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TCO・コスト削減、環境への配慮、セキュリティ対策…。 
オフィスのニーズに応える先進の技術を、この1台に凝縮。 

imagio Neo 453 ─。それは、コピー・ファクス・プリンター・スキャナーを高度に融合した新世代のオフィスマシン。 

業務の効率化やコストダウン、情報資産の保護、環境問題など、オフィスが抱えるさまざまな課題に応えるために、 

リコーはこの1台に先進のテクノロジーを凝縮しました。リコーならではの高速・高画質はもちろん、 

ファクス通信費の大幅なコストダウンを実現する「IP-ファクス」や、省エネと生産性維持を両立させる「QSU技術」、 

情報漏えいを抑制する「不正コピーガード」などの高機能・高性能を満載。もっとスムーズで、効率的な 

ドキュメントワークフローのために─。ビジネスに革新をもたらす、リコーからのドキュメントソリューションです。 

 

■ imagio Neo 453シリーズ商品構成 
商品名 
453 
453 モデル765 
 

コピー 
標準 
標準 
 

ファクス 
OP 
標準 
 

両面 
標準 
標準 
 

手差し 
標準 
標準 
 

ネットワークプリンター 
OP 
標準 
 

ネットワークスキャナー 
OP 
標準 
 

ドキュメントボックス 
標準 
標準 
 
 

IP-ファクス 
OP 
標準 
 ※OP：オプション 

W-NET FAX 
OP 
標準 
 

imagio Neo 453シリーズ誕生 

※写真はimagio Neo 453 モデル765に 
　オプションのimagioフィニッシャーSR21、 
　imagio中継ユニット  タイプN5、 
　給紙テーブルPT30を装着したものです。 

LAN

IP-FAX IP-FAX

T.38

1



※ imagio Neo 453 モデル765。この写真はカタログ用に撮影したもので実際とは異なります。画面はハメコミ合成です。 

国際標準ITU-T T.38勧告に準拠、IPネットワークを利用したIPファクス機能。 

省エネモードから10秒で復帰。リコー独自の「QSU技術」を搭載。 

ITU-T（国際電気通信連合電気通信技術標準化部門）の

T.38勧告に準拠したIP-ファクス機能を搭載。T.38対応機同

士なら、社内LAN（イントラネット）などのTCP/IPネットワークを

利用したリアルタイム通信が可能です。メールサーバーを介さ

ずに機器同士を直接結ぶリアルタイム通信は、電話回線を利

用したファクスよりもスピーディーな情報通信が可能。通信結

果がその場で確認できるので、確実な通信を行うことができます。

また、IP-ファクスは一般のファクスとマルチタスクで動作するの

で、一般公衆回線の話中やビジー状態も大幅に緩和。さらに、

社内LANなら通信費は実質0円なので、本社－支店間でネット

ワークを構築し、通信費を大幅に削減することも可能です。 
※ファイヤーウォールの設定により、通信できないことがあります。 

待機時の消費電力を抑える省エネモードは便利な機能ですが、

いざ使いたいという時にすぐに使用できないようでは、肝心の業

務に支障をきたしてしまいます。リコーでは独自のQSU（Quick 

Start-Up）技術を開発し、この問題を解決。省エネモード（オー

トオフ時）の消費電力を1Wに抑えると同時に、復帰時間もわ

ずか10秒＊にまで短縮しました。待ち時間が少ないので業務の

流れを妨げることがなく、いつでも快適にご利用可能。エネル

ギー消費効率も46Wh/hで、電気代の節約にもつながります。

また、消費電力の低減はCO2排出量の低減につながるため、

環境負荷の低減にも効果的です。　＊ 全モデル 

①超薄肉定着ローラー 

　待機状態から速やかに立ち上げるために、定着ローラーの

　肉厚を可能な限り薄くし、昇温時間の短縮化を図りました。 

②ツインヒーター 

  薄くなった分、冷めやすくなったローラーを、独立制御の2本

　のヒーターを使い、きめ細かく効率的に温度制御します。 

③低温定着トナー 

  より低温で定着しながら、従来と同等以上の定着性を確保し

　たトナー。スタートアップの速さと、使用時の省エネに貢献し

　ています。 

LAN

本社 支社 IP-FAX IP-FAX

WAN

VPN

従来ローラー 

トナー 用紙 

従来 
加圧ローラ－ 

①超薄肉ローラー 

②ツインヒーター 

③低温定着トナー 用紙 

スポンジ 
加圧ローラ－ 

低面圧化 ■QSU搭載機 ■従来機 

T.38
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メールサーバーを介さず機器同士を直接結ぶIP-ファクスなら、リアルタイム

通信によるスピーディーな情報のやりとりが実現。通信結果がその場で確

認できるので、確実な通信が可能です。IPネットワークを利用するので、

FAX通信費の大幅な削減にも貢献。本社-支店間などの通信手段に採

用すれば、通信のコスト・速度が大幅に改善されます。 
※ファイヤーウォールの設定によっては通信できないことがあります。　※T.38対応機同士の場合。 

IP-ファクスがお客様の業務を改善します。 

●IPネットワーク利用により、通信費を大幅削減 

●IPネットワーク利用により、高速・高画質通信を実現 

●リアルタイム通信により、通信の確実性をアップ 

●サーバーレスによるIP-ファクス環境構築が容易 

●国際標準ITU-T T.38勧告に準拠 

●VoIP環境との連携が可能 

IPネットワーク利用で、ファクスを迅速・確実に送信 

用途で選べる多彩な送信方法をご用意。 
通信コストを削減し、業務の効率化を推進します。 

紙でのファクス送信は手間がかかるし、通信費もかさみがち。 

 

g

送信  

WAN

VPNLAN

本社 支社 

 IPアドレス　 
192.168.1.10T.38

社内（LAN） 

社外（インターネット） 社外（公衆回線） 

imagio Neo 453

W-NET FAX

IP-ファクス IP-ファクス 

ダイレクトSMTP

IP-ファクスIP-ファクス

紙文書を送信

PC FAXG3 FAX
Internet

公衆回線ファクス ファクス

メールサーバー

お客様の環境に合わせた通信手段が選択できます。 
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100BASE-TXの高速インターフェースに対応。また、スキャン読み取り速度は

52枚/分＊の高速読み取りを実現しています。 
＊ A4（ヨコ送り）200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。 

52枚/分の高速スキャン 

モノクロ600dpiの高画質読み取りをA3サイズでも実現。文書はもちろん、

図面など細線までも美しくディスプレイに再現します。 
※原稿種類でグレースケールを指定した場合は解像度、サイズに制限があります。 

最大600dpiの高画質読み取り 

スキャンした紙文書のE-Mail送信が可能。E-Mailなら通信費がインター

ネット利用固定費に含まれるので、FAXなどに比べ大幅なコストダウンが

図れます＊。また、直接担当者に送信できるので確実な情報伝達が可

能です。 
＊ADSL、フレッツISDN等の通信固定常時接続の場合。 
※E-Mailできる環境が別途必要になります。 

スキャンto E-Mail 
 

 
スキャンした紙文書はドキュメントボックスに保存。そのURLを添付してメ

ールを送信します。回覧文書など一時的に閲覧するような文書であれば、

ネットワークやサーバーへの負荷を掛けずに情報を伝えることが可能。

URLをクリックすれば、Webブラウザで画像を確認できます。 

スキャンto URL 
 

スキャンした文書はサーバーを経由せず、ネットワーク上の共有フォルダー

に直接保存することができます。保存先はあらかじめ登録しておくことが

でき、タッチパネルからワンタッチで選択可能。また、FTPサーバへの送信

も可能です。同一原稿を共有フォルダーとメールに同時送信することもで

きるので、保存と情報伝達が効率的に行えます。 

●ファイル形式 

　白黒2値：シングルTIFF、マルチページTIFF、PDF 

　グレースケール：JPEG、PDF

スキャンtoフォルダー 

オフィスにあふれる紙文書を高速スキャン。 
情報の整理・共有が手軽に行えます。 

紙文書が氾濫していて必要な情報が見つからない。 

FTPサーバー

ファイルサーバー

クライアントPC

E-Mailでパソコンへ

E-Mailで
パソコンへ

紙文書を
E-Mail送信

イントラネット 

社外  

E-Mail送信画面
（事前に登録した宛先を選択）

Internet

社内  

URLを送信

※メールサーバーが必要です。

URL送信画面（事前に登録した宛先を選択）

HDD

※メールサーバーが必要です。

g

g

g

g
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受信したFAXを紙出力せず、ハードディスクに蓄積。無駄な用紙の出力

を防ぎます。同梱のRidoc Desk 2000Ltや、Webブラウザを使って、使

用した画像の確認・引き取りも可能です。 

①同梱のRidoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取りが可能。

　ファクス受信があると自動的にポップアップしてお知らせします。

②専用ソフト不要のWebブラウザを利用したWeb Image Monitorでの

　確認・引き取りも可能です。

　ファクス受信があるとメールでお知らせすることが可能です。

サーバー不要のペーパーレスファクス受信 

受信した原稿は、あらかじめ登録してある相手先（転送先）へ転送する

ことが可能です。発信元名称、発信元ファクス番号、Ｆコード＊1、ダイヤル

イン＊1やメールアドレスに応じて転送先を区別＊2することも出来ます。さら

に、フォルダー転送する際、どのファイル形式（TIFF又はPDF）で転送す

るかを指定することも出来ます。 
※転送先は、ファクス・IP-ファクス・メール・フォルダーの設定ができます。 
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。 
＊1 Fコード及びダイヤルインの転送時、フォルダーを選択することは出来ません。　 
＊2 特定相手先30件 

受信ファクスの転送機能 

［高画質］●①ふつう字②小さな字③微細字＊1　［レスペーパー化］●A3ブック原
稿送信●両面原稿送信＊2●両面印刷●集約印刷●宛名差し込み　［操作性］●リ
ダイヤル●直接宛先入力●オンフックダイヤル●送信文書変更/中止●不達文書再送
信●宛先表見出し選択●宛先表並び順変更●クイック操作キー　［確実性］●発信
元名称（表示用）●発信元名称（印字用）●発信元ファクス番号●自動誤り再送（ECM）
●送受信結果表示（最大200通信）●ID送受信●代行受信●済みスタンプ 
［その他の便利機能］●回転送信●メモリー送信●時刻指定送信●優先発信●列
信●親展送受信●ポーリング送受信●封筒受信●見開き原稿指定送信●定型文印字
●送信者名印字●文書添付（6文書）●蓄積文書指定送信●Fコード通信機能●Fコー
ド親展ボックス●Fコード掲示板ボックス●チェーンダイヤル●中継局機能●中継依頼送
信●印刷終了ブザー●しおり機能●センターマーク印字●受信時刻印字●TSI印字●
回転レシーブ●ジャストサイズ受信●記録分割/縮小●受信側縮小●受信紙ソート印刷
●受信印刷部数設定●迷惑ファクス防止●相手先別メモリー転送●相手先別受信印
刷部数設定●相手先別両面印刷●相手先別封筒受信●相手先別受信紙ソート印刷
●G4発信元情報＊3●G4メールサービス＊3●G4サブアドレス＊3●UUI＊3●CIL印字＊3●
TID印字＊3●デュアルアクセス●ダイヤルイン機能●自動電源受信機能●各種リスト/レ
ポート印刷●ユーザーコード＊4●利用者制限＊4●料金管理＊5●TEL/FAX自動切替●
TEL/FAXリモート切替●留守番電話接続●全文書転送●Fコード中継ボックス●同報

送信500宛先 
＊1 FAXメモリー タイプN2が必要です。＊2 imagio Neo 453にはドキュメントフィーダーRF9が必要です。＊3 G4 
FAXユニット タイプN18が必要です。＊4 標準100件、アカウント拡張モジュール タイプF装着時500件 ＊5 FAX料
金管理ソフトが必要です。 

充実のファクス基本機能 

ファクス受信のペーパーレス化を促進。 
専用ソフトとの連携で効率的な文書管理を実現します。 

ファクス受 信は紙のムダが多いし、管理も大変。 

 

紙文書をメールの添付ファイルとしてパソコンへ送信。複数の相手に一

斉に送信することもでき、社外はもちろん、社内へも効率的な情報伝達

が実現します。E-Mailなら通信費はインターネット利用固定費に含まれる

ので、大幅なコストダウンが可能になります。 

スキャンto E-Mailで通信費を大幅削減 

ファクス通信に、電話回線ではなくE-Mailを利用するW-NET FAX機能。

従来のファクスに比べ通信費を大幅に抑えることができます＊。同一原

稿を複数箇所に送る場合も、E-Mailなら一括送信が可能。また、一度の

操作でファクス、W-NET FAX、IP-ファクス、パソコンに送信できるので、

相手先の通信環境が異なる場合にも便利です。 
＊ADSL、フレッツISDNなどの通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の場合。 
※E-Mailできる環境が別途必要になります。 
※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応FAX機能です（フルモード）。当勧
　告に準拠していれば、メーカーを問わずメールを利用したファクス送受信が可能です。 

W-NET FAXでファクス・パソコンへ一括送信 

パソコンで作成したデータをダイレクトにファクス送信可能。ファクス送信の

ためのプリントアウトが不要。作業効率もアップします。 
※Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003

プリントアウト不要のPC FAX

最大3回線のマルチポート対応 Super G3 FAX

メールサーバーを介さず、イントラネット内で機器同士をLANでダイレクトに

結ぶことにより、社内間でのリアルタイム通信を実現します。送信結果もそ

の場で確認が可能です。 

イントラネットFAX（ダイレクトSMTP）対応 

Send Receive

Webブラウザで受信文書の確認・引き取り Ridoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取り 

Ridoc Desk 2000 Lt Web Imagge Monitor

受信ファクス

ファクス 

PC FAX画面

●HDDとファクス用メモリーの両方に蓄積され

　るため、万が一のデータ消失を防ぎます。 
※蓄積できる受信枚数はA4で約280枚です。オプションのFAXメモ
　リー タイプN2の装着により約2,200枚となります。（A4ふつう字） 
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。

受信  

HDD

公衆回線

フォルダー 

メール 

T.38

社内（メール） 

imagio Neo 453

W-NET FAX

PC FAXドライバーで送信

スキャン to E-MailW-NET FAX

スキャン to E-MailW-NET FAX

クライアントPC

クライアントPC

クライアントPC

クライアントPC

PC FAX

54

A4標準原稿1枚を高速3秒で送信できるSuper G3 FAX。大型タッチパネ

ルを採用しているため、送り先の指定や確認が容易に行えます。宛先表

登録件数2000件、1グループに登録できる宛先数最大500件＊1など、大量

のファクス送信も効率的に操作が可能。オプションユニット＊2を装着するこ

とで最大3カ所の相手先と同時に通信が行えるので、通信時間が大幅に

短縮できます。1台3役により、省スペース&省コストにもつながります。 
＊1 グループ登録：最大100グループ、最大500件/総グループ　＊2 G3ユニット装着時/G3ユニット・G4ユニット装着時 



 

100BASE-TXの高速インターフェースに対応。また、スキャン読み取り速度は

52枚/分＊の高速読み取りを実現しています。 
＊ A4（ヨコ送り）200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。 

52枚/分の高速スキャン 

モノクロ600dpiの高画質読み取りをA3サイズでも実現。文書はもちろん、

図面など細線までも美しくディスプレイに再現します。 
※原稿種類でグレースケールを指定した場合は解像度、サイズに制限があります。 

最大600dpiの高画質読み取り 

スキャンした紙文書のE-Mail送信が可能。E-Mailなら通信費がインター

ネット利用固定費に含まれるので、FAXなどに比べ大幅なコストダウンが

図れます＊。また、直接担当者に送信できるので確実な情報伝達が可

能です。 
＊ADSL、フレッツISDN等の通信固定常時接続の場合。 
※E-Mailできる環境が別途必要になります。 

スキャンto E-Mail 
 

 
スキャンした紙文書はドキュメントボックスに保存。そのURLを添付してメ

ールを送信します。回覧文書など一時的に閲覧するような文書であれば、

ネットワークやサーバーへの負荷を掛けずに情報を伝えることが可能。

URLをクリックすれば、Webブラウザで画像を確認できます。 

スキャンto URL 
 

スキャンした文書はサーバーを経由せず、ネットワーク上の共有フォルダー

に直接保存することができます。保存先はあらかじめ登録しておくことが

でき、タッチパネルからワンタッチで選択可能。また、FTPサーバへの送信

も可能です。同一原稿を共有フォルダーとメールに同時送信することもで

きるので、保存と情報伝達が効率的に行えます。 

●ファイル形式 

　白黒2値：シングルTIFF、マルチページTIFF、PDF 

　グレースケール：JPEG、PDF

スキャンtoフォルダー 

オフィスにあふれる紙文書を高速スキャン。 
情報の整理・共有が手軽に行えます。 

紙文書が氾濫していて必要な情報が見つからない。 

FTPサーバー

ファイルサーバー

クライアントPC

E-Mailでパソコンへ

E-Mailで
パソコンへ

紙文書を
E-Mail送信

イントラネット 

社外  

E-Mail送信画面
（事前に登録した宛先を選択）

Internet

社内  

URLを送信

※メールサーバーが必要です。

URL送信画面（事前に登録した宛先を選択）

HDD

※メールサーバーが必要です。
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受信したFAXを紙出力せず、ハードディスクに蓄積。無駄な用紙の出力

を防ぎます。同梱のRidoc Desk 2000Ltや、Webブラウザを使って、使

用した画像の確認・引き取りも可能です。 

①同梱のRidoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取りが可能。

　ファクス受信があると自動的にポップアップしてお知らせします。

②専用ソフト不要のWebブラウザを利用したWeb Image Monitorでの

　確認・引き取りも可能です。

　ファクス受信があるとメールでお知らせすることが可能です。

サーバー不要のペーパーレスファクス受信 

受信した原稿は、あらかじめ登録してある相手先（転送先）へ転送する

ことが可能です。発信元名称、発信元ファクス番号、Ｆコード＊1、ダイヤル

イン＊1やメールアドレスに応じて転送先を区別＊2することも出来ます。さら

に、フォルダー転送する際、どのファイル形式（TIFF又はPDF）で転送す

るかを指定することも出来ます。 
※転送先は、ファクス・IP-ファクス・メール・フォルダーの設定ができます。 
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。 
＊1 Fコード及びダイヤルインの転送時、フォルダーを選択することは出来ません。　 
＊2 特定相手先30件 

受信ファクスの転送機能 

［高画質］●①ふつう字②小さな字③微細字＊1　［レスペーパー化］●A3ブック原
稿送信●両面原稿送信＊2●両面印刷●集約印刷●宛名差し込み　［操作性］●リ
ダイヤル●直接宛先入力●オンフックダイヤル●送信文書変更/中止●不達文書再送
信●宛先表見出し選択●宛先表並び順変更●クイック操作キー　［確実性］●発信
元名称（表示用）●発信元名称（印字用）●発信元ファクス番号●自動誤り再送（ECM）
●送受信結果表示（最大200通信）●ID送受信●代行受信●済みスタンプ 
［その他の便利機能］●回転送信●メモリー送信●時刻指定送信●優先発信●列
信●親展送受信●ポーリング送受信●封筒受信●見開き原稿指定送信●定型文印字
●送信者名印字●文書添付（6文書）●蓄積文書指定送信●Fコード通信機能●Fコー
ド親展ボックス●Fコード掲示板ボックス●チェーンダイヤル●中継局機能●中継依頼送
信●印刷終了ブザー●しおり機能●センターマーク印字●受信時刻印字●TSI印字●
回転レシーブ●ジャストサイズ受信●記録分割/縮小●受信側縮小●受信紙ソート印刷
●受信印刷部数設定●迷惑ファクス防止●相手先別メモリー転送●相手先別受信印
刷部数設定●相手先別両面印刷●相手先別封筒受信●相手先別受信紙ソート印刷
●G4発信元情報＊3●G4メールサービス＊3●G4サブアドレス＊3●UUI＊3●CIL印字＊3●
TID印字＊3●デュアルアクセス●ダイヤルイン機能●自動電源受信機能●各種リスト/レ
ポート印刷●ユーザーコード＊4●利用者制限＊4●料金管理＊5●TEL/FAX自動切替●
TEL/FAXリモート切替●留守番電話接続●全文書転送●Fコード中継ボックス●同報

送信500宛先 
＊1 FAXメモリー タイプN2が必要です。＊2 imagio Neo 453にはドキュメントフィーダーRF9が必要です。＊3 G4 
FAXユニット タイプN18が必要です。＊4 標準100件、アカウント拡張モジュール タイプF装着時500件 ＊5 FAX料
金管理ソフトが必要です。 

充実のファクス基本機能 

ファクス受信のペーパーレス化を促進。 
専用ソフトとの連携で効率的な文書管理を実現します。 

ファクス受 信は紙のムダが多いし、管理も大変。 

 

紙文書をメールの添付ファイルとしてパソコンへ送信。複数の相手に一

斉に送信することもでき、社外はもちろん、社内へも効率的な情報伝達

が実現します。E-Mailなら通信費はインターネット利用固定費に含まれる

ので、大幅なコストダウンが可能になります。 

スキャンto E-Mailで通信費を大幅削減 

ファクス通信に、電話回線ではなくE-Mailを利用するW-NET FAX機能。

従来のファクスに比べ通信費を大幅に抑えることができます＊。同一原

稿を複数箇所に送る場合も、E-Mailなら一括送信が可能。また、一度の

操作でファクス、W-NET FAX、IP-ファクス、パソコンに送信できるので、

相手先の通信環境が異なる場合にも便利です。 
＊ADSL、フレッツISDNなどの通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の場合。 
※E-Mailできる環境が別途必要になります。 
※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応FAX機能です（フルモード）。当勧
　告に準拠していれば、メーカーを問わずメールを利用したファクス送受信が可能です。 

