
IPSiO SP C221SF
オープン価格

フルカラー20枚/分　モノクロ20枚/分
ネットワーク標準
カラーレーザープリンター複合機

A4 カラーレーザー
プリンター複合機



 C o l o r  C o p y
 すぐそばで、気軽にとれる美しいカラーコピー。

 C o l o r P r i n t e r
 こんなに小さくても自動両面印刷ができるプリンター。

 F AX
 デスクサイドに置けるビジネスファクス。

コンパクト＆スタイリッシュボディに、
1台４役で、“べんり”をプラス。さぁ、あなたのオフィスにも
ちょっと進んだレーザープリンター複合機をどうぞ。

Y o u r  O f f i c eY o u r  O f f i c e

Depth 493mm

H
eight 476

m
m

Width 420mm
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IPSiO SP C221SFは、 カラーコピー ＋ カラープリンター ＋ ファクス ＋ カラースキャナー を

コンパクトボディにまとめた、高速・高画質のA4カラーレーザープリンター複合機。

高性能なマシンでありながら、使いやすい操作環境を実現。さらにいろいろなオフィスに

スッと調和するスタイリッシュなデザインで、今までの複合機のイメージを大きく変革します。

あなたのお仕事＆ IPSiO SP C221SF。ちょっと進んだ“べんり”をプラスします。

＊：カラー、モノクロ同速、A4縦送り、標準トレイ使用時。

カラー・モノクロ
2つのスタートボタン

2つのボタンでわかりやすさを実現します。

ワンタッチキー
ファクスやスキャナーのあて先を登録することができます。
シフトキーと組み合わせて20件までの登録が可能です。

編集ボタン
原稿種類や濃度を設定することができます。

大きなアプリケーションキー
コピー・ファクス・スキャナーを切り替えるボタンです。

C o l o r  S c a n n e r
紙文書をPCにかんたんに保存できるネットワークカラースキャナー。

小さい
スタイリッシュなコンパクトボディは、スモールオフィスや店
舗、デスクサイドなどにスッキリ設置することができます。

速 い

使 いやすい
多機能な複合機だからこそ、みんなが使いやすくないと意味
がない。そこで操作パネルのボタンをできるだけ少なくして、
かんたんに使いこなせるようにしました。

I P S i O  S P  C 2 2 1 S FI P S i O  S P  C 2 2 1 S F

+

コピーもプリンターも連続20枚 /分＊の高速出力で、必要な
ドキュメントが必要な時に手に入るから、ビジネスシーンで、
ストレスを感じさせません。
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コピーもプリントも高速＆高画質。コピーもプリントも高速＆高画質。

ドキュメントは、この１台におまかせください。ドキュメントは、この１台におまかせください。
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※プリンター出力時。

■ ドキュメントの価値を高める高画質

［自動画像調整技術を搭載］

中間転写ベルト上に書き込んだ
パターンを3個のセンサーでチェッ
ク。画像位置の誤差を一度に検
出し、補正します。また、独自のア
ルゴリズム倍率補正、スキュー補
正も行ない、高画質を実現します。

■ レイアウトコピー機能
お客様のさまざまなニーズにお応えするレイアウトコピーが可
能です。

感光体

トナーカートリッジ

中間転写ベルト

パターン

センサー

ベルト
進み方向

C M Y BK
C M Y BK

■ コストを抑えるトナーセーブモードを搭載
企画書や提案書など、カラーがあたりまえの時代ですが、社内資
料などのカラー出力はトナーを節約したいものです。そんなニーズ
にお応えするために、トナーセーブ機能をご用意。コピー時＊1や
印刷時＊2にトナーの使用量を約４０％カット。カラーの訴求力はそ
のままにコストを削減できます。
＊1：コピー時にトナーセーブモードを利用する場合は、コピー前に操作パネル上で設定する必要があります。
＊2：印刷時にトナーセーブモードを利用する場合は、プリンタードライバー画面で設定する必要があります。

［高品位に出力できるオイルレストナーを採用］

オイルレストナーの採用によりテカリが少なく、またラインマーカーを使っても
にじみが起こりません。さらに普通紙や再生紙にも美しくプリントできます。
プレゼン資料やチラシなど、お客様の目に触れるドキュメントを高品位に出
力すれば、訴求力や説得力が増します。

