Full Color Printer
A3 カラープリンター

IPSiO
SP C730L
モノクロ
28 フルカラー
枚/分

Desktop Compact
デスクトップで使いこなせる A3 カラープリンター。
高速・高画質・低ランニングコスト。
ビジネスシーンに求められる基本性能をコンパクトボディに凝縮しました。

SP C730L
場所を選ばず
スマートに収まるサイズ

48 .1 cm( W )
×

51 . 5 cm( D )
×

37. 2 cm( H )

High Performance

フルカラー文 書も高 画 質かつスピーディに出 力 。

連続 28 枚 / 分、両面 28 ページ / 分を実現する高速性能
＊1

カラー、
モノクロともに連続出力速度 28 枚 / 分

■連続印刷速度
＊1

、
さらに両面印刷でも28 ページ / 分
＊2

を実現しました。
ファーストプリントタイムもカラーで 9.8 秒以下

。

個人利用だけでなくオフィスの共有プリンターとしてもストレスなく高速性能を発揮します。

■両面印刷速度

■ファーストプリント
カラー

カラー

モノクロ

28

枚/分

カラー

モノクロ

28

9.8

秒以下

7.5

秒以下

モノクロ

ページ / 分

＊1 A4横送り連続印刷時。 ＊2 データ処理終了から排紙までの時間。標準トレイにてA4横送り印刷時。

高画質プリントを実現するリコー独自の技術
●高精細な1,200×1,200dpi

●より球形に近い「カラーP×P-MCトナー」を採用

フルカラ ー 印 刷 で 差 が つく

リコー独自の重合法による小粒

1,200×1,200dpiの高画質を

径の
「カラー P×P-MCトナー」

実現。普通紙でもきめ細やかな

を新たに開発。
写真や文字を美

カラー表現が可能です。

しくクリアに、
より均一に表現
各色 256 階調、1,670 万色の再現力を実現

Economy

できます。

［従来の粉砕トナー］

[カラー P×P-MCトナー ]

トナー分布
イメージ図

長く使うほど経済的な、優れた低ランニングコスト。
●トナーセーブモード

フルカラーもモノクロも低コスト
＊1

フルカラーで約 10.9円 /枚

〈トナーセーブ設定画面〉

＊1

、モノクロで約 2.7円 /枚

の低

ランニングコストを実現。さらに「トナーセーブ機能」を使用す
ると、文字はくっきりと､図や写真などは淡く印刷することでカ
ラーの訴求力はそのままにランニングコストを低減します。

■カラー
約

■ 標準

■ やや薄い

■ 薄い

約

約

約

10.9 円 / 枚＊2

10.9 円/枚

7.6円 / 枚＊2

■モノクロ
約

2.7 円/枚

＊1 トナー＋ドラムユニット＋廃トナーボトルの1枚あたりのコストです。
トナーは、JIS X 6932（ISO/IEC19798）で
規定された標準データを、A4普通紙に片面連続印刷した場合。 ※ランニングコストは目安です。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。 ※大容量トナー使用時。

＊2 トナー＋ドラムユニット＋廃トナーボトルの1枚あたりのコストです。
トナーは、JIS X 6932（ISO/IEC19798）で規
定された標準データを、A4サイズでそれぞれのモードで連続印刷した場合の目安です。印刷するデータの内容やアプリケー
ションのバージョンによってランニングコストは異なります。 ※大容量トナー使用時。

