
調剤業務用医療モデル
A4カラーレーザープリンター

IPSiO SP C420ME
348,000円（消費税別）

柔軟な用紙対応力で、
調剤業務のさらなる効率化をサポート。

※写真はオプションを装着した状態です。



さまざまな薬袋の印刷を、 もっと効率よく快適に。
院内薬剤部門・調剤薬局に最適なA4カラーレーザープリンター。
薬剤師の方のさまざまなお困りごとを、リコーの調剤業務最適A4カラーレーザープリンターが解決。
“薬袋”や“お薬情報”の印刷を効率化し、患者さまの待ち時間短縮を実現します。
調剤業務の印刷環境構築は、院内薬剤部門・調剤薬局様への豊富な導入実績を誇るリコーにおまかせください。

【 薬剤師の方の悩み 】 【 IPS iO  SP C420ME で解決】

『薬袋もお薬情報も、
調剤業務の印刷は

プリンター 1台で運用したい』

悩み 1 解決1 多様な給紙スタイル

『さまざまなサイズの
薬袋を印刷したい』

悩み 2 解決2 高い用紙対応力

『紙詰まりの処理や
トナー交換で、患者様を
お待たせしたくない』

悩み 3 解決3 分かりやすい、簡単な操作性

『薬袋出力業務は
常に安心して行ないたい』

悩み 4 解決4 業務を止めない確かな安定性

『印刷品質は高めたい、
でもランニングコストは

抑えたい』

悩み 5 解決5 高品質と低ランニングコストを両立

標準で４種類の異なる用紙がセット可能です
3段の給紙トレイ+手差しトレイを標準装備。
例えば薬袋３種類・お薬情報１種類など１台で運
用が可能。業務ごとに使用していた複数台のプリン
ターを集約することができます。

普通紙へのくっきり高画質を実現します
写真データなども高品位に出力できます。
例えば、実際の薬剤の色や形を高画質で
再現。患者さまにとって分かりやすく、服
薬指導や誤飲防止に効果的です。

大きく見やすい液晶パネルを搭載しました
4行 LCD パネルによりトナーや用紙などの残量、
紙詰まり部分などの情報
を、視覚的に分かりやす
く表示します。

小サイズや不定形サイズの薬袋を
トレイから給紙できます
調剤業務において必要なA6*1やB6などの小サイ
ズから不定形サイズまで、様々なサイズの薬袋にも
柔軟に対応します。

安心のサポート体制で
調剤業務をバックアップします
全国398ヶ所のサービス拠点により、万一のトラブ
ル時にも迅速に対応。更に、２４時間365日のフル
タイムサービス（オプション）もご用意。



薬袋、ラベル紙など、お客様から特殊紙を
使用したいというご要望があった場合、「検
証センター」で、その用紙を使って事前に印
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が可能です。
※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
ご相談下さい。尚、お客様のご使用環境、ご要望によっては、
テスト実施ができない場合があります。

通紙確認済み用紙
（薬袋）の紹介、設定
方法、出力時の留意
事項等はリコーホー
ムページにてご確認
下さい。

「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！」

＜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
ーズに行なえます。

お客様の困りごと

納品 ・ 回収

【 IPS iO  SP C420ME で解決】 IPSiO SP C420ME は
工場キッティング専用モデルです。

本製品は環境に配慮し、 梱
包材を使用せずに、簡易ラッ
クにて出荷する工場キッティ
ング専用モデルです。

＜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。

＜簡易ラック＞
増設トレイなどを装着した状態で
配送できます。

工場キッティング

梱包 ・ 配送

特殊用紙の印刷を事前に検証する 
リコー検証センター

推奨対応用紙

www.ricoh.co.jp/IPSiO/paper/index.html

上の薬袋（A4サイズ）、及びお薬情報（A4サイズ）サンプルを連続印刷した
場合の目安です。実際のランニングコストは、用紙サイズ、種類、用紙方向、
1処方あたりの連続プリント枚数、原稿の内容によって異なります。

約 8.3円／枚約 6.4円／枚

オプション装着により最大５WAY給紙を実現します
より多くの種類の薬袋を使用される場合には、オプション
の増設トレイを装着することにより、
最大５WAYの給紙を実現
します。

高い搬送性により、安定した通紙が可能となります
給紙トレイに「用紙圧変更スイッチ*2」を装備し、薬袋の
種類や紙厚に応じた最適な出力が行えます。
＊1  トレイ1、手差しトレイのみ。
＊2  手差しトレイを除く。