■ 自動両面印刷機能を標準搭載
用紙コストの削減や用紙保管
スペースの節約を考えて、自動
両面印刷機能を標準搭載しまし
た。両面印刷によるドキュメントの
情報量増大や、環境への配慮な
ど、さまざまなメリットがあります。
※プリンター機能に対応しています。

約16.4円 約9.8円

OFF ONトナーセーブモード

ランニングコスト

※ A4サイズ、カラー各色5%の合計20％チャートを連続印刷した場合の目安。
※ 印刷するデータの内容によって、トナー削減率やランニングコストは異なります。

■ ビジネスを加速する高速出力
連続出力速度20枚/分＊で、お客様のドキュメントをスピーディー
に出力します。その秘密は高速タンデムエンジン。4色を1工程で
処理し、出力速度を高めます。また、用紙搬送もできるだけ短い
経路で搬送できるよう設計しました。
＊A4縦送り、標準トレイ使用時。

小型化された
作像部

コンパクトにレイアウトされた
カートリッジ

●IPSiO SP C221SF断面イメージ図

用紙搬送経路
（片面印刷時）

用紙

C M Y BKC M Y BK

 C o l o r  C o p y  C o l o r  P r i n t e r

［集約コピー］

2ページまたは4ページの原稿を1ページに縮小・集約してコピーします。
社内文書などの保管に最適です。
※A4用紙で2ページまたは4ページの原稿を自動原稿送り装置（ADF）で読み取りし、A4用紙に縮小・集約してコピー
する機能です。

2ページ集約 4ページ集約
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［普通紙でも高画質出力が可能］

9,600dpi相当×600dpiの高画質出力が可能です。レーザープリンター
ならではの普通紙高画質で見る人の興味を惹きつけます。 ■ スタンプ印字印刷

「秘」や「社外秘」などのすかし文字を、スタンプ印字として出力
の際につけることが可能です。スタンプ印字はお客様のご指定

の文字を登録して入れることも
可能です。

印字した際のイメージが表示されます。

スタンプの色を指定します。

9,600dpi相当×600dpi ※プリンター機能に対応しています。



基本をしっかりおさえた、べんりな FAX 機能。基本をしっかりおさえた、べんりな FAX 機能。

お仕事にＦＡＸは欠かせない！という皆様に最適です。お仕事にＦＡＸは欠かせない！という皆様に最適です。
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■ Super G3の通信モードに対応
IPSiO SP C221SFはビジネスファクスの多くで採用され
ている通信モード「Super G3」に対応し、A4判標準原稿＊1を高速約3
秒台＊2で電送します。G3対応のファクスに比べて圧倒的な電送時間
で通信コストの削減に大きく貢献します。また、通信前後やページ間の
処理時間も大幅に短縮し、大量の文書をスピーディーに送信できます。
＊1：リコー標準原稿8×3.85本/mm（画像情報のみ）。　＊2：Super G3規格のファクス交信時。

■ ファクスメモリーバックアップ機能
本体に充電型電池を内蔵し、停電時でも最大1時間まで受信し
た文書をメモリーに保持します。
※電池は通電している際に、自動的に充電されます。

※1時間のバックアップのためには24時間の通電があらかじめ必要です。

■ あて先番号をワンタッチキーに20件＊まで登録可能
頻繁にファクスを送信する宛先をワンタッチキーに登録すること
で、ファクス送信時の手間を軽減します。また、短縮ダイヤルも50
件まで登録可能です。さらにIPSiO SP C221SFをネットワーク接
続している場合、ワンタッチキーと短縮ダイヤルの登録をWebブラ
ウザから簡単に行なうことができます。
＊ワンタッチキー10件とシフトキーの組み合わせで合計20件となります。

■ 同報送信機能を搭載
一度の読み取りで最大100件まで同じ原稿を送信できます。同じ
原稿を複数箇所に送信する際に便利です。

■ 2つの送信モードを用意
ファクス待ち時間低減のためのメモリー送信モードのほかに、大事
なファクス送信のときに確認しながら送ることができる直接送信モー
ドも搭載し、お客様のシーンによって使い分けることが可能です。

