
IPSiO SP 6120／6110の主な仕様 

このカタログの記載内容は、2017年3月現在のものです。 

515315 
SP6120 
半導体レーザー＋乾式2成分電子写真方式（クラス1レーザー機器） 
35枚/分（A4横送り）、22.5枚/分（B4縦送り）、19.5枚/分（A3縦送り） 
32ページ/分（A4横送り） 
6.5秒以下（A4横送り：本体給紙トレイ1から給紙した場合） 
データ処理解像度：1,200dpi※/600dpi/400dpi、印刷解像度：1,200dpi×1,200dpi/2,400dpi相当×600dpi　※ RPCS、RPDL、PDF Direct、PS3モード時のみ 
RPCSモード時：20%～300%、RPDLモード時：40%～200% 
本体給紙トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、 
不定形サイズ（幅90～297mm、長さ148～432mm） 
手差しトレイ（マルチ）：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、 
往復はがき縦/横送り、封筒、不定形サイズ（幅64～305mm、長さ148～1,260※mm）　※長尺紙の画像印刷保証範囲は長さ432mmまでです。 
500枚増設トレイ、250枚増設トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、 
DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ（幅182～297mm、長さ182～432mm） 
普通紙（リコピーPPC用紙 タイプ6000/6200）、再生紙（マイリサイクルペーパー100/100W）、 
第二原図用紙（FCトレーシングペーパー）、ハクリ紙（リコピーPPC用紙 タイプSA）、OHPフィルム（3M CG5000）、郵便はがき、 
封筒（ハート社製レーザー専用封筒 長3ホワイト/ハート社製レーザー専用封筒 洋長3ホワイト/ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/山桜社製 白・ケント封筒 長4 純白80g/m2） 
本体給紙トレイ使用時：60～216g/m2（52～185kg）、500枚増設トレイ、250枚増設トレイ使用時：60～105g/m2（52～90kg）、手差しトレイ使用時：52～216g/m2（45～185kg） 
トレイ1：250枚＊3、トレイ2：150枚＊3、手差しトレイ：100枚＊4 
500枚増設トレイ、250枚増設トレイ 
1,500枚（500枚増設トレイユニット2段装着時） 
250枚（リコピーPPC用紙 タイプ6200使用時）   
オプション＊5 
最大120万ページまたは5年のいずれか早い方 
100V±10%、9A以上、50/60Hz±3Hz   
880W以下 
4.5W（本体のみ）、9.5W（フルオプション時）※　※ オプションの「1Gigaイーサネットボード タイプB」を装着しない場合の消費電力は6Wとなります。 
電源投入時：34秒以下、省エネモード時12秒以下 
478（W）×445（D）×396（H）mm（本体のみ）※標準トレイB4以上使用時：（D）575mm 
約23.9kg（本体のみ、トナーカートリッジ含） 
稼動時：55dB（A）以下、待機時：30dB（A）以下 
RM5231 400MHz（E-PAD） 
192MB／384MB＊8 
RPCS、RPDL 
Adobe PostScript3、R98（NEC PC PR201H）、R16（EPSON ESC/P）、R55（IBM5577）、RP-GL（HP-GL）、RP-GL/2（HP-GL2）、RTIFF（TIFF）、PDF Direct、BMLinkS 
40GB（オプション） 
双方向パラレル（IEEE1284 ECP準拠、ハーフピッチ規格）、イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0＊9 

イーサネット（Gigabit Ethernet 1000BASE-T）、無線LAN（IEEE 802.11b） 
明朝体L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10＊10、PrestigeElite12＊10、Letter Gothic15＊10、BoldFace PS＊10、Nimbus Mono 4書体＊10、 
Nimbus Sans 4書体＊10、Nimbus Roman 4書体＊10、ITC Dingbats＊10、Century Schoolbook Roman＊10、平成明朝、平成ゴシック 
Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS 
OCR-B、漢字ストローク 
PS3カード追加使用時：平成2書体（平成明朝W3、平成ゴシックW5）、欧文136書体 
PDFダイレクトプリントカード追加使用時：平成2書体（HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5）、欧文136書体 
JAN、2of5、Code39、Code128、NW-7、UPC、郵政省カスタマーバーコード、UCC/EAN-128 
日本語20書体   
VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合 
温度10～32℃　湿度15～80％（非結露） 
温度0～43℃　湿度10～90％（非結露） 
トナーカートリッジ（約3,000ページ＊12印刷可能なスタートアップトナー） 
プリンタードライバー（Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Server 2003 R2）、ユーティリティー（Ridoc Desk Navigator Lt＊13、Ridoc IO Admin)、TrueTypeフォント、使用説明書（HTML版マニュアル） 
使用説明書、クイックガイド、電源ケーブル（2pin）、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき（仮保証書）、マイバンク&QA登録票、リコー製品サービス相談窓口一覧 

515314 
SP6110 
 
28枚/分（A4横送り）、16.5枚/分（B4縦送り）、15枚/分（A3縦送り） 
26ページ/分（A4横送り） 
 
 
 
 
 
 
 
500枚増設トレイ、250枚増設トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、 
DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ（幅182～297mm、長さ148～432mm） 
 
 
 
 
標準トレイ：250枚＊3、手差しトレイ：100枚＊4 

 
1,350枚（500枚増設トレイユニット2段装着時） 
 
 
最大60万ページまたは5年のいずれか早い方 
 
 
 
電源投入時：34秒以下、省エネモード時10秒以下 
478（W）×437（D）×334（H）mm（本体のみ）※標準トレイB4以上使用時：（D）575mm 
約20.2kg（本体のみ、トナーカートリッジ含） 
稼動時：53dB（A）以下、待機時：30dB（A）以下 

128,000円 89,800円 
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用紙種類（推奨紙）＊2 
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給紙量 
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電源 

消費電力 
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HDD 
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搭載フォント 
 
 
 
添付TrueTypeフォント 
関連規格 
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片面 
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オプション 
 
 
 
 
 
標準 
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最大 
 
 
 
 
最大 
省エネモード時 
 
 
 
 
 
 
標準 
オプション 
 
標準 
オプション 
アウトライン 
 
ビットマップ 
その他＊10 
PSオプション 
 
バーコード＊10 

 
 
使用時環境 
非使用時環境 
消耗品 
CD-ROM 
その他 

 本体標準価格（消費税別） 

＊1 データ処理終了から排紙完了までの時間。 ＊2 （　）内は推奨紙です。推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷できない場合があります。インクジ
ェット専用紙は絶対にご使用にならないようお願いいたします。プリンターの故障の原因となります。 ＊3 75g/m2紙の場合。郵便はがきは100枚（SP6120の場合、第
一トレイ100枚/第二トレイ40枚）、封筒は10枚。 ＊4 75g/m2紙の場合。最大積載高は10mm。郵便はがきは40枚、封筒は10枚。A3縦/B4縦用紙は10枚までとなりま
す。 ＊5 両面印刷可能な用紙サイズは、A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送りとなります。用紙厚は、64
～105g/m2（55～90kg）となります。 ＊6 プリンターの使用環境によっては表記より時間がかかる場合があります。 ＊7 ISO7779に基づく実測値であり、記載は音圧レ
ベル。 ＊8  標準装備の64MBメモリーを外してオプションの256MBメモリーを装着した場合。 ＊9 USBインターフェース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。 ＊10 RPDL時のみ。 ＊11 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下
を招く場合があります。 ＊12 A4サイズで「ISO/IEC19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の目安です。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、原稿の内容などによって異なります。 ＊13 Ridoc IO Navi機能は、Ridoc Desk Navigator Lt に統合されています。 

※Microsoft、Windows、WindowsNT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。※Windows
の正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ※UNIXはX/Openカンパニーリミテッドがライセンスしている米国ならび
にその他の国における登録商標です。 ※Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 ※TrueTypeは米国アップルコン
ピュータ社の商標です。 ※PostScriptはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）およびその子会社の、各国での商標もし
くは登録商標です。 ※NetWareは米国NOVELL,Inc.の登録商標です。 ※Citrix、MetaFrameは米国Citrix Systems,Inc.の登録商標
です。 ※会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標もしくは登録商標です。※製品の仕様および外観は、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。販売担当者にお確かめください。※このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合が
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。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。 

本無線製品は2.4GHz帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認
ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。 

［無線LANご使用の場合］ 

■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。 

―――― ― 消耗  品 は リ コー 純 正 カ ー ト リ ッジ を ご使用  下 さ い ――――― 
プ リ ン タ ー の性能 を 安定 し た 状態 で ご使 用い た だ く た め に、 リ コ ー純正 カ ー ト リ ッ ジ の使用 を おすす め し ま す 。 リ コ ー 純正以 

ー 純正以 
外の カ ー 

ト リ ッ ジ の ご使 用は 、 印字品 質の 低下 や プ リ ン タ ー本体の故障な ど 、 製品に 悪影 響 を 及ぼす こ と があ り ま す 。 リ コ 外の カ ー 
ト リ ッ ジ を 使用 し た こ と に よ る 故障 は、 保証期間内や保守契約時 で も 有償修理となる場合がありますのでご注意ください。 

■使って実感！万全のサポート＆サービス。リコーは､お使いいただいている製品一台一台の高機能をサポートするため､全国に 
約370ヵ所のサービス拠点を設置｡実績ある独自のシステムで､メンテナンスなど万全のアフターサービスに努めています｡ 
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35枚/分・1,200dpi 
A3レーザープリンター 

IPSiO SP 6120       128,000円（消費税別）       
IPSiO SP 6110         89,800円（消費税別） 

A3

 

