
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］ 148,000円（消費税別）/IPSiO GX 3000SF 108,000円（消費税別）
IPSiO GX 3000S  85,800円（消費税別）



ビジネスに愛されるプリンターとは何でしょう？それは、ハイクオリティな機能性はもちろん、

「コスト」や「スペース」などでのムダが少ないものと私たちは考えます。インクジェットプリンターと、レーザープリンターの

優れた技術を兼ね備えたGX 3000SF/3000Sは、画質にも気を配った「モノクロより安い低コストカラープリント」、

環境に配慮した「省エネ設計」による優れた環境性能、さらにオフィスに必要な機器をひとつにまとめた「省スペース」を実現。

余分な要素をとことん減らした複合機、それがリコーの「ハイブリッド複合機」です。

スマートな性能が、ビジネスに新しいスタイルを作ります。

ハイブリッド複合機を支えるGELJET™テクノロジー

一般的なインクジェットプリンターのインクに比べて粘度

および浸透性が高く、高定着性を可能にするGELJET™

ビスカスインク。インク滴の着弾から定着までのスピード

が速いため、にじみや広がりを抑えた高発色の印刷を実

現します。またこすれにも強く、普通紙からコート紙まで

幅広い用紙に対応します。

高い定着率でさらに高発色に！
「GELJET™ビスカスインク」

クラス最大の1.27インチのノズル列長を持ち、1ヘッドに

384ノズルを配列することにより、一度に印刷できる画像

幅を広げ、しかも高密度な印刷を可能にしたGELJET™

ワイドヘッド。新インクに対応するため、新たに採用され

た高撥水ノズルやヘッドの駆動周波数の向上により、高

速・高精度の吐出を実現しました。

最小2plの小滴を高速・高精度に制御！
「GELJET™ワイドヘッド」

用紙全面を静電吸着ベルトで支えて搬送する、

GELJET™ BTシステム。これはレーザープリンターや

コピー機などで使われている方式であり、インクジェット

プリンターのローラー方式に比べてたわみのない高速・

高精度の紙送りが可能。片面、両面どちらにおいても紙

詰まりやこすれといったトラブルを大幅に削減します。

たわみのない高精度の紙送りを実現！
「GELJET™BTシステム」

1ヘッド（2色）×2本計768ノズル

ハイブリッドを体感！ハイブリッド複合機スペシャルサイト http://www.hybrid-mfp.com/
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【1年間無償保証】　標準価格85,800円（消費税別）
コピー+プリンター+スキャナー搭載

【1年間無償保証】　標準価格108,000円（消費税別）
コピー+プリンター+スキャナー+ファクス搭載

【1年間無償保証】＋【2年保守付】　標準価格148,000円（消費税別）
コピー+プリンター+スキャナー+ファクス搭載

安心3年モデル
（1年保証+2年保守付）

＊1 リコーオリジナルチャート使用時。プリント印刷品質「高速」、コピー解像度「コウソク」、原稿種類「写真」。　＊2 増設トレイ、マルチ手差しフィーダーオプション装着時。　※ USBケーブルは別売りです。

カラー/モノクロ

29ページ/分＊1
最大給紙

850枚＊2

対応OS

Win･Mac

カラー/モノクロ

29ページ/分＊1
最大給紙

850枚＊2

対応OS

Win･Mac

カラー/モノクロ

29ページ/分＊1

自動両面原稿
送り装置標準

最大給紙

850枚＊2

対応OS

Win･Mac
自動両面原稿
送り装置標準
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「プリンターやコピーにかかるコストを、もっと下げたい。でも仕上がりも落としたくない・・・」、

という話をよく聞きます。そんな皆さまに応えるため、効率や性能にもしっかりと気を配りながら、

ムダなコストをとことんカット。また、レーザープリンターに比べ、消費電力を大幅に削減したり、

プリンター、コピー、スキャナー、ファクスなどのオフィス機器を1台にまとめ省スペースを実現するなど、

環境や快適性への配慮も充分に心がけています。私たちの提案する新たな価値を、ぜひご体感ください。
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手軽に用紙削減

両面・集約印刷・文書電子化

■コスト比較（参考）

■モノクロ印刷 ■レベルカラー印刷

※コストは上記サンプルを普通紙に出力した場合の目安です。イラスト・グラフの比率により、レベルカラー印刷時の
　コストは変わります。

※一般的なレーザープリンター出力の場合

IPSiO GX 3000SF/3000S

カラー印刷
約13.2円/ページ

レーザープリンター

カラー印刷
約15円/ページ

モノクロ印刷

約7.8円/ページ

モノクロ印刷
約5.5円/ページ

レベルカラー印刷

約5.4円/ページ
両面・集約印刷・文書電子化でペーパーレスに貢献！

1枚にまとめて印刷両面に印刷

複数ページ

COST & ENERGY & SPACE SAVING

E C O L O G Y

IPSiO GX 3000SF/3000S消費電力　 60W以下
一般的なA4カラーレーザープリンター複合機　1,300W以下

1
20

約 以下

在庫拠点
グ
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ー
ン
セ
ン
タ
ー

カートリッジ回収方法の詳細ページ　http://www.ricoh.co.jp/ecology/

納品時同時回収

回収

24時間 365日受付

多彩な回収メニューを用意しております。
郵便封筒回収、まとめ箱による回収。

お
客
様

指定運送業社

例えば社内資料などのカラー印刷は、できるだけコストを抑えたいも

の。「レベルカラー印刷」機能は、ドキュメントの内容に応じて最適

な濃度制御を行ない、モノクロより安いコスト＊でカラープリントを実

現。文字はクリアで読みやすいまま、イラストやグラフなどのイメージ

では濃度を落とした、経済的な印刷を気軽に行なえます。
＊ Macintoshではレベルカラー印刷は使用できません。全体の濃度を落とす「カラーインクセーブ印刷」となります。
※「レベルカラー印刷」はプリンターのみの機能のため、コピーでは使用できません。