利用ニーズに合わせた 2 種類のトナーをご用意
1 枚あたりのコストを重視するお客様には大容量
トナーを、1 本あたりのトナー購入単価を重視する

8.7円 / 枚＊2

大容量トナー

お客様には小容量トナーをご用意しています。
小容量トナー

1本あたり

1枚あたり＊

1枚あたりの
ランニングコストを重視！

大容量トナー
使用時

カラー：17,200円
モノクロ：19,000円

カラー：10.9円
モノクロ：2.7円

1本あたりの
購入単価を重視！

小容量トナー
使用時

カラー：8,000円
モノクロ：8,500円

カラー：14.8円
モノクロ：3.5円

＊ ドラムユニット、廃トナーボトル単価を含む。

Usability

「使いやすい」
「わかりやすい」へのこだわり。
角度を調整できるチルト機能

スマートデバイスから出力できる「Smart Device Print」
iPad/iPhone や Android 端末にある写真や書類などを手軽に印

操作パネルを14 〜 90 度まで、使いやす

刷できるアプリケーションです。カラー / モノクロ、片面 / 両面、印

い角度に傾けることができます。プリン

刷プレビューなど多彩な印刷設定が可能です。

ターを棚などの高い場所に設置しても画

Smart Device Print

面確認が簡単です。

出力

印刷

フルフロントオペレーション

有線 LAN

トナー交換や用紙補給などの業務

アクセスポイント

は、すべて本 体の前 面を開いて操

※機能の詳細はホームページをご覧ください。

http://www.ricoh.co.jp/software/utility/smartdevice/sdp/

トナーの交換

ドラムユニットの交換
用紙の除去

作できます。万 が 一の紙 詰まり時
も、用紙の除去がスムーズです。

高機能を使いやすく。新『RPCSドライバー』

トナー残量などを確認できる 4 行 LCD パネル
漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行 LCD パネルを搭載。待機

よく使う印刷設定を保存してワンクリックで呼び

時にはトナーの残量を常に

出せる「かんたん設定」
と、多くの機能をきめ細か

表示するため、いざという時

く設定できる「項目別設定」の 2 つを簡単に切り

のトナー切れに備えることが

替えて使用できます。

できます。

最先端インターネットプロトコル「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に対応し、IPv6

ネットワーク /USB2.0 インターフェースに標準対応
イーサネット
（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
では１Gigabit
までの高速通信に標準対応。USB2.0も装備し、
スタンドアロンからネット
ワーク共有まで幅広くご利用いただけます。

幅広い用紙厚、多彩な用紙サイズ、長尺用紙にも対応

最大 5WAY 2,070 枚＊の給紙が可能
＊/

300 枚

Ready Logo（Phase-2 IPv6 Core Protocols）
を取得しています。
※本機は IPv6 Ready Logo Phase-2（IPv6 Core ProtocolsおよびIPsec）
を取得した Ricoh LPUX IPv6 Stack
Version 2.0を搭載しています。※ IPv6 機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただ
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・機器検索機能です。※工場出荷時はIPv6が無効に
なっています。※推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした次のOSです。 Windows XP® SP2（Ridoc IO Naviを利
用）/Windows Vista®/Windows® 7/8・Windows Server® 2003（Ridoc IO Naviを利用）/2008/2012

56g/㎡の薄紙〜 256g/㎡の厚紙、封筒や耐水紙・名刺用紙といった特殊紙

＊

550 枚 給紙可能な 2 種類のオプション増設トレイをご用意。オプ
＊

にも対応しています。
さらに手差しトレイにはB6ハーフ幅（64mm 幅）から長さ

ションの自由な組み合わせにより、最大 2,070 枚 （標準トレイ300 枚＋手差

1,260mmの長尺用紙までセット可能です。

し120 枚＋増設トレイ550 枚 ×3 段）の給紙を実現します。

※解像度を600dpi×1,200dpi 相当の場合の画像印刷保証範囲は長さ852 ｍｍ、600dpi×2,400dpi
相当、1,200×1,200dpi に設定した場合の画像印刷保証範囲は長さ426mmまでとなります。