 

28枚/分・1,200dpi 
A3レーザープリンター 



本体標準価格128,000円（消費税別） 本体標準価格89,800円（消費税別） 

ネットワークプリンティングに必要とされる 

高速出力、高耐久性、高生産性はもちろん  

昨今のオープンシステムやダウンサイジングによる、 

基幹系のホスト分散出力にも効力を発揮。 

また、最新のセキュリティ機能、さらには幅広い用紙対応力を身につけ、 

オフィス業務の多様化が加速する中、 

SP6120／6110はマルチな機能をもって、 

あらゆるシーンでプリントニーズにお応えします。 

＊1 SP 6120の場合（A4横送り連続出力時）。　＊2 オプションの両面印刷ユニットが必要です。　＊3 データ処理終了から排紙完了までの時間（A4横送り出力時）。 

＊1 ポリゴンモーター回転開始、印刷可能状態まで。　＊2 SP 6120は12秒。　＊3 工場キッティングサービスご利用時。 

＊ オプション対応。 

＊ オプション対応。 

＊ SP 6120の場合。 

用紙／紙種対応力を強化。 

さまざまな業務に快適なプリントを実現！！ 

1 2

高耐久性 
最大120万ページ＊1

高速連続印刷 高速両面印刷＊2

 

Fundamental Performance 基本性能 

ハイスピード＆ハイクオリティ。パフォーマンスの高い基本性能を実現しています。 

ネットワークマネジメント Network Management
さまざまなネットワーク環境に対応。また、管理の手間も低減します。 

用紙対応力 Paper Handling
ニーズの高い用紙対応力を大きく向上。プリントワークの幅が広がります。 

セキュリティ Security

RoHS指令 

国際エネルギースタープログラム基準ほか 
4.5W　

＆ 10秒＊2
【省エネモード時】 

エコロジー 
 

Ecology

【クイックスタート＊1】 

さまざまな環境基準に適合 

ダンボール等の廃棄物を出さない 
包装レス納品＊3

地球環境とオフィスのことを考えた、エコロジー技術を搭載。 

35枚分＊1 32 ページ分＊1

CADシステム 

/Adobe PostScript3/IBMオンライン等 

マルチプラットフォーム対応＊ 

IPSiO SP 6120／6110　誕生。 

ファーストプリント 

6.5秒以下＊3

プリンター管理の手間を軽減 

Web Image Monitor 
/Ridoc IO Admin 
 

先進のインターフェース 

１Gigabit Ethernet 
/無線LAN（IEEE802.11ｂ）対応＊ 

最大5WAY、1,500枚＊の 

大量給紙 
 

お客様の使いやすさを追求した 

特殊紙登録機能 
 

標準トレイの 

用紙厚/不定形サイズ対応 

不正コピー抑止地紋印刷機能 
不正コピーガード機能 
 

SSL（暗号化通信）対応 

 

HDD残存データ 
消去機能＊ 

高度で多彩なセキュリティ機能を搭載。オフィスの大切な情報資産を守ります。 
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HDD残存データ 
消去機能＊ 

高度で多彩なセキュリティ機能を搭載。オフィスの大切な情報資産を守ります。 
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IPSiO SP 6120は片面35枚／分、両面32ページ／分、

IPSiO SP 6110は片面28枚／分、両面26ページ／分の

連続スピードを実現。

OA用途から大量帳票出力まで

さまざまな業務でご利用いただけます。

ファーストプリント6.5秒以下＊と

ストレスなくプリント可能。

 1ページものを出力する機会の多い

業務では最適です。

１枚目の出力が早い 
高速ファーストプリント 

キヤノン製、エプソン製のレーザープリンターをお使いのお客様が、リコー製プリンターに置き換えていただくための拡張印字領域
をプリンタードライバーで標準サポート。プリンターの置き換えによる、印刷時の文書レイアウトの崩れなどの問題を解決します。 
※ 各レーザープリンター600ｄｐｉモード時。 ※ 全ての印字結果の互換性を保証するものではありません。 

画面の初期設定を切り替えることにより、登録し

た設定をワンクリックで簡単に呼び出せます。

1ページのデータを最大9枚の用紙に分割・拡大し

て印刷。簡易ポスターの作成などに利用できます。

表紙機能は、1枚目だけカラー用

紙で出力し本文を両面印刷す

るなどの多彩な使い方が可能。

合紙機能は、OHP印刷時に白紙

を挟み込むことができます。

●拡大連写印刷 

●ワンクリック設定 
 

●スタンプ印刷 

●表紙・合紙機能 

【キヤノン製、エプソン製レーザープリンターをお使いのお客様へ】 

 

「COPY」「㊙」などのスタンプを、プリンタード

ライバーで簡単に指定できます。

片面／両面印刷ともに 
圧倒的なプリントスピードを実現 

さまざまなネットワーク環境に対応。また、管理の手間も低減します。 ハイスピード＆ハイクオリティ。パフォーマンスの高い基本性能を実現しています。 

簡単操作で設定できる多彩な印刷機能 簡単操作のアプライアンスドライバー 
（Ｗｉｎｄｏｗｓ 95/98/Ｍｅ/2000/ＮＴ4.0/ＸＰ/Server2003） 

Ｒ 

120万ページ＊の高耐久・長寿命設計 

大量出力に対応する、最大120万ページ＊の

高耐久・長寿命設計。

TCO削減にも大きく貢献します。

※ 毎分の印刷速度はいずれもA4横送りでの連続印刷時。

※ 両面印刷にはオプションの両面印刷ユニットが必要です。

＊ A4横送り出力時、データ処理終了から排紙完了までの時間。

＊ SP 6120の場合。SP 6110は最大60万ページ。

※ 「アプライアンス・Applianceはリコーの登録商標。「作業のしやすさ」、

　 「管理のしやすさ」、「情報活用のしやすさ」を目指したリコーの、お客様への 

　 価値提供の考え方です。

Windows環境はもちろん、CADシステム、UNIX、Macintosh、

さらにIBMオンライン環境まで幅広く対応。

・ Windows環境に最適なRPCSモード　・ RP-GL2（HP-GL2エミュレーション）対応＊ 

・ Adobe PostScript3対応＊　・ IBM5577などホスト端末に対応＊ 

・ TIFF／PDFフォーマットのダイレクト出力に対応＊　・ BMLinkSに対応＊　・ MetaFrame対応 
＊ オプション対応。

■ IPv6に対応 

最先端のインターネットプロトコル（IP）であるIPv6にいち早く対応し、

プリンター機能においてIPv6 Ready Logoを取得しました。

※ 本機ではIPv6 Ready Logoを取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 1.0を搭載しています。　※ 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。

※ IPv6で利用できるのはプリンター機能のみです。その他の機能についてはご利用いただけません。　※ 推奨環境：Windows XP SP2、Windows Server 2003（いずれもRidoc Desk Navigator LTを利用）

マルチプラットフォーム対応 
 

先進のインターフェース 
 

基幹ソリューション 

先進インターフェースに対応

■ 100BASE-TX標準対応 

■ 1Gigabit Ethernet対応（オプション） 
※ 1Gigaイーサネットボード タイプBが必要です。USB2.0ポート付き。 

※本オプション装着時には、標準のネットワークポートおよびUSBポート 

　 はご使用になれません。

■ 無線LAN対応（オプション） 
※ 拡張無線LANボード タイプIが必要です。

■ USBホスト対応（オプション） 
※ 拡張USBホストI/Fボード タイプ1が必要です。

基幹業務をスムーズにする

多彩なソリューションをご用意

・ 基幹業務向け統合プリント管理ソリューション 

　「Ridoc Print Linkage」 

・ 自動プリント設定ソリューション 
　「Ridoc IO DataSelector」 

・ SAP R/3帳票印刷ソリューション 
　「Ridoc IO DeviceType」 

・ 高精度なバーコード生成ソリューション 
　「Ridoc Barcode ライブラリ」 

最大150ジョブ／1GBのプリントジョブを

スプール可能＊。上位システムからのジョブ

連続投入にも余裕で対応します。一旦受信

されたデータは、出力処理順序を正確に守

るため、大切な帳票データを出力する際な

どの信頼性を大きく高めます。
＊ オプションの「拡張HDD タイプI」の装着が必要です。

ジョブスプール機能 

イメージオーバーレイ印刷＊ 

基幹系印刷で用いられるプレ印刷紙による帳

票印刷をプリンターのHDDに予め登録した

フォームデータで実現する機能です。RPCS

ドライバーを利用して、フォームデータとして

HDDに保存し、帳票出力時に、このフォーム

データと印刷データを重ね合わせ（オーバー

レイ）印刷することが可能になります。
【対象言語】RPDL、R55＊、R98＊、R16＊

＊ オプション対応。

ネットワーク管理機能 
 

E-Mail通知機能

消耗品のニア・エンドなど、プリンターの状況を

任意のメールアドレスにE-Mailで通知してくれ

る便利な機能を搭載しました。複数台のプリン

ターを管理している方な

ど、消耗品管理や問合せ対

応に忙しい担当者の手間

を軽減します。

【通知可能な情報】　・消耗品のニア・エンド情報 

・定期交換部品のニア情報　・カバーオープンの情報 

・給紙・排紙の情報　・サービスコール 

Ridoc IO Admin

ネットワークプリンターを効率よく運用管理でき

る管理者向けのユーティリティーです。

■グループ単位で管理可能　■導入設置時の負担も

軽減　■印刷枚数の把握や制限も可能 

■遠隔地の機器の各種設定が可能 

Macintosh
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PC-98
Windows
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R16