ボリュームのある資料を作成する場合などに心がけたいのが、経済

的な用紙使用。GX 3000SF/3000Sでは、用紙の有効活用につなが

る両面印刷、1ページに複数ページを印刷できる集約印刷を実現。さ

らにスキャナー機能での文書電子化により出力そのものを控えるこ

とができ、環境にやさしいコストセーブが行なえます。

そのスペースにゆとりを生む、「4 in 1複合機」

省スペース

個別に置くことで場所を取っていた、プリンター、コピー、スキャナー、

ファクスの4つのオフィス機器を、1台にまとめてパッケージング。オフィ

ススペースにゆとりが生まれると同時に、すべての機器操作を1台で

行なえるため仕事の効率も高まります。　※GX 3000Sには、ファクス機能がございません。

環境へも充分に配慮したGELJET™テクノロジーにより、レーザープ

リンターでは実現できない低消費電力を実現。消費電力60W以下と

電球並みの消費電力のため、電力使用に制限のある場所でもご利用

いただけます。

リコーは製品設計においても、待機時・使用時の省電力

化、リサイクルなど、省資源・省エネルギー・低廃棄物化を

積極的に追求。GX 3000SF/3000Sも、

「エコマーク」のプリンター基準への適合

を実現しています。

■「エコマーク」のプリンター基準に適合

環境保全を優先課題のひとつと考えるリコーでは、使用済み

の製品の回収・リサイクルを積極的に実施。24時間365日受

付可能なカートリッジ回収システムやまとめ箱回収とあわせ、

従来の納品時同時回収や郵便回収を実施しています。

■環境に配慮したカートリッジ回収を実施

カラードキュメントによる訴求力はそのままで、コスト削減

モノクロより安いカラープリントを実現するレベルカラー印刷

環境にやさしい、電球並みの消費電力

消費電力は60W以下

GX 3000SF/3000Sなら
カラーで印刷しても・・・

07122063
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心地よい速さは、ストレスを軽減し、時間や気持ちにゆとりをもたらします。

キレイな書類は、メッセージをクリアに、かつ力強く伝えます。

日々の業務のクオリティに磨きをかける、確かな「速さ」と、「美しさ」も、

もちろんリコーならではの実力です。

M
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●リコービジネスコート

　グロス100

出力見本拡大
IPSiO GX 3000SF/3000S
「きれい」モード

●普通紙

出力見本拡大
IPSiO GX 3000SF/3000S
「はやい」モード

※プリント測定条件　● CPU：PentiumM 1.7GHz  ● RAM：512MB  ● OS：WindowsXP SP2  ● インターフェース：USB接続（USB2.0）

Hi- QUALIT Y & Hi-SPEED

印刷サンプル郵送サービス
下記のリコーサイトでお申し込みいただくと、実際にIPSiO GXシリーズで出力した

印刷サンプルを無料でお届けいたします。

お申し込み　http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/geljet /printsample/

●水にぬらした場合のサンプル比較

※用紙やモードによって、にじみ方は異なります。

●蛍光ペンをこすった場合のサンプル比較

他社機染料インクの場合 高発色GELJET™
ビスカスインクの場合

他社機染料インクの場合 高発色GELJET™
ビスカスインクの場合

S E C U R I T Y

■地紋印刷機能

■コピー抑止機能

◎不正コピーガード機能

〈IPSiO GX 3000SF/3000Sの出力〉 〈コピー後〉

〈IPSiO GX 3000SF/3000Sの出力〉 〈コピー後〉

急いでいるときは、少しの待ち時間でもイライラしてしまうもの。そのた

め、ファーストプリントでのロスタイムを、わずか3秒以下＊1（カラー／モ

ノクロともに）まで削減。またファーストコピーも13秒以下＊2（カラー／

モノクロともに）とクイックレスポンスで、より快適に業務を行なえます。
＊1 プリント印刷品質「高速」。 ＊2 コピー解像度「コウソク」、原稿種類「写真」。 ※リコーオリジナルチャート使用時。

サッと出力したいのに、プリントがなか

なか終わらず、次の業務に移れない。こ

んな事態を解消するために、カラー／モ

ノクロともに29ページ／分＊という高速

連続プリント／コピーを実現。忙しいと

きに心強い、スピーディーな性能です。
＊プリント印刷品質「高速」、コピー解像度「コウソク」、原稿種類「写真」。
※リコーオリジナルチャート使用時。

優れた粘度と浸透性はそのままに、さらに発色性を高めた

「GELJET™ビスカスインク」。これに、最小2pl（ピコリットル：1兆

分の1リットル）を実現するインク制御機能（M-Dot機能）も加わり、

普通紙へはもちろん、インクジェットでは難しかった低コスト光沢紙

（リコービジネスコートグロス100）への高画質印刷を可能にしまし

た。オフセット印刷画質にも迫る表現力で、写真やイラストなどクオリ

ティを求められるプリントにもお応えします。

インク滴を制御する、M-Dot（Modulated Dot Technology）機能に

より、最小2plから最大36plまでの幅広いインク滴サイズを印刷内容

に応じて自動選択。この美しい高階調表現が、クリアな文字や線、

色鮮やかな画像を実現します。

低コスト光沢紙（リコービジネスコートグロス100）において、最高

3,600dpi×1,200dpi相当＊の高解像度を実現。M-Dot機能による最

適なインク制御により、より緻密な高画質が可能になりました。
＊「きれい」モード（光沢紙）印刷時。

M-Dot機能による最適なインク制御が実現した、キャラクタースムー

ジング機能により、印刷時に出る文字のギザギザ（ジャギー）をなめ

らかに輪郭補正。クッキリした文字が映える書類に仕上がります。

印刷直後にさわっても、インクがこすれにくい高い定着性、速乾性を

実現。受付業務などでも、出力したばかりの印刷物をすぐお客様に手

渡すことができます。また水に強い特性により、蛍光ペンでの書き込

みや、少しの水濡れでもにじみにくい耐水性を獲得。色褪せしにくい

高耐光性も備え、POP類や長期保存される書類での使用に最適です。

個人情報保護法を例に取るまでもなく、情報のセキュリティ対

策はいまや企業の果たすべき重要な責任のひとつといえます。

GX 3000SF/3000Sでは、プリンタードライバーの設定により、用

紙全体に地紋を埋め込むことで印刷した紙文書のセキュリティ

を確保する、地紋印刷機能およびコピー抑止機能を搭載。地紋

を埋め込んだドキュメントをコピーすると、「コピー禁止」などの

牽制文字やグレーの画像破壊で、情報漏えいを抑止します。
※Windowsのみの機能となります。　※不正コピーガードモジュールが搭載された複写機／複合機が
必要となります。すべての複写機／複合機に対応しているわけではありません。　※「地紋印刷」はプ
リンターのみの機能のため、コピーでは使用できません。