一般G3機

IPSiO SP C221SF
（Super G3機）

前処理

送信時間

10秒 20秒 30秒 40秒

ページ間処理

画像送信

●通信速度の比較（A4・700字程度の原稿を3枚送信した場合）

後処理

ページ間処理

画像送信 画像送信
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7 3 1 3 1 3 1

6 3 6 3 6 5

約19秒

約41秒

IPSiO SP C221SF

電話交換機

電話交換機

電話交換機

A地点

B地点

電話交換機●同報送信イメージ図

C地点電話網

1ヶ所送信

2ヶ所送信

3ヶ所送信

■ 自動原稿送り装置（ADF）を標準搭載
ファクス、コピー、スキャ
ナー機能で便利な自動原
稿送り装置（ADF）を標準
で搭載。最大で35枚＊の
原稿をセットでき、１枚ず
つ原稿を読み取る手間を
省きます。
＊A4普通紙（80g/㎡）の場合。

■ 通信管理レポートで送受信履歴を出力
ファクス送受信の結果を
必要に応じて出力し確認
することができます。

ファクス接続回線について　　IPSiO SP C221SFはさまざまな通信環境に対応します。
■ひかり電話の場合

光ファイバー
ケーブル

回線終端装置
（ONU）

加入者網
終端装置（CTU）ひかり電話

対応機器

電話線

コードレス留守電
電話など

LANケーブル
電話線

■内線電話の場合

PBX等の
制御装置

PCへ

■ADSL 環境の場合

スプリッタ

ADSLモデム

電話線

ワンタッチキー シフトキー

 F AX

※上記接続は代表例であり、すべての接続を保証するものではありません。詳しい設定・接続方法に関してはスプリッタ・ADSLモデム・CTUなどの取扱説明書を参照してください。※利用するプロバイダにより、モデムやスプリッタが一体型になっている場合
があります。※ブランチ接続（並列接続）はしないでください。一つの電話回線に複数台の電話機を接続すると送信した画像品質が劣化したり、正しく送受信できない場合があります。※お住まいの地域によっては配線方法や接続機器が異なる場合があります。
※PBX等の制御装置に接続する場合は接続装置に設定が必要となります。※　　　の部分は、ご利用される機材によって、一体型の商品の場合もあります。詳しくは、インターネットプロバイダもしくはADSLモデム・ルーターメーカーにお問い合わせください。
※本機をブロードバンド環境に接続する場合は、ファクス接続が可能であることを事前に通信業者にご確認ください。

Webブラウザのワンタッチキーあて先ダイヤル登録画面
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紙文書をファクス感覚でかんたんスキャン。紙文書をファクス感覚でかんたんスキャン。

みんなが使えるネットワークスキャナーです。みんなが使えるネットワークスキャナーです。
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※スキャンto フォルダー/E-Mailの場合のファイル保存形式は、カラーはJPEG形式もしくはPDF形式、モノクロはTIFF形式もしくはPDF形式から選択できます。※スキャンto フォルダー/E-Mailを利用する前に、Webブラウザでスキャナーあて先を本体
に設定する必要があります。※スキャンto E-Mailを利用する場合は、E-Mailの送受信が可能な環境が必要です。なおSMTP認証に対応しています。※スキャンto フォルダー/E-Mail利用時の読み取り解像度は、最大600dpi×600dpiまでとなります。
※スキャンto フォルダー/E-Mail/FTPを利用するためには、本機をネットワーク接続する必要があります。※スキャンto フォルダー/FTP利用時、ファイル保存先の名称やパス入力は半角英数で64文字までとなります。※NAS（ネットワークHD）への保存
は、すべてのNASで動作保証をするものではありません。

■ ファクス感覚でかんたんスキャンを実現
「スキャナーって簡単に使えるのかな？」そんな心配は必要ありません。一度設定を行なえば、ファクス感覚で紙文書を手軽にスキャンでき
ます。充実のかんたんスキャン機能をご利用ください。

