合（キャッチホンなど）があります。※ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法が多
少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続およびTEL/ファクスリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品およびオプションの故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受信
ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合で、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です（詳しい内容につきましては販売担当者にご確認ください）。※製品の外
観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は
国内仕様のため海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。※この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。
※Windows、Windows Vista、Windows Serverは、米国 Microsoft 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です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※iPad、iPhoneは、Apple Inc.の登録商標です。※iPhoneの商標は、アイホ
ン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。※AndroidはGoogle Inc.の商標です。※イーサネットは、富士ゼロックス（株）の登録商標です。※ナンバー・ディスプレイは東日本電信電話、西日本電信電話の登録商標です。※IEEE は、The Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
Inc.の商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。
※パソコン1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。パソコン2台目以降は別途価格表をご参照ください。スキャナー関連同梱ソフトの設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参照ください。

本体標準価格（消費税別）

ファクス（G3）
ネットワークファクス ネットワーク

カラースキャナー
ドキュメント

ボックス コピー 両面/手差し ARDF
W-NET FAX IP-ファクス

RICOH FAX 5520 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

http://www.ricoh.co.jp/fax/
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

0120-892-111

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■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。

イチ イチ イチ

このカタログの記載内容は、2022年10月現在のものです。 1707K- 2210<34031394>7/1



おすすめモデル価格

標準価格
〈本体〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 搬入設置指導料＊

RICOH FAX 5520 331266 768,000 円 35,800 円
＊ 商品関連ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。

（消費税別）
RICOH FAX 5520 768,000 円
インナー 1 ビントレイ BN2010 20,000 円
組み合わせ価格 788,000 円
搬入設置指導料 36,600 円

● デスク上でご使用の場合

（消費税別）
RICOH FAX 5520 768,000 円
給紙テーブル PB2010 130,000 円
インナー 1 ビントレイ BN2010 20,000 円
組み合わせ価格 918,000 円
搬入設置指導料 38,200 円

● 4段給紙構成＋フロア設置でご使用の場合

〈オプション〉 （消費税別）

＊マイペーパーの場合。

インナー1ビントレイ 
BN2010
標準価格 20,000円
設置調整料A 5,500円
　　　　　B 800円

〈品種コード〉315597
本体内に1ビンを増設し、コピー、ドキュメントボックス、
ファクス、プリンターの機能別仕分け先として使用でき
ます。100枚（A4）＊スタック可能。排紙検知LED ラン
プ付。

imagio ドキュメントフィー
ダーハンドル タイプ30
標準価格 17,000円

〈品種コード〉315458

ARDFを閉じる際に補助するためのハンドルです。

imagio 
ハンドセット HS3010
標準価格 10,000円
設置調整料A 5,500円
　　　　　B 800円

〈品種コード〉315535
G3ファクス用のハンドセットです。

ヒーターキット タイプM1
標準価格 13,000円
設置調整料A 7,800円
　　　　　B 3,100円

〈品種コード〉315598
スキャナー部分の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や
夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低
減します。

サプライテーブル 
TB2000
標準価格 25,000円

〈品種コード〉315595

消耗品を収納できるテーブル（小）です。

給紙テーブル PB2010
標準価格 130,000円
設置調整料A 6,300円
　　　　　B 1,600円

〈品種コード〉315594
570枚＊×2段（1,140枚）の増設給紙テーブルです。
A3〜A5、B4、B5、11×17"〜8½×11"に対応。

給紙テーブル PB2000
標準価格 50,000円
設置調整料A 6,300円
　　　　　B 1,600円

〈品種コード〉315593
570枚＊×1段の増設給紙テーブルです。A3〜A5、
B4、B5、11×17"〜8½×11"に対応。

サプライテーブル 
TB2010
標準価格 40,000円

〈品種コード〉315596

消耗品を収納できるテーブル（大）です。

〈RICOH FAX 5520商品関連ソフト設置指導料〉 （消費税別）

商品名 設置指導料 内容A料金 B料金
ネットワークTWAINドライバー 11,000円 6,300円 パソコン1台の料金。パソコン2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は本体の設置指導料に含まれます。　※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取り付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈本体と連結可能な給紙テーブルとサプライテーブルの組み合せ〉

サプライテーブル TB2010給紙テーブル PB2000 給紙テーブル PB2010

給紙テーブル PB2000
＋

サプライテーブル TB2000

給紙テーブル PB2010
＋

サプライテーブル TB2000

RICOH FAX 5520

価格表

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。 （消費税別）

ユーザー認証設定料
設置指導料 主な設定内容

A料金 B料金 ・管理者設定　・認証方法の設定　・オートログアウト時間設定　・メニュープロテクト設定 
・ネットワークのセキュリティー強化設定　・セキュリティー強化設定28,300円 23,600円

※お客様環境の調査および導入環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉
使用説明書・ドライバー＆
ユーティリティーCD-ROM

使用説明書（PDF・HTML版） RPCSドライバー TWAINドライバー
PC FAX ドライバー 宛先編集ツール PC FAX 送付状エディター MFP アドレス帳取得ツール

※CD-ROMはRICOH FAX 5520本体に同梱されています。



この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。 ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

●ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。安全にお使いいただくために…

※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。 　※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。
※Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。　※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 
※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 　※詳しい性能・仕様・制約条件・価格等については、販売担当者にご確認ください。

①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。ご注意

0120-892-111
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。 イチ イチ イチ

このカタログの記載内容は、2022年10月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
http://www.ricoh.co.jp/contact/
■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。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

以下のオプション装着時
サプライテーブル TB2010
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＊1 転倒防止部材を含む寸法
＊2 操作パネルを床に対し10°傾けた場合
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605＊2