写真やイラストも、より美しい画質で

高発色「GELJET™ビスカスインク」
ロスタイムは、3秒以下に

高速ファーストプリント／コピー

高階調表現を生む、最小2plのインク吐出

MM-Dot機能

ドキュメントに、ワンランク上のクオリティを

最高3,600dpi×1,200dpi相当の高解像度

こすれ、水、光に強い

とびきりタフなインク特性

大切な情報を、しっかりガードする

地紋印刷

文字のギザギザを、なめらか補正

キャラクタースムージング機能

これからは、出力はサッと済ませる

高速連続プリント／コピー

片面を印刷するごとにインクの乾燥時間が必要なのが、通常のイン

クジェットプリンターです。それに対しGX 3000SF/3000Sは、速乾性

のあるGELJET™ビスカスインクを採用することで、この乾燥時間を

不要にしました。高速自動両面印刷は、ページものの資料を作成す

るときなどに大きな効果を発揮します。
＊ GX 3000Sで両面コピーを行う場合、原稿の入れ替えは手動となります。

ページ数の多い資料作成も、スピーディーに

高速自動両面プリント／コピー機能を標準装備＊
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あらゆる業務にも、すぐさま1台で対応できる高い総合力。これを満たすプリンターこそ、使う人の働きやすさに

真に直結するものと私たちは考えます。そのため、画像データの送信までも可能な「スキャナー」、

PC-ファクスにも対応した先進の「ファクス」、グループ間での情報交換をより円滑にする「ネットワーク機能」を

1台にギュッと凝縮。さあ、柔軟な業務スタイルをビジネスに。
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ADVANCED PERFOR M ANCE

■導入パッケージ作成支援ツール「Ridoc Ez Installer」　リコーホームページから無償でダウンロードすることができます。http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ezinst/
ドライバーの指定、ポートの作成・設定、専用ユーティリティーなどのインストールを一括サポート。システム管理者様、SIベンダー様のシステム導入時の手間を大幅に削減するツールです。　※プリンターのみサポートしております。

■ドキュメント出力管理・分析ユーティリティー「Ridoc IO Account V3」　100クライアントライセンス付属　標準価格 108,000円（消費税込 113,400円）
プリンターのログの収集・分析ツールです。プリンティング環境の実態を容易に把握することができるため、ペーパーレス化とTCO削減に効果を発揮します。

■ネットワーク快適印刷支援ユーティリティー「Ridoc IO NAVI」　リコーホームページから無償でダウンロードすることができます。http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ionavi/
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。ユーザーの快適なプリンティング環境をサポートするツールです。