W-NET FAXでファクス・パソコンへ一括送信 

パソコンで作成したデータをダイレクトにファクス送信可能。ファクス送信の

ためのプリントアウトが不要。作業効率もアップします。 
※Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003

プリントアウト不要のPC FAX

最大3回線のマルチポート対応 Super G3 FAX

メールサーバーを介さず、イントラネット内で機器同士をLANでダイレクトに

結ぶことにより、社内間でのリアルタイム通信を実現します。送信結果もそ

の場で確認が可能です。 

イントラネットFAX（ダイレクトSMTP）対応 

Send Receive

Webブラウザで受信文書の確認・引き取り Ridoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取り 

Ridoc Desk 2000 Lt Web Imagge Monitor

受信ファクス

ファクス 

PC FAX画面

●HDDとファクス用メモリーの両方に蓄積され

　るため、万が一のデータ消失を防ぎます。 
※蓄積できる受信枚数はA4で約280枚です。オプションのFAXメモ
　リー タイプN2の装着により約2,200枚となります。（A4ふつう字） 
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。

受信  

HDD

公衆回線

フォルダー 

メール 

T.38

社内（メール） 

imagio Neo 453

W-NET FAX

PC FAXドライバーで送信

スキャン to E-MailW-NET FAX

スキャン to E-MailW-NET FAX

クライアントPC

クライアントPC

クライアントPC

クライアントPC

PC FAX

54

A4標準原稿1枚を高速3秒で送信できるSuper G3 FAX。大型タッチパネ

ルを採用しているため、送り先の指定や確認が容易に行えます。宛先表

登録件数2000件、1グループに登録できる宛先数最大500件＊1など、大量

のファクス送信も効率的に操作が可能。オプションユニット＊2を装着するこ

とで最大3カ所の相手先と同時に通信が行えるので、通信時間が大幅に

短縮できます。1台3役により、省スペース&省コストにもつながります。 
＊1 グループ登録：最大100グループ、最大500件/総グループ　＊2 G3ユニット装着時/G3ユニット・G4ユニット装着時 



後処理生産性の向上、選べる3つのフィニッシャー（オプション） 
ファーストコピータイムは3.5秒＊1、連続コピーは45枚/分＊2。1枚でも大量で

もストレス知らずの、快適コピースピードを実現しています。　 
＊1 A4ヨコ。原稿カバー、第1給紙トレイ使用時。　＊2 A4ヨコ。 

1枚でも連続でも、快適のコピースピード 

各機能の設定後、仕上がり

イメージを確認するために1

部だけ出力することが可能。

大量出力を行う際のミスプ

リントによる用紙のムダや作

業の手間、時間のロスを大

幅に低減します。 

出力ミスを防止する、試しプリント・試しコピー 

パソコンで作成した文書をimagio Neoのハードディスクに蓄積可能。会議

などで追加の資料が必要になったとき、パソコンを立ち上げなくても

imagio Neoからすぐに必要な部数の印刷ができます。 
※蓄積できる文書数100文書（1文書1000ページ／蓄積総文書9000ページ） 

後処理まで含めたハードディスク保存印刷 

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーできる集約コピー機能を搭載。

両面印刷を組み合わせれば、表裏8枚ずつ、最大16枚の原稿を1枚に集

約することも可能です。用紙量を1/16に抑えられるので、用紙コストの削

減に効果的。設定も大型タッチパネルで簡単に行うことができます。 

用紙節約に効果的な集約コピー 

［高画質］●孤立点除去処理技術 ●5つの画像モード（①文字②文字・写真③写真 
④淡い原稿 ⑤複写原稿）＋3つの画質調整　［生産性］●メモリーソート ●回転ソート
●予約コピー ●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●80枚積載ARDF＊ 
●大量原稿モード＊ ●ARDF原稿交換スピード45cpm（A4ヨコ）＊ ●多段大量給紙：標準
2WAY1,100枚、最大6WAY3,750枚 
［その他の機能］●手差しコピー ●プログラム ●予熱 ●割り込みコピー ●原稿忘れ
検知 ●25％～400％のワイドズーム ●すこし小さめコピー ●寸法変倍 ●独立変倍 ●用
紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●ミニ本 ●週刊誌 ●リピート ●ダブルコピー ●
センタリング ●白黒反転 ●枠消去 ●センター消去 ●とじしろ ●表紙/合紙/章区切り/
章分け ●部数変更 
＊ドキュメントフィーダーRF9装着時。 

コピー基本機能 
 

QSU技術搭載により、主電源オンから「コピーできます」までのウォームアッ

プ時間12.5秒＊を実現。省エネモードからの復帰時間も10秒。急ぎのコピ

ーもお待たせしません。　＊imagio Neo 453の場合 

待ち時間の少ない、12.5秒＊高速立ち上げ 

ユニット内に用紙をためないノンスタック方式と2枚の用紙を同時に搬送

するデュアルサイクル両面機能により、45ページ/分＊という片面コピー時

と全く同じスピーディーな両面連続コピースピードを実現。生産性が大幅に

アップします。　＊A4ヨコ。 

ノンスタック&デュアルサイクル方式で、両面コピーもスピーディー 

PxPトナー採用で、きめ細やかな高画質を実現 

8種類のスタンプ機能に加え、ページ番号や日付などを印字できる機能を

搭載。出力時にさまざまな目印や区分けを印刷することができます。また、

それぞれの機能を組み合わせて使用することも可能です＊。 
＊一部組み合わせのできない機能があります。 

多彩な印字／スタンプ機能 

印刷の後処理から出力＆機器管理まで。 
ドライバーや専用ソフトで高機能を簡単活用。 

プリンターの機能が複雑で使いこなすのが大変。 

さらにスピードを増した快適コピー性能。 
レスペーパーを促進する多彩な機能も満載です。 

Copier

コピーの出力が遅くてストレスがたまる。用紙の消費量が多すぎるのも悩みの種。 

Network Printer
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〈選べる高速インターフェース〉 

［標準装備］●100BASE-TX/10BASE-T ●USB2.0 

［オプション＊］●IEEE1394 ●拡張無線LAN ●Bluetooth® ●IEEE1284  
＊いずれかひとつ装着可能です。 

4ポジションステープル 

パンチ穴 

4ポジションステープル 

パンチ穴 

＜A3、B4はヨコセットできません＞ 

＜A3、B4はヨコセットできません＞ 

SR21原稿セットタテの場合 

SR21原稿セットヨコの場合 

SR13原稿セットヨコの場合 

高機能を無駄なく活かすアプライアンスドライバー 

imagio Neoシリーズの高性能と多彩な機能が、どなたでも簡単に使い

こなせるよう、新発想のアプライアンス ドライバーをご用意。両面印刷や

集約印刷、ステープル等の後処理まで、目的のアイコンをクリックするだ

けで設定できる「ワンクリック設定」も選択可能です。 

ドキュメント＆出力機器管理・状況分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別売） 

機器別のログや、ユーザーごとの出力状況を集計・分析できるユーティリ

ティー。コピー機やプリンターの利用実態、出力データの種類、出力スタイ

ルの傾向などをきめ細かく把握することができ、業務の効率化やペーパ

ーレス化の推進に貢献します。集計結果はわかりやすくグラフで表示。

条件を限定して再集計することも可能です。 

●コピー/プリンターの出力ログ情報を自動収集します。 

●ユーザーごとの出力実態を確認できます。 

●情報の集計・分析をわかりやすいグラフビューで簡単に実行できます。 

高速ネットワーク100BASE-TX対応 

高速インターフェース「100BASE-TX」に標準対応。多彩なオプションもご

用意しています。 

BMLinkS対応（オプション） 

JBMIA＊1が策定した統合的なネットワークOA機器インターフェースである

BMLinkS＊2に対応。BMLinkS統合プリンターでは、BMLinkS対応機種

に対しての出力が可能です。 
＊1 JBMIAとは、（社）ビジネス機械・情報システム産業協会の略称です。 
＊2 BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称です。 
※BMLinkSは、JBMIAの登録商標です。 

マルチプラットフォーム＆マルチプロトコル対応 

Windows®環境はもちろん、UNIX、Macintosh、さらにIBMオンライン環境

まで幅広く対応。標準搭載のネットワークインターフェースはTCP/IP、

IPX/SPX＊1、SMB、EtherTalk＊2のマルチプロトコルに対応します。 
＊1 NetWare4.x/5.xのNDS、バインダ リモードに対応。 
＊2 PS3カードまたはマルチエミュレー ションカードを追加したときに使用可能。 

ネットワーク機器を効率的に運用管理　　　　　　　　　　　（同梱） 

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の方向けのユー

ティリティーです。 

●グループ単位で管理可能　部門/部署、設定場所、プリンターの種類、

重要度など、さまざまな条件で作成した任意のグループ単位で、より効率

的な運用・管理ができます。 

●導入設置時の負荷も軽減　イーサネットボードの詳細設定をネットワー

ク経由で簡単に行なえるなど、導入時の手間も軽減できます。 

●印刷枚数の把握や制限も可能＊　ユーザーコードを利用して、個人ご

との印刷枚数の把握や利用制限もできます。 

●遠隔地の機器の各種設定が可能＊　遠隔地のプリンターも監視・設

定可能。システムの集中的な監視や運用管理を容易にします。 
＊リコ－キーカード MK1装着時は、ユーザーコード別の管理/設定は行なえません。 

ソート、ステープルを高度に自動化 

■imagioフィニッシャー SR13 
ソート、ステープルを自動化。排紙トレイには最大1,000枚＊までスタックでき、

大量の資料作成も効率よくこなします。　＊ A4サイズでステープルなしの場合。 

通常ステープルに加え小冊子等の中とじステープルも自動化 

■imagioフィニッシャー BF13 
丁合、仕分け、紙揃え、ステープルに加えて中とじステープル（プリンター出

力時も可能）も自動化。 

丁合からパンチ穴あけまでを高度に自動化 

■imagioフィニッシャー SR21 
丁合、仕分け、紙揃え、ステープル（同幅サイズ混載も可能）、パンチ穴あ

けまでを自動化。排紙トレイには最大2,000枚＊1（例：20枚×100部）までス

タックでき、従来のソーターステープラーのようにビン数の制約を受けること

がありません。またステープルの間に次をスタックするプレスタック機構を搭

載し、ステープル時もエンジンは停止せず生産性をキープ。大量の資料作

成も効率よくこなします。さらにコピー/プリンターの出力を分けるマルチトレ

イ機能＊2も備えています。 
＊1 A4ヨコで、ステープルなしの場合。　＊2 カスタマーエンジニアによる設定。上段500枚、下段1,500枚積載となります。 

＊  A3、B4はこの位置にステープルできません。 

SR13原稿セットタテの場合 
＊ 

3ポジションステープル 

＊1

＊1 ＊2

中とじステープル 

5

7

31

＊1 用紙サイズによってはステープルが平行に打たれる場合があります。 
＊2  A3、B4のみの対応です。 

BF13原稿セットヨコの場合 

BF13原稿セットタテの場合 

印刷業務のトラブルをウィザード形式で解決　　　　　　　　　　　＊
（同梱） 

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ユー

ティリティー。シンプルなピアツーピア方式で接続したimagio Neoを共有

プリンターとして高度に使いこなすことができます。　＊ TCP/IP対応。 

ポリエステルを用いたリコー独自の重合法によるPxPトナーを採用。トナー

の粒子を5ミクロンの極小サイズ、しかも均一に揃えることで、画質の向上

が実現。従来製法の同等粒径トナーと比べて製造時のCO2排出量が少

ないので、環境負荷も抑えることができます。また、高解像度600dpi読み

取り、600dpi多値書き込み、256階調により、細かな文字、写真までくっきり

と鮮明に表現することが可能です。 両面印刷の利用状況 

用紙削減率 

※フィニッシャー装着時には、中継ユニット タイプN5が必要です。 

6 87

従来のトナー PxPトナー 



後処理生産性の向上、選べる3つのフィニッシャー（オプション） 
ファーストコピータイムは3.5秒＊1、連続コピーは45枚/分＊2。1枚でも大量で

もストレス知らずの、快適コピースピードを実現しています。　 
＊1 A4ヨコ。原稿カバー、第1給紙トレイ使用時。　＊2 A4ヨコ。 

1枚でも連続でも、快適のコピースピード 

各機能の設定後、仕上がり

イメージを確認するために1

部だけ出力することが可能。

大量出力を行う際のミスプ

リントによる用紙のムダや作

業の手間、時間のロスを大

幅に低減します。 

出力ミスを防止する、試しプリント・試しコピー 

パソコンで作成した文書をimagio Neoのハードディスクに蓄積可能。会議

などで追加の資料が必要になったとき、パソコンを立ち上げなくても

imagio Neoからすぐに必要な部数の印刷ができます。 
※蓄積できる文書数100文書（1文書1000ページ／蓄積総文書9000ページ） 

後処理まで含めたハードディスク保存印刷 

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーできる集約コピー機能を搭載。

両面印刷を組み合わせれば、表裏8枚ずつ、最大16枚の原稿を1枚に集

約することも可能です。用紙量を1/16に抑えられるので、用紙コストの削

減に効果的。設定も大型タッチパネルで簡単に行うことができます。 

用紙節約に効果的な集約コピー 

［高画質］●孤立点除去処理技術 ●5つの画像モード（①文字②文字・写真③写真 
④淡い原稿 ⑤複写原稿）＋3つの画質調整　［生産性］●メモリーソート ●回転ソート
●予約コピー ●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●80枚積載ARDF＊ 
●大量原稿モード＊ ●ARDF原稿交換スピード45cpm（A4ヨコ）＊ ●多段大量給紙：標準
2WAY1,100枚、最大6WAY3,750枚 
［その他の機能］●手差しコピー ●プログラム ●予熱 ●割り込みコピー ●原稿忘れ
検知 ●25％～400％のワイドズーム ●すこし小さめコピー ●寸法変倍 ●独立変倍 ●用
紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●ミニ本 ●週刊誌 ●リピート ●ダブルコピー ●
センタリング ●白黒反転 ●枠消去 ●センター消去 ●とじしろ ●表紙/合紙/章区切り/
章分け ●部数変更 
＊ドキュメントフィーダーRF9装着時。 

コピー基本機能 
 

QSU技術搭載により、主電源オンから「コピーできます」までのウォームアッ

プ時間12.5秒＊を実現。省エネモードからの復帰時間も10秒。急ぎのコピ

ーもお待たせしません。　＊imagio Neo 453の場合 

待ち時間の少ない、12.5秒＊高速立ち上げ 

ユニット内に用紙をためないノンスタック方式と2枚の用紙を同時に搬送

するデュアルサイクル両面機能により、45ページ/分＊という片面コピー時

と全く同じスピーディーな両面連続コピースピードを実現。生産性が大幅に

アップします。　＊A4ヨコ。 

ノンスタック&デュアルサイクル方式で、両面コピーもスピーディー 

PxPトナー採用で、きめ細やかな高画質を実現 

8種類のスタンプ機能に加え、ページ番号や日付などを印字できる機能を

搭載。出力時にさまざまな目印や区分けを印刷することができます。また、

それぞれの機能を組み合わせて使用することも可能です＊。 
＊一部組み合わせのできない機能があります。 

多彩な印字／スタンプ機能 

印刷の後処理から出力＆機器管理まで。 
ドライバーや専用ソフトで高機能を簡単活用。 

プリンターの機能が複雑で使いこなすのが大変。 

さらにスピードを増した快適コピー性能。 
レスペーパーを促進する多彩な機能も満載です。 

Copier

コピーの出力が遅くてストレスがたまる。用紙の消費量が多すぎるのも悩みの種。 
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〈選べる高速インターフェース〉 

［標準装備］●100BASE-TX/10BASE-T ●USB2.0 

［オプション＊］●IEEE1394 ●拡張無線LAN ●Bluetooth® ●IEEE1284  
＊いずれかひとつ装着可能です。 

4ポジションステープル 

パンチ穴 

4ポジションステープル 

パンチ穴 

＜A3、B4はヨコセットできません＞ 

＜A3、B4はヨコセットできません＞ 

SR21原稿セットタテの場合 

SR21原稿セットヨコの場合 

SR13原稿セットヨコの場合 

高機能を無駄なく活かすアプライアンスドライバー 

imagio Neoシリーズの高性能と多彩な機能が、どなたでも簡単に使い

こなせるよう、新発想のアプライアンス ドライバーをご用意。両面印刷や

集約印刷、ステープル等の後処理まで、目的のアイコンをクリックするだ

けで設定できる「ワンクリック設定」も選択可能です。 

ドキュメント＆出力機器管理・状況分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別売） 

機器別のログや、ユーザーごとの出力状況を集計・分析できるユーティリ

ティー。コピー機やプリンターの利用実態、出力データの種類、出力スタイ

ルの傾向などをきめ細かく把握することができ、業務の効率化やペーパ

ーレス化の推進に貢献します。集計結果はわかりやすくグラフで表示。

条件を限定して再集計することも可能です。 

●コピー/プリンターの出力ログ情報を自動収集します。 

●ユーザーごとの出力実態を確認できます。 

●情報の集計・分析をわかりやすいグラフビューで簡単に実行できます。 

高速ネットワーク100BASE-TX対応 

高速インターフェース「100BASE-TX」に標準対応。多彩なオプションもご

用意しています。 

BMLinkS対応（オプション） 

JBMIA＊1が策定した統合的なネットワークOA機器インターフェースである

BMLinkS＊2に対応。BMLinkS統合プリンターでは、BMLinkS対応機種

に対しての出力が可能です。 
＊1 JBMIAとは、（社）ビジネス機械・情報システム産業協会の略称です。 
＊2 BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称です。 
※BMLinkSは、JBMIAの登録商標です。 

マルチプラットフォーム＆マルチプロトコル対応 

Windows®環境はもちろん、UNIX、Macintosh、さらにIBMオンライン環境

まで幅広く対応。標準搭載のネットワークインターフェースはTCP/IP、

IPX/SPX＊1、SMB、EtherTalk＊2のマルチプロトコルに対応します。 
＊1 NetWare4.x/5.xのNDS、バインダ リモードに対応。 
＊2 PS3カードまたはマルチエミュレー ションカードを追加したときに使用可能。 

ネットワーク機器を効率的に運用管理　　　　　　　　　　　（同梱） 

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の方向けのユー

ティリティーです。 

●グループ単位で管理可能　部門/部署、設定場所、プリンターの種類、

重要度など、さまざまな条件で作成した任意のグループ単位で、より効率

的な運用・管理ができます。 

●導入設置時の負荷も軽減　イーサネットボードの詳細設定をネットワー

ク経由で簡単に行なえるなど、導入時の手間も軽減できます。 

●印刷枚数の把握や制限も可能＊　ユーザーコードを利用して、個人ご

との印刷枚数の把握や利用制限もできます。 

●遠隔地の機器の各種設定が可能＊　遠隔地のプリンターも監視・設

定可能。システムの集中的な監視や運用管理を容易にします。 
＊リコ－キーカード MK1装着時は、ユーザーコード別の管理/設定は行なえません。 

ソート、ステープルを高度に自動化 

■imagioフィニッシャー SR13 
ソート、ステープルを自動化。排紙トレイには最大1,000枚＊までスタックでき、

大量の資料作成も効率よくこなします。　＊ A4サイズでステープルなしの場合。 

通常ステープルに加え小冊子等の中とじステープルも自動化 

■imagioフィニッシャー BF13 
丁合、仕分け、紙揃え、ステープルに加えて中とじステープル（プリンター出

力時も可能）も自動化。 

丁合からパンチ穴あけまでを高度に自動化 

■imagioフィニッシャー SR21 
丁合、仕分け、紙揃え、ステープル（同幅サイズ混載も可能）、パンチ穴あ

けまでを自動化。排紙トレイには最大2,000枚＊1（例：20枚×100部）までス

タックでき、従来のソーターステープラーのようにビン数の制約を受けること

がありません。またステープルの間に次をスタックするプレスタック機構を搭

載し、ステープル時もエンジンは停止せず生産性をキープ。大量の資料作

成も効率よくこなします。さらにコピー/プリンターの出力を分けるマルチトレ

イ機能＊2も備えています。 
＊1 A4ヨコで、ステープルなしの場合。　＊2 カスタマーエンジニアによる設定。上段500枚、下段1,500枚積載となります。 

＊  A3、B4はこの位置にステープルできません。 

SR13原稿セットタテの場合 
＊ 

3ポジションステープル 

＊1

＊1 ＊2

中とじステープル 

5

7

31

＊1 用紙サイズによってはステープルが平行に打たれる場合があります。 
＊2  A3、B4のみの対応です。 

BF13原稿セットヨコの場合 

BF13原稿セットタテの場合 

印刷業務のトラブルをウィザード形式で解決　　　　　　　　　　　＊
（同梱） 

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ユー

ティリティー。シンプルなピアツーピア方式で接続したimagio Neoを共有

プリンターとして高度に使いこなすことができます。　＊ TCP/IP対応。 

ポリエステルを用いたリコー独自の重合法によるPxPトナーを採用。トナー

の粒子を5ミクロンの極小サイズ、しかも均一に揃えることで、画質の向上

が実現。従来製法の同等粒径トナーと比べて製造時のCO2排出量が少

ないので、環境負荷も抑えることができます。また、高解像度600dpi読み

取り、600dpi多値書き込み、256階調により、細かな文字、写真までくっきり

と鮮明に表現することが可能です。 両面印刷の利用状況 

用紙削減率 

※フィニッシャー装着時には、中継ユニット タイプN5が必要です。 
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後処理生産性の向上、選べる3つのフィニッシャー（オプション） 
ファーストコピータイムは3.5秒＊1、連続コピーは45枚/分＊2。1枚でも大量で

