
A0サイズ対応 ネットワークプロッター/スキャナー/コピー デジタル複合機 

シリーズ 



目指したのは、設計者がネットワーク共有する 

先進のプロッター複合機。 

imagio MP W2400シリーズ 誕生 
A0：2.4枚/分、A1：4.4枚/分　Advanced Performance of Wide Format 

ここに、新たなレベルへ到達したワイドフォーマット複合機をご紹介します。 

快適なプリント速度と、共有型複合機としてのストレスフリーな操作性。 

様々なオフィス環境にフィットするためのA1機並みの省スペース設計と、 

工夫を凝らしたペーパーハンドリング設計。 

電子化により分散化が進む出図形態に対応するジャバラ紙折りオプション。 

機密性の高い図面だからこそのセキュリティ機能。 

そして、同時に低ランニングコストを実現した 。 

この一台が設計現場でのワークフローのすべてを進化させます。 
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※ナンバリングの濃度は4段階、大きさは3段階で調節できます。
※機密管理ナンバリングが可能な最大サイズはA0サイズです。

※この他に、印刷／変更／内容のコピーまたは抽出といった機能ごとに権限を付加することが可能です。

※図はイメージです。

ハイレベルな先進セキュリティ。 Security

オプションの「リコー個人認証システム」を利用すると、imagio MP 
W2400シリーズのユーザー認証システムと連携して、ICカードによる個
人認証が可能となります。認
証時のログイン名やパスワード
の入力作業を軽減できるだけ
でなく、なりすましや不正利用
の防止にも役立ちます。 

 

Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ 

ネットワークを活用し組織レベルでの文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフト（別売） 

文書の共有や伝達をネットワークで連携。 Application

すぐ始められるスキャンデータのセキュリティ「パスワード付暗号化PDF」 

すぐ始められる配布画面のトレーサビリティ「機密管理ナンバリング」 

ICカードによる個人認証システム（オプション） 

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユー
ザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベ
ルな個人識別が行なえるようになりました。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 

●通信経路の暗号化システム 

●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Ｉ Ｐ 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） 

さらにきめ細やかなセキュリティ機能を満載 

例えば技術的に機密性の高い図面や顧客の図面、議事録図面や見積り付きの図面などを、本体操作だけで「パスワード付暗号化PDF」にする
ことができます。E-Mailに添付し、データを送る場合でも、パスワードは口頭で伝えたり、別のメールで送ったりすることで、スキャンデータのセキュリ
ティレベルを大きく高めることができます。 

コピー時に設定可能な編集機能「機密管理ナンバリング」機能は、
コピーする部数ごとに別々のナンバリングを透かしで印字すること
ができます。これにより、コピーであっても1部1部をオリジナルにする
ことができます。配布先ごとのナンバリングを覚えておくことで、配布
されたコピーを再度コピーされることへの抑止効果があります。 

通常のコピー 

機密管理ナンバリング 

機密管理ナンバリング 

配布用に３部コピー

すべて同じ。 

パスワードは確認のため２度入力します。 

ファイル形式で「PDF」を選択し、 
「セキュリティ設定」ボタンを押します。 

文書暗号化で「する」を選び、 
パスワード「入力」ボタンを押します。 

生成されたPDFは、パスワードを入力しないと 
開けないようになります。 

11111111111111
11111111111111
11111111111111
11111111111111

2222222222222
2222222222222
2222222222222
2222222222222

3333333333333
3333333333333
3333333333333
3333333333333

それぞれがオリジナル。 

※旧バージョンのRidoc Document System シリーズへの対応状況については、販売担当者にお問い合わせください。 

プロッター/スキャナー/コピー複合機モデル。
標準で、2段ロール、A3対応カセット、手差
し給紙に対応しているお勧めモデルです。

デスクトップ型のコピーモデル。標準で手
差し給紙に対応しています。給紙ユニット
やプロッター/スキャナー機能をオプションで
積み上げることができます。

スピードが、操作性が、先進のセキュリティ機能が、 
設計現場を刷新する。 

充実のモデル･オプション

imagio MP W2400SP imagio MP W2400SP＋ 
imagio フォルダー FD6500A

imagio MP W2400

A0～A4までの定形サイズを設定できる用紙を同時
セット可能＊。普通紙、再生紙以外にも、トレーシング
ペーパーやフィルムに対応しています。 
＊2段ロールオプション、A3カセットオプション装着時。
  imagio MP W2400SPは標準。

i m a g i o  M P  W 2 4 0 0シリーズは、より多くの方に、
必要なだけお使いいただけるようランニングコストにも
配慮しています。 
※詳細は価格表をご確認ください。

幅1,080mm×奥行き637
＊1

mmの省スペース設計。
A 0機でありながら、A 1機＊2同等の省スペースを実
現しています。 
＊1 imagio MP W2400のサイズ。
＊2 自社A1アナログコピー機比較。

スピーディー 

ジャバラ折りを自動化するimagio フォルダー FD6500A
は、手間のかかる図面折り作業負荷を大幅に軽減し、
設計者が本来の設計業務に費やす時間を創り出します。 

A0：2.4枚/分、A１：4.4枚/分のスピーディーなエンジン性能を600dpiの高画質で実
現。新コントローラーの採用により、連続した印刷データもストレスなくスピーディー
に処理します。ウォームアップタイムはわずか2分。最大１５ｍの長尺印刷が可能。 

操作部には8.5インチ Wide VGA タッチパネルを採用し、視認性を大幅に向上。
また、原稿/出力紙のスタック性や、フロントオペレーションによる用紙/トナー交換は、
省スペースでのスムーズな操作を実現します。 

imagio MP W2400 シリーズは、本体側の操作だけで紙図面をパスワード付暗号化
PDFデータにすることができます。コピー機能では機密管理ナンバリング機能で
コピーされたものをオリジナルに。その他様々なセキュリティ機能を有しています。 

多彩な 
セキュリティ 

優れた 
操作性 

幅広い用紙対応力 A1機なみの 
コンパクトボディ 

コンパクト 

低ランニングコスト 
を実現 

手作業を軽減する 
後処理オプション 

フォルダー 

ワイド 

ローコスト 

A1 4.4枚/分 
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ドキュメント・ポータルソフトウェア Webポータルソフトウェア ドキュメント管理サーバーシステム 
Ridoc Desk Navigator St Version2 Ridoc Document Server Version3 Ridoc Web Navigator Version3

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク
上で一元管理・共有可能なサーバーシステムを実現
します。最大150万文書の管理ができる本格的な
管理サーバーソフトウェアです。

Ridoc Document Systemにおいて、Web環境で
ポータル機能を提供するソフトウェアです。
個々に専用のソフトウェアを入れることなく、Web
ブラウザで配信機能、文書管理機能（検索、印刷、
編集など）をご利用いただけます。

デスクまわりにあふれる紙文書を電子化し、アプリ
ケーションのデータと統合して管理できます。登録
機能、印刷機能、サーバー連携が進化した個人文書
管理システム。サムネール表示、OCR機能などLt版
にはない多彩な機能を搭載しています。

 (別売)

Embedded Software Architecture とは 

複写機でさまざまなアプリケーションを稼動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 MP W2400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。

imag io カンタン文書登録 V2 

複合機の画面上で指定したフォルダに、ファイル名を設定して文書を保存できます。
パソコンのフォルダ構造がそのまま複合機の画面に表示されるため、簡単な操作で
図面や報告書等を電子化して整理できます。
※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にお問い合わせください。

図面、報告書、見積書等 フォルダ体系を
そのまま表示

現場報告書_
戸山町都電
線路補修_
2009、05、21

ネ  ッ  ト  ワ  ー  ク  

読  み  込  み  

保存先フォルダを選択

ファイル名を設定
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640

電子出図・分散印刷にフィット。 ボディも排紙もスマートに。 

幅広い給紙ニーズに対応。 

imagio MP W2400は、幅はわずか1,080mm、奥行き637mmという
省スペース設計。従来のA1アナログ機と比べて設置面積で約5％低
減しているなど、A0機でありながらA1機同等の省スペースを実現して
います。 

ロール紙/カット紙の最大4WAY 給紙 
imagio MP W2400は、標準で手差しテーブルを装備。オプションで２段ロールユニットも
しくは１段ロールユニットが選択でき、ロールユニットにはA3対応カット紙トレイを追加可能。
imagio MP W2400SPには、２段ロールユニット＋A3対応カセット＋手差しテーブルが
標準装備されています。２段ロールユニットでタテヨコそれぞれ2パターンずつ、A3カット
紙トレイで1パターン、合計５パターンの定形サイズを同時セット可能です。 
 

ロール紙交換を容易にするフランジタイプのセット方式 
ロールフィーダーの用紙セット方式には、フランジタイプを採用。金
属の棒を使うスプールタイプに比べ軽量・省スペースで、手間のか
かるロール紙交換作業の負担を軽減できます。 

2段ロールユニットオプション 1段ロールユニットオプション 

1段目ロール 

給紙段  ロール紙幅 タテ ヨコ 

841mm A0 A1

420mm A2 A3

― A4 ―  

2段目ロール 

カット紙トレイ 

A3サイズ対応カット紙トレイオプション 

省スペース1,080mm幅を実現したA1機並みのコンパクトボディ 

最大で５種類の定形サイズを同時設定できるワイドな給紙システム 

手間のかかるジャバラ折り方向の図面折り作業を大幅に軽減 

ジャバラ折りを自動化する フォルダー FD6500A

出図の電子化、CADデータの情報量の増加に伴い、設計者は、本来
の設計業務以外に、図面を自ら印刷し、折ってファイルする負荷が増大
しています。imagio フォルダー FD6500Aは、ファイル折りに準拠した綴
じ代つきのジャバラ折りに対応。最後にファイル用にA4サイズにたたみ、
パンチ穴をあければ、そのまま図面をファイルにとじることができます。 