運用の効率化をサポートする管理用ソフトウェア

自動両面原稿送り装置は標準搭載なので連続スキャンが可能です。30

枚＊まで原稿をセットできるので、複数枚の資料をスキャンして電子化

する場合にとても便利です。もちろん、フラットベッドからもスキャンで

きるので、冊子や、自

動両面原稿送り装置で

は通紙できない薄紙も

スキャンできます。　
＊ A4用紙69/㎡の場合

スキャンした文書をE-Mailの添付文書として送れる「スキャン to 

E-Mail」を搭載。高解像度のスキャンデータはファクスのような文字

のつぶれもなく、鮮明な状態での送信が可能です。また、ファクスよ

りも通信コストが安いため、複数の相手先や遠方の相手先へ送る場

合に便利です。
※E-Mailが可能な環境が必要です。サーバーやメールアカウントの設定を本体で行なう必要があります。

USB接続でもネットワーク接続でも、スキャナードライバーはTWAIN

準拠。すでにお持ちのアプリケーションがTWAINに対応していれば、

利用することができます。　※スキャナードライバーは、Mac OSには対応しておりません。

S C A N N E R

操作パネルのワンタッチキーには30件の

電話番号が登録可能です。さらに最大90

件の短縮ダイヤルも登録でき、電話番号入

力の手間を省けるだけでなく、送信先を間

違えるなどのミスも軽減します。

電話回線を用いずに、インターネット経由でファクスを送信できます。

E-Mailの手順で簡単に送信できるので、作業効率はアップ。通信コ

ストの削減にもつながります。
※E-Mailが可能な環境が必要です。サーバーやメールアカウントの設定を本体で行なう必要があります。

Windowsのアプリケーションで作成したデータを、直接相手先のファクスに送

信できるPC-ファクスに対応。ファクス送信のためのプリントアウトを省くことが

できるので、用紙の節約にも効果的です。 ※PC-ファクスドライバーは、Mac OSには対応しておりません。

F A X （GX 3000SF）

外部電源を使うことなくLAN環境でのネットワークプリンティングを

実現する、本体内蔵のネットワークインターフェースカードをオプショ

ンでご用意。

従来の日本語版Windows OSに加え、英語版Windows OS、日本語版

Macintosh OS環境にも対応。OSの混在するワークグループ内でも、

ネットワークプリンターとしてお使いいただけます。またMetaFrame

（Citrix Presentation Server）環境からの印刷も可能です。

プリンターのインク切れや紙詰まりなどの情報を知らせてくれる、E

メール通知機能。プリンターから離れた場所からでも、プリンターの

稼働状態を把握することができます。

N E T W O R K

Internet

スキャン

Mailサーバー

E-Mail

E-Mail

簡単に紙文書を電子化！

ファクスより安くてしかも個人に確実に届く！

社 内

社 外

Internet

東京支社

大阪支社

取引先

電話網

G3ファクス

G3ファクス

パソコン

1度にまとめて、らくらくスキャン

自動両面原稿送り装置を標準搭載（GX 3000SF）
ファクス感覚で、スキャンデータを簡単送信

スキャン to E-Mail

多彩なアプリケーションに対応

TWAIN準拠のスキャナードライバー

送信時の手間やミスを軽減

ワンタッチダイヤル&短縮ダイヤル
E-Mail送信のようなスマートさが魅力

インターネットファクス

パソコンから、ダイレクトに送信できる

PC-ファクス

ネットワークプリンティングに簡単対応

ネットワークインターフェースカード（オプション）を内蔵可能
ネットワークプリンターとして力を発揮する

マルチOSに対応

離れていても、すぐトラブルを把握できる

Eメール通知機能

8



異なるサイズ・種類の用紙も同時セットできる。

手差し

100枚

500枚

250枚

U S E F U L  A B I L I T Y

ドキュメントやチラシ、ハガキなどに使える便利サイト。
ビジネス文書からPOP、チラシなどまで、さまざまな印刷物で使えるイラスト素材やテンプレートを取り揃えた、

リコーのプリントアウトファクトリー。個性的なプリントの作成に、使える便利サイトです。

リコープリントアウトファクトリー　http://www.printout.jp/

■センターをとめれば、冊子だって簡単に作成 ■大型のポスター印刷に効果的な拡大連写

P1

P2 P7 P4 P5

P2 P7

P4 P5

P8 P1 P6 P3

表

裏

× 9枚 ＝A4

①プリンターのドライバー画面から、インクの残量（5段階表示）が

　確認できます。インク切れが近づくと（インク残量20％）、印刷指

　示の際に画面ポップアップでインクニアエンドを自動通知します。

②「消耗品一覧」ボタンをクリックすると、消耗品一覧のページへ

　とジャンプ。交換が必要なインクカートリッジの商品名を確認す

　ることができます。

③さらに消耗品一覧のページ内の「NetRICOHのホームページ」を

　クリックすれば、リコーのWebサイトから直接インクを発注するこ

　とができます。

紙のストレート搬送が可能なマルチ手

差しフィーダーをオプションとしてご用

意。厚紙や封筒、ラベル紙からL版＊ま

で多様な用紙に対応できるようになり

ました。もちろん両面印刷もサポート。

最大100枚の給紙が行なえるため、幅

広い用途でフルにご活用いただけます。
＊ Ｌ版印刷は、ドライバー画面にて不定形サイズ設定する必要があります。（Ｌ版=幅89mm×長さ127mm）

本体操作部に、オペレーションパネルを搭載。複合機の状態やエラー

情報、インク残量をその場で確認することができます。またネットワー

ク設定やプリントヘッドクリーニングなどの操作も容易に行なえます。

万一、印刷不良が発生した場合でも、

簡単にプリントヘッドのクリーニング

を行なうことができます。操作はオペ

レーションパネル、またはプリンタード

ライバー画面より実施いただけます。
※クリーニング動作はインクを消費します。

カートリッジの交換や、紙の補給、

電源のオンオフやネットワーク設定

操作などが、すべて本体前面から

行なえるフロントオペレーションを

採用。使いやすさを最優先した設

計が快適なプリンター環境を実現

します。

標準トレイは普通紙で250枚、マルチ手差しフィーダー（オプション）で

100枚の給紙が可能。さらに500枚の増設トレイ（オプション）を使うこ

とで、最大850枚という大量給紙が行なえます。また印刷中に用紙が

切れても、他のカセットから自動切り替えで給紙を続行するリミットレ

ス機能＊を装備している

ので、仕事の中断を最

小限に抑えられます。
＊複数のカセット内に用紙種類が同サ
　イズ／同方向でセットされている場
　合のみ有効です。
※写真は増設トレイ装着時です。

各パーツから複合機全体に至るすべての面で、高い耐久性能を追求。

15万ページまたは5年という高耐久性は、使う人にとって安心感を与え

ると同時に、コスト面から見ても魅力的です。
＊ A4換算。安定した品質でお使いいただくために、月間2,500ページ（プリント・コピー・ファクス出力の合計）以内でのご使用をおすすめいたします。

490.5

443446

436

366

■IPSiO GX 3000S外形寸法

標準時 増設トレイ装着時 増設トレイ/マルチ手差しフィーダー装着時

単位：mm

443

490.5

436

431

541

■IPSiO GX 3000SF外形寸法

標準時 増設トレイ装着時 増設トレイ/マルチ手差しフィーダー装着時

消耗品切れによる、業務ストップを未然に防ぐ

インクニアエンド自動通知と簡単発注　※Windowsのみの機能となります。

インク交換も、紙の補給もスムーズに

フロントオペレーション

エラーやインク残量が、一目でわかる

オペレーションパネル
出力の幅がグッと広がる、高い用紙対応力

マルチ手差しフィーダー（オプション）

用紙補給の手間を最小限に

最大850枚給紙

この使いやすさを、この先も

高耐久性

ツール作成の可能性がさらに広がる

多彩な印刷機能

簡単操作で、複合機をすぐさまケア

クリーニング機能

712.5

712.5

※プリンターのみの機能のため、コピーでは使用できません。
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●安心の3年間無償保証
多くのプリンターは、メーカーの無償保証期間が1年となっていますが、IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］はオンサイト（訪問修理）対応によ
る1年間の無償保証に加え、保守契約2年間をセットにして提供します。長期間にわたって安心してお使いいただけます。

●全国のサービスネットとフルタイムサービス（24時間365日）
リコーでは、全国に約398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。また
「フルタイムサービス＊」として24時間365日の保守サービスを、日本全国対応いたしました。これにより、プリンターをご使用いただいているお客様
の業態の多様化にマッチした夜間・休日の保守ニーズに、地域の限定なく、拡張保守メニューとしてご提供いたします。
＊無償保証期間１年間（安心3年モデルは無償保証期間1年間+2年保守の計3年間）中にフルタイムサービスのご契約をされる場合、「IPSiO あんしんサポートパック」基本メニューの同時購入パックとオプションメニューのフルタイムパックを同年
数分セットでご購入いただくか、「年間保守契約」のフルタイムサービスメニューをご購入いただくかのいずれかにより、ご契約が可能です。サービス実施店は、リコーテクノシステムズ（株）となります。スポット保守、また離島での夜間・休日拡張メ
ニュー設定はありません。詳細は販売担当者にご確認ください。フルタイムサービスはオプションでのサービスとなります。

S U P P O R T & S E R V I C E

■インクカートリッジについて　●最適な印刷品質を保つため、インクカートリッジの箱に記載された使用推奨期限内に開封し、6ヶ月以内にお使いください。 ●実際のインクカートリッジ
交換サイクルは、用紙サイズ/印刷品質/連続プリント数/使用環境により変わります。 ●モノクロのみの印刷の際にも、カラーインク（シアン、マゼンタ、イエロー）を使って印刷します。また、メンテ

ナンス動作においても、カラーインクを消費します。 ●ヘッドの保護および印刷品質を保つため、電源投入時ならびに印刷時に定期的メンテナンス動作をして各色インクを消費し、ヘッドクリーニン