もストレス知らずの、快適コピースピードを実現しています。　 
＊1 A4ヨコ。原稿カバー、第1給紙トレイ使用時。　＊2 A4ヨコ。 

1枚でも連続でも、快適のコピースピード 

各機能の設定後、仕上がり

イメージを確認するために1

部だけ出力することが可能。

大量出力を行う際のミスプ

リントによる用紙のムダや作

業の手間、時間のロスを大

幅に低減します。 

出力ミスを防止する、試しプリント・試しコピー 

パソコンで作成した文書をimagio Neoのハードディスクに蓄積可能。会議

などで追加の資料が必要になったとき、パソコンを立ち上げなくても

imagio Neoからすぐに必要な部数の印刷ができます。 
※蓄積できる文書数100文書（1文書1000ページ／蓄積総文書9000ページ） 

後処理まで含めたハードディスク保存印刷 

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーできる集約コピー機能を搭載。

両面印刷を組み合わせれば、表裏8枚ずつ、最大16枚の原稿を1枚に集

約することも可能です。用紙量を1/16に抑えられるので、用紙コストの削

減に効果的。設定も大型タッチパネルで簡単に行うことができます。 

用紙節約に効果的な集約コピー 

［高画質］●孤立点除去処理技術 ●5つの画像モード（①文字②文字・写真③写真 
④淡い原稿 ⑤複写原稿）＋3つの画質調整　［生産性］●メモリーソート ●回転ソート
●予約コピー ●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●80枚積載ARDF＊ 
●大量原稿モード＊ ●ARDF原稿交換スピード45cpm（A4ヨコ）＊ ●多段大量給紙：標準
2WAY1,100枚、最大6WAY3,750枚 
［その他の機能］●手差しコピー ●プログラム ●予熱 ●割り込みコピー ●原稿忘れ
検知 ●25％～400％のワイドズーム ●すこし小さめコピー ●寸法変倍 ●独立変倍 ●用
紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 ●ミニ本 ●週刊誌 ●リピート ●ダブルコピー ●
センタリング ●白黒反転 ●枠消去 ●センター消去 ●とじしろ ●表紙/合紙/章区切り/
章分け ●部数変更 
＊ドキュメントフィーダーRF9装着時。 

コピー基本機能 
 

QSU技術搭載により、主電源オンから「コピーできます」までのウォームアッ

プ時間12.5秒＊を実現。省エネモードからの復帰時間も10秒。急ぎのコピ

ーもお待たせしません。　＊imagio Neo 453の場合 

待ち時間の少ない、12.5秒＊高速立ち上げ 

ユニット内に用紙をためないノンスタック方式と2枚の用紙を同時に搬送

するデュアルサイクル両面機能により、45ページ/分＊という片面コピー時

と全く同じスピーディーな両面連続コピースピードを実現。生産性が大幅に

アップします。　＊A4ヨコ。 

ノンスタック&デュアルサイクル方式で、両面コピーもスピーディー 

PxPトナー採用で、きめ細やかな高画質を実現 

8種類のスタンプ機能に加え、ページ番号や日付などを印字できる機能を

搭載。出力時にさまざまな目印や区分けを印刷することができます。また、

それぞれの機能を組み合わせて使用することも可能です＊。 
＊一部組み合わせのできない機能があります。 

多彩な印字／スタンプ機能 

印刷の後処理から出力＆機器管理まで。 
ドライバーや専用ソフトで高機能を簡単活用。 

プリンターの機能が複雑で使いこなすのが大変。 

さらにスピードを増した快適コピー性能。 
レスペーパーを促進する多彩な機能も満載です。 

Copier

コピーの出力が遅くてストレスがたまる。用紙の消費量が多すぎるのも悩みの種。 
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〈選べる高速インターフェース〉 

［標準装備］●100BASE-TX/10BASE-T ●USB2.0 

［オプション＊］●IEEE1394 ●拡張無線LAN ●Bluetooth® ●IEEE1284  
＊いずれかひとつ装着可能です。 

4ポジションステープル 

パンチ穴 

4ポジションステープル 

パンチ穴 

＜A3、B4はヨコセットできません＞ 

＜A3、B4はヨコセットできません＞ 

SR21原稿セットタテの場合 

SR21原稿セットヨコの場合 

SR13原稿セットヨコの場合 

高機能を無駄なく活かすアプライアンスドライバー 

imagio Neoシリーズの高性能と多彩な機能が、どなたでも簡単に使い

こなせるよう、新発想のアプライアンス ドライバーをご用意。両面印刷や

集約印刷、ステープル等の後処理まで、目的のアイコンをクリックするだ

けで設定できる「ワンクリック設定」も選択可能です。 

ドキュメント＆出力機器管理・状況分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別売） 

機器別のログや、ユーザーごとの出力状況を集計・分析できるユーティリ

ティー。コピー機やプリンターの利用実態、出力データの種類、出力スタイ

ルの傾向などをきめ細かく把握することができ、業務の効率化やペーパ

ーレス化の推進に貢献します。集計結果はわかりやすくグラフで表示。

条件を限定して再集計することも可能です。 

●コピー/プリンターの出力ログ情報を自動収集します。 

●ユーザーごとの出力実態を確認できます。 

●情報の集計・分析をわかりやすいグラフビューで簡単に実行できます。 

高速ネットワーク100BASE-TX対応 

高速インターフェース「100BASE-TX」に標準対応。多彩なオプションもご

用意しています。 

BMLinkS対応（オプション） 

JBMIA＊1が策定した統合的なネットワークOA機器インターフェースである

BMLinkS＊2に対応。BMLinkS統合プリンターでは、BMLinkS対応機種

に対しての出力が可能です。 
＊1 JBMIAとは、（社）ビジネス機械・情報システム産業協会の略称です。 
＊2 BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称です。 
※BMLinkSは、JBMIAの登録商標です。 

マルチプラットフォーム＆マルチプロトコル対応 

Windows®環境はもちろん、UNIX、Macintosh、さらにIBMオンライン環境

まで幅広く対応。標準搭載のネットワークインターフェースはTCP/IP、

IPX/SPX＊1、SMB、EtherTalk＊2のマルチプロトコルに対応します。 
＊1 NetWare4.x/5.xのNDS、バインダ リモードに対応。 
＊2 PS3カードまたはマルチエミュレー ションカードを追加したときに使用可能。 

ネットワーク機器を効率的に運用管理　　　　　　　　　　　（同梱） 

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の方向けのユー

ティリティーです。 

●グループ単位で管理可能　部門/部署、設定場所、プリンターの種類、

重要度など、さまざまな条件で作成した任意のグループ単位で、より効率

的な運用・管理ができます。 

●導入設置時の負荷も軽減　イーサネットボードの詳細設定をネットワー

ク経由で簡単に行なえるなど、導入時の手間も軽減できます。 

●印刷枚数の把握や制限も可能＊　ユーザーコードを利用して、個人ご

との印刷枚数の把握や利用制限もできます。 

●遠隔地の機器の各種設定が可能＊　遠隔地のプリンターも監視・設

定可能。システムの集中的な監視や運用管理を容易にします。 
＊リコ－キーカード MK1装着時は、ユーザーコード別の管理/設定は行なえません。 

ソート、ステープルを高度に自動化 

■imagioフィニッシャー SR13 
ソート、ステープルを自動化。排紙トレイには最大1,000枚＊までスタックでき、

大量の資料作成も効率よくこなします。　＊ A4サイズでステープルなしの場合。 

通常ステープルに加え小冊子等の中とじステープルも自動化 

■imagioフィニッシャー BF13 
丁合、仕分け、紙揃え、ステープルに加えて中とじステープル（プリンター出

力時も可能）も自動化。 

丁合からパンチ穴あけまでを高度に自動化 

■imagioフィニッシャー SR21 
丁合、仕分け、紙揃え、ステープル（同幅サイズ混載も可能）、パンチ穴あ

けまでを自動化。排紙トレイには最大2,000枚＊1（例：20枚×100部）までス

タックでき、従来のソーターステープラーのようにビン数の制約を受けること

がありません。またステープルの間に次をスタックするプレスタック機構を搭

載し、ステープル時もエンジンは停止せず生産性をキープ。大量の資料作

成も効率よくこなします。さらにコピー/プリンターの出力を分けるマルチトレ

イ機能＊2も備えています。 
＊1 A4ヨコで、ステープルなしの場合。　＊2 カスタマーエンジニアによる設定。上段500枚、下段1,500枚積載となります。 

＊  A3、B4はこの位置にステープルできません。 

SR13原稿セットタテの場合 
＊ 

3ポジションステープル 

＊1

＊1 ＊2

中とじステープル 

5

7

31

＊1 用紙サイズによってはステープルが平行に打たれる場合があります。 
＊2  A3、B4のみの対応です。 

BF13原稿セットヨコの場合 

BF13原稿セットタテの場合 

印刷業務のトラブルをウィザード形式で解決　　　　　　　　　　　＊
（同梱） 

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ユー

ティリティー。シンプルなピアツーピア方式で接続したimagio Neoを共有

プリンターとして高度に使いこなすことができます。　＊ TCP/IP対応。 

ポリエステルを用いたリコー独自の重合法によるPxPトナーを採用。トナー

の粒子を5ミクロンの極小サイズ、しかも均一に揃えることで、画質の向上

が実現。従来製法の同等粒径トナーと比べて製造時のCO2排出量が少

ないので、環境負荷も抑えることができます。また、高解像度600dpi読み

取り、600dpi多値書き込み、256階調により、細かな文字、写真までくっきり

と鮮明に表現することが可能です。 両面印刷の利用状況 

用紙削減率 

※フィニッシャー装着時には、中継ユニット タイプN5が必要です。 
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100BASE-TXの高速インターフェースに対応。また、スキャン読み取り速度は

52枚/分＊の高速読み取りを実現しています。 
＊ A4（ヨコ送り）200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。 

52枚/分の高速スキャン 

モノクロ600dpiの高画質読み取りをA3サイズでも実現。文書はもちろん、

図面など細線までも美しくディスプレイに再現します。 
※原稿種類でグレースケールを指定した場合は解像度、サイズに制限があります。 

最大600dpiの高画質読み取り 

スキャンした紙文書のE-Mail送信が可能。E-Mailなら通信費がインター

ネット利用固定費に含まれるので、FAXなどに比べ大幅なコストダウンが

図れます＊。また、直接担当者に送信できるので確実な情報伝達が可

能です。 
＊ADSL、フレッツISDN等の通信固定常時接続の場合。 
※E-Mailできる環境が別途必要になります。 

スキャンto E-Mail 
 

 
スキャンした紙文書はドキュメントボックスに保存。そのURLを添付してメ

ールを送信します。回覧文書など一時的に閲覧するような文書であれば、

ネットワークやサーバーへの負荷を掛けずに情報を伝えることが可能。

URLをクリックすれば、Webブラウザで画像を確認できます。 

スキャンto URL 
 

スキャンした文書はサーバーを経由せず、ネットワーク上の共有フォルダー

に直接保存することができます。保存先はあらかじめ登録しておくことが

でき、タッチパネルからワンタッチで選択可能。また、FTPサーバへの送信

も可能です。同一原稿を共有フォルダーとメールに同時送信することもで

きるので、保存と情報伝達が効率的に行えます。 

●ファイル形式 

　白黒2値：シングルTIFF、マルチページTIFF、PDF 

　グレースケール：JPEG、PDF

スキャンtoフォルダー 

オフィスにあふれる紙文書を高速スキャン。 
情報の整理・共有が手軽に行えます。 

紙文書が氾濫していて必要な情報が見つからない。 

FTPサーバー

ファイルサーバー

クライアントPC

E-Mailでパソコンへ

E-Mailで
パソコンへ

紙文書を
E-Mail送信

イントラネット 

社外  

E-Mail送信画面
（事前に登録した宛先を選択）

Internet

社内  

URLを送信

※メールサーバーが必要です。

URL送信画面（事前に登録した宛先を選択）

HDD

※メールサーバーが必要です。

g

g

g

g
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受信したFAXを紙出力せず、ハードディスクに蓄積。無駄な用紙の出力

を防ぎます。同梱のRidoc Desk 2000Ltや、Webブラウザを使って、使

用した画像の確認・引き取りも可能です。 

①同梱のRidoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取りが可能。

　ファクス受信があると自動的にポップアップしてお知らせします。

②専用ソフト不要のWebブラウザを利用したWeb Image Monitorでの

　確認・引き取りも可能です。

　ファクス受信があるとメールでお知らせすることが可能です。

サーバー不要のペーパーレスファクス受信 

受信した原稿は、あらかじめ登録してある相手先（転送先）へ転送する

ことが可能です。発信元名称、発信元ファクス番号、Ｆコード＊1、ダイヤル

イン＊1やメールアドレスに応じて転送先を区別＊2することも出来ます。さら

に、フォルダー転送する際、どのファイル形式（TIFF又はPDF）で転送す

るかを指定することも出来ます。 
※転送先は、ファクス・IP-ファクス・メール・フォルダーの設定ができます。 
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。 
＊1 Fコード及びダイヤルインの転送時、フォルダーを選択することは出来ません。　 
＊2 特定相手先30件 

受信ファクスの転送機能 

［高画質］●①ふつう字②小さな字③微細字＊1　［レスペーパー化］●A3ブック原
稿送信●両面原稿送信＊2●両面印刷●集約印刷●宛名差し込み　［操作性］●リ
ダイヤル●直接宛先入力●オンフックダイヤル●送信文書変更/中止●不達文書再送
信●宛先表見出し選択●宛先表並び順変更●クイック操作キー　［確実性］●発信
元名称（表示用）●発信元名称（印字用）●発信元ファクス番号●自動誤り再送（ECM）
●送受信結果表示（最大200通信）●ID送受信●代行受信●済みスタンプ 
［その他の便利機能］●回転送信●メモリー送信●時刻指定送信●優先発信●列
信●親展送受信●ポーリング送受信●封筒受信●見開き原稿指定送信●定型文印字
●送信者名印字●文書添付（6文書）●蓄積文書指定送信●Fコード通信機能●Fコー
ド親展ボックス●Fコード掲示板ボックス●チェーンダイヤル●中継局機能●中継依頼送
信●印刷終了ブザー●しおり機能●センターマーク印字●受信時刻印字●TSI印字●
回転レシーブ●ジャストサイズ受信●記録分割/縮小●受信側縮小●受信紙ソート印刷
●受信印刷部数設定●迷惑ファクス防止●相手先別メモリー転送●相手先別受信印
刷部数設定●相手先別両面印刷●相手先別封筒受信●相手先別受信紙ソート印刷
●G4発信元情報＊3●G4メールサービス＊3●G4サブアドレス＊3●UUI＊3●CIL印字＊3●
TID印字＊3●デュアルアクセス●ダイヤルイン機能●自動電源受信機能●各種リスト/レ
ポート印刷●ユーザーコード＊4●利用者制限＊4●料金管理＊5●TEL/FAX自動切替●
TEL/FAXリモート切替●留守番電話接続●全文書転送●Fコード中継ボックス●同報

送信500宛先 
＊1 FAXメモリー タイプN2が必要です。＊2 imagio Neo 453にはドキュメントフィーダーRF9が必要です。＊3 G4 
FAXユニット タイプN18が必要です。＊4 標準100件、アカウント拡張モジュール タイプF装着時500件 ＊5 FAX料
金管理ソフトが必要です。 

充実のファクス基本機能 

ファクス受信のペーパーレス化を促進。 
専用ソフトとの連携で効率的な文書管理を実現します。 

ファクス受 信は紙のムダが多いし、管理も大変。 

 

紙文書をメールの添付ファイルとしてパソコンへ送信。複数の相手に一

斉に送信することもでき、社外はもちろん、社内へも効率的な情報伝達

が実現します。E-Mailなら通信費はインターネット利用固定費に含まれる

ので、大幅なコストダウンが可能になります。 

スキャンto E-Mailで通信費を大幅削減 

ファクス通信に、電話回線ではなくE-Mailを利用するW-NET FAX機能。

従来のファクスに比べ通信費を大幅に抑えることができます＊。同一原

稿を複数箇所に送る場合も、E-Mailなら一括送信が可能。また、一度の

操作でファクス、W-NET FAX、IP-ファクス、パソコンに送信できるので、

相手先の通信環境が異なる場合にも便利です。 
＊ADSL、フレッツISDNなどの通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の場合。 
※E-Mailできる環境が別途必要になります。 
※W-NET FAX機能は、ITU-T T.37勧告に準拠したメール型インターネット対応FAX機能です（フルモード）。当勧
　告に準拠していれば、メーカーを問わずメールを利用したファクス送受信が可能です。 

W-NET FAXでファクス・パソコンへ一括送信 

パソコンで作成したデータをダイレクトにファクス送信可能。ファクス送信の

ためのプリントアウトが不要。作業効率もアップします。 
※Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003

プリントアウト不要のPC FAX

最大3回線のマルチポート対応 Super G3 FAX

メールサーバーを介さず、イントラネット内で機器同士をLANでダイレクトに

結ぶことにより、社内間でのリアルタイム通信を実現します。送信結果もそ

の場で確認が可能です。 

イントラネットFAX（ダイレクトSMTP）対応 

Send Receive

Webブラウザで受信文書の確認・引き取り Ridoc Desk 2000 Ltで受信文書の確認・引き取り 

Ridoc Desk 2000 Lt Web Imagge Monitor

受信ファクス

ファクス 

PC FAX画面

●HDDとファクス用メモリーの両方に蓄積され

　るため、万が一のデータ消失を防ぎます。 
※蓄積できる受信枚数はA4で約280枚です。オプションのFAXメモ
　リー タイプN2の装着により約2,200枚となります。（A4ふつう字） 
※オプションアプリケーション連携との併用はできません。

受信  

HDD

公衆回線

フォルダー 

メール 

T.38

社内（メール） 

imagio Neo 453

W-NET FAX

PC FAXドライバーで送信

スキャン to E-MailW-NET FAX

スキャン to E-MailW-NET FAX

クライアントPC

クライアントPC

クライアントPC

クライアントPC

PC FAX
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A4標準原稿1枚を高速3秒で送信できるSuper G3 FAX。大型タッチパネ

ルを採用しているため、送り先の指定や確認が容易に行えます。宛先表

登録件数2000件、1グループに登録できる宛先数最大500件＊1など、大量

のファクス送信も効率的に操作が可能。オプションユニット＊2を装着するこ

とで最大3カ所の相手先と同時に通信が行えるので、通信時間が大幅に

短縮できます。1台3役により、省スペース&省コストにもつながります。 
＊1 グループ登録：最大100グループ、最大500件/総グループ　＊2 G3ユニット装着時/G3ユニット・G4ユニット装着時 



WEBブラウザでimagio Neoの状態をチェック 

●オフィス・ドキュメントを楽々ファイリング 

パソコンのアプリケーションで作成した文書

から、手書きの紙文書や写真まで。オフィス

にあふれるあらゆる文書を一元管理できる

簡単個人文書管理ソフトです。 

Network Scanner

●PDFファイルを立ち上げずに印刷可能に 

Windows®上のPDFアイコンを右クリックすれば、アプリケーションを起動

せずに、またプリンタードライバーも介さずに＊出力可能。画像変換、印刷、

メール送信、配信（Ridoc Document Router連携時）なども行えます。 
＊PS3カードまたはマルチエミュレーションカードまたはPDFダイレクトプリントカードが必要です。対応PDFファイルバ
ージョンは1.3、1.4、1.5です。1.4の固有機能のTransparency、JBIG2には対応しておりません。1.5の固有機能
には対応しておりません。 

オフィス文書を楽々ファイリング Embedded Software Architeture

Windows上のPDFファイルを
右クリックしてここをクリック！

Web Image Monitorを利用すれば、パソコンに専用ソフトをインストール

しなくても、Webブラウザでimagio NeoのHDDへ自在にアクセス可能。

ドキュメントボックス蓄積文書の確認・印刷・引き取りはもちろん、機器の

状態管理、ジョブ履歴の確認などもデスクトップから行えます。 
※推奨Webブラウザ　Windows®:Internet Explorer 6.0以降、Netscape 6.2以降　Macintosh:Netscape 6.2以降 

●PDF、JPEG、TIFF形式でのダウンロードが可能 

蓄積文書は見やすいサムネール表示で確認できるうえ、PDF、JPEGま

たはTIFF形式で簡単に自分のパソコンへダウンロード可能です。 

●検索機能 

●アドレス帳の登録/修正/

　削除が可能 

管理者の方が専用ソフトを

入れることなく、ブラウザを使

ってアドレス帳の登録・修正・

削除ができます。 アドレス帳画面

●Embedded Software Architectureとは 

複写機でさまざまなアプリケーションを稼働させることを可能にしたアーキ
テクチャーです。このアーキテクチャーが搭載されたimagio Neo 453シリ
ーズには各種アプリケーションをインストールして機能を拡張することが可
能となります。 
【imaggio カンタン文書登録】　スキャナで読み取った文書を、複合機のパネ
ル操作でファイル名の設定やパソコンの共有フォルダーの保存先を指定でき
るので、パソコン操作が苦手でも簡単に紙文書を電子化できます。

【imaggio 暗号化PDF】　スキャナで読み取った文書をPDFへ変換するとき
に、セキュリティ設定（暗号化、パスワードによる閲覧、編集、印刷の各権限
設定、有効期限の設定）をすることができるので情報漏えい対策が実現で
きます。

【imaggio バーコードスキャン】　スキャナで読み取った文書のバーコードを
認識することができます。図面や帳票入力時の作業効率をアップできます。

【imaggio エージェントスキャン】　複合機を基幹業務システムの入力端末と
して利用する連携ソリューション（DB-DocLink）で「SMILEαAD」の情報
を複合機の操作パネルに表示し、紙文書を電子化できます。顧客情報との
一元管理が可能になります。 ※「SMILEαAD」は株式会社OSKのソフトウェアの名称です。
※詳細については、各アプリケーションカタログを参照ください。