選択可能な、全4パターンの幅で
ジャバラ折りが可能です。折り幅
と図面の長さを計算し、折り途中
で調整折りをしますので、最終折
り面は印字面を上向き＊にして折
ることができます。

ファイル折りに準じたジャバラ折りが可能です。図面をファイルにとじる際に便利な折り方です。

ファイル折りに準じたジャバラ折りが可能  

長尺折り ファイル折り 

■折り方 

※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 ※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

＊一部できない長さがあります。 
　詳しくは販売担当者にお問い合せください。 

imagio ロールユニット RU6500A imagio カセット CT6500imagio ロールユニット RU6500B

折られた用紙は後方に
スタックされます。
※スタック枚数は１枚です。

ジャバラ折りされた用紙を

ファイル用に
A4サイズに
たたみパンチ

そのまま図面用の
ファイルに
とじられます。

A0 

A1 

A2 

A3

ジャバラ折り（仕上がり） 

 

サイズ 最終折り（手折り） 

 

3面に折り
仕上げます。

２つに折り
仕上げます。

A4サイズに
合わせ折ります。

そのままファイル
できるZ折りに
なります。

140mmの幅に
合わせ折ります。

140mm 
幅折り 

170mmの幅に
合わせ折ります。

170mm 
幅折り 

210mmの幅に
合わせ折ります。

210mm 
幅折り 

297mmの幅に
合わせ折ります。

297mm 
幅折り 

■セット構成例 

※最大給紙で同時に使用できる折りパターンは3パターンです。

imagio MP W2400は、プロッターコントローラーを刷新。大容量ハードディスク・メモリーを駆使した 

印刷データの展開と書き込みの平行処理を実現し、連続する印刷データの高速スループットを実現しました。 

印刷待ちの時間を削減し、設計者の付帯業務負荷を軽減します。 

高い性能と充実した機能が、設計者の生産性を高めます。 

CADアプリケーションソフト「AutoCAD200×シリーズ＊」からの印刷専
用に用意したドライバー。特にイメージデータであるラスターデータが混在
したファイルの出力で高いパフォーマンスを発揮。 

AutoCADに最適化したHDIドライバー 

図面管理サーバー等からダイレクトに転送されるTIFFデータ及びCALS
（Type1）ラスターファイルを快適に出力可能です。 

RTIFFダイレクト出力を標準でサポート 

P D F化した図面の高速出力はもちろん、
Macintoshからの出力もサポートします。 

Adobe PS３対応ドライバー（オプション） 

■PS3モード標準フォント 

和文フォント 

欧文フォント 

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5

136書体

ペンごとの線幅の設定やフォントの設定、印字領域の設定など、CAD出
力に特化したWindows®ドライバー。CAD出力に求められる特有の機
能をサポートします。 

CAD出力に特化したRP-GL/2ドライバー 

CAD出力以外にも、オフィス系文書の印刷にも適したリコー独自の高
速/高機能ドライバー。よく使う設定を登録できる「ワンクリック設定ア
イコン」機能や、imagio本体のハードディスクに印刷データを蓄積後、
機械側でデータを指定し出力指示をかけられる保留印刷機能など、
充実した機能を搭載。 

リコー独自のページ記述言語RPCSドライバー 

RPCSドライバーを使えば、プレビュー画面で印刷結果を確認することが可能。PCの画面上で
確認した後、実際に印刷をかけることができるので、ミスプリントの低減に大きく役立ちます。また、
同梱のRidoc Desk Navigator Lt との併用により、ヘッダーやフッター（文書名、日付など）を付
加した印刷イメージも確認可能です。 
※ドライバーのバージョンによっては使用できない場合があります。詳しくは販売担当者におたずねください。 
※PCのスペックやデータサイズにより、表示できる最大サイズは異なります。 

多くの設計者が共有するにふさわしい、高いデータ処理能力 

印刷データやソフトウェア環境に合わせた様々なプロッター・プリンター言語に対応 

実際に印刷される前に出力結果を確認できる印刷プレビュー 

■出力スピード比較グラフ 測定条件：本体データインから排紙完了までの時間
ファイル ： A1ヨコ、サンプルHP-GL/2データ
ファイルサイズ ： ２MB

出力端末CPU : Pentium M １Ghz1部目印刷開始（7.4秒）
1部目印刷完了（25.2秒）

5部目印刷完了（77.6秒）

1部目印刷開始（9.4秒）
1部目印刷完了（33.9秒） 5部目印刷完了（167.5秒）
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A１ 

＊「AutoCAD」及び「AutoCAD200×シリーズ」は、オートデスク社の製品（CADソフト）です。 



Windows®環境はもちろん、UNIX、Macintosh環境まで幅広く対
応。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 オプションのPS3カード装着時に使用可能。 

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。印刷通知機能や代行/並行印刷機能、
印刷ジョブ監視機能などネットワークで接続したimagio MP W2400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。　※RP-GL/2機能では機能に制限があります。 

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。 

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。 

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。 

 

利用者にも管理者にも便利なプリンティングユーティリティ 

プリンタードライバーなどのユーティリティー・ソフトウェアを、システ
ム管理者の思い通りにインストールするためのインストールパッケ
ージを作成できるツールです。ダブルクリックするだけで簡単に
インストールでき、ネットワークプリンター導入時の管理者の手間
を大幅に軽減します。 
●プリンタードライバーの細かな設定まで変更してインストール。

　例えば、プリンタードライバーのデフォルト設定値をモノクロ

　印刷モードに設定してコストダウン。 

●パソコンごとに設定値を変えられるCSV連携機能。 

●さまざまなOSが混在する 

　環境で動作する単一パッ 

　ケージの作成も容易。 

●ユーザーコードを使用して、 

　カラー出力の制限も可能。 

IEEE802.11bに準拠した高速無線LANカードをオプションでご用意。
配線のない見た目にもすっきりした入出力環境を構築できます。 
＜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＊ 】●拡張無線LAN ●IEEE1284 ●GigaBitイーサネット 
＊いずれかひとつ装着可能です。 

コピーやプリントアウトといった印刷動作と並行しながらスキャニング作
業を行なうなど、複数機能の並行動作を実現するマルチアクセス機能
を採用。作業のバッティングによる待ち時間を大幅に削減します。 

【RP‐GL/2エミュレーション】 

●座標軸回転機能 ●プロッターモード選択機能 ●XY原点位置補

正機能（mm単位） ●線幅設定機能 ●ペン設定選択機能 ●変倍

率設定機能 ●水平補正機能 ●垂直補正機能 ●印字領域設定機

能 ●ミラーリング機能 ●紙サイズ切替方法選択機能 ●原稿サイ

ズ判定方法選択機能 ●余白調整機能 ●センタリング機能 

ファイルを開かずにPDFファイルをダイレクト印刷 

様々なネットワーク環境に柔軟に対応 

出力と読み取りの並行動作が可能 

環境に合わせて選べるインターフェース（オプション） 

充実のプロットデータダイレクト出力設定機能 

＊オプション 

＊ 

R

同梱の簡単個人文書管理ソフト「Ridoc Desk Navigator Lt」の機
能です。Windows¤上のPDFアイコンを右クリックすれば、アプリケー
ションを立ち上げることなく、またプリンタードライバーも介さずにPDFフ
ァイルを出力することができます。 
※オプションのＰＳ３カードが必要です。 
※対応ＰＤＦファイルバージョンは1.3,1.4,1.5,1.6です。PDFダイレクト印刷で扱えるイメージ最大サイズは幅、
　高さとも32767pixelで、これを超えるイメージは縮小されます。1.4,1.5,1.6の一部機能・条件を含むファイ
　ルは印刷できません。詳しくは販売担当者にご確認ください。 

電子化した図面やアプリケーションで作成
したファイルをパソコンで簡単管理できる
Ridoc Desk Navigator Ltを標準同梱。 

Windows 上のPDFファイルを 
右クリックしてここをクリック！ 
 

●IPv6に対応　最先端のインターネットプロトコル（IP）であるIPv6

にいち早く対応し、プリンター機能においてIPv6 Ready Logoを取得しました。 
※本機ではIPv6 Ready Logoを取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 1.0を搭載しています。 
※ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。 
※IPv6で利用できるのはプリンター機能のみです。その他の機能についてはご利用いただけません。 
※推奨環境　IPv6を利用可能な状態にした以下のOS・Windows XP SP2（Ridoc IO Naviを利用）・Windows Server 2003（Ridoc IO Naviを利用） 

●PDFファイルを開かずに印刷するためのユーティリティーを同梱 

導入パッケージ作成支援ツール 

（同梱） 

＊
（同梱） 

プリント・パフォーマンスを知的に向上 

システム管理者の負担を大きく軽減 

●グループ単位で管理可能　 

●導入設置時の負荷も軽減　 

●印刷枚数の把握や制限も可能＊　 

●遠隔地の機器の各種設定が可能＊ 

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。 
 

［リコーのホームページで無償公開中］ 

http://www.ricoh.co.jp/IPSiO/utility/ezinst/＊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。 
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「スキャン to URL」は、ドキュメントボックスに保存したデータのURLを
添付してメールを送信します。必要な人だけがURLをクリックして、
Webブラウザで画像を確認できるので、ネットワークやサーバーへの負
荷を軽減しながら情報を伝えることができます。 