除湿ヒーターを標準装備することで
薬袋の吸湿を防止します
吸湿が原因で発生す
るトラブルを未然に防
ぐために、除湿ヒータ
ーを各トレイに標準
搭載しています。

低ランニングコストで経済的です
フルカラーで約14.1円*1、モノクロ印刷時
は約3.8円*2と低コストを実現。
1台でカラーとモノクロを兼用することで、
より経済的な運用が可能です。
＊1 A4サイズ／カラー各色5％、合計20％チャートを連続印刷した場合。
＊2 A4サイズ／モノクロ5％チャートを連続印刷した場合。

湿気から薬袋を守る用紙保管袋を
標準で同梱しております
薬袋が吸湿により変形するこ
とを防ぎ、安定した品質の
維持が可能です。

紙詰まり処理は前面操作で簡単、トナー交換も容易です
紙詰まり処理は、前面で簡単に行なえます。また、トナー交換も
上部カバーを開けるだけで容易に交換することができます。

エラー時などにブザー音でお知らせします
用紙切れなどのエラー時には、音で通知します。

除湿ヒーターのスイッチ

※写真はオプションを装着した状態です。



九州事業本部

中国事業本部

首都圏事業本部

関東事業本部

中部事業本部
関西事業本部

北海道事業本部

東北事業本部

リコーでは、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398ヶ所のサービス拠点を設置し、約4000人のCE（カスタマーエンジニア）に
よるサポート体制を構築。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。また夜間、休日などの万一のトラブルに対して、24時
間365日のオンサイト保守メニュー「LPフルタイムサービス＊」をご用意。5つの拡
張メニューの中からお客様のご要望にあった保守時間帯をお選びいただけます。
＊ ： 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。
※「LPフルタイムサービス」の対象地域は日本全国（離島は除く）です。詳しくは販売担当者にご確認ください。
※拡張メニュー時間帯の修理依頼先は通常時間帯とは異なります。

全国に張りめぐらされたリコーのサービスネット

24時間365日の保守体制
保守サービスネットと LP フルタイムサービス 

IPSiO SP C420ME の主な仕様
商品名 IPSiO SP C420ME
品種コード 308783
JANコード 496131186275 5
型番 SPC420ME
方式 半導体レーザー＋乾式2成分電子写真方式
連続プリント
速度＊1

カラー 30枚/分（A4縦送り）、両面印刷時30ページ/分（A4縦送り）
モノクロ 30枚/分（A4縦送り）、両面印刷時30ページ/分（A4縦送り）

ファースト
プリント＊2

カラー 15秒以下（標準トレイにてA4縦送り印刷時）
モノクロ 10秒以下（標準トレイにてA4縦送り印刷時）

解像度 1,200x1,200dpi＊3、1,200x600dpi、600x600dpi
階調 各色256階調、1,670万色
変倍率 RPCSモード時 ： 20％～ 300％

用紙サイズ

トレイ1～3
手差しトレイ

給紙トレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り＊4、LG縦送り、LT縦送り、
HLT縦送り、不定形サイズ（幅：100～ 216mm、長さ：148～ 355.6mm＊5）
手差しトレイ：A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、
郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、不定形サイズ（幅：70～ 216mm、長さ：148～ 900mm＊6＊7）

オプション A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、不定形サイズ（幅：
100～ 216mm、長さ ： 210～ 355.6mm）

用紙種類＊8

普通紙（リコピーPPC用紙タイプ6000/6200、マイペーパー）、再生紙（マイリサイクルペーパー100）、カ
ラー紙（リコピーPPC用紙タイプCP80/CB80/CY80/CG80）、ラベル紙（リコーPPC用紙タイプSA ノー
カット/20面カット）、郵便はがき＊9＊11、封筒＊10＊11（ハート社製レーザー封筒長3ホワイト/洋長3ホワイト、
山櫻社製純白封筒 長4/PODホワイト1.0 長3/PODホワイト1.0 洋長3）、フルカラー用紙タイプCF<135W>＊11、
FC片面アート紙＊11、FCホワイトタックフィルム＊11、FCクリアタックフィルム＊11、FCコート紙タック＊11、
FC和紙タイプ（小雪）＊11、FC和紙タイプ（さざ波）＊11、FCポップカード＊11、FC名刺用紙＊11、薬袋＊12