NAS
ファイル
サーバー

NAS（ネットワークHD）
へ保存

PC

Windows®共有
フォルダーへ保存

ファイルサーバー
へ保存

IPSiO SP C221SF

文書

PDF JPEG TIFF PDF JPEG TIFFPDF JPEG TIFF

●スキャンtoフォルダー
パソコンにスキャンデータを保存するフォルダーをあらかじめ設定し、操作
パネル上からファクス感覚でスキャンすることができます。

 C o l o r

PC PC

PC

指定のE-Mailアドレスへの送信

メールサーバー メールサーバーインターネット

PDF JPEG TIFF

IPSiO SP C221SF

文書

PC

●スキャン to E-Mail
スキャンしたデータをE-Mailで送信します。あらかじめメールサーバー情報  
やあて先となるメールアドレスを本体に設定します。

■ ソフトウェア補間解像度19,200dpi相当×19,200dpi
　 相当の高解像度読み取りが可能
TWAINドライバーでスキャンする場合は、19,200dpi相当×19,200dpi
相当＊1＊2の高解像度で読み取りを行なうことができます。カラー原稿や
写真などを読み取りする際に便利です。
＊1：原稿ガラスでの読み取り時。ADF読み取り時の最大解像度は600dpi×600dpiとなります。
＊2：スキャン toフォルダー/E-Mail/FTP利用時の最大解像度は600dpi×600dpiとなります。
※高解像度読み取りを行なう場合は、指定された光学解像度によりA4サイズよりも小さい領域での読み取りとなります。

■ Presto! PageManagerを標準同梱
パソコンからイメージを取り込むスキャナーユーティリティーとして
Presto! PageManagerを同梱しています。Presto! PageManager
はドキュメントをスキャンし、整理するためのソフトウェアです。
PageManager上でさまざまなフォーマットのファイルを表示、編集す
ることが可能です。また、リコー独自の「かんたんスキャンボタン」を
用意し、気軽にスキャンしたい、というお客様にご利用いただけます。

■ ブックもの原稿も押さえやすい
複数ページにわたるブックものを原稿ガラスに押さえやすくするた
め、IPSiO SP C221SFはスキャナー部分の支点を持ち上げるこ
とができます。

支点を少し持ち上げて押さえることが可能です。

かんたんスキャンボタンではまず画像をス
キャンし、スキャンした後にファイル形式や
圧縮効率などを設定することとなります。
とにかく簡単にスキャンしたい、というご要
望に対応します。

●TWAINドライバー画面 ●WIAドライバー画面
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［Presto! PageManagerの主な機能］
イメージビューアによる各種ファイルの閲覧
イメージの回転・色反転・ノイズ除去などの画像補正
イメージのサムネイル表示

S c a n n e r

●Presto! PageManager 7.21メイン画面 ●かんたんスキャンボタン操作後の画面

■ TWAIN/WIAドライバーに対応
もちろんパソコンからスキャナーを制御するためのTWAINドラ
イバー、WIAドライバーにも対応します。すでにお手持ちのスキャ
ナー用アプリケーションがTWAINに対応していれば、IPSiO 
SP C221SFをスキャナーとして利用することができます。



■ ネットワークに標準対応
パソコンとのインターフェースとして、USB2.0のほか、標準で
100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。プリント出力はも
ちろん、ネットワークスキャナーとしてワークグループで共有して利
用することができます。

■ Webブラウザを使って機器を管理
パソコンからWebブラウザを使って本体にアクセスし、トナー残
量やネットワーク設定、ファクスのあて先登録などを行なうことが
できます。また、本体の設定値のバックアップ/リストア機能を持っ
ていますので、あらかじめバックアップをとっておけば、いざという
ときの設定も簡単です。

■ メンテナンスはすべてフロントオペレーション
トナーの交換や用紙の補
給など、前面から操作が可
能。万一の紙詰まりも、用
紙の除去がスムーズに行
なえます。

■ 用紙がとりやすい可動式スキャナーユニット
コピーやプリンター、ファクスの出力で排紙された用紙が取り出
しにくい場合は、
上部にあるスキャ
ナーユニットを後
ろにスライドさせ
ることで、用紙を
取り出しやすくす
ることができます。

■ 使いやすいDDST＊プリンタードライバー
基本設定が1画面で行なえる、アプライアンスドライバーにより、集
約や両面などの設定も簡単に操作できます。
＊Dynamic Data Stream Technologyの略