5577 TiFF

PostScript3

RPCS
RPDL

UNIX

IPSiO SP 6120/6110

Web Image Monitor

機器に搭載されるイーサネットインターフェースは、

HTTP対応のWebモニター機器をサポート。

Webブラウザから、機器のネットワーク設定や状態監

視が可能です。また、この画面からNet RICOHへの消耗

品の発注が可能です。

Ridoc Desk Navigator Lt

日常の印刷業務で発生しがちな問題をウィザード

形式で解決する最新のユーティリティーです。

■ネットワークピアtoピア印刷　■印刷完了通知 

■代行印刷　■並行印刷 

■E-Mail通知概念図 

消耗品のニア・エンドなど 

Web画面から機器状態を 
把握することができます。 

両面印刷ユニット（オプション）装着時 

標準 

RP-GL
RP-GL2PDF

SP 6120 

A社（30.6枚/分） 

B社（35枚/分） 

0 10 155 20（秒） 

※ リコーは公正さを追求し、性能の測定用に業界標準原稿を採用しています。 

■Word2002出力による速度比較 
 ※JEIDA（電子協）標準パターンJ9.doc（A4・5ページ） 
 

＜測定環境＞パソコン：Windows XP Service Pack2/Petium 4　3.8GHz/2GByte　ネットワーク出力 

IPSiO SP 6120の出力速度比較 

1ページ目排紙まで 最終ページ排紙まで 

× 5ページ 

A4

■PowerPoint 2002出力による速度比較 
 ※JEIDA（電子協）標準パターンJ11.ＰＰＴ（A4・12ページ） × 12ページ 

A4

SP 6120 

A社（30.6枚/分） 

B社（35枚/分） 

0 302010 40（秒） 

IBM 
オンライン端末 

左右ひらき、上ひらき、ミニ本・週刊

誌印刷など多様な印刷機能に対応。

●両面印刷による簡易製本 
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5
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ミニ本 

週刊誌 
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※ 写真はIPSiO SP 6120です。

16.52秒 

18.99秒 

18.76秒 

31.9秒 

36.46秒 

34.04秒 
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標準トレイ２段＋増設トレイ２段＋手差しトレイの構成で、最大1,500枚の大量給紙が可能＊。

用紙交換や用紙追加の手間を削減します。また、増設トレイも500枚・250枚の2種類をご用意。

用途や環境設置に合わせて自在に組み合わせが可能です。
＊SP 6120の場合。SP 6110は標準トレイ1 段でMAX4 WAY、1,350枚の給紙になります。

オプションのトレイは、250枚対応と500枚対応の2タイプをご用意。

「さまざまな用紙を使えるようにしたいが、

あまり高さがあると困る」といったお客様のニーズや、

設置シーンに合わせて自由にお選びいただけます。

さまざまな用紙に対応するため、

用紙厚や不定形サイズの幅を

標準トレイ・手差しでも広げました。　

ニーズの高い用紙対応力を大きく向上。プリントワークの幅が広がります。 

 

用紙厚／不定形サイズ対応 

60〜216g/㎡ 幅：90〜297mm　 長さ：148〜432mm

60〜105g/㎡ 幅：182〜297mm　長さ：148〜432mm＊1

 52〜216g/㎡ 幅：64〜305mm　 長さ：148〜1260mm＊2

 MAX5WAY給紙＊で用紙交換の手間を削減 

＊1 SP 6120の場合は長さ182〜432mmになります。　＊2  画像品質および搬送品質の保証は432mmとなります。
 　標準トレイ２段

　 増設トレイ２段

＋ 手差しトレイ

最大1,500枚

標準トレイ1

250枚

標準トレイ2

150枚

手差しトレイ

100枚

増設トレイ

500枚

増設トレイ

500枚

標　準

標　準

   ＋

500枚増設トレイユニット

タイプ860（オプション）

   ＋

250枚増設トレイユニット

タイプ860（オプション）

標　準

   ＋

500枚増設トレイユニット

タイプ860（オプション）

IPSiO SP 6120の増設トレイ構成例

●増設トレイは選べる2タイプ

500枚増設トレイユニットタイプ860
（オプション）

250枚増設トレイユニットタイプ860
（オプション）

用紙厚 不定形サイズ 

 標準トレイ 

増設トレイ 

手差し 

IPSiO SP 6110

用紙対応力 Paper Handling

各種帳票出力で利用頻度の高い

不定形用紙のほか、圧着紙などの

特殊用紙への出力も可能です。

特殊用紙対応 特殊紙登録機能 

用途に合った用紙種類を選び、ユーザー用紙種類として

独自の名前をつけて登録、選択、

印刷することができます。

印刷時にドライバー上から

出力したい用紙を容易に

見つけることができますので

スムーズなプリントが可能です。
※ RPCSプリンタードライバーでの使用となります。

※ Windows2000以降のOSで使用できます。

リコー検証センター 

ミシン目の入った用紙、ラベル紙、圧着紙など、 

お客様から特殊用紙を使用したいというご要望に応じて、 

「検証センター」で事前に印刷テストを実施。 

導入前に、問題点の抽出や解消のための改善提案をいたします。 

特殊用紙への印刷を事前に検証できる、プリントの実験室。 

●プリンター側での対応検討　●特別保守メニューの検討　●用紙仕様の改善（用紙ベンダーとの協業）　等々 

結果に基づいた問題解決の一例 

※実際に印刷テストを依頼される場合には、販売担当者までご相談ください。検証作業は無償で実施します（用紙はお客様に準備いただきます）。 

   また、お客様のご使用環境やご要望によっては、テストが実施できない場合があります。 

※ 特殊用紙の印刷には指定紙や留意事項がございますので、

　 ご利用に際しては営業担当者へ事前にご確認ください。
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地球環境とオフィスのことを考えた、エコロジー技術を搭載。 

Security セキュリティ Ecology エコロジー 

4.5W省エネ、10秒クイックスタート 環境影響化学物質の削減 
（RoHS指令に適合） 

省エネモード時の消費電力はわずか4.5W＊1。

そのうえ、リコー独自の省エネ技術「QSU」に

より、省エネモードからの復帰時間も10秒＊2

というクイックスタート＊3を可能にしました。

省エネと使いやすさの両立により、いつでも

快適操作を体感していただけます。

＊1 本体のみの場合。

＊2 SP 6110の場合。SP 6120は12秒。 

＊3 ポリゴンモーター回転開始、印刷可能状態まで。

「省エネ」と「使いやすさ」の両立をめざすリコー

独自の省エネ技術です。薄肉ローラーによる

省エネ定着機構、低温定着の微粒子トナーの

採用などの組み合わせによりハイレベルな

環境性能を実現しました。

●QSU技術 

トナーカートリッジ回収/リサイクル 

リコーレーザープリンターは、商品開発の

段階からリサイクルを意識した設計。トナー

カートリッジの回収を積極的にすすめてい

ます。また、回収後のトナーカートリッジに

ついては、部品のリユース／リサイクルをお

こない、有効に活用しています。

「工場キッティング」サービス 

「工場キッティング」は、お客様のご使用になる状態に合わせて、製品を工場で受注生産し、

オプション装着、IPアドレス設定など、事前にセッティングして直接お客様にお届けするシス

テムです。納品にかかる時間を大幅に短縮するだけでなく、回収・リユースできるフレキシブル

な包装材「簡易ラック」により、包装廃棄材をゼロにして環境負荷を削減できます。

お客様の困りごと 

「納品・設置の時間 
  を短くしてほしい」 

「納品時にはゴミを 
  出さないでほしい」 

工場キッティング 

個別のカスタマイズに応じて、
納品後すぐにお使いいただける
状態に工場で受注生産します。 

梱包・配送 

増設トレイや両面ユニットな
どを装着した状態で配送で
きます。 

納品・回収 

荷さばきや設置・設定時間が
短縮されることで納品作業が
スムーズに行えます。 

●インラインでのオプション
　装着 
●お客様固有のIPアドレス　
　の設定 

●外寸影響のあるオプション
　装着に対応できるフレキシ
　ブルな簡易包装 
●納品後、折りたたんで回収、
　再利用可能 

●梱包箱などの包装材の　
　ゴミも削減 

工場キッティングメニュー 簡易ラック 納品スピードアップ 

 

高度で多彩なセキュリティ機能を搭載。オフィスの大切な情報資産を守ります。 

出力原本 

牽制文字 非対応複合機 

対応複合機（オプション装着時） 画像破壊 「不正コピーガード機能」を 

ONにしてプリントアウト 

出力原本をコピー 

出力原本をコピー 

※RPCSドライバーのみ対応可能です。 
※牽制文字はあらかじめドライバーで設定することで浮き上がります。 
※不正コピ－抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。 
※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。 
 