用紙厚
標準 給紙トレイ ： 52～ 80g/㎡（45～ 69㎏）、手差しトレイ ： 52～ 216g/㎡（45～ 186㎏）
オプション 増設トレイ ： 52～ 80g/㎡（45～ 69㎏）

給紙量＊13

標準 給紙トレイ ： 550枚×3段（薬袋セット時 ： 積載高40mm以下）
手差しトレイ ： 100枚（薬袋セット時 ： 積載高8ｍｍ以下）

オプション 増設トレイ ： 550枚（薬袋セット時 ： 積載高40mm以下）
最大 2,300枚（増設トレイ装着時）

排紙量＊13 標準 500枚（フェイスダウン）
両面印刷＊14 標準
製品寿命 60万ページまたは5年のいずれか早い方
電源 100V±10％ 、50/60Hz±3Hz
消費電力 最大 ： 990W、省エネモード時 ： 6W以下
エネルギー消費効率 208kWh/年　区分：A
ウォームアップタイム＊15 電源投入時 ： 30秒以下、省エネモード時 ： 21秒以下（常温23℃ ・ 定格電圧時）

寸法
標準 671.5（W）×640（D）×882（H）㎜
オプション装着時 671.5（W）×640（D）×1,027（H）mm （500枚増設トレイユニット装着時）

質量 約78ｋｇ以下
騒音＊16 稼動時 ： 63dB（A）、待機時 ： 40dB（A）
ＣＰＵ RM7935-835L（800MHｚ）
メモリー　標準／最大 256MB/512MB
HDD オプション ： 80GB

出力形式
標準 RPCS

オプション R98（NEC PC PR201H）＊17、R16（EPSON ESC/P）＊17、R55（IBM5577）＊17、PDF、Adobe 
PostScript3、PCL6、PCL5c、RPDL＊17、BMLinkS、PictBridge

インター
フェース

標準 イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0＊18、USBホスト＊18

オプション イーサネット（1000BASE-T）、IEEE1284準拠双方向パラレル（ECP、ハーフピッチ規格）、無線
LAN（IEEE 802.11a/b/g）、Bluetooth＊18＊19

対応OS＊20 標準 Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1、Windows Server 2003/2008/2012
オプション Mac OS 8.6以降、Mac OS X 10.1以降　※オプションの「IPSiO PS3カード タイプC420」が必要

搭載フォント

標準

明朝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*、
PrestigeElite12*、Letter Gothic15*、BoldFacePS*、Courier4書体、Arial4書体、
TimesNewRoman4書体、 Wingdings、 Century、 Symbol、 OCR-B*  
＊RPDL、 R98、 R55、 R16使用時

オプション
PS3カード使用時 ： 日本語2書体（平成明朝W3、平成角ゴシックW5）、欧文136書体
PDFダイレクトカード使用時：日本語2書体（HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5）、欧文136書体
PCLカード使用時 ： 欧文45書体 、 International font13書体

バーコード JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128（旧称：UCC/EAN128）、郵政カスタマバーコード、
NW-7、UPC ※RPDL時のみ

関連規格 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」

使用環境＊21 使用時環境 温度 10～ 32℃　湿度15～ 80％（非結露）
非使用時環境 温度 0～ 43℃　湿度10～ 90％（非結露）

本体同梱品

消耗品 消耗品一式（ブラック3,000ページ＊22、カラー3,000ページ＊22印刷可能のスタートアップトナー）

CD-ROM プリンタードライバー（Windows 2000/XP/Vista/7、Windows Server 2003/2008）、使用説明
書（HTML版マニュアル）

その他 使用説明書、SP C420ME用クイックガイド、かんたんセットアップ、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、用紙保管袋（4枚）

本体標準価格（消費税別） 348,000円

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

このカタログの記載内容は、2012年3月現在のものです。 1101PH-1203<34141656>2/P

●お問い合わせ・ご用命は・・・■「ISO 14001」の認証を取得しています。
リコーグループは、国内・海外の生産拠点に加え、国内販売グループ会社で、環境
マネジメントシステムの国際規格である、「ISO 14001」の認証を取得しています。

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。

050-3786-3999お客様相談センター

■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。

●受付時間：平日（月～金）９時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊050ビジネスダイヤルは、
一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368
をご利用ください。 ＊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。 ※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/SOUDAN/