618＊1

RICOH FAX 5520の外形寸法図

※部品等は交換のつど代金を申し受けます。片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場
合は、別途料金を追加。営業時間外の対応については販売担当者もしくはカスタマーエンジニアに
ご相談ください。
※部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

年間保守料金 無償保証期間＊（1年間）終了後の保守サービスは有償となります。2年目以降は年間保守契約またはスポット保守のいずれかをお選びいただきます。
＊購入日から1年間の修理については、訪問料金、部品代、技術料とも無償となります。ただし、消耗品は対象外となります。
＊無償保証期間中に寿命により定期交換部品の交換が必要となった場合、定期交換部品は有償提供となります。

●年間保守料金（RICOH FAX 5520本体/台）
技術料金

7,000円/30分
基本料金

12,000円/訪問

●スポット保守

別途見積もり

29,100円
43,200円
70,000円
121,500円
172,000円
270,800円

　標準コース セルフコース
～
～
～
～
～
～

 　0
 501
1,001
2,001
4,001
6,001

 　500ページ
1,000ページ
2,000ページ
 4,000ページ
6,000ページ
10,000ページ

月間書き込みページ数

10,001ページ以上

36,000円
定期交換部品交換時は、定期交換部品を別途
ご購入いただきます。

 規格
A3
A4
B4
B5
A3
A4
B4
B5
A5
ボトル
カートリッジ

 販売単位
1ケース（500枚×3パック）
1ケース（500枚×5パック）
1ケース（500枚×5パック）
1ケース（500枚×5パック）
1ケース（500枚×3パック）
1ケース（500枚×5パック）
1ケース（500枚×5パック）
1ケース（500枚×5パック）
1ケース（500枚×5パック）
1本＊2 品種コード：339869
4個入り 品種コード：339677

（消費税別）

オープン価格＊1

オープン価格＊1

オープン価格＊1

オープン価格＊1

オープン価格＊1

 標準価格
8,626円
7,188円
10,813円
5,438円
　　　

28,700円
1,500円

　種類
上質紙

再生紙

トナー
マーカー

 名称
マイペーパー

マイリサイクルペーパー100

 RICOH FAXトナー ブラック 5520
リファクス スタンプカートリッジ タイプ1

＊1  価格につきましては販売担当者にご確認ください。
＊2  A4判黒字率6%の原稿で約5,000ページの書き込みが可能です。

■消耗品

（消費税別） （消費税別）

約15,000ページの印刷ごとに交換する
部品です。13,800円

※定期交換部品の料金には、カスタマーエンジニアによる交換作業・訪問料金を含みます。
※標準コースには、保守に定期交換部品の交換作業が含まれるため購入の必要はありません。
※定期交換部品の寿命は、A4横送りで6％原稿を連続印刷し、印字濃度が工場出荷初期設定値
の場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、１ジョブあたりの連
続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。１ジョブあたりの印刷ページ
数が少ない間欠印刷では、寿命が最大半分程度になる場合があります。

感光体ユニット

約28,000ページの印刷ごとに交換する
部品です。29,200円定着/転写ユニット

●定期交換部品 （消費税別）

「フルタイムサービス」について
リコーでは、「年間保守契約」のお客様に休日や夜間等の保守を有償にてご用意しております。 （年額/消費税別）

※保守料金の詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。

名称 標準価格 備考
※標準コースは月間書き込みページ数（全出力ページ数）によるメニュー方式となります。訪問による定期点検1回/年を含みます。

2020年6月現在

使用済製品 回収料金・処理料金

～20kg未満

20kg以上40kg未満

40kg以上100kg未満

100kg以上140kg未満

140kg以上300kg未満

300kg以上500kg未満

500kg以上

代表的な商品

パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等

レーザーファクシミリ、レーザープリンター 等

中型複写機、カラーレーザープリンター、
デジタル印刷機、湿式ジアゾ機 等

大型複写機（高速／広幅／カラー機）、
大型プリンター 等

 処理料金

 3,000円/台

4,000円/台

8,000円/台

11,000円/台

21,000円/台

35,000円/台

65,000円/台

 回収料金

7,000円/台

 11,000円/台

17,000円/台

22,000円/台

36,000円/台

84,000円/台

140,000円/台

本体重量区分

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にご確認ください。
※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。　

（消費税別）

メニュー 料金
月曜日〜金曜日　17:00〜 21:00*¹ 9,000円/年
月曜日〜金曜日　17:00〜 21:00*¹　 土曜日　9:00〜 21:00*¹ 18,000円/年
　　　　土曜日　　9:00〜 17:00*¹ 9,000円/年
土曜日〜日曜日　　9:00〜 17:00*² 21,000円/年
月曜日〜金曜日　17:00〜 21:00*²　 土曜日〜日曜日　9:00〜 21:00*² 27,000円/年
月曜日〜金曜日　17:00〜翌9:00*¹ 18,000円/年
月曜日〜金曜日　17:00〜翌9:00*¹ 　土曜日　9:00〜翌9:00*¹ 27,000円/年
月曜日〜金曜日　17:00〜翌9:00*² 　土曜日〜日曜日　9:00〜翌9:00*² 31,000円/年

＊1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日〜翌1月3日）は対応致しません。　＊2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日〜翌1月
3日）も日曜日と同様に対応致します。 ※本サービスは、年間保守契約と同時にご契約いただきます。 ※定期点検・定期交換部品の交
換は通常営業時間帯の実施となります。 ※地域によっては本サービスを提供できない場合があります。