■「不正コピーガード機能」のワークフロー 

■SSL対応印刷概念図 

不正アクセスによる情報の盗み見 

不正アクセスによる盗み見防止 

【ＳＳＬによる通信経路の暗号化】 

個人情報 
・氏名・住所・年齢・・・・ 

個人情報 
？？？？？？？？？？？ 

機密情報 
？？？？？？？？？？？ 

機密情報 
特許情報・技術情報 

暗号化なし 

暗号化あり 

原本をプリントアウトする際、全体にマスクパタ

ーンを埋め込むことが可能。その原本をコピーし

た場合に「コピー禁止」等の牽制文字を浮き上が

らせることで、不正なコピーとともに情報が漏洩

することを抑止します。

さらに、出力後のセキュリティをより強固にする

不正コピーガード機能もご用意。出力時、全体に

マスクパターンを埋め込み、その原本をコピーし

た場合、画像を破壊する＊、もしくは牽制文字を浮

き上がらせて情報漏洩を防ぎます。

＊対応の複合機でコピーした場合。

●不正コピー抑止地紋印刷機能 ●不正コピーガード機能 

プリンターのHDDに登録されたジョブを、パスワード

入力することによって印刷。人事･経理など機密情

報の不用意なプリントアウトを防ぎます。

また、印刷や各機能を設定後、仕上がりイメージ

を確認するために1部だけ出力できる試し印刷

機能も搭載しています。

＊オプションの「拡張HDD タイプI」の装着が必要です。

●機密印刷／試し印刷＊ 

プリンティング業務のセキュリティを高める

SSL（暗号化通信）印刷に対応。

通信経路を暗号化することにより、パソコンから

IPSiO SP 6120/6110までの通信経路で

外部からの不正アクセスによる印刷データの

盗み見を防ぎます。  ● SSL=Secure Socket Layer

※SSL印刷は、Ridoc Desk Navigator Lt、IPP出力時のみ有効です。

●SSL（暗号化通信）対応印刷 
出力終了後、HDD＊2上の残存データを逐次

上書き消去することが可能です。また、本体

を移動または破棄する場合などに、残存デ

ータを一括して消去する「一括消去機能」も

搭載しています。
＊1 オプションの「IPSiO セキュリティカード タイプA」の装着が必要です。

＊2 オプションの「拡張HDD タイプI」の装着が必要です。

アウトプットドキュメント･セキュリティ機能も充実 

さまざまなセキュリティ管理が欠かせないIT時代のオフィスでもつい見過ごされがちなのは、大切な情報が

一人歩きしてしまう可能性のある「出力後の機密管理」。IPSiO SP 6120/6110は、業種業務向けプリンターと

しての高性能にふさわしい、最新の「アウトプットドキュメント・セキュリティ機能」の数々を搭載しています。

通常の「複写禁止」などの地紋印刷からさらに

発展し、地紋牽制文字として、ユーザー名、印

刷日時等を指定することができるようになり

ます。これにより「誰が、いつ出力したか」を印

刷した紙で確認できることになるため情報漏

洩抑止効果を一層高めることができます。

非接触ICカード（FeliCa）によるプリンター

の利用制限をユーザーごとに設定できます。

これにより、印刷物の取り忘れ防止、ログの

管理が可能になり、場

所を問わないセキュ

アなプリント環境の

構築がはかれます。

HDD残存データ消去（オプション）＊1

Ridoc IO TrustyPrint V2（別売ソフトウェア、対応予定） 

IPSiO個人認証キットタイプF1（別売ソフトウェア、対応予定） 

※ Visual BasicやVisual C++用のツールに組み込んでご利用いただけます。

コンビニ収納用「UCC/EAN-128」バーコード対応 

バーコード生成ユーティリティ「Ridoc 

Barcodeライブラリ」と連携して、コンビニエ

ンスストアの料金収納などに使うバーコード

「UCC/EAN-128」の高精度な印刷が可能です。

http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ucc_ean128/

RoHS指令（EU電気電子機器危険物質使用制

限指令）により、鉛およびその化合物、6価クロ

ムおよびその化合物、カドミウムおよびその

化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDE

などの規制物質の使用制限準拠をはじめ、さ

まざまな環境影響化学物質を可能なかぎり

排除。地球環境に配慮したリコーの製品づく

りの基本理念は、IPSiO SP 6120/6110にも息

づいています。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 

地球温暖化などの地球環境問題への対応

として、エネルギー効率の高いオフィス

用機器の開発・導入を目的としている国

際的な省エネルギー制度

「国際エネルギースタープ

ログラム」の基準に適合し

ています。

グリーン購入法に適合 

最先端の省エネルギー設計

やリサイクル設計により、高

い環境性能を実現し、「グリー

ン購入法」に適合しています。
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梱包・配送 

増設トレイや両面ユニットな
どを装着した状態で配送で
きます。 
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荷さばきや設置・設定時間が
短縮されることで納品作業が
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●インラインでのオプション
　装着 
●お客様固有のIPアドレス　
　の設定 

●外寸影響のあるオプション
　装着に対応できるフレキシ
　ブルな簡易包装 
●納品後、折りたたんで回収、
　再利用可能 

●梱包箱などの包装材の　
　ゴミも削減 
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牽制文字 非対応複合機 

対応複合機（オプション装着時） 画像破壊 「不正コピーガード機能」を 

ONにしてプリントアウト 

出力原本をコピー 

出力原本をコピー 

※RPCSドライバーのみ対応可能です。 
※牽制文字はあらかじめドライバーで設定することで浮き上がります。 
※不正コピ－抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。 
※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。 
 

■「不正コピーガード機能」のワークフロー 

■SSL対応印刷概念図 

不正アクセスによる情報の盗み見 

不正アクセスによる盗み見防止 

【ＳＳＬによる通信経路の暗号化】 

個人情報 
・氏名・住所・年齢・・・・ 

個人情報 
？？？？？？？？？？？ 

機密情報 
？？？？？？？？？？？ 

機密情報 
特許情報・技術情報 

暗号化なし 

暗号化あり 

原本をプリントアウトする際、全体にマスクパタ

ーンを埋め込むことが可能。その原本をコピーし

た場合に「コピー禁止」等の牽制文字を浮き上が

らせることで、不正なコピーとともに情報が漏洩

することを抑止します。

さらに、出力後のセキュリティをより強固にする

不正コピーガード機能もご用意。出力時、全体に

マスクパターンを埋め込み、その原本をコピーし

た場合、画像を破壊する＊、もしくは牽制文字を浮

き上がらせて情報漏洩を防ぎます。

＊対応の複合機でコピーした場合。

●不正コピー抑止地紋印刷機能 ●不正コピーガード機能 

プリンターのHDDに登録されたジョブを、パスワード

入力することによって印刷。人事･経理など機密情

報の不用意なプリントアウトを防ぎます。

また、印刷や各機能を設定後、仕上がりイメージ

を確認するために1部だけ出力できる試し印刷

機能も搭載しています。

＊オプションの「拡張HDD タイプI」の装着が必要です。

●機密印刷／試し印刷＊ 

プリンティング業務のセキュリティを高める

SSL（暗号化通信）印刷に対応。

通信経路を暗号化することにより、パソコンから

IPSiO SP 6120/6110までの通信経路で

外部からの不正アクセスによる印刷データの

盗み見を防ぎます。  ● SSL=Secure Socket Layer

※SSL印刷は、Ridoc Desk Navigator Lt、IPP出力時のみ有効です。

●SSL（暗号化通信）対応印刷 
出力終了後、HDD＊2上の残存データを逐次

上書き消去することが可能です。また、本体

を移動または破棄する場合などに、残存デ

ータを一括して消去する「一括消去機能」も

搭載しています。
＊1 オプションの「IPSiO セキュリティカード タイプA」の装着が必要です。

＊2 オプションの「拡張HDD タイプI」の装着が必要です。

アウトプットドキュメント･セキュリティ機能も充実 

さまざまなセキュリティ管理が欠かせないIT時代のオフィスでもつい見過ごされがちなのは、大切な情報が

一人歩きしてしまう可能性のある「出力後の機密管理」。IPSiO SP 6120/6110は、業種業務向けプリンターと

しての高性能にふさわしい、最新の「アウトプットドキュメント・セキュリティ機能」の数々を搭載しています。

通常の「複写禁止」などの地紋印刷からさらに

発展し、地紋牽制文字として、ユーザー名、印

刷日時等を指定することができるようになり

ます。これにより「誰が、いつ出力したか」を印

刷した紙で確認できることになるため情報漏

洩抑止効果を一層高めることができます。

非接触ICカード（FeliCa）によるプリンター

の利用制限をユーザーごとに設定できます。

これにより、印刷物の取り忘れ防止、ログの

管理が可能になり、場

所を問わないセキュ

アなプリント環境の

構築がはかれます。

HDD残存データ消去（オプション）＊1

Ridoc IO TrustyPrint V2（別売ソフトウェア、対応予定） 

IPSiO個人認証キットタイプF1（別売ソフトウェア、対応予定） 

※ Visual BasicやVisual C++用のツールに組み込んでご利用いただけます。

コンビニ収納用「UCC/EAN-128」バーコード対応 

バーコード生成ユーティリティ「Ridoc 

Barcodeライブラリ」と連携して、コンビニエ

ンスストアの料金収納などに使うバーコード

「UCC/EAN-128」の高精度な印刷が可能です。

http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ucc_ean128/

RoHS指令（EU電気電子機器危険物質使用制

限指令）により、鉛およびその化合物、6価クロ

ムおよびその化合物、カドミウムおよびその

化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDE

などの規制物質の使用制限準拠をはじめ、さ

まざまな環境影響化学物質を可能なかぎり

排除。地球環境に配慮したリコーの製品づく

りの基本理念は、IPSiO SP 6120/6110にも息

づいています。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 

地球温暖化などの地球環境問題への対応

として、エネルギー効率の高いオフィス

用機器の開発・導入を目的としている国

際的な省エネルギー制度

「国際エネルギースタープ

ログラム」の基準に適合し

ています。

グリーン購入法に適合 

最先端の省エネルギー設計

やリサイクル設計により、高

い環境性能を実現し、「グリー

ン購入法」に適合しています。

7 8
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パラレルインターフェースの形状を変換するコネクタ。本体側：ハーフピッチ ⇔ ケーブル側：フルピッチ IEEE1284変換コネクタ タイプA＊3 ○ ○ 509432 2,000円 