＊1 画像調整の為、連続プリントを中断することがあります。＊2 データ処理終了から排紙完了までの時間。＊3 印刷速度が半分以下となります。＊4 給紙
トレイ１のみの対応となります。＊5 給紙トレイ2、3の不定形の長さは210～355.6mm。＊6 印刷する原稿や解像度によって、長尺紙に印刷できない場
合があります。＊7 長尺紙に印刷するときは128MB以上のメモリー増設を、1,200×1,200dpiで印刷する場合は256MBのメモリー増設を推奨します（た
だし、256MBのメモリーを増設の場合も画像の保証範囲は長さ645mmとなります）。＊8 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され
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。＊9 インクジェットプリン
ター用はがき、私製はがきはご使用になれません。また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。＊10 推奨封筒以外または推奨封筒でも環境によって、シワが発生する場合があります。＊11 手差しトレイでのみ通紙可能です。＊12 
全ての薬袋紙の通紙・印刷画質を保証するものではありません。必ず弊社通紙確認済薬袋、又は事前検証により動作が確認された薬袋をご使用下さい。＊
13 80g/㎡紙使用時。＊14 両面印刷可能なサイズは、A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り。用紙
厚は60～ 80g/㎡（52～ 69kg）。薬袋、封筒、ラベル紙、不定形サイズ、薄紙、厚紙、郵便はがき、レターヘッド紙、光沢紙、特殊紙の両面印刷はできません。
＊15 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。 ＊16 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。＊17 モノクロ出力のみ対応。 ＊18 対応機器すべての動作を保証するものではありません。＊19 2011年春対応予定。＊20 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。＊21 使用直前の環境の温度、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。＊22 消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。実際の交換サイ
クルは用紙サイズ・種類、用紙方向、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。

※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。※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。※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   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

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、リコー純正品のご使用をおすすめします。リコー純正品以外
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。消耗品原因の故障 
において、リコー純正品以外のご使用の場合は、保証期間内 や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。

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。

調剤業務用医療モデル  A3カラーレーザープリンター

※写真はオプションを装着した状態です。

■ 調剤業務最適プリンター

●患者さま別に薬袋、お薬情報などをひとまめに仕分け印刷＊1。
●1台で多種多様な用紙がセットできる、5段トレイ＋手差しト

レイの6WAY給紙＊2。
●さまざまなサイズの薬袋をスムーズに印刷＊3。
●生産性を高めるカラー／モノクロ32枚＊4の高速印刷。
●小サイズ（A6、B6）薬袋をトレイより給紙可能（オプション）。
＊1：弊社の提供ドライバーAPIを使用すれば、特定のアプリケーションから排紙仕
分け制御も可能です。＊2：オプションの500枚増設トレイ（1段）、1000枚給紙テ
ーブル（2段）の増設時。＊3：推奨薬袋、確認薬袋あり。＊4：A4横送り連続印刷時。

http://www.ricoh.co.jp/printer/
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・・・

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、2019年6月現在のものです。このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 1101PH -1906＜34141656＞5/P



手差しトレイ （100枚）

本体標準構成

トレイ1 （550枚）

トレイ2 （550枚）

トレイ3 （550枚）

専用テーブル

500枚増設トレイユニット
タイプ400ME （550枚）
【オプション】

NEW!
給紙できる枚数及び排紙できる
枚数は、用紙の種類・サイズ、使
用環境などで異なります。

重 要
IPSiO SP C420ME（本体）は、3段給紙（専用テー
ブルつき）が標準構成となります。
増設できる給紙段数は1段（計4段）です。
IPSiO SP C420ME（本体）は、カスタマーエンジニア
による設置が必須となります。
導入済みのIPSiO SP C420MEに500枚増設トレイ
ユニット タイプ400MEを増設する場合、カスタマーエン
ジニアによる設置が必須となります。

●

●
●

●

商品名 品種コード 型番 標準価格 連続プリント
速度＊1

最大用紙
サイズ 同梱品 JANコード

308783 SPC420ME 348,000円 カラー :30枚
モノクロ:30枚 A4

消耗品一式（スタートアップトナー：黒トナー約3,000ページ、カラートナー約
3,000ページの印刷が可能＊2）、CD-ROM（プリンタードライバー〈Windows＊3〉、
電子マニュアル）、お客様登録はがき（仮保証書）、使用説明書、SP C420ME用
クイックガイド、かんたんセットアップ、電源ケーブル（2pin）、リコーお客様相談セ
ンターシール、マイバンク&QA登録票、用紙保管袋（4枚）