■ スマートな消耗品の管理
トナーと感光体が一体型
になった「オールインワント
ナーカートリッジ」を採用。
消耗品の点数が少なくな
り、交換の手間や管理の
負担も軽減できます。

■ 500枚増設トレイ（オプション）
オプションで500枚増設トレイを用意。コピー、プリンター、ファクス
機能を利用する際に、用紙交換の手間を低減します。

U s e r  F r i e n d l y

USBインターフェース

100BASE-TX/10BASE-T
インターフェース

ファクス回線用インターフェース

ソート印刷設定

自動両面印刷
設定

集約印刷設定

カラー／モノクロ
選択

●IPSiO SP C221SFのWebブラウザ画面トップページ

●バックアップ画面

設定値
バックアップ選択

あて先登録

ネットワーク設定

機器状態

トナーカートリッ
ジ残量

給紙トレイ状態
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※寸法 W:400mm×D:450mm×H:127mm（突起部除く）



区分 本体重量 代表的な製品 回収料金 処理料金
Ⅰ ～20kg未満 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 3,000円/台 3,000円/台
Ⅱ 20kg以上40kg未満 レーザーファクシミリ・レーザープリンター等 7,000円/台 4,000円/台
Ⅲ 40kg以上100kg未満 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
13,000円/台 8,000円/台

Ⅳ 100kg以上140kg未満 18,000円/台 11,000円/台
Ⅴ 140kg以上300kg未満

大型複写機（高速機／広幅機／カラー機）・大型
プリンター等

30,000円/台 21,000円/台
Ⅵ 300kg以上500kg未満 70,000円/台 35,000円/台
Ⅶ 500kg以上 110,000円/台 65,000円/台

■ サービス拠点は全国約398ヵ所
修理などの必要 がある場合は、最寄りのサービスステーションより訪問修理を受けることができます。
全国約398ヵ所の拠点に約5,000名のカスタマーエンジニアと約2,000名のネットワークエンジニア・シス
テムエンジニアを配置。お客様をしっかりサポートします。 ※2007年12月現在。

■ 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。

■ トナーカートリッジ回収/リサイクル設計
IPSiO SP C221SFは商品開発の段階から再生・リサイクルを前提とし
て設計されました。また、トナーカートリッジを含むサプライ製品を再利用
するための全国ネットワークを構築しています。

※対象となる使用済製品はリコーブランド製品です。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。※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、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

■ 欧州RoHS指令に適合
欧州RoHS指令（EU電気電子機器危険物質使用制限指令）に従い鉛
およびその化合物、六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の使用規制に適合して
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。

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。

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の価格です。※スポット保守の修理受付時間は月～土曜日の９：００～１８：００、修理実施時間は月～土曜日の
９：００～１７：００です。※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。

品種コード 料金
同時購入パック1年 （保証期間+ 6ヶ月） 308537 13,800円
同時購入パック3年 （保証期間+ 30ヶ月） 308538 63,000円
同時購入パック4年 （保証期間+ 42ヶ月） 308539 80,800円
同時購入パック5年 （保証期間+ 54ヶ月） 308540 97,500円

＜基本メニュー＞

※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。 ※定期交換部品はありません。

（消費税別）

品種コード 料金
追加購入パック1年 （12ヶ月） 308541 28,000円/年

●設置料（標準料金）

商品名 基本料金 作業料金
IPSiO SP C221SF 4,700円 7,400円

（消費税別）
本商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。
※右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。

●搬入料（標準料金）

商品名 搬入料＜一台あたり＞
IPSiO SP C221SF 　10,000円

（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右記搬入料が別途必要となります。
※詳しくは販売担当者までお問い合わせください。

（消費税別）

品種コード 料金
定期点検パック 1回／年 513406 12,000円

＜オプションメニュー＞
●定期点検パック

品種コード 料金
月～土曜日 17：00～21：00＊1 513393 15,000円/年
月～土曜日 17：00～翌9：00＊1 513396 26,000円/年
日曜日 9：00～17：00＊2 513399 20,000円/年
月～土曜日 17：00～21：00 日曜日 9：00～21：00＊2 513402 26,000円/年
月～土曜日 17：00～翌9：00 日曜日 9：00～翌9：00＊2 513405 31,000円/年