NEC PC98-NXシリーズ、各社DOS/V機（双方向通信対応ケーブル）（2.5m）  本体側：ハーフピッチ、PC側：フルピッチ インターフェースケーブル タイプ4BH ○ ○ 515454 7,500円 

商　品　名 品種  
コード 

備　　考 標準価格 
（消費税別） 

 

■指導料 
（標準料金） 

商 品 名  基 本 料 金  
（ 消 費 税 別 ） 

作 業 料 金  
（ 消 費 税 別 ） 

IPSiO SP 6120本体 
IPSiO SP 6110本体 
500枚増設トレイユニット タイプ860 
250枚増設トレイユニット タイプ860 
両面印刷ユニット タイプ860 
拡張HDD タイプI 
拡張無線LANボード タイプ I 
1Gigaイーサネットボード タイプB 
拡張USBホストI/Fボード タイプ1 
IPSiO セキュリティーカード タイプA 
IPSiO VMカード タイプC 
プリンター接続カード 
増設RAMモジュール 

IPSiO SP 6120 
IPSiO SP 6110

3,100円 
3,100円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
700円 
700円 

4,700円 

保守契約を締結いただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご
要請があるときだけお伺いするサービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体
系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。 

■スポット保守もご用意しています。 

スポット保守料金＝基本料金＋技術料金＋交換部品代 
　基本料金：12,000円（一訪問あたり）　お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。 
　技術料金： 6,000円(30分ごと)、 2,000円（30分以降、10分単位） 
　交換部品代：交換した部品代をご請求させていただきます。 
　※記載の料金は消費税別です。 

（品種コード：307070） 

IPSiO SP 6120／6110 10,000円 

商 品 名  指 導 料 / 1 台  
（ 消 費 税 別 ） 

■搬入料 ご購入の際には、お客様による設置／営業担当もしくはカスタマーエンジニア設置に関わら 
ず下記搬入料が別途必要となります。 （標準料金） 

IPSiO SP 6120／6110 5,000円 

商 品 名  搬 入 料 / 1 台  
（ 消 費 税 別 ） 

（品種コード：307069） 

（品種コード：307１7１） 

■設置料 本製品およびオプション類はお客様による設置が基本となります。お客様が営業担当もし 
くはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、設置料金が必要となります。 
※下記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。 

（標準料金） 

プリンターの各種設定作業はお客様による実施が基本となります。お客様が営業担当も
しくはカスタマーエンジニアに指導を依頼される場合は、指導料金が必要となります。 

■別途、年間保守契約メニューもご用意致しております。詳しくは、ＩＰＳｉＯ価格表をご覧ください。 

商 品 名  標 準 価 格  
（ 消 費 税 別 ）  備 考   

27,000円 
27,000円 

 
約90,000頁の印刷ごとに交換する部品です。 
約90,000頁の印刷ごとに交換する部品です。 

■定期交換部品 

オプション・消耗品　価格表 

定期交換部品料金を含んだサポートパックをご契約いただかない場合、左記の部品をサー
ビス会社よりご購入いただきます。なお料金には、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。 

 IPSiOあんしんサポートパック 

専 用ダイヤルでお問い合わせから保守の手配までを一括で承ります。 
対応機種 

SP 6120 SP 6110

■消耗品 

IPSiO SP トナーカートリッジ 6100 

IPSiO SP トナーカートリッジ 6100H

515316 

515317

○ 

○ 

○ 

○ 

＊ A4サイズで「ISO/IEC19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の目安です。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、原稿の内容などによって異なります。 
※ 印刷ページ数によっては定期交換部品が別途必要になることがあります。 
※ 「ISO/IEC 19752」は、 国際標準化機構（International Organization for Standardization）より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。 

30,000円 

60,000円 

約6,000ページ印刷可能。＊ 

約15,000ページ印刷可能。＊ 

■給紙オプション 

500枚増設トレイユニット タイプ860 

250枚増設トレイユニット タイプ860 

両面印刷ユニット タイプ860

509485 

509486 

509487

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

＊1 増設トレイは最大2段まで増設可能です。「500枚増設トレイユニットタイプ860」と「250枚増設トレイユニット タイプ860」の組み合わせでの増設も可能です。　＊2 IPSiO SP 6110のみ対応。 

＊1 いずれか1つ装着可能です。　＊2 EtherTalkを使用するためには、「IPSiO PS3カードタイプ6120」の増設が必要です。　＊3 インターフェースケーブル タイプ4S/4B/1Bとの接続に必要。 

＊1 いずれか2つ装着可能です。　＊2 「IPSｉO PS3カード タイプ6120」と「IPSｉO PDFダイレクトプリントカード タイプ6120」は同時装着不可。　＊3 カスタマーエンジニアによる設置が必要です。 
詳しくはサービス実施店までお問い合わせください。 

50,000円 

30,000円 

25,000円 

500枚給紙可能（2段増設可）＊1。A3、B4、A4、B5、A5＊2、DLT、LT、LG、不定形サイズに対応。 

250枚給紙可能（2段増設可）＊1。A3、B4、A4、B5、A5＊2、DLT、LT、LG、不定形サイズに対応。 

自動両面印刷が可能になります。 

■拡張メモリー 

SDRAMモジュール　  128MB 

SDRAMモジュール　  256MB

515258 

515259

○ 

○ 

○ 

○ 

※スロットの空きはありません。メモリー増設の場合、標準搭載の64MBメモリーをはずし、SDRAMモジュール　128/256MBのどちらかに差し替えてください。 

40,000円 

70,000円 

128MB増設メモリーモジュール。 

256MB増設メモリーモジュール。 

IPSiO R98/R16カード タイプ6120＊１ 

BMLinkSカード タイプF＊１ 

IPSｉO VMカード タイプC＊１ 

515320 

515158 

515169

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

10,000円 

10,000円 

10,000円 

「Ｒ98」「Ｒ16」に対応したエミュレーションカードです。 

BMLinkS統合プリンタードライバーを使用する際のカードです。 

Embedded Software Architectureアプリケーションをインストールするためのカードです。※256MB拡張メモリー増設が必要です。 
 

IPSｉO 保存用カード タイプA＊１ 

IPSｉO NetWare対応カード タイプA＊１ 
515219 

515347

○ 

○ 

○ 

○ 

5,000円 

10,000円 

認証のために必要なサイト証明書をインポートする際に使用するオプションです。 

Novell社NetWareのプリントサーバー機能、リモートプリンター機能を使用するためのカードです。 

■プリンター接続カード 

IPSiO エミュレーションカード タイプ6120＊１ 515321 ○ ○ 40,000円 「RP-GL/2」、「RP-GL」、「RTIFF」、「R55」、「R98」、「R16」に対応したエミュレーションカードです。 

■インターフェースオプション類 

拡張HDD タイプI 

拡張無線LANボード タイプI＊1 

1Gigaイーサネットボード タイプB＊1 

拡張USBホストI/Fボード タイプ1＊1

515418 

515220 

515146 

509516

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

50,000円 

40,000円 

40,000円 

10,000円 

試し印刷、機密印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷機能時に必須。また、電子ソート/ステープル機能使用時にも 
使用可能です。PostScriptフォント・CIDフォントのダウンロードが可能（PS3モード時）。40GB。 

IPSiO PS3カード タイプ6120＊1＊2 

IPSiO PDFダイレクトプリントカード タイプ6120＊1＊2

515322 

515323

○ 

○ 

○ 

○ 

65,000円 

20,000円 

Adobe PostScript3による出力が可能なカードです。平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文136書体を含む。 
Adobe純正PDFファイルのダイレクト印刷機能に対応。　※128MB以上の拡張メモリーまたは、拡張HDDの増設が必要です。 

IPSｉO セキュリティカード タイプA＊1＊3 515154 ○ ○ 40,000円 
HDDに一時的に保存されたデータを逐次上書き消去したり蓄積されたデータを一括して上書き消去することが可能です。 
※拡張HDD タイプＩが別途必要です。 

Adobe純正PDFファイルのダイレクト出力が可能。HG平成明朝体W3、HG平成角ゴシック体W5、欧文136書体を含む。 
※128MB以上の拡張メモリーまたは、拡張HDDの増設が必要です。 

IEEE802.11b規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。IPX/SPX、TCP/IP、SMB、EtherTalk＊2、IPPに対応。  
※装着時、標準搭載のイーサネットインターフェースと同時動作することはできません。 

1000BASE-T規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。USB2.0ポート付。 
※本オプション装着時は、標準のネットワークポートとUSBポートはご使用になれません。 

プリンター本体でUSBホスト機能を使用するための内蔵型ボード。USB1.1準拠。 

■オプション構成図 
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定期交換部品キット（IPSiO SP 6120用） 
定期交換部品キット（IPSiO SP 6110用） 