URLのみ送信し、ネットワーク負荷を軽減 

例えば、従来郵送していた紙図面も、登録したE-Mailアドレスを指定
することで、E-Mailの添付ファイルとしてデータ送信可能。メールの件
名や本文は登録しておくことができ、見積り図面や議事録図面のやり
とりをスピーディーにします。 

よくやりとりする協力会社に「スキャン to E-Mai l」 

TWAIN規格に対応したスキャナー機能を実現する「ネットワーク
TWAINドライバー」を同梱。原稿の状態に合わせ、きめ細かな設定が
可能で、広く普及している多彩なTWAIN対応アプリケーションからダ
イレクトにスキャンすることができます。 
※サイズの大きい長尺図面の場合、パソコンのスペックによって読み込みができない場合があります。 

読み取り条件をきめ細かく設定 

「スキャン to フォルダー」は、ネットワー
ク上の共有フォルダーにデータを直接
保存。新たにソフトをインストールしたり、
サーバーを用意する必要がないので、
システム管理者にとっても負担の少
ない、シンプルなスキャン環境を構築
できます。 

シンプルにフォルダーに保存 

A0サイズの大判図面でも600dpiの高画質読み取りが可能。もちろん、
図面サーバー容量の節約などを目的に、低解像度をデフォルト設定
することも可能です。 
＜配信スキャン時に設定できる解像度：150dpi ,200dpi ,300dpi ,400dpi ,600dpi＞ 

スキャンした紙文書は、汎用性の高いTIFF/PDFに自動変換されます。
CADデータと違い、受け取り先で特別なソフトを必要としない点が、大
きな魅力です。 
●以下のフォーマットから選択できます。 

　白黒２値：シングル／マルチページTIFF、シングル／マルチページPDF 
※TWAINドライバーで読み取った際は、読み取ったソフトウェアが対応している形式で保存します。 

●Webブラウザで のHDDへアクセスが可能 
パソコンに専用ソフトをインストールしなくても、Webブラウザを利用して、
機器の状態管理やジョブ履歴の確認などが可能。またドキュメントボッ
クス蓄積文書の確認・印刷等もデスクトップから実行できます。 

●PDF、TIFF形式でのダウンロードが可能 
スキャナー蓄積文書は見やすいサムネール表示が確認できるうえ、PDF、
TIFFで簡単に自分のパソコンへ文書のダウンロードができます。 

●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。 

最大3,000文書、1文書あたり、最大1,000ページまで＊蓄積可能な大容
量ドキュメントボックスを搭載。図面や技術文書を電子化し、情報を共有
することができます。また蓄積された図面を最大A2サイズまでサムネール
表示することが可能です。 
＊すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数はA4換算で合計9,000ページです。 
※本体ではコピー、ドキュメントボックス、プリンター、スキャナー機能で蓄積した文書を表示できます。 
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日（72時間）後に消去されるように設定されています。 
　消去までの設定日数を変更したり、「自動消去しない」に設定することもできます。 
※細かい線画の原稿はサムネール表示において見えづらいことがあります。 

※推奨ブラウザ　●Internet  Explorer 5.5 SP2以降 
　　　　　　　 ●Fire Fox 1.0以降 

A2サイズまでのサムネール表示を可能にした 
ドキュメントボックス 

スキャンデータを送信する前に、プ
レビュー画面で画像や内容を確
認＊することができます。スキャンミ
スによる再送の手間を減らし、効
率的なスキャン作業を実現します。 
＊最大A2サイズまで。 
 

「図庫の電子化」「協力会社との図面交換」など、業務に合わせてスキャン方法を選択 
 

高画質で読み取り可能 汎用画像フォーマット（TIFF/PDF）に対応 

Web Image Monitor

送信する前に画像の確認が可能 

外部 

社内 

http://～ 
URL

E-Mail

共有フォルダー 

クライアントPC

社内関連セクション 

協力会社 

より効率的で、よりわかりやすいスキャニングコミュニケーション。 ���	�� �������

■運用例 

あらかじめ設定した宛先を選択し、簡単スキャン。 
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多彩な変倍機能を、ワークフローに合わせて活用。 ������� �	
���

●回転コピー　用紙に合わせ、原稿データを自動的に回転し、コピーします。 
●集約　2枚、4枚、8枚ごとの集約コピーが可能です。 
●リピート　1枚の原稿を用紙全体に繰り返し印字します。 
●ダブルコピー　1枚の原稿を用紙の左右に２つコピーします。 
●白黒反転　画像の白部分と黒部分を反転してコピーします。 
●部分コピー　原稿の指定した部分をコピーします。設定画質の確認な
どに役立ちます。 
●ミラー　画像を鏡に映したように左右に反転してコピーします。 
●フォーマット合成　1枚の原稿を背景原稿にし2枚目以降の原稿と重
ねて印字します。背景原稿を登録しておくことも可能です。 
※最大サイズはA0サイズです。 

●枠消去　図面の枠部分を消去します。 
●内消去・外消去　図面の内側や外側をエリア指定し消去できます。 
●余白　シンクロカット選択時に原稿の先端部か後端部に余白を作ることができます。 
●機密管理ナンバリング　機密図面や文書にナンバーの地紋を付けてコピーします。 
●スタンプ印字　あらかじめ登録されているスタンプを印字します。（秘、
回収、複製厳禁、至急、仮、CONFIDENTIAL、DRAFT） 
●ユーザースタンプ印字　よく使用する文字やマークを最大4種類登録
しておき印字します。 
●日付印字　日付を付けてコピーします。 
●ページ印字　ページ番号を付けてコピーします。 
●印刷位置調整　コピー画像を前後左右にシフトしコピーします。 

25％～400％までのワイドズーム、さらに0.1％刻みの変倍が可能です。
A0判←→A4判の拡大縮小も一度の操作でカバーでき、業務効率を向
上させるとともに、きめ細やかな変倍処理により原稿に忠実なコピーが
可能です。 
●用紙指定変倍　指定した用紙サイズに自動的に拡大/縮小してコピーします。 
●オートモード変倍　あらかじめ原稿サイズごとに拡大/縮小する用
紙サイズの組み合わせを設定することができます。 

例えば、保管用には等倍
で、配布用にはA3サイズ
にそろえて図面をコピー
する。ドキュメントボックス
を使えば、原稿読み取り
作業を繰り返すことなく、
蓄積したデータの変倍コ
ピーが可能です。また、配
布先ごとに必要なデータ
を選択し印刷することも
可能。図面配布業務を
効率的に行なえます。 

コピーする際「文書蓄積」を
選択します。原稿データを蓄
積するとともに、一部目の印
刷が行なえます。 

印刷したいデータを
選択し、倍率設定を
行ないます。 

配布先に合わせ、様々な倍率
設定での印刷が行なえます。 
 

●定形変倍　最大３つの拡大/縮小率を設定しておき、指定できます。 
●ズーム　0.1％刻みで拡大/縮小率を設定できます。 
●独立変倍　タテとヨコでそれぞれ倍率を設定できます。拡大/縮小
率とmm単位の両方の設定ができます。 
●寸法変倍　 mm単位で指定した寸法になるようコピーできます。 
●微調変倍　湿度などの影響による倍率誤差の補正を、コピーと原
稿の画像の長さから算出し0.1 ％刻みで行ないます。 

複数部数ソートをする時に、最初の一部を印刷し、仕上がりの確認を
することができます。問題なければ残り部数を継続出力。濃度変更や
部数変更などの設定変更も行なえ、ミスコピーを削減します。 

長尺は最大15m＊に対応。道路・河川・鉄道等の図面コピーに威力を
発揮します。また、A列・B列の用紙を同時セット可能にした他、用紙に
合わせた定着モードにより、トレペ、フィルムの波打ちを低減します。 
＊用紙幅、用紙種類によって最大長は異なります。 

A0タテ：25秒以下、A1ヨコ：17秒以下のストレスのないスピードを実現。
また連続コピーは、A0：2.4枚/分、A1：4.4枚/分の生産性を実現してい
ます。最大99部の設定が可能ですので大量コピーも楽々行なえます。 

図面のコピーに最適化した「線画モード」の他、様々な原稿に対応可能
な原稿モードを用意。高精度な自動濃度調整に加え、７段階のマニュア
ル濃度調整も可能です。 
［画質モード］　線画、文字、写真、文字・写真、罫線消去、切り貼り原稿、複写原稿 

原稿はワンスキャンで、配布先に合わせて変倍コピー＊が可能 

幅広く、きめ細かく設定可能なワイドズーム 

多彩な調整・デジタル編集機能も搭載 

きれいで見やすいコピーにこだわった画質設定 A1ヨコ17秒以下の快速ファーストコピータイム 

大量コピー時のミスを低減する試しコピー 
高い要求に応える用紙対応力 

保管用に等倍コピー 

見積り用に50%縮小 

納品用にA3に統一 

1 2 3

■活用例 

＊ドキュメントボックスに蓄積したコピー蓄積／ドキュメントボックス蓄積データを変倍コピーするにはオプションのimagio 拡張データ変換ボード タイプ1が必要です。 
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排出された原稿を本体上部でスタック可能 プリント/コピーした用紙を本体上部でスタック可能 

操作部は8.5インチのWide VGA 38.4万画素の高精細液晶を採用。従来機＊と比較し、視認性を飛躍的に向上させました。 

A1ヨコまでの用紙を、最大50枚＊まで本体上部でスタック可能。立った
まま印刷された用紙をとることができ、また離れた位置からでも、用紙の
排出状態が確認しやすくなっています。　＊普通紙・再生紙の場合の最大量です。 