●フルタイムパック

＊1：祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日～翌1月3日）は対応しません。＊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します。※定期点検パックとフルタイムパックはIPSiO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。

（消費税別）

（消費税別）

スポット保守
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。

※定期交換部品はありません。

■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。
■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。（同時購入パックをご購入いただいた場合。）
■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
※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。

使用済製品　回収料金・処理料金 （消費税別）

年間保守契約
通常の年間保守契約もご用意しています。詳しくは販売担当者へご確認ください。

●追加購入パック

●同時購入パック

リコー九州
リコー中国

リコー中部

リコー関西

本　　社

リコー販売

リコー東北

札幌支店■ 本　社
● 支店・統括会社
● 販売・サービス関連会社

全国に張りめぐらされた
リコーのサービスネット
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■ 「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軽減できます。

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

工場キッティングメニュー 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。
●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

納品・回収

納品スピードアップ 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。

●梱包箱などの包装材のゴミ
も削減

梱包・配送

簡易ラック 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。

●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



＊1：プリンターの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。＊2：80g/㎡紙の場合。＊3：プリンター機能に対応しております。＊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：ISO7779に基づく実測値であり、記載はバイスタンダ（近在者）位置の音圧
レベル。＊6：使用時直前の温度、湿度などの設置環境にマシンがなじむまで、印字品質が低下する場合があります。＊7：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。また、インクジェット専用紙はご使用にならないようお願い致します。故障の原因になることがあります。＊8：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。給紙トレイからの印刷時には、同梱の「はがきアダプター」を使用
します。＊9：画像調整のため、連続出力を中断することがあります。＊10：印字不可領域は除く。＊11：実際の読み取り時間は、データ転送時間およびソフトウェ
アの処理時間が付加され、PCの性能や環境により異なります。＊12：E-Mail送受信が可能な環境が必要となります。＊13：3台分までのライセンスとなります。
＊14：各種サービスの提供を受けている電話回線の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、原稿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、ファクシミリとしてお使いいただけない場合がありま
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、
予めご了承ください。識別番号：000157AD07。＊15：IP網ではSuper G3の最高速度での通信はできません。＊16：TA（ターミナルアダプター）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いる場合、「110」・「119」やフリーダイヤル、携帯端末や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。外付け電話機を接続している場合、本機の呼び出し回数を「0回」に設定していても、外付け電話が1～2回鳴る場合があります。＊17：
電送時間は原稿により異なる場合があります。＊18：本機をFAX/電話モードに設定した場合、電話がかかってきたときは外付け電話ではなく本機が鳴動しま
す。また、FAX/留守番電話モードに設定した場合は、着信を受けると本機に接続された留守番電話機が本機で設定された回数まで呼び出し音が鳴ります。
外付け留守番電話機が応答しない場合、本機は自動的にファクス受信を開始します。＊19：停電時バックアップを利用するためには、事前に本体に24時間
の通電が必要となります。＊20：A4サイズ縦送りにて各色5％原稿を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・種類、用紙方向、
原稿の内容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件により異なります。お客様のご使用条件によっては、寿
命が半分以下になる場合がありますのでご留意下さい。＊21：本体トレイと増設トレイに同サイズがセットされていると、本体トレイから優先して給紙されます。

　IPSiO SP C221SF の主な仕様

このカタログの記載内容は、2010年12月現在のものです。 0805K-1012<34141640>4/1

本体標準価格 オープン価格

商品名 IPSiO SP C221SF
品種コード 515423
JANコード 496131103740 5
型番 SPC221SF
形式 デスクトップ型
電源　 100V±10%、50／60Hz±3Hz
消費電力　 最大：1,300W以下、省エネモード：20W以下、予熱モード：100W以下
ウォームアップタイム 電源投入時：51秒以下、省エネモード復帰時：51秒以下、予熱モード：10秒以下（常温23℃、定格電圧時）＊1