グする場合がありますので、印刷しなくともインクを消費します。また、極端に印刷枚数が少ない場合には、比較的早くインクカートリッジがなくなる場合があります。 ●長期間使用されていないプ

リンターをご使用になる場合、定期メンテナンス動作が長くかかる場合があり、通常より多くのインクを消費しますので、20～25日間に１回は印刷されることをおすすめします。

■IPSiOあんしんサポートパック
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対
応する、ご契約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。

■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。
■契約期間は、3年、4年、5年から選択できます。※同時購入パックをご購入いただいた場合。
■オプションの保守も含まれます。
■消耗品は別途ご購入いただきます。
■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

■スポット保守
保守契約を締結して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。

■オプション ■消耗品

●ご訪問の際、お客様にご請求させていただく料金

◎同時購入パック

※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。　※価格は消費税別となります。

＊1 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応いたしません。
＊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いたします。

＊1 カスタマーエンジニアによる訪問交換作業費が含まれています。 ＊2 A4 サイズ各色5 ％原稿を「はやい」モードにて連
続印刷した場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ/印刷品質/連続プリント数/使用環境などにより変わります。

［基本料金］
9,000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］
2,250円（15分）／
4,500円（30分）＆

1,500円（30分以降、10分ごと）

［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。

品種コード
515710

料金
同時購入パック4年（保証期間＋12ヶ月） 28,000円

515711
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］

同時購入パック5年（保証期間＋24ヶ月） 52,100円
515716同時購入パック3年（保証期間＋24ヶ月） 36,500円
515707IPSiO GX 3000S 同時購入パック4年（保証期間＋36ヶ月） 71,100円
515708同時購入パック5年（保証期間＋48ヶ月） 88,200円

◎追加購入パック

品種コード
515712

料金
追加購入パック1年（12ヶ月） 32,000円

515709
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］/GX 3000SF

追加購入パック1年（12ヶ月） 29,000円IPSiO GX 3000S

料金
28,000円
25,500円

■定期交換部品
標準価格
3,000円＊1

備考
約16,000ページ毎＊2に交換インク回収ユニット（GX 3000SF/3000S用）

◎フルタイムオプション ※同時購入パック、または追加購入パックと必ずセットで基本メニューと同年数分をご購入ください。

品種コード
513392

料金
6,000円/年月～土曜日：17時～21時＊1

513395 12,000円/年月～土曜日：17時～翌9時＊1

513398 9,000円/年日曜日：9時～17時＊2

513401 12,000円/年月～土曜日：17時～21時、日曜日：9時～21時＊2

◎搬入料（標準料金・消費税別）
　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による設置に関わらず下記搬入料が
　別途必要となります。

商品名 搬入料（1台あたり）
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］　本体

5,000円IPSiO GX 3000SF　本体
IPSiO GX 3000S　本体

513404 15,000円/年月～土曜日：17時～翌9時、日曜日：9時～翌9時＊2

◎給紙オプション

15,000円

15,000円

496131103202  8

496131102620  1
100枚給紙可能、A4、A5、A6、B5、LT、LG、不定形サイズに
対応。60～255g/㎡（52～220㎏）までの用紙に対応。

515680 15,750円

標準価格JANコード 備考品種コード 消費税込

515663

500枚増設トレイ TK1020

マルチ手差しフィーダー 
BY1000

商品名

15,750円

■搬入・設置・指導料金

■年間保守契約

500枚給紙可能、A4、B5、LT、LG、
不定形サイズに対応

◎用紙

オープン

オープン

496131102722  2

496131102721  5 A4サイズ 1ケース 250枚×4冊

900371 ー
標準価格JANコード 備考品種コード 消費税込

900369リコービジネスコート グロス100 A4ケース

リコービジネスコート グロス100 A4パック
商品名

ー

A4サイズ 1冊 250枚

◎インターフェースケーブル

1,500円496131133411 5509600 1,575円

標準価格JANコード 備考品種コード 消費税込

USB2.0プリンターケーブル

商品名
4pin A-TYPE、4pin B-TYPEの
USB2.0ケーブル（2.5m）

◎ネットワークオプション

10,000円496131103203 5515681 10,500円

標準価格JANコード 備考品種コード 消費税込

ネットワークボード GX4

商品名
100BASE-TX/10BASE-T対応

TCP/IPプロトコル対応　※SMBは非対応

◎Mサイズカートリッジ

※Mサイズカートリッジは月間250ページ以上出力されるお客様におすすめいたします。※消耗品の印刷可能ページ数は、A4サイズ
各色5%原稿を「はやい」モードにて連続プリントした場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ/印刷品質/連続プリント
数/使用環境などにより変わります。

※Sサイズカートリッジは出力枚数が少ないお客様におすすめいたします。※消耗品の印刷可能ページ数は、A4サイズ各色5%原稿
を「はやい」モードにて連続プリントした場合の目安です。実際の交換サイクルは、用紙サイズ/印刷品質/連続プリント数/使用環境
などにより変わります。

3,400円496131102279  1515628 3,570円
496131102280  7515629

標準価格JANコード 印刷可能ページ数品種コード 消費税込
GXカートリッジ シアン GC21C
GXカートリッジ マゼンタ GC21M

商品名
約1,000ページ印刷可能

3,400円 3,570円 約1,000ページ印刷可能
496131102281  4515630GXカートリッジ イエロー GC21Y 3,400円 3,570円 約1,000ページ印刷可能
496131102278  4515627GXカートリッジ ブラック GC21K 4,500円 4,725円 約1,500ページ印刷可能

◎Sサイズカートリッジ

1,760円496131184472  0515719 1,848円
496131184473  7515720

515721

標準価格JANコード 印刷可能ページ数品種コード 消費税込
GXカートリッジ シアン GC21CS
GXカートリッジ マゼンタ GC21MS

商品名
約400ページ印刷可能

1,760円 1,848円 約400ページ印刷可能
496131184474  4GXカートリッジ イエロー GC21YS 1,760円 1,848円 約400ページ印刷可能
496131184471  3515718GXカートリッジ ブラック GC21KS 1,720円 1,806円 約400ページ印刷可能

※本体搬入料には、オプションの搬入料も含まれます。　※詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

◎指導料（標準料金・消費税別）
　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。

商品名

商品名

指導料金（1台あたり）
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］　本体

7,000円IPSiO GX 3000SF　本体
IPSiO GX 3000S　本体

※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。　※ファクス等のアドレス登録は別途料金が必要と
なります。　※本体指導料には、オプションの指導料も含まれます。　※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。

※詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

◎設置料（標準料金・消費税別）
　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。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、設置料金が別途必要となります。

商品名 作業料金

IPSiO GX 3000SF　本体
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］　本体 3,100円

基本料金

4,700円
1,600円

3,100円

1,600円

3,100円

1,600円

IPSiO GX 3000S　本体
500枚増設トレイ TK1020
マルチ手差しフィーダー BY1000
ネットワークボード  GX4

※上記価格は標準的な設置作業の場合の参考価格です。詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

■IPSiO工場キッティングサービス
「工場キッティングサービス」は、お客様のご使用する環境に合わせて、オプション装着やIPアド
レス設定など、事前にセッティングしてお客様にお届けするサービスです。納品にかかる時間を大

幅に短縮いたします。　※詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

◎オプション装着メニュー

キッティング料金
600円ネットワークボード GX4

◎ネットワーク設定メニュー

料金
1,000円/カテゴリ＊ネットワーク設定

＊ IPアドレス、サブネットマスク、デフォルト、ゲートウェイ。

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］/GX 3000SF
IPSiO GX 3000S

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。リコー純正以外のカートリッジを使

用したことによる故障は、保障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。 

消耗品は純正カートリッジをご使用ください。

サポート&サービス 価格表

オプション・消耗品 価格表
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このカタログの記載内容は、2011年2月現在のものです。 0708K-1102<34141631>7/1

IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］
IPSiO GX 3000SF
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］：515701
IPSiO GX 3000SF：515679
GELJETテクノロジー 
GELJET BTシステム 
高発色ビスカスインク（高粘度速乾性顔料インク） 
C/M/Y/Bk×各色192ノズル  
フルカラー 
100V～120V（±10％）、50/60Hz（±3HZ） 
動作時平均　60W以下　　
省エネモード時平均　11W以下
35秒以下 
16秒以下 
250枚 
100枚 
500枚 
850枚（オプションの手差しトレイおよび、増設トレイ装着時） 
カラーCCD 
30枚（69g/㎡紙）＊3

USB2.0 Hi-Speed＊4 
内蔵ネットワークインターフェースカード（100BASE-TX/10BASE-T自動切換） 
W436×D490.5×H431mm
（オプション装着時 W436×D712.5×H541mm）
23.5kg（500枚増設トレイ・背面マルチ手差しユニット装着時 29.7kg）
動作時：67dB 以下、待機時：34dB 以下（普通紙はやいモード）
標準搭載（自動両面コピーは自動両面原稿送り装置使用時）
5年または15万ページ（A4換算）。安定した品質でお使いいただくために、月間2,500ページ以内でのご使用をお奨めいたします。
5年または15万ページ（A4換算） 
5年または10万ページ（A4換算）
温度10～32℃、湿度15%～80%RH（非結露）＊8

温度：1～40℃、湿度：5～80%（非結露）＊8

VCCIクラスB情報処理装置、エコマーク商品類型No.122「プリンタ」適合
IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］：
1年間無償保証（+2年保守付）
IPSiO GX 3000SF：1年間無償保証

製品名

品種コード

印刷方式
用紙搬送方式
インク（C/M/Y/Bk）
ノズル数
カラー対応
電源
消費電力

ウォーム
アップタイム＊1

給紙量＊2

最大給紙量
読み取りセンサー 
自動両面原稿送り装置積載枚数
インター
フェース  
寸法

質量
動作音＊5

自動両面印刷＊6

耐久性
（製品寿命）＊7

使用環境

関連規格
保証期間＊9

電源投入時 
省エネモード復帰時 
標準
手差し（オプション）
増設トレイ（オプション）

標準
オプション

プリンター部
スキャナー部
自動両面原稿送り装置部
使用時環境
非使用時環境 

IPSiO GX 3000S

515678

動作時平均　50W以下　　
省エネモード時平均　11W以下

　　　　　　　　　─

W436×D490.5×H366mm
（オプション装着時 W436×D712.5×H446mm）
20.5kg（500枚増設トレイ・背面マルチ手差しユニット装着時 26.7kg）

標準搭載（自動両面はプリンター時）

　　　　　　　　　─

1年間無償保証

IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］/3000SF/3000Sの主な仕様
■基本仕様

IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］
IPSiO GX 3000SF
最高3,600dpi×1,200dpi相当 
カラー（チャート①）：3.0秒以下、モノクロ（チャート②）：3.0秒以下
カラー（チャート①）：29ppm、モノクロ（チャート②）：29ppm 
コピー仕様に準じる
コピー仕様に準じる
コピー仕様に準じる
コピー仕様に準じる
コピー仕様に準じる 
印刷保証領域：上下左右余白各4.2mm、印刷可能領域：上下左右余白各3mm＊20 
RPCSラスター 
Windows 98/Me/NT4.0（SP4以降）＊21/2000/XP＊22/2003Server＊22/Vista＊23