さらに強力な業務改善を推進する連携アプリケーションソフト（別売） 

高度なセキュリティ機能、最大150万文書に対応できるパフォーマンスと管
理機能、操作性の向上を追求、紙や電子ドキュメントの一元化、有効利用
をサポートします。 
■より高度に検索機能を強化 
　（キーワード検索、全文検索、フリー検索、フォルダ検索が可能）

■表示用PDFの作成が可能 
■旧版管理が可能 
■印刷物の管理が可能な文字列挿入印刷 
■きめ細かなアクセス管理を実現 

■認証管理ツールとの連携でドキュメントセキュリティを強化 

パワフルかつきめ細やかな次世代の 
ドキュメント環境を提供 

リコーの入出力機器と連動することで、紙文書のスキャニングデータやFAX
送受信文書を、ドキュメント管理サーバーやユーザーのパソコンに効率よく
配信可能。オフィスのペーパーレス化を促進します。また、ドキュメント・セキ
ュリティを強化する高度な管理機能も装備しています。 
■天地自動識別で効率よく登録 
■活用度の高いテキスト付きハイコンプレッションPDFへの変換が可能 
■ペーパーレスFAXシステムの構築が可能 
■ドキュメントセキュリティ機能を強化 

　　●認証管理ツールとの連携　●アクセス権限の設定が可能 

　●SSL通信によりデータを暗号化 

■未読・既読文書の設定が可能 
■画像ログが登録できるキャプチャー機能が利用可能 
　コピー/スキャン/FAX送信/印刷した文書を「画像ログ」としてRidoc Document Serverへ保存可能

■機器ブラウザー連携 
オプションのWebアクセスカードを装着すると、Neo本体の操作部にRidoc Document RouterからHTML
形式で取得した情報を表示させ操作することができます。

スキャナー/ファクスデータを、 
より高度に共有・活用 
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ドキュメントのセキュリティ対策にも配慮した、不正コピーガード機能。出力

時に全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。その原本をimagio Neo 453

シリーズでコピーすると、地紋を検知して画像を破壊し、紙1面をグレーに

印刷して情報漏えいを抑止します。 

不正コピーガード機能（オプション） 

出力時に全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷可能。原稿をコピーする

と「コピー禁止」等の牽制文字を浮き上がらせ、不正なコピーや情報漏

えいを抑止します。imagio Neo453シリーズ以外でコピーした場合にも

有効です。 

不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載 

従来のユーザーコード認証に加え、ユーザー認証システムを搭載。ログイン

ユーザー名とパスワードを使った、よりハイレベルな個人識別が行なえます。

またネットワークで接続されているWindows®のドメインコントローラーや

LDAPサーバーとの連携により、既存の認証システムによる個人認証が可

能となります。 

ハイレベルなユーザー認証システム 

imagio Neo 453シリーズで出力または読み取りされた画像データはハード

ディスクに一時的に保存されます。この画像データは、リコー独自の圧縮

方式で保存され、復元することは限りなく不可能に近いため、セキュリティ

は確保されていると考えています。その上で、さらなるセキュリティを望まれ

る場合にはオプションのセキュリティカードを装着していただくことにより、ハ

ードディスク内の一時データを自動的に上書き消去することが可能。

imagio Neoを破棄する際に全てのデータを上書き消去することもできます。 

HDD残存データ消去（オプション） 

imagio Neo 453シリーズのコピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキ

ュメントボックスといったそれぞれの機能について、登録されたユーザー

ごとの利用制限を行うことができます。管理者が設定し、その状況を把

握することにより、セキュリティを高めるとともに、ランニングコストの抑制

にも効果を発揮します。 

機能利用制限による不正利用防止システム 

●ネットワークポートＯＮ／ＯＦＦ　●文書アクセス制限　 

●アドレス帳暗号化　●機密印刷　●印刷可能ＩＰアドレス制限 

●パスワード暗号化（ドライバー暗号鍵）　●配信制限（宛先） 

●通信経路暗号化 

さらに、きめ細やかなセキュリティ機能を満載 
 

不正コピーなどから情報資産を守る、 
先進のセキュリティ機能を搭載。 

Security Technology

不正利用で機密情報が漏洩しないか心配。 

◆不正コピー抑止文書または 
　不正コピーガード文書が 
　印刷できます。 

◆地紋を埋め込んだ文書 

◆地紋を埋め込んだ 
　文書をコピー 

不正コピーを検知すると 
ブザーが鳴ります 
 

プリンターで地紋を埋め込んだ文書を出力 
 

出力 

※不正コピーガードモジュールタイプB非搭載時。 
 

牽制文字が浮き上がります 
 

※不正コピーガードモジュールタイプB搭載時。 
※不正コピーガード機能ONでコピー時。 

文書全体をグレー地に変換します 
 

■「不正コピーガード」のワークフロー（イメージ図） 

◆地紋を埋め込んだ 
　文書をコピー 

不正コピーガード 
オプション付き 
 

※牽制文字はあらかじめRPCSプリンタードライバーで設定することで浮き上がります。　 
※不正コピーガードモジュールを装着すると、スキャナー機能、ファクス機能と 
　コピー・ドキュメントボックスの50％未満の縮小が使用できなくなります。　 
※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。　 
※コピー、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証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。 
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※写真のスキャナーの置台は商品には含まれません。 
※写真は、imagio Neo453 モデル765に給紙テーブルPT30とスキャナー分離キット タイプN18を装着したものです。 

2006年より規制が開始される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、imagio Neo 453シリーズにも息づいています。 

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。 

imagio Neo 453シリーズは包装材の環境負荷削減のために、リユースが
可能な「循環型エコ包装」を使用しています。お客さま先でゴミを排出し
ない上、省資源につながります。 

imagio Neo453は、各種環境規格の基準に適合。 
人と環境への細やかな配慮を取り入れています。 
 

Clean & Friendly

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。 

リコーは地球資源・環境の保全を最

優先すべきテーマと考え、その製品

設計においては、待機時・使用時の

省電力化、リサイクルの追求など、省

資源・省エネルギー・低廃棄物化に

積極的に取り組んでいます。 ＊ラックの販売はしていません。 

有害化学物質の使用を大幅に削減 

スキャナ部を本体から取り外して別置きにすることができます。机の上な

どに設置すれば、車いすを利用している方でも手軽に一連の操作、利

用が可能です。 

スキャナを分離すれば、座ったままでも操作可能 

省エネモード（オフ/スリープモード）時の消費電力はわずか1W。立ち上

がりも10秒で、すぐにコピーができます。 

消費電力1Wの省エネマシン 

循環型エコ包装 

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合 

「エコマーク」の複写機基準に適合 

グリーン購入法適合商品 

人や環境にやさしい商品を積極的に導入していきたい。 

鉛はんだの無鉛化 

約99%削減 
GPNランクA適合 
 

ポリ塩化ビニール 

約90%削減 
GPNランクⅡ適合 
 

クロメートフリー鋼板 

100%削減 

認定番号：06117012
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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。

imagio Neo 453シリーズの主な仕様 

※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があります。特に、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。※万が一、本体のハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータや登録したアドレス帳のデータが消失することがあります。
データの消失による直接、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、あらかじめご了承ください（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、
Ridoc Desk 2000/Ltによる運用をおすすめします。またアドレス帳に関してはRidoc IO　Adminでバックアップをとることをおすすめします）。※各種サービスの
提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合（ナンバーディスプレイ/キャッチホンなど）があります。※ファクシミリで送られたものは、原稿と寸法
が多少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。※留守番電話接続およびTEL/FAXリモート切替は接続
する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品の故障、誤作動またはその他の不具合により送信、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、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料の価格は本製品本体を納品する場合です。記載さ
れている搬入設置指導料は、標準的な搬入設置指導作業の場合の参考価格です（詳しい内容につきましては販売担当者におたずねください）。※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。※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。※Microsoft、Windowsは、米国MicrosoftCorporation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。※Adobe Readerおよび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。※Macintoshは、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。※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。※本製品はNetBSD Operating Systemを使用しています。※その他本カタログに記載の会社名および
製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です。※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。Bluetoothは、米国内にお
けるBluetooth-SIG Inc.の商標または登録商標です。

本体標準価格には、感光体、現像剤および原稿カバー（imagio Neo 453の場合）は含まれません。
※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格は価格表をご参照ください。
＊ PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は別途価格表をご参照ください。
　スキャナー関連同梱ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格は価格表をご参照ください。 

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。

imagio Neo 453 モデル765

本体標準価格（消費税別）

搬入設置指導料 46,000円＊（消費税別） ¥1,890,000
imagio Neo 453 搬入設置指導料 28,000円（消費税別） ¥1,370,000

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。

適 用 回 線 　 　 　 　

電 送 制 御 手 順
通 信 モ ー ド
送 信 原 稿 サ イ ズ
走 査 線 密 度

メ ー ル 送 信 機 能
メ ー ル 受 信 機 能

イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）
IEEE1394(IPover1394)、無線LAN（IEEE802.11b）
送信：SMTP手順、TCP/IP通信　受信：POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP通信
シンプルモード、フルモード
フルモード時：A3、B4、A4　シンプルモード時：A4（A3/B4はA4に縮小して送信）
フルモード時：200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、200×400dpi＊1、400×
400dpi（微細字）＊1　シンプルモード時：200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）
メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。
TIFF-F（MH、MR＊2、MMR＊2圧縮）の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、
英数字および第一水準、第二水準のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。

W-NET FAX機能 

走査方式
CPU
メモリー
HDD容量
適用回線

走査線密度

通信速度

符号化方式
通信モード
読取原稿サイズ
記録紙サイズ
電送時間

平面走査（シート原稿、ブック原稿両面用）
基本仕様に準ずる
4MB（オプション装着時：最大28MB）
基本仕様に準ずる
アナログ：加入電話回線、Fネット（G3サービス）、NCC回線、トールダイヤル網、Fポート、2線式専用線
デジタル＊1：INSネット64、Fネット（G4サービス）、デジタル交換内線（基本インターフェース）
G3：8×3.85本/mm（ふつう字）、8×7.7本/mm（小さな字）、8×15.4本＊2/mm、16×15.4本＊2/mm（微細字）
G4＊2：200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、400×400dpi（微細字）＊2

G3：33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps
（自動シフトダウン方式）　G4＊1：64Kbps/56Kbps（自動速度整合）
MH、MR、MMR、JBIG
G3、G4＊1

定型：最大 A3タテ 幅297mm×長さ432mm　不定型：最大 幅297mm 長さ1,200mm
A3､A4､A5､B4､B5､レター､リーガル
G3：約3秒（JBIG通信時：2秒台）＊3　G4＊1：約3秒＊3

ファクス機能 

＊1 imagio G4ファクスユニット タイプN18装着時。    ＊2 imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。    ＊3 A4、700文字程
度の原稿を標準画質（G4は200dpi×200dpi、G3は8×3.85本/mm）で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報のみの通
信速度で、通信の制御時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況によって異なります。 
※識別番号：000049ACD05

＊1  imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。 ＊2 フルモード時。

＊   imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。

インターフェース　　　　　

対 応 プ ロ ト コ ル
伝 送 制 御 手 順
送 信 原 稿 サ イ ズ
走 査 線 密 度

I P -ファクス送信機能

I P -ファクス受信機能

イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）
IEEE1394(IPover1394)、無線LAN（IEEE802.11b）
SIP、JT-H323V2
TTC標準 JT-T38手順、JT-H323手順、SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP/IP通信
最大A3または11×17（DLT）
8×3.85本/mm・200×100dpi（ふつう字）、8×7.7本/mm・200×200dpi（小さな字）、
8×15.4本＊/mm・200×400dpi＊、16×15.4本＊/mm・400×400dpi（微細字＊）
IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。
VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信可能。
JT-T38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。

IP-ファクス機能 
標 準
オプション

標 準
オプション

＊A4ヨコ、200dpi時。

プリンター機能  
形 式
C P U
メ モ リ ー
H D D 容 量
プ リ ン ト サ イ ズ
連続プリント速度（毎分）
解 像 度
ペ ー ジ 記 述 言 語
対 応 プ ロ ト コ ル  
対 応 O S 　 　 　

内蔵フォント　　　　　

　 　 　 　
エミュレーション（オプション）　

インターフェース＊2　　　　　

変 倍

内蔵型
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる 
定型：基本仕様に準ずる　不定形：最大297×600mm（手差し）
連続複写速度と同等
600dpi×600dpi（2400dpi相当×600dpi）　
標準：RPCS、RPDL　オプション：PostScript3
TCP/IP、IPP、IPX/SPX、SMB、EtherTalk
Windows® 95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server 2003
Mac OS 8.6以上、Mac OS X 10.1以上＊1

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、Aria l4書体、Cour ie rNew4書体、
TimesNewRoman4書体、Windings、Symbol、Century、Courier10、PrestigeElite12、LetterGothic15、BoldFacePS
平成明朝体/平成角ゴシック体/欧文136書体（PostScript3使用時）
R98（NEC PC-PR201H）、R16（EPSON ESC/P）、R55（IBM 5577-F01/F02）、
RP-GL/2（HP DJ600）、RP-GL（HP7475A/7550A）、RTIFF、BMLinkS、PDF Direct
イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0＊2

IEEE1284準拠（双方向パラレル）、IEEE 1394（IP over 1394）、IEEE 802.11b（無線LAN）、Bluetooth®＊2

20％～300％（RPCS時）

標 準

オプション

標 準
オプション

形 式
C P U
メ モ リ ー
H D D 容 量
最 大 原 稿 読 取サイズ
読 み 取 り 速 度＊

階 調
イ ン タ ー フ ェ ー ス

メ ー ル 送 信

フ ァ イ ル 送 信

ネットワークTWAINスキャナー

モノクロイメージスキャナー
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
52枚/分
モノクロ2値、モノクロハーフトーン、グレースケール
標準：イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T） 
オプション：IEEE 1394（IP over 1394）、IEEE 802.11b（無線LAN）
読取解像度（主走査×副走査）：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
対応プロトコル：SMTP　出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF
読取解像度（主走査×副走査）：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
対応プロトコル：SMB、FTP、NCP　出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF
読取解像度（主走査×副走査）：100～1,200dpiの範囲で指定可能　
対応プロトコル：TCP/IP　対応OS：Windows®95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003

スキャナー機能 

基本仕様/コピー機能 
形 式  
C P U
メ モ リ ー
H D D 容 量
カ ラ ー 対 応
解 像 度
階 調
原 稿 台 方 式  
感 光 体 種 類
複 写 方 式  
現 像 方 式  
定 着 方 式  
複 写 原 稿  
複 写 サ イ ズ

用 紙 紙 厚  

ウォームアップタイム  
ファーストコピータイム（A4ヨコ）＊1

連続複写速度（毎分）
複 写 倍 率 　 　 　 　

給 紙 方 式 　 　 　 　
※リコーPPC用紙
ﾀｲﾌﾟ6200のとき
連 続 複 写 枚 数  
電 源  
最 大 消 費 電 力  
エネルギー消費効率＊2  
大きさ（ 幅×奥×高 ） 

機械占有寸法（幅×奥） 
質 量  

デスクトップ式 
RM7035C-466 
Neo 453：128MB　Neo 453 モデル765：384MB
40GB以上 
─
読み取り:600dpi　書き込み:600dpi
256階調
固定式
ＯＰＣドラム
乾式静電転写方式
2成分磁気ブラシ現像方式
ヒートロール方式
シート・ブック・立体物　最大原稿サイズ：A3タテ（297×420mm）、11×17（279.4×431.8mm）
A3～はがき（100×148mm）、11×17～51/2×81/2 
画像欠け幅：先端 3±2mm以下、後端 2±2mm以下、左端 2±1.5mm以下、右端 2＋2.5/-1.5mm以下
本体給紙トレイ：64～105g/m2（55～90kg）  手差し：52～163g/m2（45～135kg）
両面時：64～105g/m2（55～90kg）
Neo 453：12.5秒以下（23℃）　Neo 453 モデル765：15秒以下（23℃）                                
3.5秒
A3：22枚　B4：27枚　A4（ヨコ）：45枚
等倍：100%　拡大：115%、122%、141%、200%、400%　縮小：25%、50%、61%、71%、82%、87%、93%　倍率誤差 等倍：±1.0%以下
25～400％（1％単位の任意設定）
550枚×2段+50枚（手差し）
給紙テーブルPT30：550枚×2　大量給紙トレイ タイプN5：1,500枚

1～999枚
100V、15A、50/60Hz
1.37kW以下
46Wh/h（Neo 453）
Neo 453：670×650×720mm（原稿ガラスまでの高さ）
Neo 453 モデル765：670×650×870mm（自動原稿送り装置（ADF）までの高さ）
670×650mm　980×650mm（手差しトレイ、用紙支持板を引き伸ばしたとき）
Neo 453: 約79kg　Neo 453 モデル765：約95kg

＊1 等倍、本体給紙、第1給紙トレイ、原稿ガラス、用紙選択のとき。  ＊2 結露防止ヒーター、除湿ヒーターの消費電力を除く。

標 準
ズ ー ム
標 準
オプション

＊1 imagio マルチエミュレーションカード タイプN18、imagio PSカード タイプN18使用時。
＊2 USB、Bluetooth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。 

標 準
オプション

このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。 0506 S – 1105 <34211436>   11/0C



主なオプション仕様 

後付け拡張時のユニット価格と設置料金 

プリンター/スキャナー関連同梱ソフト 

設置指導料

商　品　名

品種コード

標準価格

ベース機種（工場出荷モデル）

imagio Neo 453
〈品種コード〉311903

imagio Neo 453 モデル765
〈品種コード〉311904

○

○

○

○

○

○

●：標準装備　○：オプションで対応 
＊1  インナー1ビントレイ タイプN5は含まれておりません。　 
＊2  PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。スキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。 
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金となります。 

＊1  imagio Neo 453 モデル765は標準装備。ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれておりません。別料金となります。 
＊2  装着にはFAXユニット タイプN18が必要。最大2個まで装着できます。G4FAXユニット タイプN18装着時は1個のみとなります。 
＊3  装着にはFAXユニット タイプN18が必要。1個のみ装着できます。増設G3チャネルユニット タイプN18を2個装着時は装着できません。 
＊4   imagio Neo 453 モデル765は標準装備。100BASE-TX、10BASE-T対応ネットワークボード、USB2.0を標準装備。 
　  PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。設置指導料にはスキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。 
＊設置指導料は 本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

組み合わせ価格 搬入設置指導料

1,378,000円

1,580,000円

1,538,000円

1,740,000円

28,000円

29,600円

38,300円

39,900円

1,578,000円    39,800円＊2

1,780,000円    41,400円＊2

1,890,000円    46,000円＊2

（消費税別）

9,000円

パフォーマンス
チャージ基本料金

スキャナー関連同梱ソフト設置指導料 

※imagio Neo 453 モデル765およびプリンター・スキャナーユニット タイプN18に同梱されています。 
 
 

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio Neo 453 モデル765およびプリンター・スキャナーユニット タイプN18の設置指導料に含まれます。 
※設置指導料は 本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 
 
 
 

●：標準装備　OP：オプションで対応 

 

プリンター・スキャナーCD-ROM

・RPCSドライバー　・Ridoc IO Navi　・Ridoc IO Admin　・RPDLドライバー　

・日本語TrueTypeフォント20書体　・PC FAX ドライバー　・PC FAX 送付状エディター

・TWAINドライバー　・Ridoc Desk 2000 Lt　・Ridoc Auto Document  リンク　・Job Binder　

315770

A料金

B料金

（消費税別）

ＦＡＸユニット 
タイプＮ18＊1

315771

増設Ｇ３チャネルユニット 
タイプＮ18＊2

315772

Ｇ４ＦＡＸユニット
 タイプＮ18＊3

315773

プリンター・スキャナーユニット 
タイプＮ18＊4

（消費税別）

商　品　名

Ridoc Desk 2000 Lt

ネットワークTWAINドライバー

9,400円

11,000円

4,700円

6,300円

内容

PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

A料金 B料金
設置指導料

基本モデルの構成 

コピー
ファクス

プリンター/スキャナー/ネットワークボード
ドキュメントボックス/メモリーソート

両面
手差し

自動両面原稿送り
インナー1ビン
W-NET FAX
IPーファクス

ー
FAXユニット タイプN18

プリンター・スキャナーユニット タイプN18
ー
ー
ー

ドキュメントフィーダーRF9
インナー1ビントレイ タイプN5

プリンター・スキャナーユニット タイプN18/FAXユニット タイプN18
プリンター・スキャナーユニット タイプN18/FAXユニット タイプN18

●
OP
OP
●
●
●
OP
OP
OP
OP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

機能 商　品　名 453 453
モデル765

160,000円

15,000円

10,300円

120,000円

11,100円

6,400円

150,000円

13,300円

8,600円

200,000円

16,500円

11,800円

価格表 

モデル別価格一覧 

シリーズ 

拡張モデル名

ベーシックタイプ

モデル6＊1

モデル75

モデル765 

●

●

●

●

○

●

●

●

●

● ●

○

○

○

○
○

●

  imagio ドキュメントフィーダー RF9の主な仕様 

imagio フィニッシャーの主な仕様 

収納可能サイズ

収納可能枚数

用紙紙厚

可能サイズ

可能枚数

用紙紙厚

位置

可能サイズ

用紙紙厚

位置

可能サイズ

用紙紙厚

位置

imagioフィニッシャーSR13

フィニッシャー上トレイ：A3～A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ：A3～A5、11×17～51/2×81/2