〈基本メニュー〉　 
【同時購入パック】＊　 

 1年（6ヶ月） 
3年（30ヶ月） 
4年（42ヶ月） 
5年（54ヶ月） 

品種コード 料金 
（消費税別） 品種コード 料金 

（消費税別） 

別途ご購入 
いただきます 

定期交換部品 
IPSiO SP 6120 IPSiO SP 6110

＊購入後、6ヶ月（無償保証期間）についても、同様のサービスが提供できます。   

 1年（6ヶ月）定期交換部品含む 
3年（30ヶ月）定期交換部品含む 
4年（42ヶ月）定期交換部品含む 
5年（54ヶ月）定期交換部品含む 

料金に 
含まれます 

【追加購入パック】 

1年（12ヶ月）
 

 
515392 15,000円 515402 13,000円 

品種コード 料金 
（消費税別） 品種コード 料金 

（消費税別） 

別途ご購入 
いただきます 

定期交換部品 
IPSiO SP 6120 IPSiO SP 6110

1年（12ヶ月） 
定期交換部品含む 
 

515393 30,000円 515403 22,000円 料金に 
含まれます 

〈オプションメニュー〉 
【定期点検パック】＊ 

定期点検パック　１回／年 513407 10,800円／1回・年 

品種コード 料金（消費税別） 

IPSiO SP 6120／6110

 
【フルタイムパック】＊ 

＊定期点検パック及びフルタイムパックはあんしんサポートパックの拡張メニューになりますので、同時購入パックまたは追加購入
パックとセットで同年数分ご購入ください。 

夜間拡張（月～土）9時～21時 

24時間拡張（月～土）9時～翌9時 

休日拡張（365日）9時～17時 

休日・夜間拡張（365日）9時～21時 

休日・24時間拡張（365日）9時～翌9時 

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配までに対応する、ご登録されたお客様専用の 
ＩＰＳｉＯあんしんサポートパック専用ダイヤル（フリーダイヤル）／専用サイトをご用意しました。       
●本商品はご購入後お客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。　●ＩＰＳｉＯあんしんサポートパック専用ダイヤル　承り時間　月曜日～土曜日　9：00～18：00　

●保守サービス、使用上のお問い合わせを専用ダイヤル（フリーダイヤル）／専用サイトで一括して受け付けます。　●保守期間は、1年、3年、4年、5年から選択できます。
＊
　●増設トレイ、両面

ユニットなどのオプション製品も含みます。　●定期点検は、別途料金をいただきます。      ＊ 同時購入パックをご購入いただいた場合。 

513392 

513395 

513398 

513401 

513404

6,000円/年 

12,000円/年 

9,000円/年 

12,000円/年 

15,000円/年 

品種コード 料金（消費税別） 

IPSiO SP 6120／6110

〈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 

区分 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

代表的な製品 

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（高速機／広幅機／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 

  3,000円/台  

7,000円/台

13,000円/台

18,000円/台

30,000円/台 

70,000円/台 

110,000円/台 
※回収料金はお客様から回収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。対象商品についての詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。 
※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。 

本体重量 

500枚増設トレイユニットタイプ860（オプション）と 
250枚増設トレイユニットタイプ860（オプション）の組み合わせで 
最大2段まで増設可能 

最大2段まで増設可能 
250枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 

両面印刷ユニット タイプ860（オプション） 

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、 
　交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 

お客様相談センター 
リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。 

0120-000-475
受付時間：平日（月～金）9時～18時／土曜日9時～12時、13時～17時（日、祝祭日、弊社休業日を除く） 
※通話料は無料です。 ※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が
出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 
※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 

※指導につきましては、１台のプリンターにつき、１台のパソコンに対してのみ実施いたします。 
※指導内容についての詳細は、販売担当者までお問い合わせください。 

396

478

257

260
130

445

280 280

410 115

334

478

IPSiO SP 6120 本体 IPSiO SP 6110 本体 

257

437

410 115

410 165＊ 

190
95

410 165＊ 

500枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 
両面印刷ユニット タイプ860（オプション） 

両面印刷ユニット タイプ860（オプション） ＊ B4縦以上を給紙した場合。 
　トレイカバーを装着した場合。 

＊ B4縦以上を給紙した場合。 
　トレイカバーを装着した場合。 

250枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 

■寸法図（単位 ｍｍ） 

500枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 

515384 
515385 
515386 
515387 
515388 
515389 
515390 
515391

7,000円  
34,000円  
45,000円  
54,000円  
15,000円  
69,000円  
91,000円  
108,000円 

515394 
515395 
515396 
515397 
515398 
515399 
515400 
515401

6,000円  
30,000円  
39,000円  
47,000円  
11,000円  
51,000円  
67,000円  
80,000円 

（消費税別） 
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パラレルインターフェースの形状を変換するコネクタ。本体側：ハーフピッチ ⇔ ケーブル側：フルピッチ IEEE1284変換コネクタ タイプA＊3 ○ ○ 509432 2,000円 

NEC PC98-NXシリーズ、各社DOS/V機（双方向通信対応ケーブル）（2.5m）  本体側：ハーフピッチ、PC側：フルピッチ インターフェースケーブル タイプ4BH ○ ○ 515454 7,500円 

商　品　名 品種  
コード 

備　　考 標準価格 
（消費税別） 

 

■指導料 
（標準料金） 

商 品 名  基 本 料 金  
（ 消 費 税 別 ） 

作 業 料 金  
（ 消 費 税 別 ） 

IPSiO SP 6120本体 
IPSiO SP 6110本体 
500枚増設トレイユニット タイプ860 
250枚増設トレイユニット タイプ860 
両面印刷ユニット タイプ860 
拡張HDD タイプI 
拡張無線LANボード タイプ I 
1Gigaイーサネットボード タイプB 
拡張USBホストI/Fボード タイプ1 
IPSiO セキュリティーカード タイプA 
IPSiO VMカード タイプC 
プリンター接続カード 
増設RAMモジュール 

IPSiO SP 6120 
IPSiO SP 6110

3,100円 
3,100円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
1,600円 
700円 
700円 

4,700円 

保守契約を締結いただいていないお客様には、随時保守機としてお客様から修理・点検のご
要請があるときだけお伺いするサービスをご用意しています。料金はリコースポット保守料金体
系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。 

■スポット保守もご用意しています。 

スポット保守料金＝基本料金＋技術料金＋交換部品代 
　基本料金：12,000円（一訪問あたり）　お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。 
　技術料金： 6,000円(30分ごと)、 2,000円（30分以降、10分単位） 
　交換部品代：交換した部品代をご請求させていただきます。 
　※記載の料金は消費税別です。 

（品種コード：307070） 

IPSiO SP 6120／6110 10,000円 

商 品 名  指 導 料 / 1 台  
（ 消 費 税 別 ） 

■搬入料 ご購入の際には、お客様による設置／営業担当もしくはカスタマーエンジニア設置に関わら 
ず下記搬入料が別途必要となります。 （標準料金） 

IPSiO SP 6120／6110 5,000円 

商 品 名  搬 入 料 / 1 台  
（ 消 費 税 別 ） 

（品種コード：307069） 

（品種コード：307１7１） 

■設置料 本製品およびオプション類はお客様による設置が基本となります。お客様が営業担当もし 
くはカスタマーエンジニアに設置を依頼される場合は、設置料金が必要となります。 
※下記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。 

（標準料金） 

プリンターの各種設定作業はお客様による実施が基本となります。お客様が営業担当も
しくはカスタマーエンジニアに指導を依頼される場合は、指導料金が必要となります。 

■別途、年間保守契約メニューもご用意致しております。詳しくは、ＩＰＳｉＯ価格表をご覧ください。 

商 品 名  標 準 価 格  
（ 消 費 税 別 ）  備 考   

27,000円 
27,000円 

 
約90,000頁の印刷ごとに交換する部品です。 
約90,000頁の印刷ごとに交換する部品です。 

■定期交換部品 

オプション・消耗品　価格表 

定期交換部品料金を含んだサポートパックをご契約いただかない場合、左記の部品をサー
ビス会社よりご購入いただきます。なお料金には、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。 

 IPSiOあんしんサポートパック 

専 用ダイヤルでお問い合わせから保守の手配までを一括で承ります。 
対応機種 

SP 6120 SP 6110

■消耗品 

IPSiO SP トナーカートリッジ 6100 

IPSiO SP トナーカートリッジ 6100H

515316 

515317

○ 

○ 

○ 

○ 

＊ A4サイズで「ISO/IEC19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の目安です。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、原稿の内容などによって異なります。 
※ 印刷ページ数によっては定期交換部品が別途必要になることがあります。 
※ 「ISO/IEC 19752」は、 国際標準化機構（International Organization for Standardization）より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。 

30,000円 

60,000円 

約6,000ページ印刷可能。＊ 

約15,000ページ印刷可能。＊ 

■給紙オプション 

500枚増設トレイユニット タイプ860 

250枚増設トレイユニット タイプ860 

両面印刷ユニット タイプ860

509485 

509486 

509487

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

＊1 増設トレイは最大2段まで増設可能です。「500枚増設トレイユニットタイプ860」と「250枚増設トレイユニット タイプ860」の組み合わせでの増設も可能です。　＊2 IPSiO SP 6110のみ対応。 

＊1 いずれか1つ装着可能です。　＊2 EtherTalkを使用するためには、「IPSiO PS3カードタイプ6120」の増設が必要です。　＊3 インターフェースケーブル タイプ4S/4B/1Bとの接続に必要。 

＊1 いずれか2つ装着可能です。　＊2 「IPSｉO PS3カード タイプ6120」と「IPSｉO PDFダイレクトプリントカード タイプ6120」は同時装着不可。　＊3 カスタマーエンジニアによる設置が必要です。 
詳しくはサービス実施店までお問い合わせください。 