最大A1ヨコまでの原稿を本体上部でスタック可能。原稿挿入口やディ
スプレイに排出された原稿がかぶさることなく、快適な原稿ハンドリング
を実現します。　※スタック枚数は１枚まで。　※写真はA2ヨコの原稿です。 

 

読み取る前の原稿をスタック可能（オプション） A0サイズでも本体設置スペース内でスタック可能 
最大A0サイズを本体胴内でスタックすることができます。A0、A1タテと
いった大判用紙をスタックする際も、スタック用のボックスを別途設置
する必要がなく省スペースですっきりとしたレイアウトを可能にします。 

オプションの「imagio 原稿プレスタッカー タイプW5」を使えば、コピー
やスキャン時に置き場に困る読み取る前の原稿を、一時的にスタックし
ておくことが可能です。 

大判図面を本体の後方にスタック（オプション） 

オプションの「imagio 後方排紙スタッカー タイプW5」を装着すると、大判図面を本体の後方にスタックすることが可能です。 

使いやすさと多機能を両立。 ��������� 
 ������������

大型液晶タッチパネルで視認性を飛躍的に向上 

省スペースでのレイアウトを考えたペーパーハンドリング 

＊従来機はimagio Wide 6020シリーズ。 
※ランプの表示状態は撮影用のイメージです。画面はハメコミ合成です。 8.5インチ Wide VGA（800×480） 
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637

FW100

1080

1140 （単位：ｍｍ）

640

電子出図・分散印刷にフィット。 ボディも排紙もスマートに。 

幅広い給紙ニーズに対応。 

imagio MP W2400は、幅はわずか1,080mm、奥行き637mmという
省スペース設計。従来のA1アナログ機と比べて設置面積で約5％低
減しているなど、A0機でありながらA1機同等の省スペースを実現して
います。 

ロール紙/カット紙の最大4WAY 給紙 
imagio MP W2400は、標準で手差しテーブルを装備。オプションで２段ロールユニットも
しくは１段ロールユニットが選択でき、ロールユニットにはA3対応カット紙トレイを追加可能。
imagio MP W2400SPには、２段ロールユニット＋A3対応カセット＋手差しテーブルが
標準装備されています。２段ロールユニットでタテヨコそれぞれ2パターンずつ、A3カット
紙トレイで1パターン、合計５パターンの定形サイズを同時セット可能です。 
 

ロール紙交換を容易にするフランジタイプのセット方式 
ロールフィーダーの用紙セット方式には、フランジタイプを採用。金
属の棒を使うスプールタイプに比べ軽量・省スペースで、手間のか
かるロール紙交換作業の負担を軽減できます。 

2段ロールユニットオプション 1段ロールユニットオプション 

1段目ロール 

給紙段  ロール紙幅 タテ ヨコ 

841mm A0 A1

420mm A2 A3

― A4 ―  

2段目ロール 

カット紙トレイ 

A3サイズ対応カット紙トレイオプション 

省スペース1,080mm幅を実現したA1機並みのコンパクトボディ 

最大で５種類の定形サイズを同時設定できるワイドな給紙システム 

手間のかかるジャバラ折り方向の図面折り作業を大幅に軽減 

ジャバラ折りを自動化する フォルダー FD6500A

出図の電子化、CADデータの情報量の増加に伴い、設計者は、本来
の設計業務以外に、図面を自ら印刷し、折ってファイルする負荷が増大
しています。imagio フォルダー FD6500Aは、ファイル折りに準拠した綴
じ代つきのジャバラ折りに対応。最後にファイル用にA4サイズにたたみ、
パンチ穴をあければ、そのまま図面をファイルにとじることができます。 

選択可能な、全4パターンの幅で
ジャバラ折りが可能です。折り幅
と図面の長さを計算し、折り途中
で調整折りをしますので、最終折
り面は印字面を上向き＊にして折
ることができます。

ファイル折りに準じたジャバラ折りが可能です。図面をファイルにとじる際に便利な折り方です。

ファイル折りに準じたジャバラ折りが可能  

長尺折り ファイル折り 

■折り方 

※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 ※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

＊一部できない長さがあります。 
　詳しくは販売担当者にお問い合せください。 

imagio ロールユニット RU6500A imagio カセット CT6500imagio ロールユニット RU6500B

折られた用紙は後方に
スタックされます。
※スタック枚数は１枚です。

ジャバラ折りされた用紙を

ファイル用に
A4サイズに
たたみパンチ

そのまま図面用の
ファイルに
とじられます。

A0 

A1 

A2 

A3

ジャバラ折り（仕上がり） 

 

サイズ 最終折り（手折り） 

 

3面に折り
仕上げます。

２つに折り
仕上げます。

A4サイズに
合わせ折ります。

そのままファイル
できるZ折りに
なります。

140mmの幅に
合わせ折ります。

140mm 
幅折り 

170mmの幅に
合わせ折ります。

170mm 
幅折り 

210mmの幅に
合わせ折ります。

210mm 
幅折り 

297mmの幅に
合わせ折ります。

297mm 
幅折り 

■セット構成例 

※最大給紙で同時に使用できる折りパターンは3パターンです。

imagio MP W2400は、プロッターコントローラーを刷新。大容量ハードディスク・メモリーを駆使した 

印刷データの展開と書き込みの平行処理を実現し、連続する印刷データの高速スループットを実現しました。 

印刷待ちの時間を削減し、設計者の付帯業務負荷を軽減します。 

高い性能と充実した機能が、設計者の生産性を高めます。 

CADアプリケーションソフト「AutoCAD200×シリーズ＊」からの印刷専
用に用意したドライバー。特にイメージデータであるラスターデータが混在
したファイルの出力で高いパフォーマンスを発揮。 

AutoCADに最適化したHDIドライバー 

図面管理サーバー等からダイレクトに転送されるTIFFデータ及びCALS
（Type1）ラスターファイルを快適に出力可能です。 

RTIFFダイレクト出力を標準でサポート 

P D F化した図面の高速出力はもちろん、
Macintoshからの出力もサポートします。 

Adobe PS３対応ドライバー（オプション） 

■PS3モード標準フォント 

和文フォント 

欧文フォント 

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5

136書体

ペンごとの線幅の設定やフォントの設定、印字領域の設定など、CAD出
力に特化したWindows®ドライバー。CAD出力に求められる特有の機
能をサポートします。 

CAD出力に特化したRP-GL/2ドライバー 

CAD出力以外にも、オフィス系文書の印刷にも適したリコー独自の高
速/高機能ドライバー。よく使う設定を登録できる「ワンクリック設定ア
イコン」機能や、imagio本体のハードディスクに印刷データを蓄積後、
機械側でデータを指定し出力指示をかけられる保留印刷機能など、
充実した機能を搭載。 

リコー独自のページ記述言語RPCSドライバー 

RPCSドライバーを使えば、プレビュー画面で印刷結果を確認することが可能。PCの画面上で
確認した後、実際に印刷をかけることができるので、ミスプリントの低減に大きく役立ちます。また、
同梱のRidoc Desk Navigator Lt との併用により、ヘッダーやフッター（文書名、日付など）を付
加した印刷イメージも確認可能です。 
※ドライバーのバージョンによっては使用できない場合があります。詳しくは販売担当者におたずねください。 
※PCのスペックやデータサイズにより、表示できる最大サイズは異なります。 

多くの設計者が共有するにふさわしい、高いデータ処理能力 

印刷データやソフトウェア環境に合わせた様々なプロッター・プリンター言語に対応 

実際に印刷される前に出力結果を確認できる印刷プレビュー 

■出力スピード比較グラフ 測定条件：本体データインから排紙完了までの時間
ファイル ： A1ヨコ、サンプルHP-GL/2データ
ファイルサイズ ： ２MB

出力端末CPU : Pentium M １Ghz1部目印刷開始（7.4秒）
1部目印刷完了（25.2秒）

5部目印刷完了（77.6秒）

1部目印刷開始（9.4秒）
1部目印刷完了（33.9秒） 5部目印刷完了（167.5秒）
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＊「AutoCAD」及び「AutoCAD200×シリーズ」は、オートデスク社の製品（CADソフト）です。 
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実際に印刷される前に出力結果を確認できる印刷プレビュー 

■出力スピード比較グラフ 測定条件：本体データインから排紙完了までの時間
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※ナンバリングの濃度は4段階、大きさは3段階で調節できます。
※機密管理ナンバリングが可能な最大サイズはA0サイズです。

※この他に、印刷／変更／内容のコピーまたは抽出といった機能ごとに権限を付加することが可能です。

※図はイメージです。

ハイレベルな先進セキュリティ。 Security

オプションの「リコー個人認証システム」を利用すると、imagio MP 
W2400シリーズのユーザー認証システムと連携して、ICカードによる個
人認証が可能となります。認
証時のログイン名やパスワード
の入力作業を軽減できるだけ
でなく、なりすましや不正利用
の防止にも役立ちます。 

 

Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ 

ネットワークを活用し組織レベルでの文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフト（別売） 

文書の共有や伝達をネットワークで連携。 Application

すぐ始められるスキャンデータのセキュリティ「パスワード付暗号化PDF」 

すぐ始められる配布画面のトレーサビリティ「機密管理ナンバリング」 

ICカードによる個人認証システム（オプション） 

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユー
ザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベ
ルな個人識別が行なえるようになりました。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 

●通信経路の暗号化システム 

●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Ｉ Ｐ 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） 