496131186275 5

　　　　　　  価格表
■本体

■本体標準構成と給紙オプション

■オプション

■消耗品

＊1 連続スピードはA4縦送り連続印刷時の速度になります。 ＊2 消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。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
内容等、 使用条件により異なります。  ＊ 3 Macintoshからの出力には、オプションのPS3カードが必要です。

（48EF）

両面 USBネットワーク

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

＊1 カスタマーエンジニアによる設置が必要です。別途設置費用が必要となります。詳しくは裏面をご確認ください。 ＊2 いずれか1つ装着可能です。　＊3 フルピッチをハーフピッチに変換するコネクタが同梱されています。 ＊4 EtherTalkを使用するた
めには、「IPSiO PS3カード タイプ C420」の増設が必要です。 　＊ 5 いずれか1つスロット1（右側のスロット）に装着可能です。 　＊ 6 スロット2（左側のスロット）にのみ装着可能です。

＊ 連続印刷に対して感光体ドラムの回転数が増える間欠印刷では寿命が短くなります。
※消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで各色5%原稿を連続印刷した場合の参考値です。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。
※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。

調剤業務用医療モデル A4カラーレーザープリンター

商品名 品種コード 標準価格 備考 JANコード
500枚増設トレイユニット タイプ400ME＊1 308801 58,000円 550枚給紙可能（1段増設可）。A4、B5、A5、B6、LG、LT、HLT、不定形サイズに対応。 496131186347 9

拡張1284ボード タイプA＊2＊3 509397 10,000円 IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード（ECPモード対応、ハーフピッチ規格）。※ケーブルは別売りです。 496131100416 2

1Gigaイーサネットボード タイプB＊2 515146 40,000円 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。
※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。

496131102261 6

IPSiO 拡張無線LANボード タイプA＊2 515506 40,000円 プリンター内蔵型ボード。IEEE802.11a/b/g規格に準拠。TCP/IP、 EtherTalk＊4、 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。

496131104255 3

拡張HDD タイプN 308761 60,000円
機密印刷、試し印刷、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に必要。蓄積文書暗号化と残
存データ消去を可能にするSDカードを附属。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）。
80GB。

496131186052 2

IPSiO マルチエミュレーションカード タイプC420＊5 308756 50,000円 RPDL、R55、 R98、R16、による出力に対応。 496131186047 8

IPSiO PS3カード タイプC420＊5 308757 80,000円 Adobe PostScript3による出力に対応。 平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、欧文136書体搭載。
Adobe純正PDFファイルのダイレクト印刷に対応。

496131186048 5

IPSiO PDFダイレクトプリントカード タイプC420＊5 308758 20,000円 プリンタードライバーレスでAdobe純正PDFファイルのダイレクト印刷に対応。HG平成明朝体W3、HG平成角ゴシック体
W5、欧文136書体搭載。

496131186049 2

IPSiO PCLカード タイプC420＊5 308759 20,000円 Hewlett-Packard社PCL6、PCL5cによる出力に対応。 496131186050 8

IPSiO BMLinkSカード タイプB＊5 308764 10,000円 BMLinkS統合プリンタードライバーに対応。 496131186078 2

IPSiO デジタルカメラ接続カード タイプF＊5 308760 20,000円 PictBridge規格に対応したデジタルカメラからのダイレクト印刷に対応。 496131186051 5

IPSiO VMカード タイプF＊6 308762 10,000円 Embedded Software Architectureアプリケーションのインストールに対応。
※「SDRAMモジュールⅧ 256MB」の増設が必要です。

496131186053 9

SDRAMモジュールⅧ 128MB＊2 515501 40,000円 128MB増設メモリーモジュール。 496131104241 6

SDRAMモジュールⅧ 256MB＊2 515502 70,000円 256MB増設メモリーモジュール。 496131104242 3

商品名 品種コード 標準価格 備考 JANコード
IPSiOトナー シアン タイプ400A 636599 14,700円 シアントナー。 約5,000ページ印刷可能。 496131101188 7