50,000円 

30,000円 

25,000円 

500枚給紙可能（2段増設可）＊1。A3、B4、A4、B5、A5＊2、DLT、LT、LG、不定形サイズに対応。 

250枚給紙可能（2段増設可）＊1。A3、B4、A4、B5、A5＊2、DLT、LT、LG、不定形サイズに対応。 

自動両面印刷が可能になります。 

■拡張メモリー 

SDRAMモジュール　  128MB 

SDRAMモジュール　  256MB

515258 

515259

○ 

○ 

○ 

○ 

※スロットの空きはありません。メモリー増設の場合、標準搭載の64MBメモリーをはずし、SDRAMモジュール　128/256MBのどちらかに差し替えてください。 

40,000円 

70,000円 

128MB増設メモリーモジュール。 

256MB増設メモリーモジュール。 

IPSiO R98/R16カード タイプ6120＊１ 

BMLinkSカード タイプF＊１ 

IPSｉO VMカード タイプC＊１ 

515320 

515158 

515169

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

10,000円 

10,000円 

10,000円 

「Ｒ98」「Ｒ16」に対応したエミュレーションカードです。 

BMLinkS統合プリンタードライバーを使用する際のカードです。 

Embedded Software Architectureアプリケーションをインストールするためのカードです。※256MB拡張メモリー増設が必要です。 
 

IPSｉO 保存用カード タイプA＊１ 

IPSｉO NetWare対応カード タイプA＊１ 
515219 

515347

○ 

○ 

○ 

○ 

5,000円 

10,000円 

認証のために必要なサイト証明書をインポートする際に使用するオプションです。 

Novell社NetWareのプリントサーバー機能、リモートプリンター機能を使用するためのカードです。 

■プリンター接続カード 

IPSiO エミュレーションカード タイプ6120＊１ 515321 ○ ○ 40,000円 「RP-GL/2」、「RP-GL」、「RTIFF」、「R55」、「R98」、「R16」に対応したエミュレーションカードです。 

■インターフェースオプション類 

拡張HDD タイプI 

拡張無線LANボード タイプI＊1 

1Gigaイーサネットボード タイプB＊1 

拡張USBホストI/Fボード タイプ1＊1

515418 

515220 

515146 

509516

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

50,000円 

40,000円 

40,000円 

10,000円 

試し印刷、機密印刷、保留印刷、保存印刷、ジョブスプール印刷、イメージオーバーレイ印刷機能時に必須。また、電子ソート/ステープル機能使用時にも 
使用可能です。PostScriptフォント・CIDフォントのダウンロードが可能（PS3モード時）。40GB。 

IPSiO PS3カード タイプ6120＊1＊2 

IPSiO PDFダイレクトプリントカード タイプ6120＊1＊2

515322 

515323

○ 

○ 

○ 

○ 

65,000円 

20,000円 

Adobe PostScript3による出力が可能なカードです。平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文136書体を含む。 
Adobe純正PDFファイルのダイレクト印刷機能に対応。　※128MB以上の拡張メモリーまたは、拡張HDDの増設が必要です。 

IPSｉO セキュリティカード タイプA＊1＊3 515154 ○ ○ 40,000円 
HDDに一時的に保存されたデータを逐次上書き消去したり蓄積されたデータを一括して上書き消去することが可能です。 
※拡張HDD タイプＩが別途必要です。 

Adobe純正PDFファイルのダイレクト出力が可能。HG平成明朝体W3、HG平成角ゴシック体W5、欧文136書体を含む。 
※128MB以上の拡張メモリーまたは、拡張HDDの増設が必要です。 

IEEE802.11b規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。IPX/SPX、TCP/IP、SMB、EtherTalk＊2、IPPに対応。  
※装着時、標準搭載のイーサネットインターフェースと同時動作することはできません。 

1000BASE-T規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。USB2.0ポート付。 
※本オプション装着時は、標準のネットワークポートとUSBポートはご使用になれません。 

プリンター本体でUSBホスト機能を使用するための内蔵型ボード。USB1.1準拠。 

■オプション構成図 
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定期交換部品キット（IPSiO SP 6120用） 
定期交換部品キット（IPSiO SP 6110用） 

〈基本メニュー〉　 
【同時購入パック】＊　 

 1年（6ヶ月） 
3年（30ヶ月） 
4年（42ヶ月） 
5年（54ヶ月） 

品種コード 料金 
（消費税別） 品種コード 料金 

（消費税別） 

別途ご購入 
いただきます 

定期交換部品 
IPSiO SP 6120 IPSiO SP 6110

＊購入後、6ヶ月（無償保証期間）についても、同様のサービスが提供できます。   

 1年（6ヶ月）定期交換部品含む 
3年（30ヶ月）定期交換部品含む 
4年（42ヶ月）定期交換部品含む 
5年（54ヶ月）定期交換部品含む 

料金に 
含まれます 

【追加購入パック】 

1年（12ヶ月）
 

 
515392 15,000円 515402 13,000円 

品種コード 料金 
（消費税別） 品種コード 料金 

（消費税別） 

別途ご購入 
いただきます 

定期交換部品 
IPSiO SP 6120 IPSiO SP 6110

1年（12ヶ月） 
定期交換部品含む 
 

515393 30,000円 515403 22,000円 料金に 
含まれます 

〈オプションメニュー〉 
【定期点検パック】＊ 

定期点検パック　１回／年 513407 10,800円／1回・年 

品種コード 料金（消費税別） 

IPSiO SP 6120／6110

 
【フルタイムパック】＊ 

＊定期点検パック及びフルタイムパックはあんしんサポートパックの拡張メニューになりますので、同時購入パックまたは追加購入
パックとセットで同年数分ご購入ください。 

夜間拡張（月～土）9時～21時 

24時間拡張（月～土）9時～翌9時 

休日拡張（365日）9時～17時 

休日・夜間拡張（365日）9時～21時 

休日・24時間拡張（365日）9時～翌9時 

本体からオプション品までのトータルな保守に加え、操作のお問い合わせから修理の手配までに対応する、ご登録されたお客様専用の 
ＩＰＳｉＯあんしんサポートパック専用ダイヤル（フリーダイヤル）／専用サイトをご用意しました。       
●本商品はご購入後お客様からのご登録をいただくことにより、保守サービスを提供します。　●ＩＰＳｉＯあんしんサポートパック専用ダイヤル　承り時間　月曜日～土曜日　9：00～18：00　

●保守サービス、使用上のお問い合わせを専用ダイヤル（フリーダイヤル）／専用サイトで一括して受け付けます。　●保守期間は、1年、3年、4年、5年から選択できます。
＊
　●増設トレイ、両面

ユニットなどのオプション製品も含みます。　●定期点検は、別途料金をいただきます。      ＊ 同時購入パックをご購入いただいた場合。 

513392 

513395 

513398 

513401 

513404

6,000円/年 

12,000円/年 

9,000円/年 

12,000円/年 

15,000円/年 

品種コード 料金（消費税別） 

IPSiO SP 6120／6110

〈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 

区分 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

代表的な製品 

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（高速機／広幅機／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 

  3,000円/台  

7,000円/台

13,000円/台

18,000円/台

30,000円/台 

70,000円/台 

110,000円/台 
※回収料金はお客様から回収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。対象商品についての詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。 
※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。 

本体重量 

500枚増設トレイユニットタイプ860（オプション）と 
250枚増設トレイユニットタイプ860（オプション）の組み合わせで 
最大2段まで増設可能 

最大2段まで増設可能 
250枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 

両面印刷ユニット タイプ860（オプション） 

※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、 
　交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 

お客様相談センター 
リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。 

0120-000-475
受付時間：平日（月～金）9時～18時／土曜日9時～12時、13時～17時（日、祝祭日、弊社休業日を除く） 
※通話料は無料です。 ※音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が
出せない電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 
※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 

※指導につきましては、１台のプリンターにつき、１台のパソコンに対してのみ実施いたします。 
※指導内容についての詳細は、販売担当者までお問い合わせください。 
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IPSiO SP 6120 本体 IPSiO SP 6110 本体 

257

437

410 115

410 165＊ 

190
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410 165＊ 

500枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 
両面印刷ユニット タイプ860（オプション） 