Ecology

＊ 67g/㎡紙の場合。

リコー独自の技術で高い省エネ性能を発揮。

明るさを検知して自動で電源をオフ・オン

ウィークリータイマー

ECO ナイトセンサー

光センサー（ECO ナイトセンサー）で周囲の明

曜日や時間から電源の ON/OFF をスケジューリングしたり、スタンバイ
状態へ自動的に復帰を指定できる機能。
ワークスタイルに合わせた省エネ

るさを検知し、自動的にマシンの電源をOFF/

運用を実現します。

ON にする機能を搭載。使用しない時の消費電
力を抑えるのに効果的です。

各種の環境基準に適合

＊
標準消費電力量（TEC）
を低減

リコー独自の省エネ定着技術「カ

●グリーン購入法

■標準消費電力量（TEC）
IPSiO SP C730L

ラー QSU」により、
ウォームアップタ

1.37kWh

イムを短縮し、起動時の電力量を低

●国際エネルギースタープログラム

●欧州 RoHS 指令

●エコマーク

約73%削減

従来機（IPSiO SP C710e）

減。
1.37kWhという標準消費電力量
（TEC）
を実現しています。

●バイオマスマーク認定

5.18kWh
0

1.0

2.0

＊ 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

3.0

4.0

5.0

6.0 kWh

No.080036

認定番号：12122010

IPSiO SP C730Lの主な仕様
商品名
品種コード
JANコード
型番
方式
連続プリント速度＊1
ファーストプリント＊2
解像度
階調
変倍率

フルカラー
モノクロ
カラー
モノクロ

標準

用紙サイズ

オプション
用紙種類＊5
標準
オプション
標準
オプション
最大

用紙厚
給紙量＊9
排紙量＊9
両面印刷＊10
製品寿命
電源
消費電力

エネルギー消費効率

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。

IPSiO SP C730L
306566
496131187854 1 			
SPC730L
LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式

28枚/分（A4横送り）、15枚/分（A3）、両面印刷時：28ページ/分（A4横送り）

28枚/分（A4横送り）、15枚/分（A3）、両面印刷時：28ページ/分（A4横送り）
9.8秒以下（標準トレイにてA4横送り印刷時）
7.5秒以下（標準トレイにてA4横送り印刷時）
1,200×1,200dpi/600dpi×2,400dpi相当/600dpi×1,200dpi相当/600×600dpi
各色256階調、
1670万色
25～400%
給紙トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送
り、LT縦送り/横送り、不定形サイズ（幅：90～297mm×長さ：148～432mm）
手差しトレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦
送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り/横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、封筒（角型2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦
送り、洋形2号縦送り、洋形4号縦送り、洋長3号縦送り）、不定形サイズ（幅：64～297mm×長さ：127～1,260mm＊3＊4）
550枚増設トレイ/300枚増設トレイ：A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り、DLT
縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、不定形サイズ
（幅：139.7～297mm×長さ：182～432mm）
普通紙（リコーPPC用紙 タイプ6000、
マイペーパー）、再生紙（マイリサイクルペーパー100）、
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＊6＊7、往復はがき＊6＊7、封筒(ハート社製レーザー専用封筒
角2/長3ホワイト、山櫻社製PODホワイト2.0 角2/長3・カマスケント100 洋長3)＊8
給紙トレイ：56～220g/㎡
（48～189kg）、手差しトレイ：56～256g/㎡
（48～220kg）
550枚増設トレイ/300枚増設トレイ：56～220g/㎡
（48～189kg）
給紙トレイ：300枚、手差しトレイ：120枚
550枚増設トレイ：550枚、300枚増設トレイ：300枚
2,070枚（550枚増設トレイ3段装着時）
フェイスダウン：250枚(A4)
標準
60万ページまたは5年のいずれか早い方
100V±10%、50/60Hz±2％
最大：1,250W以下＊11、
スリープモード時：1W以下