フィニッシャー上トレイ：250枚（A4以下）
フィニッシャートレイ：1,000枚（A4以下ステ－プルなし時）

フィニッシャー上トレイ：52～260g/m2（45～220kg）
フィニッシャートレイ：52～163g/m2（45～135kg）

A3～B5、11×17～LT

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～90g/m2（55～77kg）

奥、手前、2カ所

─

─

─

─

─

─

約50W（電源は本体から供給）

527×520×790mm

約25kg（本体のみ）

imagioフィニッシャーSR21

52～163g/m2（45～135kg）

A3～B5、11×17～LT

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～90g/m2（55～77kg）

手前、奥1カ所、奥斜め1カ所、2カ所

A3～A5、11×17～51/2×81/2

52～163g/m2（45～135kg）

2穴

─

─

─

約60W（電源は本体から供給）

680×620×1,030mm

約55kg（本体のみ）

imagioフィニッシャーBF13

A3～B5ヨコ（2カ所：A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ）

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～80g/m2（55～69kg）

手前斜め1カ所、奥斜め1カ所、2カ所

─

─

─

A3、B4、A4タテ　15枚まで

中とじ

約55W（電源は本体から供給）

689×603×1,055mm

約50kg（本体のみ）

排紙トレイ

ステープル

パンチ

中とじ
ステープル

最大消費電力

大きさ（幅×奥×高）

質量

フィニッシャートレイ1：A3～A5、A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ2：A3～A5、A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ1：500枚（A4以下）
フィニッシャートレイ2：2,000枚（A4ヨコ、LTヨコ、ステープルなし時）

フィニッシャー上トレイ：A3～B5タテ
フィニッシャー：A3～A5タテ

フィニッシャー上トレイ：50枚（A4ヨコ以下）
フィニッシャー：1,000枚（A4ヨコ以下、ステープルなし時）

フィニッシャー上トレイ：64～80g/m2（55～69kg）
フィニッシャー：64～80g/m2（55～69kg）

普通紙：64～80g/m2（55～69kg）
表紙1枚：64～128g/m2（55～110kg）

imagio インナー1ビントレイ タイプN5の主な仕様 
収 納 サ イ ズ

収 納 可 能 枚 数

用 紙 紙 厚

A3～A5タテ、11×17～51/2×81/2タテ

125枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）

60～105g/m2（52～90kg）

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

質 量

約15W（電源は本体から供給）

470×565×110mm

約4kg

（ imagio Neo 453 モデル765は標準装備）

インナー1ビントレイ
装着時  1,150

670

600 690

560 540 360

600

1,130 650

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーSR13（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション）装着時 

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーSR21（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション） 
imagio大量給紙トレイ タイプN5（オプション）装着時 
 

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーBF13（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション） 
imagio大量給紙トレイ タイプN5（オプション）装着時 
 

単位：mm

820

622

527

インナー1ビントレイ
装着時  1,150

67363 600

1,130

540 360535

imagio Neo 453の外形寸法 

FAXユニット
160,000円

プリンター・スキャナーユニット
200,000円

両面ユニット
130,000円

手差しトレイ
20,000円

原稿カバー（圧板）
8,000円

ドキュメントフィーダー
210,000円

モ ー ド

原 稿 サ イ ズ

原 稿 紙 厚

原 稿 積 載 枚 数

複 写 速 度

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

質 量

ADFモード、大量原稿モード、サイズ混載モード、原稿セット方向

80枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）

1to1コピー時45cpm  A4ヨコ

約60W（電源は本体から供給）

570×518×150mm

約12kg

A3～B6タテヨコ（B6は両面原稿不可）、
タテ128～297mm、ヨコ128～432mm＊

片面コピー時：40～128g/m2（35～110kg）　
両面コピー時：52～105g/m2（45～90kg）

＊ファクス機能を使用しているときは、最大1200mmまで読み取れます。 

主な設定内容
・管理者設定　・認証方法の設定　・オートログアウト時間設定　・メニュープロテクト設定
・ネットワークのセキュリティ強化設定　・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入準備シートの作成は、別料金となります。詳細は、販売担当者にお問い合わせください。 

ユーザー認証設定料 

ユーザー認証設定料
28,300円
A料金

23,600円
B料金

設置指導料

ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

主なモデル別組み合わせ例 

※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。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もし 
くは商標です。※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。 
ご注意 
①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすること 
　は、法律で禁止されています。 
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭 
　内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。 

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。

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

代表的な商品

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／広幅／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

本体重量区分

※ 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。

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。 

このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。 

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。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。 

0120-000-475

0120-479-417

●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。 

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。 

お客様相談センター 

（消費税別）

（消費税別）

保　守　料　金 

ｉｍａgｉｏ Ｎｅｏ 453シリーズをご導入いただきますと、保守契約サービスとして、 

パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。 

1．「パフォーマンス」を実施いたします。
　「パフォーマンス」とは、
　①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
　②パフォーマンス契約期間中、感光体と現像剤をお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー（imagio Ｐトナー タイプ9）を供給いたします。

2．「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。 
　リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間ご使用カウントの２％引きのカウント数で計算します。
※契約有効期間は５年間で、５年経過後は１年単位で自動更新させていただきます。６年目はパフォーマンスチャージを８％アップします。７年目以降はパフォーマンスチャージを１２％アップします。
※お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフトウェア以外に原因があると判明した場合は、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。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、７年間です。

□1パフォーマンス契約をお選びいただきますと 

＜imagio Neo 453シリーズのパフォーマンスチャージ＞ 

請求単位（1カ月当たり）

基本料金（1,000カウント分を含みます）

1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき

4,001カウント以上、使用1カウントにつき

料金 備考

9,000円

6.5円

6.0円

（消費税別）

※カウンターは出力（コピー・ファクス・プリンター等の出力を含む）1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。

imagio Neo 453シリーズの感光体とトナー、交換部品およびカスタ

マーエンジニアの定期保守、万一の故障時派遣の費用。但し時間

外、遠距離での対応は、別途追加料金を申し受けることがあります。

月～土曜日 17～21時
日曜日 9～17時
月～土曜日 17～21時
日曜日 9～21時
月～土曜日 17～翌9時
月～土曜日 17～翌9時
日曜日 9時～翌9時

モノクロ機
1,200円
2,400円

3,600円

3,600円

6,000円

A2広幅機
1,500円
3,000円

4,500円

4,500円

7,500円

カラー機
1,500円
3,000円

4,500円

4,500円

7,500円

「フルタイムサービス」について
リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守サービ
スメニューを有償にてご用意しております。対象地域、対象機種等の詳し
い内容は、販売担当者におたずねください。
※地域（離島等）によっては、本サービスを提供できない場合があります。

＜メニューと料金＞ ［月額・消費税別］
対応曜日と時間

□2スポット保守契約 
①お客様の要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・部品など消耗品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。
②機械の修理・点検・整備や感光体および部品等の交換に必要な費用は、そのつど代金を申し受けます。
③ご契約時に感光体、トナーをお買い上げいただきます。
※保守料金のくわしい内容につきましては、販売担当者または、カスタマーエンジニアにおたずねください。

「リモートサービス」について 

運用の仕組み 

＜ご提供サービス内容＞

・遠隔診断保守

・カウンター自動検針

・ご使用状況のご報告

・複写機集計管理代行（有償）

お客様  

リコーテクニカル 
コールセンター 

自動通報 

状況確認 
ＣＥ訪問（点検／修理） 

ご使用状況のご報告 

診断・解析 
●品質情報 
●稼働情報 
●カウンター情報 
 

サービス拠点 

販売拠点 

保守実績 
通報情報 
診断解析情報 
ご使用情報 

リコーでは、より良好な状態で
複写機をお使いいただくため、
公衆回線もしくはインターネッ
ト環境を利用して遠隔定期診
断を可能にした保守システムを
ご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもござ
います。詳しい内容につきましては、販売担
当者におたずねください。



※設置調整料および設置指導料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

オプション価格 
外部オプション 

ｉｍａｇｉｏ  
ドキュメントフィーダー ＲＦ9 
標準価格　 210,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317556

IPSiO圧板 タイプ8100 
標準価格　8,000円 
〈品種コード〉509206

ｉｍａｇｉｏ  
給紙テーブル ＰＴ30 
標準価格　 170,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317421

ｉｍａｇｉｏ 
大量給紙トレイ タイプN5 
標準価格　 150,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317422

ｉｍａｇｉｏ  
中継ユニット タイプＮ5 
標準価格　   15,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317424

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＳＲ２1 
標準価格　 350,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317420

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＢＦ１3 
標準価格　 360,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉315797

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＳＲ１3 
標準価格　 240,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317330

ｉｍａｇｉｏ  
サイドトレイ タイプN5 
標準価格　5,000円 
〈品種コード〉317426

リコー 
ＰＰＣキーカウンター 
取付ユニット タイプＨ 
〈品種コード〉316256

リコーＰＰＣキーカード 
取付ユニット タイプＮ3 
〈品種コード〉317417

自動原稿送り装置。約８０枚積載可能です。 
※ｉｍａｇｉｏ Neo 453 モデル765は標準装備。 
 

原稿ガラス上の原稿を押さえます。 
※ＲＦ9を装着しない場合に必要です。 

５５０枚×２段の給紙テーブル。 

スタック枚数１０００枚（Ａ４ヨコ）のフィニッシャー。 
３ポジションステープルと中とじステープルが可能。 
※装着時には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

スタック枚数1000枚（Ａ4ヨコ）のフィニッシャー。 
3ポジションステープルが可能。 
※装着には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

本体左側に外付けの排紙トレイ。コピー、ファクス、 
プリンターを機能ごとに仕分けます。 
※装着には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

ｉｍａｇｉｏ  
ハンドセット タイプ６ 
標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉316258

Ｇ３  ファクス用のハンドセットです。 

ｉｍａｇｉｏ  
サプライテーブル タイプN5 
標準価格　40,000円 
〈品種コード〉317425

消耗品を収納できるテーブルです。 

※キーカウンター受けを装着する時に必要です。 

スタック枚数２０００枚（Ａ４ヨコ）のフィニッシャー。 
４ポジションステープルとパンチが可能。 
※装着時には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

フィニッシャー、サイドトレイと本体トレイへの排紙を仕分けます。 
※フィニッシャー、サイドトレイ装着時に必要です。 

１５００枚（Ａ４ヨコ）の大量給紙トレイ。 
※装着には、給紙テーブルＰＴ30またはサプライテーブル 
タイプN5が必要です。 

標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 

ｉｍａｇｉｏ  
インナー１ビントレイ タイプＮ5 
標準価格　   30,000円 
設置調整料 A　7,800円 
　　　　　 B　3,100円 
〈品種コード〉317423

本体内で、コピー、ファクス、プリンターを機能ごとに仕分けます。 
※ｉｍａｇｉｏ Neo 453 モデル765は標準装備。 
 
 

標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　   800円 

オプション価格 

※ＭＫ１、ＲＰ3、キーカウンターを装着する際に必要です。 

※本体に装着して出荷するオプションです。後付けは 
　出来ません。 

imagioスキャナー分離キット タイプＮ18 
〈品種コード〉315800 標準価格　   60,000円 

設置調整料 　   6,000円 

消耗品価格 
消耗品 

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格 

上
質
紙 

再
生
紙 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

リコーＰＰＣ用紙 
タイプ6000

リコーＰＰＣ用紙 
タイプ6200

乾式ＰＰＣ用紙マイペーパー 

マイリサイクルペーパー100 
（古紙配合率100％ 白色度70％） 

マイリサイクルペーパー100Ｗ 
（古紙配合率100％ 白色度80％） 

リコピーＰＰＣ用紙 
タイプＴＡ（第2原図）＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙（カラー紙） 
タイプＣＰ80（ピンク）タイプＣＧ80（グリーン） 
タイプＣＢ80（ブルー） 
タイプＣＹ80（イエロー） 

リコピーＰＰＣ用紙 
タイプＳＡ　（ハクリ紙）　20面＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･通常用＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･往復用＊１ 

リコーＯＨＰフィルム タイプＰＰＣ-E 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＫ＊2 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＨ＊3 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＥ＊4 

リコーＰＰＣステープラー カートリッジ タイプ2＊5 

リコピーＰＰＣ修正液 タイプＡ 

リファクス スタンプカートリッジ タイプ1

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ｂ6 

Ａ3 

Ａ4 

Ａ5 

Ａ6 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ｂ6 

レター 

リーガル 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

レター 

リーガル 

A4･2穴 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

レター 

リーガル 

A4･2穴 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ａ3 

Ａ4 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ａ4 

Ｂ4 

Ａ4 

Ａ4 

Ａ4 

5000針 

5000針 

2000針 

1個 

12ml 

4個入 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （200×5パック） 

1ケース （200×10パック） 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1箱 （5000針×3）リフィル針 

1箱 （5000針×5） 

1箱 （2000針×4） 

1個 （5000針セット済み） 

1本 

1箱 

5,750円 

5,750円 

8,650円 

4,350円 

2,750円 

5,750円 

5,750円 

3,600円 

2,350円 

8,650円 

4,350円 

2,750円 

6,350円 

8,800円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

6,325円 

8,800円 

6,875円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

6,325円 

8,800円 

6,875円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

19,600円 

19,600円 

9,075円 

9,100円 

13,650円 

6,825円 

4,600円 

5,800円 

1,100円 

1,300円 

6,000円 

4,800円 

8,000円 

3,200円 

2,400円 

500円 

1,500円 

4.60円 

2.30円 

3.46円 

1.74円 

1.10円 

4.60円 

2.30円 

1.44円 

0.94円 

3.46円 

1.74円 

1.10円 

2.54円 

3.52円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

2.53円 

3.52円 

2.75円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

2.53円 

3.52円 

2.75円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

19.60円 

9.80円 

7.26円 

3.64円 

5.46円 

2.73円 

46.00円 

58.00円 

11.00円 

13.00円 

60.00円 

0.32円 

0.32円 

0.40円 

－       

－       

－       

 

63-7517 

63-7514 

63-7524 

63-7525 

－ 

63-7843 

63-7814 

－ 

63-7816 

63-7847 

63-7825 

－ 

63-7851 

－ 

90-1300 

90-1301 

90-1302 

90-1304 

90-1315 

90-1316 

90-1317 

90-2360 

90-2361 

90-2362 

90-2363 

90-2351 

90-2352 

90-2353 

90-2000 

90-2001 

90-2002 

90-2003 

63-0715 

63-0714 

 

 

 

 

63-2314 

63-2324 

63-0576 

63-0577 

90-6881 

31-7284 

31-8226 

31-7927 

31-7283 

63-7690 

33-9677

63-7513 

－ 

－ 

－ 

63-7526 

63-7813 

63-7844 

63-7815 

－ 

63-7824 

63-7848 

63-7826 

－ 

63-7852 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

63-0713 

63-0717 

 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

品種コード 

T目 Y目 

NBSリコー 
総合カタログを 
ご参照下さい。 

＊1 手差しでご使用ください。　＊2 ＳＲ21／SR13用リフィル針。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着されています。　＊3 ＢＦ13用。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着
されています。　＊4 ＢＦ13中とじ用。フィニッシャー本体には、2カートリッジ分が装着されています。　＊5 ＳＲ21/SR13用予備カートリッジ。 

2007年10月現在（消費税別） 

リモートサービスオプション   （消費税別） 

商　品　名 標準価格 

50,000円 5,500円 800円 

品種コード 

316280

内容 

FAX料金管理用のオプション。 
カスタマー・サポート・システムまたは＠Remote設置が必要です。 

A料金 B料金 
設置調整料 

imagio ＦＡＸ料金管理ソフト タイプＨ 

※リモートサービスオプションを設置されない場合につきましては、販売担当者にご確認ください。 

プリンター接続オプション （消費税別） 

商　品　名 標準価格  

145,000円 

40,000円 

160,000円 

10,000円 

15,000円 

5,500円  

5,500円  

5,500円  

5,500円  

5,500円 

800円 

800円 

800円 

800円 

800円 

品種コード 

315781 

315782 

315783 

315784 

315785

内容 

Adobe社のPost Script3による出力が可能。 

Ｒ98（ＮＥＣ ＰＣ-PR201Ｈ）、Ｒ16（ＥＰＳＯＮ ＥＳＣ/Ｐ）、Ｒ55（ＩＢＭ5577）、 
ＲＰ-ＧＬ/2（ＨＰ-ＧＬ/2＋ＨＰ-ＲＴＬ）、RTIFFによる出力が可能。 

A料金 B料金 
設置調整料 

「PS3カード タイプN18」「エミュレーションカード タイプN18」を1枚のカードに 
統合した商品です。 

BMLinkS統合プリンタードライバーを使用するためのカード。 

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出力が可能。 

imagio PS3カード タイプN18＊1 

imagio エミュレーションカード タイプN18＊1 

imagio マルチエミュレーションカード タイプN18＊1 

BMLinkSカード タイプF 

imagio PDFダイレクトプリントカード タイプN18＊2

＊1 マルチエミュレーションカードは、エミュレーションカードもしくはPS3カードとの同時装着はできません。　＊2 PS3カード タイプN18またはマルチエミュレーションカード タイプN18装着時は、必要ありません。 
※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

（消費税別） 

ファクスのSAFメモリーを２8ＭＢに拡張。（Ａ４標準原稿約2240枚
蓄積）ファクス４００dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能。 

※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

Windows2000(SP1以上)にてIEEE1394ポートからの出力
に対応。6pin-4pinおよび6pin-6pinのケーブルが各1本同梱。
同時に他のオプションインターフェースは装着できません。 

Bluetooth®標準規格Ver.1.1に準拠したインターフェースボード。
同時に他のオプションインターフェースは装着できません。 

無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボード。
イーサネットとは同時に使用できません。同時に他のオプショ
ンインターフェースは装着できません。 

不正コピーガードの抑止地紋印刷を行った原稿を、コピー・ドキュメントボックス蓄積する
と画像を破壊（グレー地）し、情報の漏えいを抑止します。＊オプション装着時、スキャナ
ー機能、ファクス機能、コピー・ドキュメントボックスの50％未満縮小ができなくなります。 

本体の操作部にサーバー製品から取得した情報（HTML）を表示します。 
その画面からスキャナー配信が可能です。装着の際には、本体パフォー 
マンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。 

ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパ
ソコンで引き取る際に必要です。 

内部オプション （消費税別） 

ユーザーコード用メモリーモジュール。（装着時500件） 

セントロニクスインターフェースボード。 

HDD残存データを上書き消去するカード。 

─ 

○ 

─ 

─ 

─ 

─ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

─ 

─ 

─ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

─ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

─ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

317319 

509451 

317549 

317459 

315765 

317578 

317462 

317558 

315780 

315798

80,000円 

20,000円 

20,000円 

20,000円 

50,000円 

40,000円 

50,000円 

40,000円 

60,000円 

98,000円 

5,500円 

6,300円 

5,500円 

6,300円 

6,300円 

6,300円 

6,300円 

7,900円 

6,300円 

6,300円 

   800円 

1,600円 

   800円 

1,600円 

1,600円 

1,600円 

1,600円 

3,200円 

1,600円 

1,600円 

imagio FAXメモリー タイプN2 

アカウント拡張モジュール タイプF 

拡張1284ボード タイプB 

拡張1394ボード タイプD 

拡張無線LANボード タイプJ 

ワイヤレスインターフェースボード タイプBT5 

imagio 拡張データ変換ボード タイプA 

imagio セキュリティカード タイプC 

imagio 不正コピーガードモジュール タイプB 

imagio Webアクセスカード タイプA

設置調整料 

A料金 B料金 

対象機能 

コピー IP 
ファクス 

W-NET 
FAX

ファクス プリンター スキャナー 
備　考 商　品　名 

 

品種コード 標準価格 

 

インターフェースケーブル 

商　品　名 品種コード 

307273 

307470 

307274 

316354 

509600

標準価格 

7,500円 

2,500円 

7,500円 

5,000円 

1,500円 

内容 

PC98シリーズ用双方向パラレルケーブル。2.5m。 

PC/AT機用双方向パラレルケーブル。1.5m。 

PC/AT機用双方向パラレルケーブル。2.5m。 

パソコンとスキャナーをダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブル。 

4pin A-TYPE-4pin B-TYPEのケーブル（2.5m）スキャナーは使用不可。 

（消費税別） 

LPインターフェースケーブル タイプ1B 

LPインターフェースケーブル タイプ4S 

LPインターフェースケーブル タイプ4B 

スキャナーケーブル タイプTX 

USB2.0 プリンターケーブル 

Embedded Software Architectureアプリケーション 

商　品　名 品種コード 

315754 

315836 

315834 

315833 

315802

内容 

Embedded Software Architecture対応ソフトウェアを動作させるためのJAVA 
プラットフォームです。本体1台に1枚必要です。 
基幹業務パッケージ「SmileαAD」の入力端末として複合機を利用できる 
アプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
スキャナーで読み取った文書を複合機のパネル操作でファイル名の設定やパソ 
コンの共有フォルダーの保存先を指定して、電子化するためのアプリケーション 
です。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
スキャナーで読み取った文書をPDFへ変換するときに、セキュリティ設定を 
行うためのアプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
 スキャナーで読み取った文書のバーコードを認識して電子化するための 
アプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 

（消費税別） 

VMカード タイプB 

imagio エージェントスキャン タイプB 

imagio カンタン文書登録 タイプA 

imagio 暗号化PDF タイプA 

imagio バーコードスキャンタイプA

設置調整料 
A料金 B料金 

標準価格 

20,000円 

75,000円 

78,000円 

78,000円 

108,000円   

 

6,300円 

7,800円 

7,900円 

7,900円 

7,900円
 

 

1,600円 

3,100円 

3,200円 

3,200円 

3,200円 

 

 

※imagioエージェントスキャンタイプBの設置調整料には、VMカード タイプBの設置調整料を含みます。　※内部オプション「webアクセスカード」を装着している場合は、VMカード タイプBおよび上記4ア
プリの装着はできません。※装着の際には、本体パフォーマンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。 

＊詳細は販売担当者にご確認ください。 

その他のオプション （消費税別） （消費税別） 

リコーキーカウンター 
 
リコピーリセッタブルカウンター本体 

リコーキーカウンター受 

リコー集計管理 ICカード タイプR1 
 
リコーキーカードＭＫ1 
リコーMK1用LAN接続キット タイプB 
imagio 課金用インターフェースボード タイプ3 
ＭＫ1集計管理ソフト 
リコーPPCプリセットキーカードＲＰ3 
 