Mac OS 9（9.2～9.2.2）＊24/Mac OS X（10.3～10.4.3）＊24＊25

製品名

解像度  
ファーストプリント＊18

連続プリント速度＊19

用紙サイズ＊12

用紙種類＊13

給紙トレイ用紙厚
給紙量
排紙量
印字可能領域
ページ記述言語  
ドライバー対応OS  
  

IPSiO GX 3000S

■プリンター仕様

最高600dpi×600dpi 
最高600dpi×1,200dpi 
原稿固定走査方式及び原稿移動式走査方式　　原稿固定走査方式
カラー（チャート①）：13秒以下、モノクロ（チャート②）：13秒以下 
カラー（チャート①）：29cpm、モノクロ（チャート②）：29cpm 
最大99枚 
シート、ブック、立体物
A4縦、B5縦、郵便はがき縦（フラットベッドのみ） 
A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、5 1/2”×8 1/2”（HLT）横送り、郵便はがき縦送り、往
復はがき縦送り、長形3号/4号封筒縦送り、洋形4号封筒縦送り、不定形サイズ（幅90～216mm×長さ139.7～356mm）
A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り、LT縦送り、5 1/2”×8 1/2”（HLT）横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り
A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、5 1/2”×8 1/2”（HLT）横送り、郵便はがき縦送り、往
復はがき縦送り、長形3号/4号封筒縦送り、洋形4号封筒縦送り、不定形サイズ（幅55～216mm×長さ127～1,295.4mm）
A4縦送り、B5縦送り、A5横送り、A6縦送り、LT縦送り、5 1/2”×8 1/2”（HLT）横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り
A4縦送り、B5縦送り、LT縦送り、LG縦送り、不定形サイズ(幅148～216mm×長さ210～356mm)
A4縦送り、B5縦送り、LT縦送り
普通紙（リコーPPC用紙 タイプ6200、NBSリコーマイペーパー、リコージェルジェットプリンター推奨ハイグレード普通紙 タイプE、リコーPPC用紙 タイプ6000‐
58W/70W/90W、オフィスペーパーNT、TP PAPER）、再生紙（紙源PPC用 タイプS、マイリサイクルペーパー100/100W/FC）、カラー紙（マイリサイクルカラー100ピンク/ブ
ルー/イエロー/グリーン）、ハクリ紙＊14（リコーPPC用紙 タイプSA）、OHP（リコージェルジェットプリンター専用OHPシート）、光沢紙（リコービジネスコートグロス100、
三菱化学メディア社製MPGSA420）、はがき＊15（郵便はがき、インクジェット郵便はがき）、封筒（高春堂/ピース封筒）、洋封筒（ライフ社製　E-506B　洋形4号）
普通紙（リコーPPC用紙 タイプ6200、NBSリコーマイペーパー、リコージェルジェットプリンター推奨ハイグレード普通紙 
タイプE、リコーPPC用紙 タイプ6000‐58W/70W/90W、オフィスペーパーNT、TP PAPER）、再生紙（紙源PPC用 タイ
プS、マイリサイクルペーパー100/100W/FC）、カラー紙（マイリサイクルカラー100ピンク/ブルー/イエロー/グリーン）
普通紙 60～163g/㎡（52～135Kg） 
普通紙 60～225g/㎡（52～135Kg） 
普通紙 60～105g/㎡（52～135Kg） 
普通紙＊16・再生紙（80g/㎡［70Kg］紙相当）：250枚、封筒：30枚、OHP：1枚、はがき：70枚、光沢
紙（リコービジネスコートグロス100）：250枚、光沢紙（三菱化学メディア社製MPGSA420）：20枚
普通紙・再生紙（80g/㎡［70Kg］紙相当）：100枚 
普通紙・再生紙（80g/㎡［70Kg］紙相当）：500枚 
普通紙・再生紙：150枚＊17、封筒：30枚、OHP：1枚、はがき：70枚、光沢紙：20枚 
上下左右余白各3mm 
50～110g/㎡（45～90Kg紙）
50・71・82・86・93・115・122・141・200%、25～400%で1%刻み 

解像度

読取方式  
ファーストコピー＊10

連続複写速度＊11

連続複写枚数
複写原稿
複写サイズ
用紙
サイズ＊12

用紙種類＊13

給紙トレイ
用紙厚

給紙量

排紙量
コピー印字不可能領域
自動両面原稿送り装置用紙厚
拡大縮小コピー

読取
書込

標準
トレイ

手差し
（オプション）

増設トレイ
（オプション）
標準トレイ/
手差し（オプション）

増設トレイ
（オプション） 

標準トレイ 
手差しトレイ（オプション）
増設トレイ（オプション）
標準トレイ 

手差しトレイ（オプション）
増設トレイ（オプション）

片面時

両面時
片面時

両面時
片面時
両面時
 

　　　　　　　　　─

■コピー仕様

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。

1,200dpｉ×１,200dpｉ（フラットベッド利用時）、600dpｉ×600dpｉ（自動両面原稿送り装置利用時） 
5.4msec/line（1,200dpi）、2.8msec/line（600dpi/300dpi） 
2.8msec/line（600dpi）、1.4msec/line（300dpi）
RGB各色8Bit
8Bit
スキャン to E-mail＊26

スキャン to FTP
Windows98/Me/NT4.0（SP4以降）＊21/2000/XP＊22/2003Server＊22/Vista＊23

解像度 
読取速度

階調

ファイル送信機能 
 
対応OS＊27＊28

カラー/グレースケール
モノクロ
カラー
グレースケール

TWAINドライバー

■スキャナー仕様

GXカートリッジ（スタート用）＊35、プリンター＊25・スキャナー・FAXドライバー＆マニュアルCD-ROM、ユーティリティーCD-ROM、
セットアップハンドブック、かんたんセットアップ、お客様登録はがき、保証書、保守サービス証書（GX3000SF［安心3年モデル］の
み）、クイックガイド、マイバンク＆QA登録票、サービス拠点一覧、モジュラーケーブル（GX 3000SF［安心3年モデル］、GX 3000SF）

本体同梱品

SuperG3＊30

MH/MR/MMR/JBIG
8ドット/mm
3.85本/mm、7.7本/mm、15.4本/mm
加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX）＊31

A4
A4＊32

対応
約240ページ
G3：33.6k～2.4k bps（オートシフトダウン方式）
G3：3秒台＊33

最大30件
最大90件
最大130件＊34

対応（T.３７シンプルモード）

　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─
　　　　　　　　　─

通信モード
符号化方式 
走査線密度

適用回線
読み取り原稿サイズ
記録紙サイズ
TEL/FAX自動切替
メモリ代行受信枚数
通信速度
電送時間
ワンタッチダイヤル
短縮ダイヤル
順次同報送信
インターネットファクス

主走査
副走査

■ファクス仕様＊29

IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］：148,000円
IPSiO GX 3000SF：108,000円

本体標準価格（消費税別） 85,800円

IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］/IPSiO GX 3000SF/IPSiO GX 3000S
カラーチャート（チャート③）
18秒以下
8秒以下
8.5cpm/ppm

モノクロチャート（チャート④）
17秒以下
5秒以下
11cpm/ppm

ファーストコピー時間
ファーストプリント時間＊

連続コピー（cpm）/プリント速度（ppm）

■参考

IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］：4961311041679
IPSiO GX 3000SF：4961311032011