72kWh/年

区分：A

質量
騒音＊15
CPU

RM5231A-400L 400MHz

メモリー
出力形式
インターフェース
対応ＯＳ＊17
関連規格
使用時環境
使用環境＊18
非使用時環境
消耗品
CD-ROM
本体同梱品
その他

512MB
RPCS
イーサネット
（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、USB 2.0＊16
Windows XP/Vista/7/8/8.1、Windows Server 2003/2008/2012
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、
エコマーク商品類型No.122「プリンタ」適合
温度10～32℃ 湿度15～80%(非結露)
温度0～43℃ 湿度10～90%(非結露)
消耗品一式（ブラック約2,200ページ＊19、
カラー約2,000ページ＊19印刷可能のスタートアップトナー）
プリンタードライバー
（Windows XP/Vista/7、
Windows Server 2003/2008)、
使用説明書
（HTML版マニュアル）
かんたんセットアップガイド、
ユーザーガイド、
ユーザーガイドケース、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

標準
寸法

オプション
装着時

オープン価格

本体標準価格

＊1 画像調整のため、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 長尺紙セット時、正しく用紙が送られるように手
で持って支えてください。用紙の厚さや紙幅により用紙の送られ方や画質が異なりますので事前にご使用になる紙で印刷結果を確認してください。＊4 解像度を
600dpi×1,200dpi相当の場合の画像印刷保証範囲は長さ852ｍｍ、600dpi×2,400dpi相当/1,200×1,200dpiに設定した場合の画像印刷保証範囲は長さ
426mmまでとなります。＊5 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。OHP用紙/インクジェット専用紙は、絶対にご利
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。＊6 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。＊7 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。＊8 推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。＊9 67g/m²紙使用時。＊10 両面印刷可能な用紙サイズは、A3縦、B4縦、A4縦/横、B5縦/横、A5縦/横、B6縦、A6縦、
DLT縦、LG縦、LT縦/横、HLT縦、不定形サイズ（幅100～297mm、長さ148～432mm）。用紙厚は56～163g/m²。＊11 フルオプション装着時。＊12 プリン
ターの使用環境によっては標記より時間がかかる場合があります。＊13 給紙トレイにB4以上使用時は623mmとなります。＊14 転倒防止部材を含みます。＊15
ISO7779に基づく実測値であり、記載はバイスタンダ（近在者）位置における音圧レベル。＊16 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。＊17 対
応OSの最新情報につきましては、
リコーホームページにてご確認ください。＊18 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。＊19「印刷可能ページ数」は、
「ISO/IEC 19798」に基づき、A4普通紙に片面連続した場合の平均
値です。
「ISO/IEC19798」
とは、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。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。

■オプション

●給紙オプション

商品名

（消費税別）

品種コード

標準価格

JANコード

備考

IPSiO 300枚増設トレイ C730

306569

30,000円 496131187857 2

IPSiO 550枚増設トレイ C730

306570

50,000円 496131187858 9 550枚＊給紙可能。A3､B4､A4､B5､A5､DLT､LG､LT､HLT､不定形サイズに対応。

300枚＊給紙可能。A3､B4､A4､B5､A5､DLT､LG､LT､HLT､不定形サイズに対応。

＊ 67ｇ/㎡紙の場合。

●その他

（消費税別）

商品名

品種コード

標準価格

JANコード

備考

IPSiO キャスターテーブル C730

306571

14,000円 496131187859 6 床置きに便利なキャスターテーブル。

IPSiO サプライテーブル タイプA＊

306572

29,000円 496131187860 2 サプライの収納が可能なテーブル。

（消費税別）

商品名
IPSiO SP トナー シアン C730

品種コード
600533

IPSiO SP トナー マゼンタ C730

600534

IPSiO SP トナー ブラック C730

600532

IPSiO SP トナー マゼンタ C730H

600530

IPSiO SP トナー イエロー C730
IPSiO SP トナー シアン C730H

IPSiO SP トナー イエロー C730H
IPSiO SP トナー ブラック C730H

IPSiO SP ドラムユニット カラー C730

IPSiO SP ドラムユニット ブラック C730
IPSiO SP 廃トナーボトル C730

600535
600529
600531

標準価格

JANコード

備考

8,000円 496131187876 3 シアントナー。約2,500ページ＊1＊3印刷可能。

8,000円 496131187877 0 マゼンタトナー。約2,500ページ＊1＊3印刷可能。

8,000円 496131187878 7 イエロートナー。約2,500ページ＊1＊3印刷可能。
8,500円 496131187875 6 ブラックトナー。約3,000ページ＊1＊3印刷可能。