 
 
 
ダストカバータイプＧ 

317132 
 317136
 

317133 

315955 
 

318194 
315956 
315902 
318195 
317370 
 315057 

 315056 

317193

7,500円 
 7,500円
 

5,400円 

125,000円 
 

83,000円 
95,000円 
7,000円 

500,000円 
238,000円 

 448,000円
 
 268,000円
 

1,700円 

 
 
 

12,500円 
 

9,400円 
7,800円 
7,900円 
  

11,700円 

12,500円 
 
 9,400円
 

 

 

7,800円 
 

4,700円 
3,100円 
3,200円 
 

7,000円 

7,800円 
 
 4,700円
 

商品名 品種コード 標準価格 備考 
設置調整料 

150,000円 

B料金 A料金 

リコーコインラック AD タイプ1001 
 
リコーコインラック AD タイプ501

－ 

－ 

－ 

2,000円 

コピーの使用量を計るカウンター。装着には、キーカウンター受、キーカウンター取付ユニット タイプHが必要です。 

コピーのつど使用量が計れる０復帰型カウンター。個々のコピー使用量を管理できます。 
装着には、キーカウンター受、キーカウンター取付ユニット タイプHが必要です。 

キーカウンター本体または、リセッタブルカウンター本体と同時に使用します。 

コピー機の利用枚数をICカードで集計管理するシステムです。装着には imagio 課金用インターフェ
ースボード タイプ3が必要です。詳細は、リコー集計管理ICカード タイプR1のチラシをご確認ください。

部門別、個人別にコピー／ファクス／プリンターの集計を管理するキーカードです。 

リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。 

キーカードＭＫ１をMFモードでお使いの場合、装着する必要があります。＊ 

キーカードＭＫ１の情報をパソコンで集計管理するソフトウェアです。 

減算式コピー使用量管理装置です。 

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。 
１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨と新旧千円札が使用できます。 

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。 
１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨が使用できます。 

防塵カバーです。 

　ドキュメントポータル/イメージ配信・文書管理ソフト/集計管理ソフト （消費税別） 

商　品　名 内容 標準価格 品種コード 

 Ridoc Document Router、Ridoc Document Serverのクライアントアプリケーション。ドキュメントボックスをリモート
操作可能。個人文書の管理、活用も可能。印刷支援ユーティリティのRidoc IO Navi機能を含む。 

imagioシリーズのスキャナーデータやFax受信文書を指定のクライアントやサーバーへ自動配信するソフトウェア。 

ネットワーク上で、スキャナーデータやさまざまなアプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用でき
るドキュメント管理システム。 
Web環境でRidoc Document Server、Ridoc Document Routerのポータル機能を提供するソフトウェア。 
Webブラウザで配信機能、文書管理機能（検索、印刷、編集）が可能。 

プリンター・コピーの集計管理用のソフトウェア。 

Web環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的なIT管理業務をサポート。 

12,500円 

128,000円 

198,000円 

298,000円 

108,000円 

98,000円 

Ridoc Desk Navigator Ad Version2 

Ridoc Document Router Version4 

Ridoc Document Server Version3 

Ridoc Web Navigator Version3 

Ridoc IO Account V3 

Ridoc IO Operation Server

302525 

302735 

302704 

302415 

307834 

302450

（消費税別） 



※設置調整料および設置指導料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

オプション価格 
外部オプション 

ｉｍａｇｉｏ  
ドキュメントフィーダー ＲＦ9 
標準価格　 210,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317556

IPSiO圧板 タイプ8100 
標準価格　8,000円 
〈品種コード〉509206

ｉｍａｇｉｏ  
給紙テーブル ＰＴ30 
標準価格　 170,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317421

ｉｍａｇｉｏ 
大量給紙トレイ タイプN5 
標準価格　 150,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317422

ｉｍａｇｉｏ  
中継ユニット タイプＮ5 
標準価格　   15,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317424

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＳＲ２1 
標準価格　 350,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317420

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＢＦ１3 
標準価格　 360,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉315797

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＳＲ１3 
標準価格　 240,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317330

ｉｍａｇｉｏ  
サイドトレイ タイプN5 
標準価格　5,000円 
〈品種コード〉317426

リコー 
ＰＰＣキーカウンター 
取付ユニット タイプＨ 
〈品種コード〉316256

リコーＰＰＣキーカード 
取付ユニット タイプＮ3 
〈品種コード〉317417

自動原稿送り装置。約８０枚積載可能です。 
※ｉｍａｇｉｏ Neo 453 モデル765は標準装備。 
 

原稿ガラス上の原稿を押さえます。 
※ＲＦ9を装着しない場合に必要です。 

５５０枚×２段の給紙テーブル。 

スタック枚数１０００枚（Ａ４ヨコ）のフィニッシャー。 
３ポジションステープルと中とじステープルが可能。 
※装着時には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

スタック枚数1000枚（Ａ4ヨコ）のフィニッシャー。 
3ポジションステープルが可能。 
※装着には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

本体左側に外付けの排紙トレイ。コピー、ファクス、 
プリンターを機能ごとに仕分けます。 
※装着には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

ｉｍａｇｉｏ  
ハンドセット タイプ６ 
標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉316258

Ｇ３  ファクス用のハンドセットです。 

ｉｍａｇｉｏ  
サプライテーブル タイプN5 
標準価格　40,000円 
〈品種コード〉317425

消耗品を収納できるテーブルです。 

※キーカウンター受けを装着する時に必要です。 

スタック枚数２０００枚（Ａ４ヨコ）のフィニッシャー。 
４ポジションステープルとパンチが可能。 
※装着時には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

フィニッシャー、サイドトレイと本体トレイへの排紙を仕分けます。 
※フィニッシャー、サイドトレイ装着時に必要です。 

１５００枚（Ａ４ヨコ）の大量給紙トレイ。 
※装着には、給紙テーブルＰＴ30またはサプライテーブル 
タイプN5が必要です。 

標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 

ｉｍａｇｉｏ  
インナー１ビントレイ タイプＮ5 
標準価格　   30,000円 
設置調整料 A　7,800円 
　　　　　 B　3,100円 
〈品種コード〉317423

本体内で、コピー、ファクス、プリンターを機能ごとに仕分けます。 
※ｉｍａｇｉｏ Neo 453 モデル765は標準装備。 
 
 

標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　   800円 

オプション価格 

※ＭＫ１、ＲＰ3、キーカウンターを装着する際に必要です。 

※本体に装着して出荷するオプションです。後付けは 
　出来ません。 

imagioスキャナー分離キット タイプＮ18 
〈品種コード〉315800 標準価格　   60,000円 

設置調整料 　   6,000円 

消耗品価格 
消耗品 

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格 

上
質
紙 

再
生
紙 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

リコーＰＰＣ用紙 
タイプ6000

リコーＰＰＣ用紙 
タイプ6200

乾式ＰＰＣ用紙マイペーパー 

マイリサイクルペーパー100 
（古紙配合率100％ 白色度70％） 

マイリサイクルペーパー100Ｗ 
（古紙配合率100％ 白色度80％） 

リコピーＰＰＣ用紙 
タイプＴＡ（第2原図）＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙（カラー紙） 
タイプＣＰ80（ピンク）タイプＣＧ80（グリーン） 
タイプＣＢ80（ブルー） 
タイプＣＹ80（イエロー） 

リコピーＰＰＣ用紙 
タイプＳＡ　（ハクリ紙）　20面＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･通常用＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･往復用＊１ 

リコーＯＨＰフィルム タイプＰＰＣ-E 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＫ＊2 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＨ＊3 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＥ＊4 

リコーＰＰＣステープラー カートリッジ タイプ2＊5 

リコピーＰＰＣ修正液 タイプＡ 

リファクス スタンプカートリッジ タイプ1

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ｂ6 

Ａ3 

Ａ4 

Ａ5 

Ａ6 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ｂ6 

レター 

リーガル 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

レター 

リーガル 

A4･2穴 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

レター 

リーガル 

A4･2穴 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ａ3 

Ａ4 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ａ4 

Ｂ4 

Ａ4 

Ａ4 

Ａ4 

5000針 

5000針 

2000針 

1個 

12ml 

4個入 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （200×5パック） 

1ケース （200×10パック） 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1箱 （5000針×3）リフィル針 

1箱 （5000針×5） 

1箱 （2000針×4） 

1個 （5000針セット済み） 

1本 

1箱 

5,750円 

5,750円 

8,650円 

4,350円 

2,750円 

5,750円 

5,750円 

3,600円 

2,350円 

8,650円 

4,350円 

2,750円 

6,350円 

8,800円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

6,325円 

8,800円 

6,875円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

6,325円 

8,800円 

6,875円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

19,600円 

19,600円 

9,075円 

9,100円 

13,650円 

6,825円 

4,600円 

5,800円 

1,100円 

1,300円 

6,000円 

4,800円 

8,000円 

3,200円 

2,400円 

500円 

1,500円 

4.60円 

2.30円 

3.46円 

1.74円 

1.10円 

4.60円 

2.30円 

1.44円 

0.94円 

3.46円 

1.74円 

1.10円 

2.54円 

3.52円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

2.53円 

3.52円 

2.75円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

2.53円 

3.52円 

2.75円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

19.60円 

9.80円 

7.26円 

3.64円 

5.46円 

2.73円 

46.00円 

58.00円 

11.00円 

13.00円 

60.00円 

0.32円 

0.32円 

0.40円 

－       

－       

－       

 

63-7517 

63-7514 

63-7524 

63-7525 

－ 

63-7843 

63-7814 

－ 

63-7816 

63-7847 

63-7825 

－ 

63-7851 

－ 

90-1300 

90-1301 

90-1302 

90-1304 

90-1315 

90-1316 

90-1317 

90-2360 

90-2361 

90-2362 

90-2363 

90-2351 

90-2352 

90-2353 

90-2000 

90-2001 

90-2002 

90-2003 

63-0715 

63-0714 

 

 

 

 

63-2314 

63-2324 

63-0576 

63-0577 

90-6881 

31-7284 

31-8226 

31-7927 

31-7283 

63-7690 

33-9677

63-7513 

－ 

－ 

－ 

63-7526 

63-7813 

63-7844 

63-7815 

－ 

63-7824 

63-7848 

63-7826 

－ 

63-7852 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

63-0713 

63-0717 

 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

品種コード 

T目 Y目 

NBSリコー 
総合カタログを 
ご参照下さい。 

＊1 手差しでご使用ください。　＊2 ＳＲ21／SR13用リフィル針。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着されています。　＊3 ＢＦ13用。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着
されています。　＊4 ＢＦ13中とじ用。フィニッシャー本体には、2カートリッジ分が装着されています。　＊5 ＳＲ21/SR13用予備カートリッジ。 

2007年10月現在（消費税別） 

リモートサービスオプション   （消費税別） 

商　品　名 標準価格 

50,000円 5,500円 800円 

品種コード 

316280

内容 

FAX料金管理用のオプション。 
カスタマー・サポート・システムまたは＠Remote設置が必要です。 

A料金 B料金 
設置調整料 

imagio ＦＡＸ料金管理ソフト タイプＨ 

※リモートサービスオプションを設置されない場合につきましては、販売担当者にご確認ください。 

プリンター接続オプション （消費税別） 

商　品　名 標準価格  

145,000円 

40,000円 

160,000円 

10,000円 

15,000円 

5,500円  

5,500円  

5,500円  

5,500円  

5,500円 

800円 

800円 

800円 

800円 

800円 

品種コード 

315781 

315782 

315783 

315784 

315785

内容 

Adobe社のPost Script3による出力が可能。 

Ｒ98（ＮＥＣ ＰＣ-PR201Ｈ）、Ｒ16（ＥＰＳＯＮ ＥＳＣ/Ｐ）、Ｒ55（ＩＢＭ5577）、 
ＲＰ-ＧＬ/2（ＨＰ-ＧＬ/2＋ＨＰ-ＲＴＬ）、RTIFFによる出力が可能。 

A料金 B料金 
設置調整料 

「PS3カード タイプN18」「エミュレーションカード タイプN18」を1枚のカードに 
統合した商品です。 

BMLinkS統合プリンタードライバーを使用するためのカード。 

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出力が可能。 

imagio PS3カード タイプN18＊1 

imagio エミュレーションカード タイプN18＊1 

imagio マルチエミュレーションカード タイプN18＊1 

BMLinkSカード タイプF 

imagio PDFダイレクトプリントカード タイプN18＊2

＊1 マルチエミュレーションカードは、エミュレーションカードもしくはPS3カードとの同時装着はできません。　＊2 PS3カード タイプN18またはマルチエミュレーションカード タイプN18装着時は、必要ありません。 
※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

（消費税別） 

ファクスのSAFメモリーを２8ＭＢに拡張。（Ａ４標準原稿約2240枚
蓄積）ファクス４００dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能。 

※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

Windows2000(SP1以上)にてIEEE1394ポートからの出力
に対応。6pin-4pinおよび6pin-6pinのケーブルが各1本同梱。
同時に他のオプションインターフェースは装着できません。 

Bluetooth®標準規格Ver.1.1に準拠したインターフェースボード。
同時に他のオプションインターフェースは装着できません。 

無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボード。
イーサネットとは同時に使用できません。同時に他のオプショ
ンインターフェースは装着できません。 

不正コピーガードの抑止地紋印刷を行った原稿を、コピー・ドキュメントボックス蓄積する
と画像を破壊（グレー地）し、情報の漏えいを抑止します。＊オプション装着時、スキャナ
ー機能、ファクス機能、コピー・ドキュメントボックスの50％未満縮小ができなくなります。 

本体の操作部にサーバー製品から取得した情報（HTML）を表示します。 
その画面からスキャナー配信が可能です。装着の際には、本体パフォー 
マンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。 

ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパ
ソコンで引き取る際に必要です。 

内部オプション （消費税別） 

ユーザーコード用メモリーモジュール。（装着時500件） 

セントロニクスインターフェースボード。 

HDD残存データを上書き消去するカード。 

─ 

○ 

─ 

─ 

─ 

─ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

─ 

─ 

─ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

─ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

─ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

317319 

509451 

317549 

317459 

315765 

317578 

317462 

317558 

315780 

315798

80,000円 

20,000円 

20,000円 

20,000円 

50,000円 

40,000円 

50,000円 

40,000円 

60,000円 

98,000円 

5,500円 

6,300円 

5,500円 

6,300円 

6,300円 

6,300円 

6,300円 

7,900円 

6,300円 

6,300円 

   800円 

1,600円 

   800円 

1,600円 

1,600円 

1,600円 

1,600円 

3,200円 

1,600円 

1,600円 

imagio FAXメモリー タイプN2 

アカウント拡張モジュール タイプF 

拡張1284ボード タイプB 

拡張1394ボード タイプD 

拡張無線LANボード タイプJ 

ワイヤレスインターフェースボード タイプBT5 

imagio 拡張データ変換ボード タイプA 

imagio セキュリティカード タイプC 

imagio 不正コピーガードモジュール タイプB 

imagio Webアクセスカード タイプA

設置調整料 

A料金 B料金 

対象機能 

コピー IP 
ファクス 

W-NET 
FAX

ファクス プリンター スキャナー 
備　考 商　品　名 

 

品種コード 標準価格 

 

インターフェースケーブル 

商　品　名 品種コード 

307273 

307470 

307274 

316354 

509600

標準価格 

7,500円 

2,500円 

7,500円 

5,000円 

1,500円 

内容 

PC98シリーズ用双方向パラレルケーブル。2.5m。 

PC/AT機用双方向パラレルケーブル。1.5m。 

PC/AT機用双方向パラレルケーブル。2.5m。 

パソコンとスキャナーをダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブル。 

4pin A-TYPE-4pin B-TYPEのケーブル（2.5m）スキャナーは使用不可。 

（消費税別） 

LPインターフェースケーブル タイプ1B 

LPインターフェースケーブル タイプ4S 

LPインターフェースケーブル タイプ4B 

スキャナーケーブル タイプTX 

USB2.0 プリンターケーブル 

Embedded Software Architectureアプリケーション 

商　品　名 品種コード 

315754 

315836 

315834 

315833 

315802

内容 

Embedded Software Architecture対応ソフトウェアを動作させるためのJAVA 
プラットフォームです。本体1台に1枚必要です。 
基幹業務パッケージ「SmileαAD」の入力端末として複合機を利用できる 
アプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
スキャナーで読み取った文書を複合機のパネル操作でファイル名の設定やパソ 
コンの共有フォルダーの保存先を指定して、電子化するためのアプリケーション 
です。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
スキャナーで読み取った文書をPDFへ変換するときに、セキュリティ設定を 
行うためのアプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
 スキャナーで読み取った文書のバーコードを認識して電子化するための 
アプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 

（消費税別） 

VMカード タイプB 

imagio エージェントスキャン タイプB 

imagio カンタン文書登録 タイプA 

imagio 暗号化PDF タイプA 

imagio バーコードスキャンタイプA

設置調整料 
A料金 B料金 

標準価格 

20,000円 

75,000円 

78,000円 

78,000円 

108,000円   

 

6,300円 

7,800円 

7,900円 

7,900円 

7,900円
 

 

1,600円 

3,100円 

3,200円 

3,200円 

3,200円 

 

 

※imagioエージェントスキャンタイプBの設置調整料には、VMカード タイプBの設置調整料を含みます。　※内部オプション「webアクセスカード」を装着している場合は、VMカード タイプBおよび上記4ア
プリの装着はできません。※装着の際には、本体パフォーマンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。 

＊詳細は販売担当者にご確認ください。 

その他のオプション （消費税別） （消費税別） 

リコーキーカウンター 
 
リコピーリセッタブルカウンター本体 

リコーキーカウンター受 

リコー集計管理 ICカード タイプR1 
 
リコーキーカードＭＫ1 
リコーMK1用LAN接続キット タイプB 
imagio 課金用インターフェースボード タイプ3 
ＭＫ1集計管理ソフト 
リコーPPCプリセットキーカードＲＰ3 
 
 
 
 
ダストカバータイプＧ 

317132 
 317136
 

317133 

315955 
 

318194 
315956 
315902 
318195 
317370 
 315057 

 315056 

317193

7,500円 
 7,500円
 

5,400円 

125,000円 
 

83,000円 
95,000円 
7,000円 

500,000円 
238,000円 

 448,000円
 
 268,000円
 

1,700円 

 
 
 

12,500円 
 

9,400円 
7,800円 
7,900円 
  

11,700円 

12,500円 
 
 9,400円
 

 

 

7,800円 
 

4,700円 
3,100円 
3,200円 
 

7,000円 

7,800円 
 
 4,700円
 

商品名 品種コード 標準価格 備考 
設置調整料 

150,000円 

B料金 A料金 

リコーコインラック AD タイプ1001 
 
リコーコインラック AD タイプ501

－ 

－ 

－ 

2,000円 

コピーの使用量を計るカウンター。装着には、キーカウンター受、キーカウンター取付ユニット タイプHが必要です。 

コピーのつど使用量が計れる０復帰型カウンター。個々のコピー使用量を管理できます。 
装着には、キーカウンター受、キーカウンター取付ユニット タイプHが必要です。 

キーカウンター本体または、リセッタブルカウンター本体と同時に使用します。 

コピー機の利用枚数をICカードで集計管理するシステムです。装着には imagio 課金用インターフェ
ースボード タイプ3が必要です。詳細は、リコー集計管理ICカード タイプR1のチラシをご確認ください。

部門別、個人別にコピー／ファクス／プリンターの集計を管理するキーカードです。 

リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。 

キーカードＭＫ１をMFモードでお使いの場合、装着する必要があります。＊ 

キーカードＭＫ１の情報をパソコンで集計管理するソフトウェアです。 

減算式コピー使用量管理装置です。 

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。 
１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨と新旧千円札が使用できます。 

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。 
１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨が使用できます。 

防塵カバーです。 

　ドキュメントポータル/イメージ配信・文書管理ソフト/集計管理ソフト （消費税別） 

商　品　名 内容 標準価格 品種コード 

 Ridoc Document Router、Ridoc Document Serverのクライアントアプリケーション。ドキュメントボックスをリモート
操作可能。個人文書の管理、活用も可能。印刷支援ユーティリティのRidoc IO Navi機能を含む。 

imagioシリーズのスキャナーデータやFax受信文書を指定のクライアントやサーバーへ自動配信するソフトウェア。 

ネットワーク上で、スキャナーデータやさまざまなアプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用でき
るドキュメント管理システム。 
Web環境でRidoc Document Server、Ridoc Document Routerのポータル機能を提供するソフトウェア。 
Webブラウザで配信機能、文書管理機能（検索、印刷、編集）が可能。 

プリンター・コピーの集計管理用のソフトウェア。 

Web環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的なIT管理業務をサポート。 

12,500円 

128,000円 

198,000円 

298,000円 

108,000円 

98,000円 

Ridoc Desk Navigator Ad Version2 

Ridoc Document Router Version4 

Ridoc Document Server Version3 

Ridoc Web Navigator Version3 

Ridoc IO Account V3 

Ridoc IO Operation Server

302525 

302735 

302704 

302415 

307834 

302450

（消費税別） 



※設置調整料および設置指導料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

オプション価格 
外部オプション 

ｉｍａｇｉｏ  
ドキュメントフィーダー ＲＦ9 
標準価格　 210,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317556

IPSiO圧板 タイプ8100 
標準価格　8,000円 
〈品種コード〉509206

ｉｍａｇｉｏ  
給紙テーブル ＰＴ30 
標準価格　 170,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317421

ｉｍａｇｉｏ 
大量給紙トレイ タイプN5 
標準価格　 150,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317422

ｉｍａｇｉｏ  
中継ユニット タイプＮ5 
標準価格　   15,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317424

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＳＲ２1 
標準価格　 350,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317420