IPSiOトナー マゼンタ タイプ400A 636598 14,700円 マゼンタトナー。 約5,000ページ印刷可能。 496131101190 0

IPSiOトナー イエロー タイプ400A 636597 14,700円 イエロートナー。 約5,000ページ印刷可能。 496131101192 4

IPSiOトナー ブラック タイプ400A 636596 10,500円 ブラックトナー。 約5,000ページ印刷可能。 469131101198 6

IPSiOトナー シアン タイプ400B 636670 39,400円 シアントナー。 約15,000ページ印刷可能。 496131101189 4

IPSiOトナー マゼンタ タイプ400B 636669 39,400円 マゼンタトナー。 約15,000ページ印刷可能。 496131101191 7

IPSiOトナー イエロー タイプ400B 636668 39,400円 イエロートナー。 約15,000ページ印刷可能。 496131101197 9

IPSiOトナー ブラック タイプ400B 636667 29,900円 ブラックトナー。 約15,000ページ印刷可能。 496131101201 3

感光体ユニット カラー タイプ400 509446 73,500円 感光体ユニットカラー用。 約30,000ページ毎に交換＊。 496131101204 4

感光体ユニット ブラック タイプ400 509447 52,500円 感光体ユニットブラック用。 約30,000ページ毎に交換＊。 496131101205 1

廃トナーボトル タイプ 400 509445 3,200円 廃トナーボトル。約50,000ページ毎に交換。 496131101203 7



お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明
した場合には、（保証期間中においても）その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明
した場合には、（保証期間中においても）その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。

スポット保守料金＝基本料金 + 技術料金 + 交換部品代 + 時間外割増料金
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。

定期交換部品 交換寿命＊1 標準価格＊2

中間転写ベルト 約60,000ページ 41,600円
定着ユニット 約50,000ページ 41,800円

メニュー 料金
月曜日〜土曜日 17：00 〜 21：00 ＊ 1 15,000円／年
月曜日〜土曜日 17：00 〜翌 9：00 ＊ 1 26,000円／年
日曜日 9：00 〜 17：00 ＊ 2 20,000円／年
月曜日〜土曜日 17：00 〜 21：00
日曜日 9：00 〜 21：00 ＊ 2 26,000円／年

月曜日〜土曜日 17：00 〜翌 9：00
日曜日 9：00 〜翌 9：00 ＊ 2 31,000円／年

月曜日〜土曜日 17：00 〜 19：00 ＊ 1 10,000円／年
月曜日〜土曜日 17：00 〜 20：00 ＊ 1 13,000円／年
月曜日〜土曜日 7：00 〜 9：00 ＊ 1 11,000円／年
月曜日〜土曜日 8：00 〜 9：00 & 17：00 〜 20：00 ＊ 1 16,200円／年
月曜日〜土曜日 8：00 〜 9：00 & 17:00 〜 20：00
日曜日 8：00 〜 20：00 ＊ 2 27,200円／年

月曜日〜土曜日 17：00 〜翌 9：00（受付のみ）
日曜日 9：00 〜翌 9：00（受付のみ）＊ 2 3,000円／年

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・プロジェ
クター 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

■定期交換部品

※対象となる使用済み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。

■使用済製品  回収料金 ・ 処理料金

・ IPSiO SP C420ME（本体）は、工場キッティング専用モデルです。 梱包材を使用せず、簡易ラックによる搬入となります。 簡易ラックは納品後回収させて頂きます。
・ IPSiO SP C420ME（本体）は、カスタマーエンジニアによる設置が必須のため、別途設置料金8,600円 （税別）が必要です。
・導入済みのIPSiO SP C420MEに500枚増設トレイユニット タイプ400MEを増設する場合、カスタマーエンジニアによる設置が必須のため、別途設置料金12,500円（税別） が必要です。

＊1 A4縦送りにて各色5%原稿を連続印刷した際の目安です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、原稿内
容、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、使用環境によって異なります。＊2 上記価格には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。※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。

●フルタイムサービス

※ 年間保守契約料金に上記料金が追加されます。
＊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。

※ 上記料金には、増設トレイ等のオプション機器の保守料金が含まれます。※「初年度６ヶ月特別保守料金」とは無償保証
期間満了後６ヶ月間の保守料金で割安に設定されています。ただし納入時にご契約いただいた場合に限り適用されます。

メニューカテゴリー 工場キッティングシステム料金
ネットワーク設定 1,000円／カテゴリー
システム設定    600円／カテゴリー
トレイサイズ設定  200円／トレイ
プログラム登録 600円／登録