17,200円 496131187872 5 シアントナー。約8,000ページ＊1＊3印刷可能。

17,200円 496131187873 2 マゼンタトナー。約8,000ページ＊1＊3印刷可能。

17,200円 496131187874 9 イエロートナー。約8,000ページ＊1＊3印刷可能。

600528

19,000円 496131187871 8 ブラックトナー。約9,000ページ＊1＊3印刷可能。

306587

22,000円 496131187883 1 ドラムユニットブラック用1本。約38,000ページ＊2＊3毎に交換。

306588

306593

◎同時購入パック

（消費税別）

品種コード
1年＜保証期間 +6ヵ月＞
308602
3年＜保証期間 +30ヵ月＞
308603
4年＜保証期間 +42ヵ月＞
308604
5年＜保証期間 +54ヵ月＞
308605
1年＜保証期間 +6ヵ月＞定期交換部品含む
308606
3年＜保証期間 +30ヵ月＞定期交換部品含む
308607
4年＜保証期間 +42ヵ月＞定期交換部品含む
308608
5年＜保証期間 +54ヵ月＞定期交換部品含む
308609
※購入後、6ヶ月
（無償保証期間）
についても、同様のサービスが受けられます。

料金
14,000円
69,000円
90,000円
108,000円
23,000円
115,000円
156,000円
194,000円

品種コード
308610
308611

料金
29,000円
48,000円

JANコード
496131185166 7
496131185167 4
496131185168 1
496131185169 8
496131185170 4
496131185171 1
496131185172 8
496131185173 5

◎追加購入パック：商品購入後、1年単位でいつでもご契約いただける保守商品
1年＜12ヵ月＞
1年＜12ヵ月＞定期交換部品含む

JANコード
496131185174 2
496131185175 9

定期交換部品
別途ご購入いただきます。

料金に含まれます。

（消費税別）
定期交換部品
別途ご購入いただきます。
料金に含まれます。

［オプションメニュー］
◎定期点検パック

（消費税別）

品種コード
料金
JANコード
定期点検パック 1回／年
513406
12,000円／ 1回・年
496131102532 7
※定期点検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。
（消費税別）

品種コード
料金
JANコード
月曜日〜土曜日 17:00〜21:00＊1
513393
15,000円／年
496131102519 8
月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00＊1
513396
26,000円／年
496131102522 8
日曜日
9:00〜17:00＊2
513399
20,000円／年
496131102525 9
月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 日曜日9:00〜21:00＊2
513402
26,000円／年
496131102528 0
月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 日曜日9:00〜翌9:00＊2
513405
31,000円／年
496131102531 0
＊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。※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基本メ
ニューと同年数分ご購入ください。
※フルタイムサービス実施時間帯の修理依頼は、通常時間帯と異なり専用窓口で対応します。
※フルタイムパックをご契約い
ただいた場合でも、定期点検・定期交換部品の交換は原則として通常営業時間帯にて実施します。

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にご確認ください。

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。

（消費税別）

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。
※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。
※お客様から
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、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
（保証期間中も含む）。
※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。

●定期交換部品

（消費税別）

部品名
標準価格＊1
備考＊2
定着ユニット
59,000円
約 150,000ページ毎に交換
中間転写ユニット
45,200円
約 130,000ページ毎に交換
＊1 上記価格には、
カスタマーエンジニアによる交換作業・訪問料金が含まれています。＊2 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、使用条件などにより異なります。1ジョブあたりの印
刷ページ数が少ない間欠印刷では寿命が最大半分程度になる場合があります。