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＢＦ１3 
標準価格　 360,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉315797

ｉｍａｇｉｏ  
フィニッシャー ＳＲ１3 
標準価格　 240,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉317330

ｉｍａｇｉｏ  
サイドトレイ タイプN5 
標準価格　5,000円 
〈品種コード〉317426

リコー 
ＰＰＣキーカウンター 
取付ユニット タイプＨ 
〈品種コード〉316256

リコーＰＰＣキーカード 
取付ユニット タイプＮ3 
〈品種コード〉317417

自動原稿送り装置。約８０枚積載可能です。 
※ｉｍａｇｉｏ Neo 453 モデル765は標準装備。 
 

原稿ガラス上の原稿を押さえます。 
※ＲＦ9を装着しない場合に必要です。 

５５０枚×２段の給紙テーブル。 

スタック枚数１０００枚（Ａ４ヨコ）のフィニッシャー。 
３ポジションステープルと中とじステープルが可能。 
※装着時には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

スタック枚数1000枚（Ａ4ヨコ）のフィニッシャー。 
3ポジションステープルが可能。 
※装着には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

本体左側に外付けの排紙トレイ。コピー、ファクス、 
プリンターを機能ごとに仕分けます。 
※装着には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

ｉｍａｇｉｏ  
ハンドセット タイプ６ 
標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 
〈品種コード〉316258

Ｇ３  ファクス用のハンドセットです。 

ｉｍａｇｉｏ  
サプライテーブル タイプN5 
標準価格　40,000円 
〈品種コード〉317425

消耗品を収納できるテーブルです。 

※キーカウンター受けを装着する時に必要です。 

スタック枚数２０００枚（Ａ４ヨコ）のフィニッシャー。 
４ポジションステープルとパンチが可能。 
※装着時には、中継ユニット  タイプN5が必要です。 

フィニッシャー、サイドトレイと本体トレイへの排紙を仕分けます。 
※フィニッシャー、サイドトレイ装着時に必要です。 

１５００枚（Ａ４ヨコ）の大量給紙トレイ。 
※装着には、給紙テーブルＰＴ30またはサプライテーブル 
タイプN5が必要です。 

標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　6,300円 
　　　　　 B　1,600円 

ｉｍａｇｉｏ  
インナー１ビントレイ タイプＮ5 
標準価格　   30,000円 
設置調整料 A　7,800円 
　　　　　 B　3,100円 
〈品種コード〉317423

本体内で、コピー、ファクス、プリンターを機能ごとに仕分けます。 
※ｉｍａｇｉｏ Neo 453 モデル765は標準装備。 
 
 

標準価格　   10,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　   800円 

オプション価格 

※ＭＫ１、ＲＰ3、キーカウンターを装着する際に必要です。 

※本体に装着して出荷するオプションです。後付けは 
　出来ません。 

imagioスキャナー分離キット タイプＮ18 
〈品種コード〉315800 標準価格　   60,000円 

設置調整料 　   6,000円 

消耗品価格 
消耗品 

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格 

上
質
紙 

再
生
紙 

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

リコーＰＰＣ用紙 
タイプ6000

リコーＰＰＣ用紙 
タイプ6200

乾式ＰＰＣ用紙マイペーパー 

マイリサイクルペーパー100 
（古紙配合率100％ 白色度70％） 

マイリサイクルペーパー100Ｗ 
（古紙配合率100％ 白色度80％） 

リコピーＰＰＣ用紙 
タイプＴＡ（第2原図）＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙（カラー紙） 
タイプＣＰ80（ピンク）タイプＣＧ80（グリーン） 
タイプＣＢ80（ブルー） 
タイプＣＹ80（イエロー） 

リコピーＰＰＣ用紙 
タイプＳＡ　（ハクリ紙）　20面＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･通常用＊１ 

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･往復用＊１ 

リコーＯＨＰフィルム タイプＰＰＣ-E 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＫ＊2 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＨ＊3 

リコーＰＰＣステープラー針 タイプＥ＊4 

リコーＰＰＣステープラー カートリッジ タイプ2＊5 

リコピーＰＰＣ修正液 タイプＡ 

リファクス スタンプカートリッジ タイプ1

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ｂ6 

Ａ3 

Ａ4 

Ａ5 

Ａ6 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ｂ6 

レター 

リーガル 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

レター 

リーガル 

A4･2穴 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

レター 

リーガル 

A4･2穴 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ａ3 

Ａ4 

Ａ3 

Ａ4 

Ｂ4 

Ｂ5 

Ａ4 

Ｂ4 

Ａ4 

Ａ4 

Ａ4 

5000針 

5000針 

2000針 

1個 

12ml 

4個入 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×3パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （500×5パック） 

1ケース （200×5パック） 

1ケース （200×10パック） 

1ケース （250×5パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1ケース （250×10パック） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1パック （100枚入り） 

1箱 （5000針×3）リフィル針 

1箱 （5000針×5） 

1箱 （2000針×4） 

1個 （5000針セット済み） 

1本 

1箱 

5,750円 

5,750円 

8,650円 

4,350円 

2,750円 

5,750円 

5,750円 

3,600円 

2,350円 

8,650円 

4,350円 

2,750円 

6,350円 

8,800円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

6,325円 

8,800円 

6,875円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

6,325円 

8,800円 

6,875円 

8,626円 

7,188円 

10,813円 

5,438円 

19,600円 

19,600円 

9,075円 

9,100円 

13,650円 

6,825円 

4,600円 

5,800円 

1,100円 

1,300円 

6,000円 

4,800円 

8,000円 

3,200円 

2,400円 

500円 

1,500円 

4.60円 

2.30円 

3.46円 

1.74円 

1.10円 

4.60円 

2.30円 

1.44円 

0.94円 

3.46円 

1.74円 

1.10円 

2.54円 

3.52円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

2.53円 

3.52円 

2.75円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

2.53円 

3.52円 

2.75円 

5.75円 

2.88円 

4.33円 

2.18円 

19.60円 

9.80円 

7.26円 

3.64円 

5.46円 

2.73円 

46.00円 

58.00円 

11.00円 

13.00円 

60.00円 

0.32円 

0.32円 

0.40円 

－       

－       

－       

 

63-7517 

63-7514 

63-7524 

63-7525 

－ 

63-7843 

63-7814 

－ 

63-7816 

63-7847 

63-7825 

－ 

63-7851 

－ 

90-1300 

90-1301 

90-1302 

90-1304 

90-1315 

90-1316 

90-1317 

90-2360 

90-2361 

90-2362 

90-2363 

90-2351 

90-2352 

90-2353 

90-2000 

90-2001 

90-2002 

90-2003 

63-0715 

63-0714 

 

 

 

 

63-2314 

63-2324 

63-0576 

63-0577 

90-6881 

31-7284 

31-8226 

31-7927 

31-7283 

63-7690 

33-9677

63-7513 

－ 

－ 

－ 

63-7526 

63-7813 

63-7844 

63-7815 

－ 

63-7824 

63-7848 

63-7826 

－ 

63-7852 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

63-0713 

63-0717 

 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

 

品種コード 

T目 Y目 

NBSリコー 
総合カタログを 
ご参照下さい。 

＊1 手差しでご使用ください。　＊2 ＳＲ21／SR13用リフィル針。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着されています。　＊3 ＢＦ13用。フィニッシャー本体には、1カートリッジ分が装着
されています。　＊4 ＢＦ13中とじ用。フィニッシャー本体には、2カートリッジ分が装着されています。　＊5 ＳＲ21/SR13用予備カートリッジ。 

2007年10月現在（消費税別） 

リモートサービスオプション   （消費税別） 

商　品　名 標準価格 

50,000円 5,500円 800円 

品種コード 

316280

内容 

FAX料金管理用のオプション。 
カスタマー・サポート・システムまたは＠Remote設置が必要です。 

A料金 B料金 
設置調整料 

imagio ＦＡＸ料金管理ソフト タイプＨ 

※リモートサービスオプションを設置されない場合につきましては、販売担当者にご確認ください。 

プリンター接続オプション （消費税別） 

商　品　名 標準価格  

145,000円 

40,000円 

160,000円 

10,000円 

15,000円 

5,500円  

5,500円  

5,500円  

5,500円  

5,500円 

800円 

800円 

800円 

800円 

800円 

品種コード 

315781 

315782 

315783 

315784 

315785

内容 

Adobe社のPost Script3による出力が可能。 

Ｒ98（ＮＥＣ ＰＣ-PR201Ｈ）、Ｒ16（ＥＰＳＯＮ ＥＳＣ/Ｐ）、Ｒ55（ＩＢＭ5577）、 
ＲＰ-ＧＬ/2（ＨＰ-ＧＬ/2＋ＨＰ-ＲＴＬ）、RTIFFによる出力が可能。 

A料金 B料金 
設置調整料 

「PS3カード タイプN18」「エミュレーションカード タイプN18」を1枚のカードに 
統合した商品です。 

BMLinkS統合プリンタードライバーを使用するためのカード。 

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出力が可能。 

imagio PS3カード タイプN18＊1 

imagio エミュレーションカード タイプN18＊1 

imagio マルチエミュレーションカード タイプN18＊1 

BMLinkSカード タイプF 

imagio PDFダイレクトプリントカード タイプN18＊2

＊1 マルチエミュレーションカードは、エミュレーションカードもしくはPS3カードとの同時装着はできません。　＊2 PS3カード タイプN18またはマルチエミュレーションカード タイプN18装着時は、必要ありません。 
※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

（消費税別） 

ファクスのSAFメモリーを２8ＭＢに拡張。（Ａ４標準原稿約2240枚
蓄積）ファクス４００dpi用メモリー。「微細字」での送受信が可能。 

※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

Windows2000(SP1以上)にてIEEE1394ポートからの出力
に対応。6pin-4pinおよび6pin-6pinのケーブルが各1本同梱。
同時に他のオプションインターフェースは装着できません。 

Bluetooth®標準規格Ver.1.1に準拠したインターフェースボード。
同時に他のオプションインターフェースは装着できません。 

無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボード。
イーサネットとは同時に使用できません。同時に他のオプショ
ンインターフェースは装着できません。 

不正コピーガードの抑止地紋印刷を行った原稿を、コピー・ドキュメントボックス蓄積する
と画像を破壊（グレー地）し、情報の漏えいを抑止します。＊オプション装着時、スキャナ
ー機能、ファクス機能、コピー・ドキュメントボックスの50％未満縮小ができなくなります。 

本体の操作部にサーバー製品から取得した情報（HTML）を表示します。 
その画面からスキャナー配信が可能です。装着の際には、本体パフォー 
マンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。 

ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターのデータをパ
ソコンで引き取る際に必要です。 

内部オプション （消費税別） 

ユーザーコード用メモリーモジュール。（装着時500件） 

セントロニクスインターフェースボード。 

HDD残存データを上書き消去するカード。 

─ 

○ 

─ 

─ 

─ 

─ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

─ 

─ 

─ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

─ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

─ 

○ 

─ 

○ 

○ 

─ 

○ 

○ 

＊ 

○ 

317319 

509451 

317549 

317459 

315765 

317578 

317462 

317558 

315780 

315798

80,000円 

20,000円 

20,000円 

20,000円 

50,000円 

40,000円 

50,000円 

40,000円 

60,000円 

98,000円 

5,500円 

6,300円 

5,500円 

6,300円 

6,300円 

6,300円 

6,300円 

7,900円 

6,300円 

6,300円 

   800円 

1,600円 

   800円 

1,600円 

1,600円 

1,600円 

1,600円 

3,200円 

1,600円 

1,600円 

imagio FAXメモリー タイプN2 

アカウント拡張モジュール タイプF 

拡張1284ボード タイプB 

拡張1394ボード タイプD 

拡張無線LANボード タイプJ 

ワイヤレスインターフェースボード タイプBT5 

imagio 拡張データ変換ボード タイプA 

imagio セキュリティカード タイプC 

imagio 不正コピーガードモジュール タイプB 

imagio Webアクセスカード タイプA

設置調整料 

A料金 B料金 

対象機能 

コピー IP 
ファクス 

W-NET 
FAX

ファクス プリンター スキャナー 
備　考 商　品　名 

 

品種コード 標準価格 

 

インターフェースケーブル 

商　品　名 品種コード 

307273 

307470 

307274 

316354 

509600

標準価格 

7,500円 

2,500円 

7,500円 

5,000円 

1,500円 

内容 

PC98シリーズ用双方向パラレルケーブル。2.5m。 

PC/AT機用双方向パラレルケーブル。1.5m。 

PC/AT機用双方向パラレルケーブル。2.5m。 

パソコンとスキャナーをダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブル。 

4pin A-TYPE-4pin B-TYPEのケーブル（2.5m）スキャナーは使用不可。 

（消費税別） 

LPインターフェースケーブル タイプ1B 

LPインターフェースケーブル タイプ4S 

LPインターフェースケーブル タイプ4B 

スキャナーケーブル タイプTX 

USB2.0 プリンターケーブル 

Embedded Software Architectureアプリケーション 

商　品　名 品種コード 

315754 

315836 

315834 

315833 

315802

内容 

Embedded Software Architecture対応ソフトウェアを動作させるためのJAVA 
プラットフォームです。本体1台に1枚必要です。 
基幹業務パッケージ「SmileαAD」の入力端末として複合機を利用できる 
アプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
スキャナーで読み取った文書を複合機のパネル操作でファイル名の設定やパソ 
コンの共有フォルダーの保存先を指定して、電子化するためのアプリケーション 
です。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
スキャナーで読み取った文書をPDFへ変換するときに、セキュリティ設定を 
行うためのアプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 
 スキャナーで読み取った文書のバーコードを認識して電子化するための 
アプリケーションです。※VMカード タイプBは装着が必須となります。 

（消費税別） 

VMカード タイプB 

imagio エージェントスキャン タイプB 

imagio カンタン文書登録 タイプA 

imagio 暗号化PDF タイプA 

imagio バーコードスキャンタイプA

設置調整料 
A料金 B料金 

標準価格 

20,000円 

75,000円 

78,000円 

78,000円 

108,000円   

 

6,300円 

7,800円 

7,900円 

7,900円 

7,900円
 

 

1,600円 

3,100円 

3,200円 

3,200円 

3,200円 

 

 

※imagioエージェントスキャンタイプBの設置調整料には、VMカード タイプBの設置調整料を含みます。　※内部オプション「webアクセスカード」を装着している場合は、VMカード タイプBおよび上記4ア
プリの装着はできません。※装着の際には、本体パフォーマンス契約料金に別途拡張料金（900円/月）を申し受けます。 

＊詳細は販売担当者にご確認ください。 

その他のオプション （消費税別） （消費税別） 

リコーキーカウンター 
 
リコピーリセッタブルカウンター本体 

リコーキーカウンター受 

リコー集計管理 ICカード タイプR1 
 
リコーキーカードＭＫ1 
リコーMK1用LAN接続キット タイプB 
imagio 課金用インターフェースボード タイプ3 
ＭＫ1集計管理ソフト 
リコーPPCプリセットキーカードＲＰ3 
 
 
 
 
ダストカバータイプＧ 

317132 
 317136
 

317133 

315955 
 

318194 
315956 
315902 
318195 
317370 
 315057 

 315056 

317193

7,500円 
 7,500円
 

5,400円 

125,000円 
 

83,000円 
95,000円 
7,000円 

500,000円 
238,000円 

 448,000円
 
 268,000円
 

1,700円 

 
 
 

12,500円 
 

9,400円 
7,800円 
7,900円 
  

11,700円 

12,500円 
 
 9,400円
 

 

 

7,800円 
 

4,700円 
3,100円 
3,200円 
 

7,000円 

7,800円 
 
 4,700円
 

商品名 品種コード 標準価格 備考 
設置調整料 

150,000円 

B料金 A料金 

リコーコインラック AD タイプ1001 
 
リコーコインラック AD タイプ501

－ 

－ 

－ 

2,000円 

コピーの使用量を計るカウンター。装着には、キーカウンター受、キーカウンター取付ユニット タイプHが必要です。 

コピーのつど使用量が計れる０復帰型カウンター。個々のコピー使用量を管理できます。 
装着には、キーカウンター受、キーカウンター取付ユニット タイプHが必要です。 

キーカウンター本体または、リセッタブルカウンター本体と同時に使用します。 

コピー機の利用枚数をICカードで集計管理するシステムです。装着には imagio 課金用インターフェ
ースボード タイプ3が必要です。詳細は、リコー集計管理ICカード タイプR1のチラシをご確認ください。

部門別、個人別にコピー／ファクス／プリンターの集計を管理するキーカードです。 

リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。 

キーカードＭＫ１をMFモードでお使いの場合、装着する必要があります。＊ 

キーカードＭＫ１の情報をパソコンで集計管理するソフトウェアです。 

減算式コピー使用量管理装置です。 

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。 
１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨と新旧千円札が使用できます。 

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機です。 
１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨が使用できます。 

防塵カバーです。 

　ドキュメントポータル/イメージ配信・文書管理ソフト/集計管理ソフト （消費税別） 

商　品　名 内容 標準価格 品種コード 

 Ridoc Document Router、Ridoc Document Serverのクライアントアプリケーション。ドキュメントボックスをリモート
操作可能。個人文書の管理、活用も可能。印刷支援ユーティリティのRidoc IO Navi機能を含む。 

imagioシリーズのスキャナーデータやFax受信文書を指定のクライアントやサーバーへ自動配信するソフトウェア。 

ネットワーク上で、スキャナーデータやさまざまなアプリケーションで作成したドキュメントを統合して管理、検索、活用でき
るドキュメント管理システム。 
Web環境でRidoc Document Server、Ridoc Document Routerのポータル機能を提供するソフトウェア。 
Webブラウザで配信機能、文書管理機能（検索、印刷、編集）が可能。 

プリンター・コピーの集計管理用のソフトウェア。 

Web環境で入出力機器の一元管理と機器導入時のスムーズな設定作業を実現し、効率的なIT管理業務をサポート。 

12,500円 

128,000円 

198,000円 

298,000円 

108,000円 

98,000円 

Ridoc Desk Navigator Ad Version2 

Ridoc Document Router Version4 

Ridoc Document Server Version3 

Ridoc Web Navigator Version3 

Ridoc IO Account V3 

Ridoc IO Operation Server

302525 

302735 

302704 

302415 

307834 

302450

（消費税別） 



主なオプション仕様 

後付け拡張時のユニット価格と設置料金 

プリンター/スキャナー関連同梱ソフト 

設置指導料

商　品　名

品種コード

標準価格

ベース機種（工場出荷モデル）

imagio Neo 453
〈品種コード〉311903

imagio Neo 453 モデル765
〈品種コード〉311904

○

○

○

○

○

○

●：標準装備　○：オプションで対応 
＊1  インナー1ビントレイ タイプN5は含まれておりません。　 
＊2  PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。スキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。 
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金となります。 

＊1  imagio Neo 453 モデル765は標準装備。ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれておりません。別料金となります。 
＊2  装着にはFAXユニット タイプN18が必要。最大2個まで装着できます。G4FAXユニット タイプN18装着時は1個のみとなります。 
＊3  装着にはFAXユニット タイプN18が必要。1個のみ装着できます。増設G3チャネルユニット タイプN18を2個装着時は装着できません。 
＊4   imagio Neo 453 モデル765は標準装備。100BASE-TX、10BASE-T対応ネットワークボード、USB2.0を標準装備。 
　  PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。設置指導料にはスキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。 
＊設置指導料は 本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

組み合わせ価格 搬入設置指導料

1,378,000円

1,580,000円

1,538,000円

1,740,000円

28,000円

29,600円

38,300円

39,900円

1,578,000円    39,800円＊2

1,780,000円    41,400円＊2

1,890,000円    46,000円＊2

（消費税別）

9,000円

パフォーマンス
チャージ基本料金

スキャナー関連同梱ソフト設置指導料 

※imagio Neo 453 モデル765およびプリンター・スキャナーユニット タイプN18に同梱されています。 
 
 

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio Neo 453 モデル765およびプリンター・スキャナーユニット タイプN18の設置指導料に含まれます。 
※設置指導料は 本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 
 
 
 

●：標準装備　OP：オプションで対応 

 

プリンター・スキャナーCD-ROM

・RPCSドライバー　・Ridoc IO Navi　・Ridoc IO Admin　・RPDLドライバー　

・日本語TrueTypeフォント20書体　・PC FAX ドライバー　・PC FAX 送付状エディター

・TWAINドライバー　・Ridoc Desk 2000 Lt　・Ridoc Auto Document  リンク　・Job Binder　

315770

A料金

B料金

（消費税別）

ＦＡＸユニット 
タイプＮ18＊1

315771

増設Ｇ３チャネルユニット 
タイプＮ18＊2

315772

Ｇ４ＦＡＸユニット
 タイプＮ18＊3

315773

プリンター・スキャナーユニット 
タイプＮ18＊4

（消費税別）

商　品　名

Ridoc Desk 2000 Lt

ネットワークTWAINドライバー

9,400円

11,000円

4,700円

6,300円

内容

PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

A料金 B料金
設置指導料

基本モデルの構成 

コピー
ファクス

プリンター/スキャナー/ネットワークボード
ドキュメントボックス/メモリーソート

両面
手差し

自動両面原稿送り
インナー1ビン
W-NET FAX
IPーファクス

ー
FAXユニット タイプN18

プリンター・スキャナーユニット タイプN18
ー
ー
ー

ドキュメントフィーダーRF9
インナー1ビントレイ タイプN5

プリンター・スキャナーユニット タイプN18/FAXユニット タイプN18
プリンター・スキャナーユニット タイプN18/FAXユニット タイプN18

●
OP
OP
●
●
●
OP
OP
OP
OP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

機能 商　品　名 453 453
モデル765

160,000円

15,000円

10,300円

120,000円

11,100円

6,400円

150,000円

13,300円

8,600円

200,000円

16,500円

11,800円

価格表 

モデル別価格一覧 

シリーズ 

拡張モデル名

ベーシックタイプ

モデル6＊1

モデル75

モデル765 

●

●

●

●

○

●

●

●

●

● ●

○

○

○

○
○

●

  imagio ドキュメントフィーダー RF9の主な仕様 

imagio フィニッシャーの主な仕様 

収納可能サイズ

収納可能枚数

用紙紙厚

可能サイズ

可能枚数

用紙紙厚

位置

可能サイズ

用紙紙厚

位置

可能サイズ

用紙紙厚

位置

imagioフィニッシャーSR13

フィニッシャー上トレイ：A3～A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ：A3～A5、11×17～51/2×81/2