両面印刷ユニット タイプ860（オプション） ＊ B4縦以上を給紙した場合。 
　トレイカバーを装着した場合。 

＊ B4縦以上を給紙した場合。 
　トレイカバーを装着した場合。 

250枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 

■寸法図（単位 ｍｍ） 

500枚増設トレイユニット タイプ860（オプション） 

515384 
515385 
515386 
515387 
515388 
515389 
515390 
515391

7,000円  
34,000円  
45,000円  
54,000円  
15,000円  
69,000円  
91,000円  
108,000円 

515394 
515395 
515396 
515397 
515398 
515399 
515400 
515401

6,000円  
30,000円  
39,000円  
47,000円  
11,000円  
51,000円  
67,000円  
80,000円 

（消費税別） 



IPSiO SP 6120／6110の主な仕様 

このカタログの記載内容は、2017年3月現在のものです。 

515315 
SP6120 
半導体レーザー＋乾式2成分電子写真方式（クラス1レーザー機器） 
35枚/分（A4横送り）、22.5枚/分（B4縦送り）、19.5枚/分（A3縦送り） 
32ページ/分（A4横送り） 
6.5秒以下（A4横送り：本体給紙トレイ1から給紙した場合） 
データ処理解像度：1,200dpi※/600dpi/400dpi、印刷解像度：1,200dpi×1,200dpi/2,400dpi相当×600dpi　※ RPCS、RPDL、PDF Direct、PS3モード時のみ 
RPCSモード時：20%～300%、RPDLモード時：40%～200% 
本体給紙トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦/横送り、 
不定形サイズ（幅90～297mm、長さ148～432mm） 
手差しトレイ（マルチ）：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、 
往復はがき縦/横送り、封筒、不定形サイズ（幅64～305mm、長さ148～1,260※mm）　※長尺紙の画像印刷保証範囲は長さ432mmまでです。 
500枚増設トレイ、250枚増設トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、 
DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ（幅182～297mm、長さ182～432mm） 
普通紙（リコピーPPC用紙 タイプ6000/6200）、再生紙（マイリサイクルペーパー100/100W）、 
第二原図用紙（FCトレーシングペーパー）、ハクリ紙（リコピーPPC用紙 タイプSA）、OHPフィルム（3M CG5000）、郵便はがき、 
封筒（ハート社製レーザー専用封筒 長3ホワイト/ハート社製レーザー専用封筒 洋長3ホワイト/ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/山桜社製 白・ケント封筒 長4 純白80g/m2） 
本体給紙トレイ使用時：60～216g/m2（52～185kg）、500枚増設トレイ、250枚増設トレイ使用時：60～105g/m2（52～90kg）、手差しトレイ使用時：52～216g/m2（45～185kg） 
トレイ1：250枚＊3、トレイ2：150枚＊3、手差しトレイ：100枚＊4 
500枚増設トレイ、250枚増設トレイ 
1,500枚（500枚増設トレイユニット2段装着時） 
250枚（リコピーPPC用紙 タイプ6200使用時）   
オプション＊5 
最大120万ページまたは5年のいずれか早い方 
100V±10%、9A以上、50/60Hz±3Hz   
880W以下 
4.5W（本体のみ）、9.5W（フルオプション時）※　※ オプションの「1Gigaイーサネットボード タイプB」を装着しない場合の消費電力は6Wとなります。 
電源投入時：34秒以下、省エネモード時12秒以下 
478（W）×445（D）×396（H）mm（本体のみ）※標準トレイB4以上使用時：（D）575mm 
約23.9kg（本体のみ、トナーカートリッジ含） 
稼動時：55dB（A）以下、待機時：30dB（A）以下 
RM5231 400MHz（E-PAD） 
192MB／384MB＊8 
RPCS、RPDL 
Adobe PostScript3、R98（NEC PC PR201H）、R16（EPSON ESC/P）、R55（IBM5577）、RP-GL（HP-GL）、RP-GL/2（HP-GL2）、RTIFF（TIFF）、PDF Direct、BMLinkS 
40GB（オプション） 
双方向パラレル（IEEE1284 ECP準拠、ハーフピッチ規格）、イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0＊9 

イーサネット（Gigabit Ethernet 1000BASE-T）、無線LAN（IEEE 802.11b） 
明朝体L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10＊10、PrestigeElite12＊10、Letter Gothic15＊10、BoldFace PS＊10、Nimbus Mono 4書体＊10、 
Nimbus Sans 4書体＊10、Nimbus Roman 4書体＊10、ITC Dingbats＊10、Century Schoolbook Roman＊10、平成明朝、平成ゴシック 
Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS 
OCR-B、漢字ストローク 
PS3カード追加使用時：平成2書体（平成明朝W3、平成ゴシックW5）、欧文136書体 
PDFダイレクトプリントカード追加使用時：平成2書体（HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5）、欧文136書体 
JAN、2of5、Code39、Code128、NW-7、UPC、郵政省カスタマーバーコード、UCC/EAN-128 
日本語20書体   
VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合 
温度10～32℃　湿度15～80％（非結露） 
温度0～43℃　湿度10～90％（非結露） 
トナーカートリッジ（約3,000ページ＊12印刷可能なスタートアップトナー） 
プリンタードライバー（Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Server 2003 R2）、ユーティリティー（Ridoc Desk Navigator Lt＊13、Ridoc IO Admin)、TrueTypeフォント、使用説明書（HTML版マニュアル） 
使用説明書、クイックガイド、電源ケーブル（2pin）、リコーお客様相談センターシール、お客様登録はがき（仮保証書）、マイバンク&QA登録票、リコー製品サービス相談窓口一覧 

515314 
SP6110 
 
28枚/分（A4横送り）、16.5枚/分（B4縦送り）、15枚/分（A3縦送り） 
26ページ/分（A4横送り） 
 
 
 
 
 
 
 
500枚増設トレイ、250枚増設トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、 
DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送り、不定形サイズ（幅182～297mm、長さ148～432mm） 
 
 
 
 
標準トレイ：250枚＊3、手差しトレイ：100枚＊4 

 
1,350枚（500枚増設トレイユニット2段装着時） 
 
 
最大60万ページまたは5年のいずれか早い方 
 
 
 
電源投入時：34秒以下、省エネモード時10秒以下 
478（W）×437（D）×334（H）mm（本体のみ）※標準トレイB4以上使用時：（D）575mm 
約20.2kg（本体のみ、トナーカートリッジ含） 
稼動時：53dB（A）以下、待機時：30dB（A）以下 

128,000円 89,800円 

IPSiO SP 6120 IPSiO SP 6110
品種コード 
型番 
プリント方式 

連続プリント速度
 

 
ファーストプリント＊1 

解像度 
変倍率 
 
 

用紙サイズ 
 
 
 
 

用紙種類（推奨紙）＊2 

 
用紙厚 
 
給紙量 
 
排紙量 
両面印刷 
製品寿命 
電源 

消費電力 
 
ウォームアップタイム＊6 

寸法 
重量 
騒音＊7 

CPU 
メモリー　標準／最大 

出力形式
 

 
HDD 

インターフェース 
 
 
 
 
搭載フォント 
 
 
 
添付TrueTypeフォント 
関連規格 

使用環境＊11 
 
 
本体同梱品 

 
 
 
片面 
両面 
 
 
 
 

標準
 

 
 

オプション 
 
 
 
 
 
標準 
オプション 
最大 
 
 
 
 
最大 
省エネモード時 
 
 
 
 
 
 
標準 
オプション 
 
標準 
オプション 
アウトライン 
 
ビットマップ 
その他＊10 
PSオプション 
 
バーコード＊10 

 
 
使用時環境 
非使用時環境 
消耗品 
CD-ROM 
その他 

 本体標準価格（消費税別） 

＊1 データ処理終了から排紙完了までの時間。 ＊2 （　）内は推奨紙です。推奨紙をご使用ください。用紙の種類によってはうまく印刷できない場合があります。インクジ
ェット専用紙は絶対にご使用にならないようお願いいたします。プリンターの故障の原因となります。 ＊3 75g/m2紙の場合。郵便はがきは100枚（SP6120の場合、第
一トレイ100枚/第二トレイ40枚）、封筒は10枚。 ＊4 75g/m2紙の場合。最大積載高は10mm。郵便はがきは40枚、封筒は10枚。A3縦/B4縦用紙は10枚までとなりま
す。 ＊5 両面印刷可能な用紙サイズは、A3縦送り、B4縦送り、A4縦/横送り、B5縦/横送り、A5横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦/横送りとなります。用紙厚は、64
～105g/m2（55～90kg）となります。 ＊6 プリンターの使用環境によっては表記より時間がかかる場合があります。 ＊7 ISO7779に基づく実測値であり、記載は音圧レ
ベル。 ＊8  標準装備の64MBメモリーを外してオプションの256MBメモリーを装着した場合。 ＊9 USBインターフェース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。 ＊10 RPDL時のみ。 ＊11 使用時直前の環境の温度、湿度、マシン内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によっては印字品質の低下
を招く場合があります。 ＊12 A4サイズで「ISO/IEC19752」に準拠し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の目安です。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、原稿の内容などによって異なります。 ＊13 Ridoc IO Navi機能は、Ridoc Desk Navigator Lt に統合されています。 

※Microsoft、Windows、WindowsNT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。※Windows
の正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ※UNIXはX/Openカンパニーリミテッドがライセンスしている米国ならび
にその他の国における登録商標です。 ※Macintoshは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 ※TrueTypeは米国アップルコン
ピュータ社の商標です。 ※PostScriptはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）およびその子会社の、各国での商標もし
くは登録商標です。 ※NetWareは米国NOVELL,Inc.の登録商標です。 ※Citrix、MetaFrameは米国Citrix Systems,Inc.の登録商標
です。 ※会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標もしくは登録商標です。※製品の仕様および外観は、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。販売担当者にお確かめください。※このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合が
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。※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。 

本無線製品は2.4GHz帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認
ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。 

［無線LANご使用の場合］ 

■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。 

―――― ― 消耗  品 は リ コー 純 正 カ ー ト リ ッジ を ご使用  下 さ い ――――― 
プ リ ン タ ー の性能 を 安定 し た 状態 で ご使 用い た だ く た め に、 リ コ ー純正 カ ー ト リ ッ ジ の使用 を おすす め し ま す 。 リ コ ー 純正以 

ー 純正以 
外の カ ー 

ト リ ッ ジ の ご使 用は 、 印字品 質の 低下 や プ リ ン タ ー本体の故障な ど 、 製品に 悪影 響 を 及ぼす こ と があ り ま す 。 リ コ 外の カ ー 
ト リ ッ ジ を 使用 し た こ と に よ る 故障 は、 保証期間内や保守契約時 で も 有償修理となる場合がありますのでご注意ください。 

■使って実感！万全のサポート＆サービス。リコーは､お使いいただいている製品一台一台の高機能をサポートするため､全国に 
約370ヵ所のサービス拠点を設置｡実績ある独自のシステムで､メンテナンスなど万全のアフターサービスに努めています｡ 

0611K-1703<34141618>6/0A

35枚/分・1,200dpi 
A3レーザープリンター 

IPSiO SP 6120       128,000円（消費税別）       
IPSiO SP 6110         89,800円（消費税別） 
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28枚/分・1,200dpi 
A3レーザープリンター 