JANコード 4961311032004

【プリント速度測定環境】　使用PC：Pentium M1.7GHz/512MBメモリー搭載のWindowsXP SP2のマシン/USB2.0接続

モノクロ（チャート②）
コピー解像度：｢コウソク｣、原稿種類：｢写真｣

プ リント印刷品質：｢高速｣

カラー（チャート①）
コピー解像度：｢コウソク｣、原稿種類：｢写真｣

プリント印刷品質：｢高速｣

モノクロ（チャート④）
JEITA標準パターンJ1

コピー解像度：｢フツウ｣、原稿種類：｢文字･写真」
プリント印刷品質：｢はやい｣

カラー（チャート③）
JEITA標準パターンJ6

コピー解像度：｢フツウ｣、原稿種類：｢文字･写真｣ 
プリント印刷品質：｢はやい｣

＊データ転送時間除く ■ご利用にあたっての注意事項　●用紙の過積載は、重送や紙詰まりの原因となりますの
で、仕様の給紙容量をお守りの上ご利用ください。●重送などの搬送不良の原因となりますの
で、用紙セットの際は必ずカセットを手前に引き出して正しくセットしてからご利用ください。
●裏紙のご使用はお控えください。●推奨環境以外では印字品質が低下する場合があります
ので、機器の推奨環境にてご使用ください。●安定した品質でご使用頂くために、月間2,500
ページ（プリント・コピー・ファクス出力の合計）以内でのご使用をおすすめします。それ以上
の枚数をご使用になる場合は、販売担当者にご相談ください。●長期間使用されない場合に
は、電源をオフにしてUSBケーブルを取り外し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

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 プリンター使用環境によっては上記より時間がかかる場合があります。 ＊2 69g/㎡紙使用時。 ＊3 ご使用になられる環境によっては原稿が変形し、サイドフェ
ンスの積載高さ指示を超える場合があります。積載高さ指示を超えないよう原稿を減らす、または矯正してください。 ＊4 USB2.0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。 ＊5 弊社測定基準、普通紙「高画質」印刷時。 ＊6 自動両面印刷時には品質を維持するため、片面印刷と比較して
印字が薄くなります。　＊7 保証期間内においても製品寿命のページ数を超えた場合は有償修理となります。また、プリンター部の耐久性にはプリント・コピー・
ファクスの印刷ページ枚数、スキャナー/自動両面原稿送り装置の耐久性にはコピー・スキャナーのページ枚数が含まれます。 ＊8 使用直前の環境（温度/湿度/マ
シン内部）が使用環境になじむまで、印字品質の低下を招く場合があります。 ＊9 IPSiO GX 3000SF［安心3年モデル］／GX 3000SFの無償保証期間は納入後
12ヶ月（消耗品を除く）となっております。無償保証期間および保守契約期間であっても、製品寿命（または月間の推奨使用枚数）を著しくオーバーする場合、別
途料金を請求させていただく場合があります。 ＊10 ファーストコピー速度はコピースタートボタン押下から1部目が排紙されるまでの時間です。使用環境、原稿、
印刷品質等により異なります。 ＊11 連続複写速度は使用環境、原稿、印刷品質等により異なります。 ＊12 L判（幅89mm×長さ127mm）印刷はオプションのマ
ルチ手差しフィーダー装着時のみ対応可能です。　＊13 推奨紙をご使用ください。それ以外の用紙をご使用の場合故障の原因になる可能性があります。 ＊14 ハ
クリ紙はオプションのマルチ手差しフィーダーのみの対応となります。 ＊15 絵入りのはがき等を給紙すると、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。 ＊16 リコージェルジェットプリンター用ハイグレード普通紙［78g／㎡（67kg紙）］使用時220枚となります。 ＊17 画像／使用環
境によっては排紙容量が少なくなることがあります。　＊18 ファーストプリント速度は給紙開始から排紙完了までの時間です。使用環境、原稿、印刷品質等によ
り異なります。 ＊19 連続プリント速度は使用環境、原稿、印刷品質等により異なります。 ＊20 Macintoshからの出力の場合、印刷領域は「印刷保証領域」、
「印刷可能領域」とも上下左右5.1mmです。封筒印刷時の余白は、Windows・Macintoshとも、上8mm下38mm左右5mm［上部フラップ（のりしろ部分）除く］
となります。 ＊21 WindowsNT4.0（SP4.0以降）は、ネットワーク接続時。 ＊22 WindowsXP/WindowsServer2003の64bitEditionには対応しておりません。 
＊23 WindowsVistaの64bitEditionには対応しておりません。 ＊24PostScriptには対応しておりません。　＊25 Intel Mac対応のMacintosh用プリンタードライ
バーはWebダウンロード<http://www.ricoh.co.jp/software/printer>での対応となります。 ＊26 E-Mailが可能な環境が必要です。 ＊27 スキャナードライバーは
Mac OSには対応しておりません。 ＊28 イメージライブラリ（スキャナー処理・画像処理ライブラリ）の提供は行っておりません。 ＊29 各種サービスの提供を受
けている電話回線サービス内容によっては、ファクシミリに使用できない（ナンバーディスプレイ/キャッチホンなど）場合があります。ファクシミリで送られたものは
原寸と寸法が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。本製品の故障、誤動作または他の不具合により送受
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、当社は一切責任を負いませんので、予めご了承ください。識別番号：000138AD06  ＊30 IP網では、
SuperG3の最高速度での通信はできません。 ＊31 TA（ターミナルアダプタ）のアナログポートを利用する場合は、アナログポートの設定の変更が必要な場合が
あります。IP電話対応機器（ADSLモデム・ルーター・テレフォンアダプターなど）に接続して回線種別を自動で設定して利用する場合、「110」・「119」やフリーダ
イヤル、携帯電話端末やPHS端末などに電話がかけられなかったりファクス送信ができない場合があります。 ＊32 ファクス受信するためには、A4用紙をファク
ス優先トレイにセットする必要があります。 ＊33 伝送時間は原稿により異なる場合があります。　＊34 ワンタッチダイヤルから最大30件、短縮ダイヤルから最大
90件、直接入力で最大10件。 ＊35 スタート用GXカートリッジは、印刷準備を行なうためのインクカートリッジです。商品購入時には、あわせてインクカートリッ
ジをご購入されることをおすすめします。
※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。　※Macintoshは米国および
他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。　※CitrixとMetaFrameはCitrix Systems,Incの商標および登録商標です。　※ジェルジェットプリン
ターで両面印刷する際、「ハイグレード普通紙」または「光沢紙」を選択すると片面印刷になります。両面印刷をする場合には、「普通紙」を選択してくだ
さい。　※GXカートリッジは1色でもなくなるとプリンターの動作が停止します。交換時期のメッセージが表示されたら早めに交換してください。