さらにきめ細やかなセキュリティ機能を満載 

例えば技術的に機密性の高い図面や顧客の図面、議事録図面や見積り付きの図面などを、本体操作だけで「パスワード付暗号化PDF」にする
ことができます。E-Mailに添付し、データを送る場合でも、パスワードは口頭で伝えたり、別のメールで送ったりすることで、スキャンデータのセキュリ
ティレベルを大きく高めることができます。 

コピー時に設定可能な編集機能「機密管理ナンバリング」機能は、
コピーする部数ごとに別々のナンバリングを透かしで印字すること
ができます。これにより、コピーであっても1部1部をオリジナルにする
ことができます。配布先ごとのナンバリングを覚えておくことで、配布
されたコピーを再度コピーされることへの抑止効果があります。 

通常のコピー 

機密管理ナンバリング 

機密管理ナンバリング 

配布用に３部コピー

すべて同じ。 

パスワードは確認のため２度入力します。 

ファイル形式で「PDF」を選択し、 
「セキュリティ設定」ボタンを押します。 

文書暗号化で「する」を選び、 
パスワード「入力」ボタンを押します。 

生成されたPDFは、パスワードを入力しないと 
開けないようになります。 

11111111111111
11111111111111
11111111111111
11111111111111

2222222222222
2222222222222
2222222222222
2222222222222

3333333333333
3333333333333
3333333333333
3333333333333

それぞれがオリジナル。 

※旧バージョンのRidoc Document System シリーズへの対応状況については、販売担当者にお問い合わせください。 

プロッター/スキャナー/コピー複合機モデル。
標準で、2段ロール、A3対応カセット、手差
し給紙に対応しているお勧めモデルです。

デスクトップ型のコピーモデル。標準で手
差し給紙に対応しています。給紙ユニット
やプロッター/スキャナー機能をオプションで
積み上げることができます。

スピードが、操作性が、先進のセキュリティ機能が、 
設計現場を刷新する。 

充実のモデル･オプション

imagio MP W2400SP imagio MP W2400SP＋ 
imagio フォルダー FD6500A

imagio MP W2400

A0～A4までの定形サイズを設定できる用紙を同時
セット可能＊。普通紙、再生紙以外にも、トレーシング
ペーパーやフィルムに対応しています。 
＊2段ロールオプション、A3カセットオプション装着時。
  imagio MP W2400SPは標準。

i m a g i o  M P  W 2 4 0 0シリーズは、より多くの方に、
必要なだけお使いいただけるようランニングコストにも
配慮しています。 
※詳細は価格表をご確認ください。

幅1,080mm×奥行き637
＊1

mmの省スペース設計。
A 0機でありながら、A 1機＊2同等の省スペースを実
現しています。 
＊1 imagio MP W2400のサイズ。
＊2 自社A1アナログコピー機比較。

スピーディー 

ジャバラ折りを自動化するimagio フォルダー FD6500A
は、手間のかかる図面折り作業負荷を大幅に軽減し、
設計者が本来の設計業務に費やす時間を創り出します。 

A0：2.4枚/分、A１：4.4枚/分のスピーディーなエンジン性能を600dpiの高画質で実
現。新コントローラーの採用により、連続した印刷データもストレスなくスピーディー
に処理します。ウォームアップタイムはわずか2分。最大１５ｍの長尺印刷が可能。 

操作部には8.5インチ Wide VGA タッチパネルを採用し、視認性を大幅に向上。
また、原稿/出力紙のスタック性や、フロントオペレーションによる用紙/トナー交換は、
省スペースでのスムーズな操作を実現します。 

imagio MP W2400 シリーズは、本体側の操作だけで紙図面をパスワード付暗号化
PDFデータにすることができます。コピー機能では機密管理ナンバリング機能で
コピーされたものをオリジナルに。その他様々なセキュリティ機能を有しています。 

多彩な 
セキュリティ 

優れた 
操作性 

幅広い用紙対応力 A1機なみの 
コンパクトボディ 

コンパクト 

低ランニングコスト 
を実現 

手作業を軽減する 
後処理オプション 

フォルダー 

ワイド 

ローコスト 

A1 4.4枚/分 
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ドキュメント・ポータルソフトウェア Webポータルソフトウェア ドキュメント管理サーバーシステム 
Ridoc Desk Navigator St Version2 Ridoc Document Server Version3 Ridoc Web Navigator Version3

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク
上で一元管理・共有可能なサーバーシステムを実現
します。最大150万文書の管理ができる本格的な
管理サーバーソフトウェアです。

Ridoc Document Systemにおいて、Web環境で
ポータル機能を提供するソフトウェアです。
個々に専用のソフトウェアを入れることなく、Web
ブラウザで配信機能、文書管理機能（検索、印刷、
編集など）をご利用いただけます。

デスクまわりにあふれる紙文書を電子化し、アプリ
ケーションのデータと統合して管理できます。登録
機能、印刷機能、サーバー連携が進化した個人文書
管理システム。サムネール表示、OCR機能などLt版
にはない多彩な機能を搭載しています。

 (別売)

Embedded Software Architecture とは 

複写機でさまざまなアプリケーションを稼動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 MP W2400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。

imag io カンタン文書登録 V2 

複合機の画面上で指定したフォルダに、ファイル名を設定して文書を保存できます。
パソコンのフォルダ構造がそのまま複合機の画面に表示されるため、簡単な操作で
図面や報告書等を電子化して整理できます。
※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にお問い合わせください。

図面、報告書、見積書等 フォルダ体系を
そのまま表示
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※ナンバリングの濃度は4段階、大きさは3段階で調節できます。
※機密管理ナンバリングが可能な最大サイズはA0サイズです。

※この他に、印刷／変更／内容のコピーまたは抽出といった機能ごとに権限を付加することが可能です。

※図はイメージです。

ハイレベルな先進セキュリティ。 Security

オプションの「リコー個人認証システム」を利用すると、imagio MP 
W2400シリーズのユーザー認証システムと連携して、ICカードによる個
人認証が可能となります。認
証時のログイン名やパスワード
の入力作業を軽減できるだけ
でなく、なりすましや不正利用
の防止にも役立ちます。 

 

Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ 

ネットワークを活用し組織レベルでの文書の共有や伝達を支援する連携アプリケーションソフト（別売） 

文書の共有や伝達をネットワークで連携。 Application

すぐ始められるスキャンデータのセキュリティ「パスワード付暗号化PDF」 

すぐ始められる配布画面のトレーサビリティ「機密管理ナンバリング」 

ICカードによる個人認証システム（オプション） 

8桁までの数字を使ったユーザーコードによる認証に加え、ログインユー
ザー名とパスワードを使ったユーザー認証システムを搭載。よりハイレベ
ルな個人識別が行なえるようになりました。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 

●通信経路の暗号化システム 

●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Ｉ Ｐ 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） 

さらにきめ細やかなセキュリティ機能を満載 

例えば技術的に機密性の高い図面や顧客の図面、議事録図面や見積り付きの図面などを、本体操作だけで「パスワード付暗号化PDF」にする
ことができます。E-Mailに添付し、データを送る場合でも、パスワードは口頭で伝えたり、別のメールで送ったりすることで、スキャンデータのセキュリ
ティレベルを大きく高めることができます。 

コピー時に設定可能な編集機能「機密管理ナンバリング」機能は、
コピーする部数ごとに別々のナンバリングを透かしで印字すること
ができます。これにより、コピーであっても1部1部をオリジナルにする
ことができます。配布先ごとのナンバリングを覚えておくことで、配布
されたコピーを再度コピーされることへの抑止効果があります。 

通常のコピー 

機密管理ナンバリング 

機密管理ナンバリング 

配布用に３部コピー

すべて同じ。 

パスワードは確認のため２度入力します。 

ファイル形式で「PDF」を選択し、 
「セキュリティ設定」ボタンを押します。 

文書暗号化で「する」を選び、 
パスワード「入力」ボタンを押します。 

生成されたPDFは、パスワードを入力しないと 
開けないようになります。 

11111111111111
11111111111111
11111111111111
11111111111111

2222222222222
2222222222222
2222222222222
2222222222222

3333333333333
3333333333333
3333333333333
3333333333333

それぞれがオリジナル。 

※旧バージョンのRidoc Document System シリーズへの対応状況については、販売担当者にお問い合わせください。 

プロッター/スキャナー/コピー複合機モデル。
標準で、2段ロール、A3対応カセット、手差
し給紙に対応しているお勧めモデルです。

デスクトップ型のコピーモデル。標準で手
差し給紙に対応しています。給紙ユニット
やプロッター/スキャナー機能をオプションで
積み上げることができます。

スピードが、操作性が、先進のセキュリティ機能が、 
設計現場を刷新する。 

充実のモデル･オプション

imagio MP W2400SP imagio MP W2400SP＋ 
imagio フォルダー FD6500A

imagio MP W2400

A0～A4までの定形サイズを設定できる用紙を同時
セット可能＊。普通紙、再生紙以外にも、トレーシング
ペーパーやフィルムに対応しています。 
＊2段ロールオプション、A3カセットオプション装着時。
  imagio MP W2400SPは標準。

i m a g i o  M P  W 2 4 0 0シリーズは、より多くの方に、
必要なだけお使いいただけるようランニングコストにも
配慮しています。 
※詳細は価格表をご確認ください。

幅1,080mm×奥行き637
＊1

mmの省スペース設計。
A 0機でありながら、A 1機＊2同等の省スペースを実
現しています。 
＊1 imagio MP W2400のサイズ。
＊2 自社A1アナログコピー機比較。