給紙量＊2 標準トレイ：250枚、手差しトレイ：1枚、増設トレイ：500枚
自動両面印刷 標準＊3

読み取りセンサー カラーCCD
自動原稿送り
装置（ADF）

積載枚数 35枚＊2

対応用紙厚 52～105g/㎡
インターフェース USB2.0＊4、100BASE-TX/10BASE-T
寸法 420（W）×493（D）×476（H）mm（本体）、420（W）×493（D）×601（H）mm（500枚増設トレイ装着時）
質量 約30kg（本体のみ、消耗品を含む）
騒音＊5　 稼動時：57dB（A）、待機時：36dB（A）
CPU ARM11-400MHz
メモリー 128MB
印字方式 半導体レーザー＋乾式1成分電子写真方式
出力形式 DDST

製品寿命
プリンター部 9万ページまたは5年間のいずれか早いほう
スキャナー部 5万ページまたは5年間のいずれか早いほう

使用環境＊6
使用時環境 温度：10℃～32℃　湿度：15%～ 80%（非結露）　　　　　　　　　
非使用時環境 温度：5℃～35℃　湿度：10%～ 80%（非結露）

関連規格 VCCIクラスB情報処理装置、グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合

用紙サイズ
標準

トレイ/手差し：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG
縦送り、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ（幅90～ 216mm×長さ148～ 356mm）

オプション 増設トレイ：A4縦送り、LT縦送り

用紙種類＊7
普通紙（リコーフルカラーPPC用紙タイプ6000・リコピーPPC用紙タイプ6200・乾式PPC用紙マイペーパー）、再生紙（マ
イリサイクルペーパーGP）、カラー紙（リコピーPPC用紙タイプCP80/CB80/CY80/CG80）、ラベル紙（リコピーPPC用
紙タイプSAノーカット/20面）、郵便はがき＊8、封筒（ハート（株）レーザー専用封筒長3ホワイト、（株）山櫻　純白封筒　長4）

給紙トレイ用紙厚 トレイ：60～160g/㎡、手差し：60～160g/㎡、増設トレイ（オプション）：60～105g/㎡
印字不可領域 上下4.2mm 左右4.2mm

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。

※Microsoft、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。※Macintoshは米国アップルコン
ピュータ社の米国およびその他の国における登録商標です。※Presto! PageManagerは、台湾NewSoft, Inc.の登録商標または商標です。
※会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。※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。※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。※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。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   消耗品はリコー純正品をご使用ください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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、リコー純正品の使用をおすすめします。リコー純正品以外の使用は、
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。リコー純正品以外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。

解像度
読み取り 600dpi×600dpi（原稿ガラス利用時）、600dpi×300dpi（ADF利用時）
書き込み 600dpi×600dpi

階調 各色256階調、1,670万色
読み取り方式 原稿固定走査方式及び原稿移動走査方式

連続複写速度＊9
カラー 20枚/分（A4縦送り）
モノクロ 20枚/分（A4縦送り）

ファースト
コピー速度

カラー 30秒以下
モノクロ 30秒以下

連続複写枚数 最大99枚
複写原稿 シート、ブックまたは立体物
複写原稿最大サイズ＊10 210×294mm
画像濃度調整 5段階（手動）

■本体同梱品

■基本仕様

■コピー仕様

解像度 9,600dpi相当×600dpi、2,400dpi相当×600dpi、600dpi×600dpi
階調 各色256階調、1,670万色
連続
プリント速度＊9

カラー 20枚/分（A4縦送り）
モノクロ 20枚/分（A4縦送り）

ファースト
プリント速度

カラー 14秒以下（標準トレイにてA4縦送り印刷時）
モノクロ 14秒以下（標準トレイにてA4縦送り印刷時）

■プリンター仕様

光学解像度 1,200dpi×1,200dpi（原稿ガラス読み取り時。ADF読み取り時は最大600dpi×600dpiとなります。）
ソフトウェア補間解像度 19,200dpi相当×19,200dpi相当（原稿ガラス読み取り時。ADF読み取り時は最大600dpi×600dpiとなります。）
階調 入力各色16ビット、出力各色8ビット
読み取り時間＊11 カラー：10秒以下、モノクロ：5秒以下 ※A4サイズ・200dpi・圧縮時
読み取り速度＊11 カラー：1.4msec/line、モノクロ：0.7msec/line ※200dpi時