●搬入料（標準料金）

ご購入の際には、
お客様による設置／営業担当者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。

（消費税別）

商品名
搬入料（1台あたり）
IPSiO SP C730L
10,000円
※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）

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
業担当者もしくはカスタマーエンジニアによる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。
（消費税別）

商品名
基本料金
作業料金
IPSiO SP C730L
9,400円
3,900円
※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 SP C730Lの無償保証期間は、納入後6ヵ月
（消耗品・定期交換部品を除く）
となっております。

＊ サプライテーブルに設置可能な増設トレイは、安全上の観点から2段までです。※550枚増設トレイ/300枚増設トレイを増設したうえで、IPSiO キャスターテーブル C730またはIPSiO
サプライテーブル タイプAを装着する場合は、カスタマーエンジニアによる設置となります。別途設置費用が必要となります。詳しくはサービス実施店または販売担当者までお問合せください。

■消耗品

［基本メニュー］

◎フルタイムパック

電源投入時：約25秒以下
スリープモード復帰時：約12秒以下（常温23℃定格電圧時）
＊13×372
（H）mm
481（W）×515（D）
481（W）×515（D）×467（H）mm（300枚増設トレイ１段追加時）
481（W）×515（D）×497（H）mm（550枚増設トレイ1段追加時）
＊14
481（W）×575（D） ×825（H）mm（550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時）
約40kg（本体のみ、消耗品含む）
稼動時：50dB（A）、待機時：17dB（A)

ウォームアップタイム＊12

本製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。 ●契約期間は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 ●オ
プションの保守も含まれます。 ●消耗品（トナー、ドラムユニット、廃トナーボトル）、定期交換部品＊（定着ユニット、中間転写ユニット）は別途ご購入い
ただきます。＊定期交換部品込みのIPSiOあんしんサポートパックをご契約の場合は、ご購入の必要はありません。 ●年 1回の定期点検は別途料金を
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（年末年始および祝祭日を除く）
※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。※お客様から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、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（保証期間中も含む）。

66,000円 496131187884 8 ドラムユニットC/M/Y用3本セット。約38,000ページ＊2＊3毎に交換。
1,000円 496131187885 5 廃トナーボトル。約17,000ページ＊2毎に交換。

＊1 トナーの印刷可能ページ数は、
「ISO/IEC19798」に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。
「ISO/IEC19798」
とは、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。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って異なります。＊2 A4サイズ横送りにて各色 5％原稿を連続印刷した場合の目安です。＊3 1ジョブあたりの印刷ペー
ジ数が少ない間欠印刷では､寿命が最大半分程度になる場合があります。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。 ※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。

消耗品はリコー純正品をご使用ください。
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。
※Microsoft、Windows、Windows Serverおよび Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※
Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
※Intelは、Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintoshおよび Mac OS、TrueTypeは、Apple Inc.の商標です。※
Postscript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。※NetWareは米国 NOVELL,Incの
登録商標です。※Systemwalkerは富士通株式会社の登録商標です。※RDE ／ Report Director Enterpriseは1stホールディングス株式会社の登録商標です。※
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下さい。※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。
［無線 LAN、Bluetooth® ご使用の場合］本無線製品は2.4GHz 帯（無
線 LAN）、2GHz ISM 無線周波数帯（Bluetooth®）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。

製 品 の 耳より情 報 やイベント情 報 などを商 品 担 当 者 がお 届けします。

Facebook 公式ページ リコープリンター
http://www.facebook.com/Ricoh.Printer.jpn

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。

安全にお使いいただくために・・・

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

●紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、
その印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し、罰せられます。
（関連法律：刑法 第148条／第149条／第162条、通貨及証券模造取締法 第1条／第2条、等）

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル 〒104-8222

●お問い合わせ・ご用命は・・・

http://www.ricoh.co.jp/printer
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。

お 客 様 相 談センター

050-3786-3999

●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
http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/
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。

当社ホームページでご確認いただけます。
■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、

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2014年1月現在のものです。

1304PH-1401＜34141676＞2/P