スピーディー 

ジャバラ折りを自動化するimagio フォルダー FD6500A
は、手間のかかる図面折り作業負荷を大幅に軽減し、
設計者が本来の設計業務に費やす時間を創り出します。 

A0：2.4枚/分、A１：4.4枚/分のスピーディーなエンジン性能を600dpiの高画質で実
現。新コントローラーの採用により、連続した印刷データもストレスなくスピーディー
に処理します。ウォームアップタイムはわずか2分。最大１５ｍの長尺印刷が可能。 

操作部には8.5インチ Wide VGA タッチパネルを採用し、視認性を大幅に向上。
また、原稿/出力紙のスタック性や、フロントオペレーションによる用紙/トナー交換は、
省スペースでのスムーズな操作を実現します。 

imagio MP W2400 シリーズは、本体側の操作だけで紙図面をパスワード付暗号化
PDFデータにすることができます。コピー機能では機密管理ナンバリング機能で
コピーされたものをオリジナルに。その他様々なセキュリティ機能を有しています。 

多彩な 
セキュリティ 

優れた 
操作性 

幅広い用紙対応力 A1機なみの 
コンパクトボディ 

コンパクト 

低ランニングコスト 
を実現 

手作業を軽減する 
後処理オプション 

フォルダー 

ワイド 

ローコスト 

A1 4.4枚/分 

10 11 2

ドキュメント・ポータルソフトウェア Webポータルソフトウェア ドキュメント管理サーバーシステム 
Ridoc Desk Navigator St Version2 Ridoc Document Server Version3 Ridoc Web Navigator Version3

増え続ける紙文書、電子文書を蓄積し、ネットワーク
上で一元管理・共有可能なサーバーシステムを実現
します。最大150万文書の管理ができる本格的な
管理サーバーソフトウェアです。

Ridoc Document Systemにおいて、Web環境で
ポータル機能を提供するソフトウェアです。
個々に専用のソフトウェアを入れることなく、Web
ブラウザで配信機能、文書管理機能（検索、印刷、
編集など）をご利用いただけます。

デスクまわりにあふれる紙文書を電子化し、アプリ
ケーションのデータと統合して管理できます。登録
機能、印刷機能、サーバー連携が進化した個人文書
管理システム。サムネール表示、OCR機能などLt版
にはない多彩な機能を搭載しています。

 (別売)

Embedded Software Architecture とは 

複写機でさまざまなアプリケーションを稼動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 MP W2400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。

imag io カンタン文書登録 V2 

複合機の画面上で指定したフォルダに、ファイル名を設定して文書を保存できます。
パソコンのフォルダ構造がそのまま複合機の画面に表示されるため、簡単な操作で
図面や報告書等を電子化して整理できます。
※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については、販売担当者にお問い合わせください。

図面、報告書、見積書等 フォルダ体系を
そのまま表示

現場報告書_
戸山町都電
線路補修_
2009、05、21

ネ  ッ  ト  ワ  ー  ク  

読  み  込  み  

保存先フォルダを選択

ファイル名を設定



2006年7月より規制が開始された欧州RoHS指令（EU電気電子機
器危険物質使用制限指令）に従い、鉛およびその化合物、六価ク
ロムおよびその化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびそ
の化合物、PBB、PBDEの使用規制に適合しています。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 MP W2400
シリーズにも息づいています。 

使用説明書を紙冊子から、検索機能やアニメーション機能を盛り込ん
だ使いやすいHTMLの電子マニュアルに変えました。リコーは利用者
の使いやすさを追求すると同時に、地球環境に配慮したものづくりを
進めています。 

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。 

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。 

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。 

環境影響化学物質の削減 
　（RoHS指令に適合） 

ひとに、地球にやさしい。 ����������	

グリーン購入法適合商品 

「エコマーク」の複写機基準に適合 

国際エネルギースタープログラムの基準に適合 環境に配慮したマニュアルの電子化 

＠Remoteとは、ネットワーク上の出力機器をより“快適”かつ“安
心”して、お客様にご利用いただくためのLAN/ブロードバンド環境に
対応した新しいリモートサービスです。リアルタイムに品質・稼働情
報をキャッチすることで、的確＆スピーディーなサービスを実現します。

出力機器のリモート管理サービス「＠Remote」 

ブロードバンド対応 
インターネット常時接続
環境で、リアルタイムに
機器を監視します。

■＠Remoteのワークフロー 
 

出力機器 出力機器

出力機器 出力機器

Internet RTC＊ 

LAN

ネットワーク対応 

LAN

LAN上の出力機器※

に対応しています。

※＠Remote対応
のデジタル複合機、
レーザープリンタ

遠隔診断保守サービス  

故障時自動通報、修理依頼通報（マニュアルコール）など、機器の状態をリモートで監視すること
で適切な保守を実施します。

カウンター自動検針サービス  

お客様の締め日に合わせて、毎月のカウンター数値を自動で検針します。

ご使用状況報告書サービス  

お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

●お客様が構築されているセキュリティ網（Proxy server等）を経由しての通信に対応。
●機器、RC-Gate、（株）リコー側システム間の通信にSSL（暗号化）方式の採用。
●機器、RC-Gate、（株）リコー側システム間の電子証明書取り交わしのなりすましによるデータ不正取得からの保護。

＠Remoteサービス内容 

※本機には＠Remote通信機能が標準装備されています。
※＠Remoteの詳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。
＊ RTCは、リコーテクニカルコールセンターの略です。

セキュリティ対応 
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このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。 0702S – 1105 <34211479>    8/0C

形 　 　 　 式
C P U
メ モ リ ー
H D D 容 量
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  
 
 
 
 
 

対 応 用 紙 質 量  
ウォームアップタイム  
ファーストコピータイム　 
連続複写速度（毎分）＊7

　 
 
複 写 倍 率 　 　

給 紙 方 式 　 　

連 続 複 写 枚 数
電 源  
最 大 消 費 電 力  
大きさ（幅×奥×高） 
機械占有寸法（幅×奥）
質 量  

＊1

＊3

固 定
ズーム
標 準
最 大

 
　　　デスクトップ（ベーシック） 　　　コンソール 
RM7935-835L（800MHz）    
　  標準：768MB　最大：1024MB＊1 　　　1024MB 
80GB    
読み取り:600dpi  書き込み:600dpi   
256階調    
シートスルー方式    
OPCドラム    
デジタル乾式電子写真方式    
乾式2成分磁気ブラシ現像方式   
ヒートロール方式    
シート、A0判～A4判、最大通紙幅960mm、最大：幅914mm×長さ15,000mm、
最小通紙幅182mm、最小：幅182mm×長さ140mm    
A0判～A4判、B1判～B4判　
最大：幅914mm×長さ2,000mm（手差し）
最大：幅914mm×長さ15,000mm（ロール）＊2

最小：幅210mm×長さ257mm（手差し）
最小：幅210mm×長さ280mm（ロール）＊2   
　　　　　　　　　　〈用紙幅別長尺コピー対応表〉  
用紙幅 　　　　　　　
普通紙/ 再生紙 
トレーシングペーパー/フィルム 
〈画像欠け幅〉 先端8mm、後端8mm、左右合計5mm以下  
51g/m2～134g/m2（普通上質紙）   
2分以内（室温23℃）    
A0:39秒、A1:25秒＊4　、もしくはA0：25秒、A1：17秒＊5　        A0：25秒、A1：17秒＊6 
A0(タテ）：2.4枚、A1（タテ）：3.6枚、A1（ヨコ）：4.4枚、
A2（タテ）：4.4枚、A2（ヨコ）：5枚、
A3（タテ）：5枚、A3（ヨコ）：6枚、A4（タテ）：6枚
1:1±0.5％、1:0.250、1:0.354、1:0.500、1:0.707、1:1.414、1:2.000、1:2.828、1:4.000
25％～400％：1％、0.1％刻み    
手差し  　　　　 ロール2段＋カセット1段＋手差し 
ロール2段＋カセット1段＋手差し　　　　
1～99枚    
100V15A　50/60Hz    
1,500W以下    
1,080mm×637mm×580mm 　　　　1,080mm×708mm×1,280mm 
1,080mm×874mm 　　　　1,080mm×945mm 
107Kg＊8  　　　　190Kg 

＊1 プロッター・スキャナー拡張時のオプションメモリー装着時。  
＊2 オプションの  ロールユニット装着時。  
＊3 原稿読み取り後から排紙完了までの時間。   
＊4 手差し、後ろ排紙、再印刷時。   
＊5 オプションの  ロールユニット装着時、第一給紙段、後ろ排紙。  
＊6 第一給紙段、後ろ排紙。    
＊7 原稿読み取り後、2枚目以降のスピード。    
＊8 オプションは含みません。  

＊1 からプロッター機能を拡張する場合はオプションのメモリーが必要です。 
＊2 ドライバーの種類によりサポートする解像度は異なります。   
＊3ネットワークやオペレーティングシステムによってはご利用いただけない場合があります。 
＊4  PS3カード タイプW5が必要です。   
＊5 Mac OSではMac OS 9.2.2、Mac OS X10.3.3以上が必要です。  

＊１画像を回転させて読取りをする場合は、サイズにより最大読取り解像度は異なります。   
＊２読取り原稿サイズとPC環境により、最大読取り解像度は異なります。   

プロッター機能 

C P U  
メ モ リ ー  
H D D 容 量  
最大原稿読み取りサイズ  
解 像 度  
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 
 