スキャン to 機能
スキャン to フォルダー、スキャン to E-Mail＊12、スキャン to FTP、
スキャン to PC（同梱のPresto! PageManagerをクライアントPCに常駐して利用）

同梱スキャナーユーティリティーソフト Presto! PageManager 7.21＊13

■スキャナー仕様

通信モード Super G3＊15

符号化方式 MH/MR/MMR
走査線密度 主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm、7.7本/mm
適用回線＊16 一般電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX）

通信速度
33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/
12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps（自動切替）

電送時間 約3秒台（8ドット/mm×3.85本/mm時）＊17

記録紙サイズ A4
ワンタッチキー 20件（10件＋シフトキーの組み合わせ）
短縮ダイヤル 50件
同報送信 最大100ヶ所
コントラスト調整 3段階（手動）
TEL/FAX自動切替 対応＊18

メモリー代行受信枚数 約100ページ（プリンターメモリーのうち、最大4MBまで占有、ITU-T No.1チャート、線密度8ドット/mm×3.85本/mm時）
停電時メモリーバックアップ 最大1時間＊19

■ファクス仕様＊14

消耗品 消耗品一式（ブラック：約1,000ページ＊20、カラー：約1,000ページ＊20印字可能なスタートアップトナー）
CD-ROM プリンター・スキャナードライバー＆ユーティリティー

その他
かんたんセットアップ、クイックガイド、電源ケーブル（2pin）、はがきアダプター、クイックガイドケース、
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）、電話コード、マイバンク&QA登録票

■オプション
商品名 品種コード 標準価格 備考 JANコード

500枚増設トレイ C221 515271 40,000円 500枚給紙可能。A4、LTサイズに対応。＊21 496131102960 8

（消費税別）

DDSTプリンター
ドライバー

Windows Windows 2000/XP/Vista/7、Windows Server 2003/2008
Mac OS Mac OS Ⅹ 10.2.8以降（Power PC）、Mac OS Ⅹ 10.4.4以降（Intel Mac）

スキャナー
ドライバー

Windows：TWAIN Windows 2000/XP/Vista/7、Windows Server 2003/2008
Windows：WIA Windows XP/Vista/7、Windows Server 2003/2008
Mac OS：TWAIN Mac OS Ⅹ 10.2.8以降（Power PC）、Mac OS Ⅹ 10.4.4以降（Intel Mac）

■プリンター・スキャナードライバー対応OS

※Windows XP Tablet PC Edition/Media Center Editionには対応しておりません。※Mac OS X Serverには対応しておりません。
※Mac OSドライバーで黒色印刷を行なうと、各色トナーを使って印刷されます。※TWAINドライバーは64bitアプリケーションには対応して
おりません。32bitアプリケーションをご利用ください。※対応OSの最新情報は、リコーホームページにてご確認ください。

Presto! 
PageManager 7.21 

Windows Windows 2000/XP/7、Windows Server 2003/2008
Mac OS Mac OS Ⅹ 10.2.8以降（Power PC）、Mac OS Ⅹ 10.4.4以降（Intel Mac）

■同梱スキャナーユーティリティー対応OS

※Windows XP/Server 2003/Vistaの各64bit Editionへインストールした場合は、32bitアプリケーションとして動作します。

＊消耗品の寿命は、A4サイズ各色5％原稿を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・種類、用紙方向、原稿の内
容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、印刷品質を維持するための調整動作など、使用条件により異なります。お客様のご使用条件によっては、
寿命が半分以下になる場合がありますのでご留意下さい。

■消耗品
商品名 品種コード 標準価格 備考 JANコード

IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C220 515281 8,500円 シアントナー。約2,000ページ印刷可能。＊ 496131102970 7
IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C220 515283 8,500円 マゼンタトナー。約2,000ページ印刷可能。＊ 496131102972 1
IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C220 515282 8,500円 イエロートナー。約2,000ページ印刷可能。＊ 496131102971 4
IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C220 515422 7,100円 ブラックトナー。約2,000ページ印刷可能。＊ 496131103669 9
IPSiO SP 廃トナーボトル C220 515285 3,000円 廃トナーボトル。約25,000ページ印刷可能。＊ 496131102974 5

（消費税別）
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