・カスタマイズ設定

工場キッティングシステム料金・設置料金

●工場キッティングシステム料金：工場で本体にオプション装着・カスタマイズ設定を行う料金です。
●設置料金
　基 本 料 金 ：現地作業を行う際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問する
                         時にかかる1回の訪問料金です。
　現地作業料金 ：サプライセット・緩衝材除去・動作確認（サマリー出力）、操作パネルによるトレイ設定（用紙サ
                        イズ・ 種別）、クイックガイドを基本とした運用指導を行います。詳細は販売担当者へご確認下さい。

工場キッティングシステムは、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削減できます。

①工場キッティングシステム

①年間保守契約

②スポット保守

＊1 基本料金は１訪問当りの料金です。複数台設置する場合も、訪問件数分の請求となります。 ＊2 転倒防止部材（同梱
品）取り付け作業を含みます。 ＊3 複数個同時に設置する場合は、2個目以降の作業料金がそれぞれ800円となります。  
＊4 蓄積文書暗号化と残存データ消去を可能にするSDカードを付属。 ＊5 どちらの機能も拡張HDDに付属のSDカード
を使用した導入設定となります。 個別のオプションではありませんので、ご注意下さい。

■設置料金

■保守料金
商品名 搬入料金（1台あたり）

IPSiO SP C420ME本体 10,000円

■搬入料金

※お客様に指定された場所へ納品する際にかかる料金です。

  重 要

年間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。  

※記載の料金は消費税別の価格です。※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。※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。

メニュー 工場キッティング
システム料金

設置料金
基本料金＊1 現地作業料金

IPSiO SP C420ME -

4,700 円

3,900 円
500枚増設トレイユニット タイプ 400ME 800円 1,600 円
拡張1284ボード タイプA 600円

本体に含む

1Giga イーサネットボード タイプB 600円
IPSiO 拡張無線LANボード タイプA 600円
IPSiO VMカード タイプF 600円

拡張HDD
タイプN＊2

HDDのみ 600円
HDD＋蓄積文書暗号化機能または残存データ消去機能＊3 600円
HDD＋蓄積文書暗号化機能および残存データ消去機能＊3 600円

プリンター接続カード 600円
SDRAMモジュール 600円

メニュー 基本料金＊1 作業料金
500枚増設トレイユニット タイプ 400ME 9,400円    3,100円＊2

拡張1284ボード タイプA＊3

4,700円

1,600円
1Giga イーサネットボード タイプB＊3 1,600円
IPSiO 拡張無線LANボード タイプA＊3 1,600円
IPSiO VMカード タイプF＊3 1,600円

拡張HDD
タイプN＊4

HDDのみ＊3 1,600円
HDD＋蓄積文書暗号化機能または残存データ消去機能＊5 1,600円
HDD＋蓄積文書暗号化機能および残存データ消去機能＊5 2,300円

プリンター接続カード 700円
SDRAMモジュール 700円

＊1 基本料金は1訪問あたりの料金です。複数台設置する場合も、訪問件数分の請求となります。 ＊2 蓄積文書暗号化と
残存データ消去を可能にするSDカードを付属。 ＊3 どちらの機能も拡張HDDに付属のSDカードを使用した導入設定とな
ります。個別のオプションではありませんのでご注意下さい。
※工場キッティングシステムは、本体、オプション同時であり、オプションのみのキッティングはありません。

設置料金
　基本料金 ：現地セッティングを行う際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアがお客様指定の場所に 
                  訪問する時にかかる1回の訪問料金です。
　作業料金 ：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にかかる料金です。
 本体の開梱／設置／動作確認（サマリー出力）を行います。

②現地セッティング

基本メニュー 定期交換部品 標準価格 備考

年間保守契約料金 含む 92,400円 1年除く 45,000円

初年度6 ヶ月特別保守料金 含む 36,960円 1年
（保証期間+6 ヶ月）除く 18,000円

オプションメニュー 標準価格 備考
定期点検 12,000円 1回／年

※納品時契約の特典：納品時に保守契約を締結して頂いた場合には初年度保守料金（6ヶ月）が割引になります（初年度特別保守料金）。

（品種コード：工場キッティングシステム料金 307733／設置料金 307499）

（品種コード：307499）

（品種コード ： 509622）

現地セッティングは、本体をすでにご使用のお客様が、オプションを追加でご購入
された際に、営業担当もしくはカスタマーエンジニアへ設置を依頼した時の料金です。

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

（消費税別）

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、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。※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。

このカタログの記載内容は、2019年6月現在のものです。

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

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。