フィニッシャー上トレイ：250枚（A4以下）
フィニッシャートレイ：1,000枚（A4以下ステ－プルなし時）

フィニッシャー上トレイ：52～260g/m2（45～220kg）
フィニッシャートレイ：52～163g/m2（45～135kg）

A3～B5、11×17～LT

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～90g/m2（55～77kg）

奥、手前、2カ所

─

─

─

─

─

─

約50W（電源は本体から供給）

527×520×790mm

約25kg（本体のみ）

imagioフィニッシャーSR21

52～163g/m2（45～135kg）

A3～B5、11×17～LT

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～90g/m2（55～77kg）

手前、奥1カ所、奥斜め1カ所、2カ所

A3～A5、11×17～51/2×81/2

52～163g/m2（45～135kg）

2穴

─

─

─

約60W（電源は本体から供給）

680×620×1,030mm

約55kg（本体のみ）

imagioフィニッシャーBF13

A3～B5ヨコ（2カ所：A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ）

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～80g/m2（55～69kg）

手前斜め1カ所、奥斜め1カ所、2カ所

─

─

─

A3、B4、A4タテ　15枚まで

中とじ

約55W（電源は本体から供給）

689×603×1,055mm

約50kg（本体のみ）

排紙トレイ

ステープル

パンチ

中とじ
ステープル

最大消費電力

大きさ（幅×奥×高）

質量

フィニッシャートレイ1：A3～A5、A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ2：A3～A5、A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ1：500枚（A4以下）
フィニッシャートレイ2：2,000枚（A4ヨコ、LTヨコ、ステープルなし時）

フィニッシャー上トレイ：A3～B5タテ
フィニッシャー：A3～A5タテ

フィニッシャー上トレイ：50枚（A4ヨコ以下）
フィニッシャー：1,000枚（A4ヨコ以下、ステープルなし時）

フィニッシャー上トレイ：64～80g/m2（55～69kg）
フィニッシャー：64～80g/m2（55～69kg）

普通紙：64～80g/m2（55～69kg）
表紙1枚：64～128g/m2（55～110kg）

imagio インナー1ビントレイ タイプN5の主な仕様 
収 納 サ イ ズ

収 納 可 能 枚 数

用 紙 紙 厚

A3～A5タテ、11×17～51/2×81/2タテ

125枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）

60～105g/m2（52～90kg）

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

質 量

約15W（電源は本体から供給）

470×565×110mm

約4kg

（ imagio Neo 453 モデル765は標準装備）

インナー1ビントレイ
装着時  1,150

670

600 690

560 540 360

600

1,130 650

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーSR13（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション）装着時 

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーSR21（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション） 
imagio大量給紙トレイ タイプN5（オプション）装着時 
 

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーBF13（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション） 
imagio大量給紙トレイ タイプN5（オプション）装着時 
 

単位：mm

820

622

527

インナー1ビントレイ
装着時  1,150

67363 600

1,130

540 360535

imagio Neo 453の外形寸法 

FAXユニット
160,000円

プリンター・スキャナーユニット
200,000円

両面ユニット
130,000円

手差しトレイ
20,000円

原稿カバー（圧板）
8,000円

ドキュメントフィーダー
210,000円

モ ー ド

原 稿 サ イ ズ

原 稿 紙 厚

原 稿 積 載 枚 数

複 写 速 度

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

質 量

ADFモード、大量原稿モード、サイズ混載モード、原稿セット方向

80枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）

1to1コピー時45cpm  A4ヨコ

約60W（電源は本体から供給）

570×518×150mm

約12kg

A3～B6タテヨコ（B6は両面原稿不可）、
タテ128～297mm、ヨコ128～432mm＊

片面コピー時：40～128g/m2（35～110kg）　
両面コピー時：52～105g/m2（45～90kg）

＊ファクス機能を使用しているときは、最大1200mmまで読み取れます。 

主な設定内容
・管理者設定　・認証方法の設定　・オートログアウト時間設定　・メニュープロテクト設定
・ネットワークのセキュリティ強化設定　・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入準備シートの作成は、別料金となります。詳細は、販売担当者にお問い合わせください。 

ユーザー認証設定料 

ユーザー認証設定料
28,300円
A料金

23,600円
B料金

設置指導料

ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

主なモデル別組み合わせ例 

※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。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もし 
くは商標です。※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。 
ご注意 
①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすること 
　は、法律で禁止されています。 
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭 
　内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。 

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。

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

代表的な商品

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／広幅／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

本体重量区分

※ 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。

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。 

このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。 

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。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。 

0120-000-475

0120-479-417

●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。 

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。 

お客様相談センター 

（消費税別）

（消費税別）

保　守　料　金 

ｉｍａgｉｏ Ｎｅｏ 453シリーズをご導入いただきますと、保守契約サービスとして、 

パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。 

1．「パフォーマンス」を実施いたします。
　「パフォーマンス」とは、
　①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
　②パフォーマンス契約期間中、感光体と現像剤をお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー（imagio Ｐトナー タイプ9）を供給いたします。

2．「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。 
　リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間ご使用カウントの２％引きのカウント数で計算します。
※契約有効期間は５年間で、５年経過後は１年単位で自動更新させていただきます。６年目はパフォーマンスチャージを８％アップします。７年目以降はパフォーマンスチャージを１２％アップします。
※お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフトウェア以外に原因があると判明した場合は、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。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、７年間です。

□1パフォーマンス契約をお選びいただきますと 

＜imagio Neo 453シリーズのパフォーマンスチャージ＞ 

請求単位（1カ月当たり）

基本料金（1,000カウント分を含みます）

1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき

4,001カウント以上、使用1カウントにつき

料金 備考

9,000円

6.5円

6.0円

（消費税別）

※カウンターは出力（コピー・ファクス・プリンター等の出力を含む）1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。

imagio Neo 453シリーズの感光体とトナー、交換部品およびカスタ

マーエンジニアの定期保守、万一の故障時派遣の費用。但し時間

外、遠距離での対応は、別途追加料金を申し受けることがあります。

月～土曜日 17～21時
日曜日 9～17時
月～土曜日 17～21時
日曜日 9～21時
月～土曜日 17～翌9時
月～土曜日 17～翌9時
日曜日 9時～翌9時

モノクロ機
1,200円
2,400円

3,600円

3,600円

6,000円

A2広幅機
1,500円
3,000円

4,500円

4,500円

7,500円

カラー機
1,500円
3,000円

4,500円

4,500円

7,500円

「フルタイムサービス」について
リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守サービ
スメニューを有償にてご用意しております。対象地域、対象機種等の詳し
い内容は、販売担当者におたずねください。
※地域（離島等）によっては、本サービスを提供できない場合があります。

＜メニューと料金＞ ［月額・消費税別］
対応曜日と時間

□2スポット保守契約 
①お客様の要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・部品など消耗品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。
②機械の修理・点検・整備や感光体および部品等の交換に必要な費用は、そのつど代金を申し受けます。
③ご契約時に感光体、トナーをお買い上げいただきます。
※保守料金のくわしい内容につきましては、販売担当者または、カスタマーエンジニアにおたずねください。

「リモートサービス」について 

運用の仕組み 

＜ご提供サービス内容＞

・遠隔診断保守

・カウンター自動検針

・ご使用状況のご報告

・複写機集計管理代行（有償）

お客様  

リコーテクニカル 
コールセンター 

自動通報 

状況確認 
ＣＥ訪問（点検／修理） 

ご使用状況のご報告 

診断・解析 
●品質情報 
●稼働情報 
●カウンター情報 
 

サービス拠点 

販売拠点 

保守実績 
通報情報 
診断解析情報 
ご使用情報 

リコーでは、より良好な状態で
複写機をお使いいただくため、
公衆回線もしくはインターネッ
ト環境を利用して遠隔定期診
断を可能にした保守システムを
ご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもござ
います。詳しい内容につきましては、販売担
当者におたずねください。



主なオプション仕様 

後付け拡張時のユニット価格と設置料金 

プリンター/スキャナー関連同梱ソフト 

設置指導料

商　品　名

品種コード

標準価格

ベース機種（工場出荷モデル）

imagio Neo 453
〈品種コード〉311903

imagio Neo 453 モデル765
〈品種コード〉311904

○

○

○

○

○

○

●：標準装備　○：オプションで対応 
＊1  インナー1ビントレイ タイプN5は含まれておりません。　 
＊2  PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。スキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。 
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金となります。 

＊1  imagio Neo 453 モデル765は標準装備。ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれておりません。別料金となります。 
＊2  装着にはFAXユニット タイプN18が必要。最大2個まで装着できます。G4FAXユニット タイプN18装着時は1個のみとなります。 
＊3  装着にはFAXユニット タイプN18が必要。1個のみ装着できます。増設G3チャネルユニット タイプN18を2個装着時は装着できません。 
＊4   imagio Neo 453 モデル765は標準装備。100BASE-TX、10BASE-T対応ネットワークボード、USB2.0を標準装備。 
　  PC1台分のドライバー/ユーティリティーのインストール、操作指導を含みます。PC2台目以降は2,300円/台となります。設置指導料にはスキャナー関連同梱ソフトの設置指導料は含まれておりません。 
＊設置指導料は 本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 

組み合わせ価格 搬入設置指導料

1,378,000円

1,580,000円

1,538,000円

1,740,000円

28,000円

29,600円

38,300円

39,900円

1,578,000円    39,800円＊2

1,780,000円    41,400円＊2

1,890,000円    46,000円＊2

（消費税別）

9,000円

パフォーマンス
チャージ基本料金

スキャナー関連同梱ソフト設置指導料 

※imagio Neo 453 モデル765およびプリンター・スキャナーユニット タイプN18に同梱されています。 
 
 

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio Neo 453 モデル765およびプリンター・スキャナーユニット タイプN18の設置指導料に含まれます。 
※設置指導料は 本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 
 
 
 

●：標準装備　OP：オプションで対応 

 

プリンター・スキャナーCD-ROM

・RPCSドライバー　・Ridoc IO Navi　・Ridoc IO Admin　・RPDLドライバー　

・日本語TrueTypeフォント20書体　・PC FAX ドライバー　・PC FAX 送付状エディター

・TWAINドライバー　・Ridoc Desk 2000 Lt　・Ridoc Auto Document  リンク　・Job Binder　

315770

A料金

B料金

（消費税別）

ＦＡＸユニット 
タイプＮ18＊1

315771

増設Ｇ３チャネルユニット 
タイプＮ18＊2

315772

Ｇ４ＦＡＸユニット
 タイプＮ18＊3

315773

プリンター・スキャナーユニット 
タイプＮ18＊4

（消費税別）

商　品　名

Ridoc Desk 2000 Lt

ネットワークTWAINドライバー

9,400円

11,000円

4,700円

6,300円

内容

PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

A料金 B料金
設置指導料

基本モデルの構成 

コピー
ファクス

プリンター/スキャナー/ネットワークボード
ドキュメントボックス/メモリーソート

両面
手差し

自動両面原稿送り
インナー1ビン
W-NET FAX
IPーファクス

ー
FAXユニット タイプN18

プリンター・スキャナーユニット タイプN18
ー
ー
ー

ドキュメントフィーダーRF9
インナー1ビントレイ タイプN5

プリンター・スキャナーユニット タイプN18/FAXユニット タイプN18
プリンター・スキャナーユニット タイプN18/FAXユニット タイプN18

●
OP
OP
●
●
●
OP
OP
OP
OP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

機能 商　品　名 453 453
モデル765

160,000円

15,000円

10,300円

120,000円

11,100円

6,400円

150,000円

13,300円

8,600円

200,000円

16,500円

11,800円

価格表 

モデル別価格一覧 

シリーズ 

拡張モデル名

ベーシックタイプ

モデル6＊1

モデル75

モデル765 

●

●

●

●

○

●

●

●

●

● ●

○

○

○

○
○

●

  imagio ドキュメントフィーダー RF9の主な仕様 

imagio フィニッシャーの主な仕様 

収納可能サイズ

収納可能枚数

用紙紙厚

可能サイズ

可能枚数

用紙紙厚

位置

可能サイズ

用紙紙厚

位置

可能サイズ

用紙紙厚

位置

imagioフィニッシャーSR13

フィニッシャー上トレイ：A3～A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ：A3～A5、11×17～51/2×81/2

フィニッシャー上トレイ：250枚（A4以下）
フィニッシャートレイ：1,000枚（A4以下ステ－プルなし時）

フィニッシャー上トレイ：52～260g/m2（45～220kg）
フィニッシャートレイ：52～163g/m2（45～135kg）

A3～B5、11×17～LT

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～90g/m2（55～77kg）

奥、手前、2カ所

─

─

─

─

─

─

約50W（電源は本体から供給）

527×520×790mm

約25kg（本体のみ）

imagioフィニッシャーSR21

52～163g/m2（45～135kg）

A3～B5、11×17～LT

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～90g/m2（55～77kg）

手前、奥1カ所、奥斜め1カ所、2カ所

A3～A5、11×17～51/2×81/2

52～163g/m2（45～135kg）

2穴

─

─

─

約60W（電源は本体から供給）

680×620×1,030mm

約55kg（本体のみ）

imagioフィニッシャーBF13

A3～B5ヨコ（2カ所：A3、B4、A4ヨコ、B5ヨコ）

50枚（A4以下）、30枚（A3、B4）

64～80g/m2（55～69kg）

手前斜め1カ所、奥斜め1カ所、2カ所

─

─

─

A3、B4、A4タテ　15枚まで

中とじ

約55W（電源は本体から供給）

689×603×1,055mm

約50kg（本体のみ）

排紙トレイ

ステープル

パンチ

中とじ
ステープル

最大消費電力

大きさ（幅×奥×高）

質量

フィニッシャートレイ1：A3～A5、A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ2：A3～A5、A6タテ、11×17～51/2×81/2
フィニッシャートレイ1：500枚（A4以下）
フィニッシャートレイ2：2,000枚（A4ヨコ、LTヨコ、ステープルなし時）

フィニッシャー上トレイ：A3～B5タテ
フィニッシャー：A3～A5タテ

フィニッシャー上トレイ：50枚（A4ヨコ以下）
フィニッシャー：1,000枚（A4ヨコ以下、ステープルなし時）

フィニッシャー上トレイ：64～80g/m2（55～69kg）
フィニッシャー：64～80g/m2（55～69kg）

普通紙：64～80g/m2（55～69kg）
表紙1枚：64～128g/m2（55～110kg）

imagio インナー1ビントレイ タイプN5の主な仕様 
収 納 サ イ ズ

収 納 可 能 枚 数

用 紙 紙 厚

A3～A5タテ、11×17～51/2×81/2タテ

125枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）

60～105g/m2（52～90kg）

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

質 量

約15W（電源は本体から供給）

470×565×110mm

約4kg

（ imagio Neo 453 モデル765は標準装備）

インナー1ビントレイ
装着時  1,150

670

600 690

560 540 360

600

1,130 650

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーSR13（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション）装着時 

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーSR21（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション） 
imagio大量給紙トレイ タイプN5（オプション）装着時 
 

imagioドキュメントフィーダーRF9（オプション） 
imagioフィニッシャーBF13（オプション） 
imagio中継ユニット タイプN5（オプション） 
imagio給紙テーブルPT30（オプション） 
imagio大量給紙トレイ タイプN5（オプション）装着時 
 

単位：mm

820

622

527

インナー1ビントレイ
装着時  1,150

67363 600

1,130

540 360535

imagio Neo 453の外形寸法 

FAXユニット
160,000円

プリンター・スキャナーユニット
200,000円

両面ユニット
130,000円

手差しトレイ
20,000円

原稿カバー（圧板）
8,000円

ドキュメントフィーダー
210,000円

モ ー ド

原 稿 サ イ ズ

原 稿 紙 厚

原 稿 積 載 枚 数

複 写 速 度

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

質 量

ADFモード、大量原稿モード、サイズ混載モード、原稿セット方向

80枚（リコーPPC用紙 タイプ6200の時）

1to1コピー時45cpm  A4ヨコ

約60W（電源は本体から供給）

570×518×150mm

約12kg

A3～B6タテヨコ（B6は両面原稿不可）、
タテ128～297mm、ヨコ128～432mm＊

片面コピー時：40～128g/m2（35～110kg）　
両面コピー時：52～105g/m2（45～90kg）

＊ファクス機能を使用しているときは、最大1200mmまで読み取れます。 

主な設定内容
・管理者設定　・認証方法の設定　・オートログアウト時間設定　・メニュープロテクト設定
・ネットワークのセキュリティ強化設定　・セキュリティ強化設定

※お客様環境の調査および導入準備シートの作成は、別料金となります。詳細は、販売担当者にお問い合わせください。 

ユーザー認証設定料 

ユーザー認証設定料
28,300円
A料金

23,600円
B料金

設置指導料

ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。

主なモデル別組み合わせ例 

※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。※この印刷物に記載されている商品名は、各社の登録商標もし 
くは商標です。※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。 
ご注意 
①国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製ハガキ、政府発行の印紙・証券類などをコピーすること 
　は、法律で禁止されています。 
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭 
　内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。 

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。

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

代表的な商品

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／広幅／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

本体重量区分

※ 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。

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。 

このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。 

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。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。 

0120-000-475

0120-479-417

●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。 

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。 

お客様相談センター 

（消費税別）

（消費税別）

保　守　料　金 

ｉｍａgｉｏ Ｎｅｏ 453シリーズをご導入いただきますと、保守契約サービスとして、 

パフォーマンス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。 

1．「パフォーマンス」を実施いたします。
　「パフォーマンス」とは、
　①カスタマーエンジニアを派遣して、本製品を安定した状態でお使いいただくための定期保守サービス（点検・調整）を実施いたします。また、故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。
　②パフォーマンス契約期間中、感光体と現像剤をお貸しし、通常の利用に必要な量のトナー（imagio Ｐトナー タイプ9）を供給いたします。

2．「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。 
　リコーはパフォーマンスの対価として、「パフォーマンスチャージ」を申し受けます。パフォーマンスチャージは、カウンター数値により算出されます。
※パフォーマンスチャージの請求は、1ヶ月単位となります。
※実際のご請求金額は、テスト、不良出力の控除として、月間ご使用カウントの２％引きのカウント数で計算します。
※契約有効期間は５年間で、５年経過後は１年単位で自動更新させていただきます。６年目はパフォーマンスチャージを８％アップします。７年目以降はパフォーマンスチャージを１２％アップします。
※お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱ソフトウェア以外に原因があると判明した場合は、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。

※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造中止後、７年間です。

□1パフォーマンス契約をお選びいただきますと 

＜imagio Neo 453シリーズのパフォーマンスチャージ＞ 

請求単位（1カ月当たり）

基本料金（1,000カウント分を含みます）

1,001カウントから4,000カウントまでの使用1カウントにつき

4,001カウント以上、使用1カウントにつき

料金 備考

9,000円

6.5円

6.0円

（消費税別）

※カウンターは出力（コピー・ファクス・プリンター等の出力を含む）1面ごとに1カウント進みます。1両面出力ごとに2カウント進みます。

imagio Neo 453シリーズの感光体とトナー、交換部品およびカスタ

マーエンジニアの定期保守、万一の故障時派遣の費用。但し時間

外、遠距離での対応は、別途追加料金を申し受けることがあります。

月～土曜日 17～21時
日曜日 9～17時
月～土曜日 17～21時
日曜日 9～21時
月～土曜日 17～翌9時
月～土曜日 17～翌9時
日曜日 9時～翌9時

モノクロ機
1,200円
2,400円

3,600円

3,600円

6,000円

A2広幅機
1,500円
3,000円

4,500円

4,500円

7,500円

カラー機
1,500円
3,000円

4,500円

4,500円

7,500円

「フルタイムサービス」について
リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間等の保守サービ
スメニューを有償にてご用意しております。対象地域、対象機種等の詳し
い内容は、販売担当者におたずねください。
※地域（離島等）によっては、本サービスを提供できない場合があります。

＜メニューと料金＞ ［月額・消費税別］
対応曜日と時間

□2スポット保守契約 
①お客様の要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・部品など消耗品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。
②機械の修理・点検・整備や感光体および部品等の交換に必要な費用は、そのつど代金を申し受けます。
③ご契約時に感光体、トナーをお買い上げいただきます。
※保守料金のくわしい内容につきましては、販売担当者または、カスタマーエンジニアにおたずねください。

「リモートサービス」について 

運用の仕組み 

＜ご提供サービス内容＞

・遠隔診断保守

・カウンター自動検針

・ご使用状況のご報告

・複写機集計管理代行（有償）

お客様  

リコーテクニカル 
コールセンター 

自動通報 

状況確認 
ＣＥ訪問（点検／修理） 

ご使用状況のご報告 

診断・解析 
●品質情報 
●稼働情報 
●カウンター情報 
 

サービス拠点 

販売拠点 

保守実績 
通報情報 
診断解析情報 
ご使用情報 

リコーでは、より良好な状態で
複写機をお使いいただくため、
公衆回線もしくはインターネッ
ト環境を利用して遠隔定期診
断を可能にした保守システムを
ご用意させていただいております。

※環境によっては対応できないメニューもござ
います。詳しい内容につきましては、販売担
当者におたずねください。