本体標準価格には、感光体は含まれません。
※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。

シリーズの主な仕様 

基本仕様/コピー機能 

本体標準価格（消費税別）

搬入設置指導料 57,000円＊（消費税別） ¥2,050,000
 搬入設置指導料 29,000円　（消費税別） ¥1,200,000

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。

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  
150dpi～1,200dpi（2値）  
イーサネット（100BASE-TX/１０BASE-T） 
イーサネット（１０００BASE-T）無線LAN（IEEE802.11b） 
読取解像度＊1（主走査×副走査）：150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi  
対応プロトコル：SMTP　出力フォーマット：TIFF、PDF  
読取解像度＊1（主走査×副走査）：150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi  
対応プロトコル：SMB、FTP、NCP　出力フォーマット：TIFF、PDF  
読取解像度＊2（主走査×副走査）：150dpi～1,200dpiの間で指定可能  
対応プロトコル：TCP/IP（IPv4）　
対応OS：Windows®95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003  

スキャナー機能 

標 準
オプション

※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 Navigator/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）。 ※本機をインターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファ
イアーウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してください。 ※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、Adobe PostScript 3およびPostScriptロゴは、Adobe Systems 
Incorporated （アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。※AutoCADは、Autodesk,Inc.
の登録商標です。※Macintoshは、Apple Inc.の商標です。※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。    

A0判～A4判、B1判～B4判　 
最大：幅914mm×長さ2,000mm（手差し） 
最大：幅914mm×長さ15,000mm（ロール） 
最小：幅210mm×長さ257mm（手差し） 
最小：幅210mm×長さ280mm（ロール）

―

841mm
15,000mm
3,600mm

594mm
3,600mm
3,600mm

420mm
3,600mm
3,600mm

297mm
3,600mm
3,600mm

プロッター機能  

形 式  
C P U
メ モ リ ー
H D D 容 量  
プ ロ ッ ト サ イ ズ  

変 倍  
連続プロット速度（毎分）
解 像 度  
ペ ー ジ 記 述 言 語  
エミュレーション 
 

対 応 O S  

対 応 プ ロ ト コ ル  
内蔵フォント 　 　  

インターフェース 　　

内蔵型  
基本仕様に準ずる  
基本仕様に準ずる：1024MB＊1

基本仕様に準ずる  
最大：幅914mm×長さ15,000mm（ロール紙）　最大：幅914mm×2,000mm（手差し）
Windows®ドライバーにおけるOSによる長さ制限
Windows®NT4.0/2000/XP/Server2003 15,000mm
Windows® 95/98/Me（600dpi）1,387mm Windows® 95/98/Me（400dpi）＊2 2,080mm
Windows® 95/98/Me（300dpi）＊2 2,774mm　Windows® 95/98/Me（200dpi）＊2 3,276mm

20％～400％  
連続複写速度と同等  
600dpi  
標準：RPCS/RPDL　　　オプション：PostScript3  
RP-GL/2（HP DJ600/DJ700準拠）、RP-GL（HP7550、HP7580）  
RTIFF（マルチページTIFF、CALS-Type1）  
PDF Direct
Windows®95/98/Me/2000/XP/NT4.0/Server2003
Mac OS 7.6.1以上、Mac OS X10.1以上
TCP/IP（IPv４/IPv６）＊3、IPX/SPX、SMB、EtherTalk＊4 
明朝Ｌ、ゴシックＢ、明朝Ｌﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾅﾙ、ｺﾞｼｯｸBﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾅﾙ、Courier10、PrestigeElite12、Letter Gothic15、
BoldFace PS、Courier４書体、Arial４書体、TimesNewRoman４書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、
漢字ストローク、2of5（industrial）、2of5（ITF）、2of5（Matrix）、CODE128（B）、CODE39、UCC/EAN128、 
CUSTOMER、JAN（短縮）、JAN（標準）、NW-7、UPC（A）、UPC（E）
PS３用：欧文136書体、平成明朝W3、平成角ゴシックW5 
イーサネット（100BASE-TX/１０BASE-T）、USB2.0＊5 
IEEE1284準拠（双方向パラレル）、無線LAN（IEEE802.11b）、１０００BASE-T 

標 準

オプション
標 準
オプション

標 準
オプション

標 準

オプション

 

明朝 L、ゴシック B、明朝 L プロポーショナル、ゴシック B プロポーショナル、Courier10、Prestige Elite 12、Letter 
Gothic 15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4 書 体、Nimbus Sans 4 書 体、Nimbus Roman 4 書 体、ITC Dingbats、
Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、2of5（industrial）、2of5（ITF）、2of5（Matrix）、
CODE128（B）、CODE39、UCC/EAN128、CUSTOMER、JAN（短縮）、JAN（標準）、NW-7、UPC（A）、UPC（E）



imagio MP W2400シリーズの外形寸法（単位mm）

主なオプション仕様 
imagio ロールユニットRU6500Aの主な仕様 imagio ロールユニットRU6500Bの主な仕様

imagioカセットCT6500の主な仕様

モデル別価格一覧 

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

モデル別標準価格

設置指導料

商　品　名
品種コード
標準価格

（消費税別）

コピー
プロッター
スキャナー
ドキュメントボックス
手差し
1段ロール給紙
2段ロール給紙
1段カセット給紙

●

●

スキャナー関連同梱ソフト設置指導料

CD-ROM

A料金
B料金

（消費税別）

315021 315022
imagio スキャナーユニット  タイプW5＊1＊3imagio プリンターユニット  タイプW5＊1＊2

（消費税別）

商　品　名

Ridoc Desk Navigator 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

120,000円300,000円

●：標準装備　　　OP：オプションで対応　　－：機能拡張不可    
＊１　imagioロールユニット　RU6500A（1段ロール給紙）またはimagioロールユニット　RU6500B（２段ロール給紙）のいずれか１つの装着が必要です。     
＊２　コピー･ドキュメントボックス蓄積データをPC側に引き取るには、imagio 拡張データ変換ボード タイプ１が必要です。 
　　ドキュメントボックス機能をプロッター機能で使うにはimagioプリンターユニットタイプW5、スキャナー機能で使うにはimagioスキャナーユニットタイプW5が必要です。 
＊3　いずれか一方を拡張可能です。    

●● ● ● ● ●

1,200,000円

2,050,000円

標準価格

29,000円

57,000円

搬入設置指導料

●
　OP＊1

OP
　●＊2

●
　OP＊3

　OP＊3

　OP＊1

●
●
●
●
●
ー
●
●

商品名機能

ベース機種（工場出荷モデル）

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。 
 

※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、オプションを取り付ける場合は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。 

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。

価格表 シリーズ 

基本モデルの機能
imagio MP W2400SPimagio MP W2400

imagio MP W2400
＜品種コード＞311991

imagio MP W2400SP
＜品種コード＞311992

●：標準装備     
※スキャナー関連同梱ソフトの搬入設置指導料は含まれません。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。     
※本体標準価格に感光体は含まれておりません。 

imagioプリンター
ユニット タイプW5 

imagioスキャナー
ユニット タイプW5 

・RP-GL/2ドライバー　・HDIドライバー　・RPCSドライバー　・USB印刷サポート　・True Type World　・Ridoc IO Admin

・文字コード印刷ツール　・TWAINドライバー　・Ridoc Desk Navigator Lt＊1　・PS3ドライバー　・使用説明書（PDF版、HTML版）

本体（手差し標準）imagio ロールユニット
 RU6500B

imagioカセット 
CT6500

SDRAMモジュール
５１２MB 

imagio拡張データ
変換ボード タイプ１

＊１　imagioプリンターユニットタイプW5、imagioスキャナーユニットタイプW5の一方、もしくは両方を装着するには、オプションのSDRAMモジュール５１２MBが１つ必要です。    
＊２　装着にはimagio ロールユニット RU6500Aまたはimagio ロールユニット RU6500Bが必要です。 
＊3　装着にはオプションのimagio 拡張データ変換ボードタイプ１が必要です。    
※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は含まれません。    
　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。    
※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、オプションを取り付ける場合は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。    
※imagio MP W2400SPは標準で装備しています。   

※imagio MP W2400/imagio MP W2400SPに同梱されています。  
＊1 Ridoc IO Navi機能はRidoc Desk Navigator Ltに統合されています。  

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP W2400SP、imagioプリンターユニットタイプW5の設置指導料に含まれます。   

12,500円 14,900円
7,800円 10,200円

使 用 可 能 用 紙

用紙サイズ（幅）

セット 可 能 枚 数

大きさ（幅×奥×高）

質　　　　　量

普通紙、再生紙（品質保証品種は「消耗品一覧」でご確認ください。）

A3タテ、B4タテ、A4タテ

250枚

620×570×130mm

6kg

imagio 原稿プレスタッカータイプW5の主な仕様

用 紙 サ イ ズ

大きさ（幅×奥×高）

個 数

質　　　　　量

imagioフォルダー FD6500Aの主な仕様

折 り 種 類

折り可 能 サイズ

用 紙 種 類

用 紙 質 量

折 り 速 度

電 源

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

機械占有寸法（幅×奥）

質 量

imagio後方排紙スタッカータイプW5の主な仕様

用 紙 サ イ ズ

スタック可能枚数

大きさ（幅×奥×高）

質　　　　　    量

　 　 　 　 　

imagio専用テーブルTB6500の主な仕様

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

1，080×720×700mm

33kg

使 用 可 能 用 紙
（ ロ ー ル 紙 ）

用 紙 サ イ ズ

用紙長さ・収納段数

ロールカット方 式

電 源

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙（品質保証品種
は「消耗品一覧」でご確認ください。）

210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、
594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm

150m×1段

定寸カット・シンクロカット

本体から供給

1，080×720×700mm

70kg

使 用 可 能 用 紙
（ ロ ー ル 紙 ）

用 紙 サ イ ズ

用紙長さ・収納段数

ロールカット方 式

電 源

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙（品質保証品種
は「消耗品一覧」でご確認ください。）

210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、
594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm

150m×2段

定寸カット・シンクロカット

本体から供給

1，080×720×700mm

72kg

（消費税別）

ファイル折り：A0タテ、A1タテ、A2タテ、A3タテ
長尺折り：140mm、170mm、210m、297mm

最大幅：914mm、最大長：6m（もしくは折り回数30回）、最小長：320mm

普通紙、再生紙

64g/m2～81.4g/m2（普通上質紙）

A0タテ：2.4枚/分

100V15A　50/60Hz

150W

1，265×611×995mm

2，865×3，670mm（本体占有寸法含む）

145kg

1,265

1,670

imagio フォルダー FD6500A装着時

A0以下

262×135×528mm（1個の大きさ）

2個

1.2ｋｇ（2個の重さ）

A0タテ、A1タテ

10枚

1，032×432×503mm（組付時）

6.2ｋｇ

,

,

,

1,080

611

imagioフォルダー用フィーダー タイプ6500の主な仕様

imagio フォルダー FD6500Aに準ずる

最大幅：914mm、最大長：2m、最小長：320mm

1枚

普通紙、再生紙

imagio フォルダー FD6500Aに準ずる

imagio フォルダー FD6500Aより供給

150W

1265mm×785mm×1115mm（本体およびimagio フォルダー FD6500A組付時）

2865×3910 mm（本体およびimagio フォルダー FD6500A組付時）

33kg

折 り 種 類

折り可 能 サイズ

セット 可 能 枚 数

用 紙 種 類

用 紙 質 量

電 源

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

機械占有寸法（幅×奥）

質 量

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

保証期間内 無償対応 無償対応

保証期間外 12,000円 ／訪問 6,000円 ／30分

片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25％増、
日曜／祝日は基本料金＋技術料金の50％増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると、2，000円／10分を加算。 

基本料金 技術料金 備考

（消費税別）

（消費税別）

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、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、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。パフォーマンス契約期間中は、感光体と現像剤をお貸しします。

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。
★お客様のご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以外に原因があると判明した場合、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。
★トナーはお客様の負担となります。

3.「リモートサービス」を提供いたします。
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。

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・現像剤・部品などの供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

2.お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体、現像剤、部品などを交換します。
（1）基本料金と技術料金

（2）部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

1.契約時に感光体、現像剤、トナーをお買い上げいただきます。
●感光体、現像剤は、交換のつど代金を申し受けます。　●感光体は、1本使用します。　240，000円／1本（消費税別）
●現像剤は、2袋使用します。　100,000円／1袋（消費税別）　●トナーはお客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

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、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※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。

このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。

imagio MP W2400シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、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。

※保守料金の詳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。※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。 

（消費税別）

基本料金（1ヶ月）400カウント分を含む   

401カウントから500カウントまでの使用1カウントにつき

501カウントから600カウントまでの使用1カウントにつき

601カウント以上、使用1カウントにつき

料金 対象品目

4,500円 

9.5円 

9.0円 

8.5円 

imagio MP W2400シリーズの
感光体とその交換部品および
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、営業時間外、遠
距離での対応は別途追加料
金を申し受けます。 

（消費税別）

料金

〈imagio フォルダー FD6500A（オプション）のパフォーマンスチャージ〉

基本料金（1ヵ月） 8，000円 

対象品目

imagio フォルダー FD6500Aの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、営業時間外、遠距離で
の対応は別途追加料金を申し受けます。

請求単位

請求単位（1ヵ月あたり）

※オプションのimagio フォルダー FD6500Aを装着しますと、本体の基本料金に加算されます。

〈imagio MP W2400シリーズのパフォーマンスチャージ〉

保　守　料　金 

※カウンターはサイズ別に出力カウントが進みます（A4/A3/B4は1カウント、A2/B3は2カウント、A1/B2は3カウント、A0/B1は5カウン
ト進みます）。※不定形サイズについては印刷する長さやサイズによって、カウントが進みます。A0サイズ（5カウント）の2倍の長さ
を印刷した場合は、10カウント進みます。

「フルタイムサービス」について

＜メニューと料金＞ ［月額］（消費税別）
対応曜日と時間 料金

4,000円
11,000円
7,000円

11,000円

20,000円

600円

2,000円
3,300円
2,700円

4,100円

11,100円

7,800円

15,000円

4,600円

11,600円

7,600円

11,600円

月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日

月曜日～土曜日

月曜日～土曜日

日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日

17：00～21：00
17：00～翌9：00
  9：00～17：00
17：00～21：00
  9：00～21：00
17：00～翌9：00
  9：00～翌9：00
17：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～19：00
17：00～20：00
  7：00～9：00
  8：00～9：00
17：00～20：00
  8：00～9：00
17：00～20：00
  8：00～20：00
17：00～24：00
17：00～24：00
  9：00～24：00
17：00～21：00
21：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～翌9：00
  9：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～17：00
17：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～21：00
  9：00～21：00
21：00～翌9：00（受付のみ）
21：00～翌9：00（受付のみ）

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償にてご用意しております。

＊1
＊1
＊2

＊2

＊2

＊2

＊1
＊1
＊1

＊1

＊2

＊1

＊2

＊1

＊2

＊1
＊2

＊2

＊2

基
本
メ
ニ
ュ
ー

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
メ
ニ
ュ
ー

基
本
メ
ニ
ュ
ー
＋
受
付
対
応

※地域によっては、本サービ
スを提供できない場合があり
ます。
＊1 祝祭日・振替休日・年末年
始（12月31日～翌1月3日）は
対応しません。
＊2 祝祭日・振替休日・年末年
始（12月31日～翌1月3日）も
日曜日と同様に対応します。



オプション価格 

インターフェースケーブル （消費税別）

内部オプション （消費税別）

315034

315036

315043

315054

315850

設置調整料

A料金 B料金

対象機能

コピー プリンター スキャナー

○ ○

○○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○○

○

○

○

内　容商　品　名

※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、オプションを取り付ける場合は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）　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 標準価格 

145,000円 5,500円 800円

品種コード

315023

内容
A料金 B料金

設置調整料

プリンター接続オプション

imagio PS3カード タイプW5

※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、オプションを取り付ける場合は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。 

Adobe社のPost Script3による出力が可能。PDFファイルのダイレクト出力も可能。

（消費税別）

商　品　名 標準価格 

20,000円 6,300円 1,600円

品種コード

315035

内容
A料金 B料金

設置調整料

imagio VMカードタイプW5

※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については販売担当者にお問い合わせください。 

Embedded Software Architectureアプリケーションをインストールするためのカード。

商　品　名

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USB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用不可。

品種コード 標準価格

品種コード

315188

317558

317549

標準価格

Embedded Software Architectureアプリケーション

（消費税別）

SDRAMモジュール 512MB

imagio Webアクセスカード タイプW5

imagio USBホスト タイプ２

 

imagio 拡張データ変換ボード タイプ1 

120,000円 

98,000円 

20,000円 

40,000円 

50,000円 

 

6,300円

6,300円

6,300円

6,300円

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

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

307273

307470

307274

316354

509600

800円

個人認証システム使用時に必要となります。USBケーブルが同梱されています。

imagioプリンターユニットタイプW5、imagio スキャナーユニットタイプ
W5の一方、もしくは両方を装着する際に１つ必要です。imagio MP 
W2400SPには標準で装着されています。

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。
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。

1000BASE-T規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。※USB2.0ポート
付。本オプション装着時は、標準のネットワークポートとUSBポートはご使
用になれません。

imagioスキャナーユニットタイプW5を装着する際に必要です。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に引き取
る際に必要です。ドキュメントボックスにコピー蓄積/ドキュメントボックス
蓄積したデータを変倍/濃度調整して印刷する際に必要です。imagio 
MP  W2400SPには標準で装着されています。

IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。ECPモード対応。
装着時は他のオプションインターフェースは装着できません。ハーフピッチ
をフルピッチに変換するアダプター同梱。※ケーブルは別売。

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。標準装
備のイーサネットとは同時に使用できません。装着時は他のオプション
インターフェースは装着できません。

HDD残存データを上書き消去するカード。imagio セキュリティカード タイプC

拡張1284ボード タイプB 

拡張無線LANボード タイプK

20,000円 6,300円

50,000円

40,000円

1,600円

1,600円

3,200円

imagio GigaBitイーサネットボードタイプ6

6,300円

7,900円

imagio フォルダー用フィーダータイプ6500  
標準価格  350,000円 
設置調整料 A　7,800円 
　　　　　 B　3,100円 
〈品種コード〉315031 
 ※imagio フォルダー FD6500Aで紙を手差しで折る 
　ためのオプションです。 
※装着には imagio フォルダー FD6500Aが必要です。 

オプション価格 
外部オプション

フォルダーオプション

ｉｍａｇｉｏ ロールユニット RU6500A 
標準価格　 300,000円 
設置調整料 A　11,000円 
　　　　　 B　6,300円 
〈品種コード〉315024 
※1段ロールモデルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、 
　imagio ロールユニット RU6500A、imagio 
　 ロールユニット RU6500Bのいずれか一つの 
　装着になります。 
※2段ロールモデルへの拡張はできません。 
※imagio MP W2400SPには装着できません。 

その他のオプション

個人認証システム

（消費税別）

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、imagio キーカウンター取付ユニットタイプW3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・imagio キーカウンター取付ユニット タイプW3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。
部門別、個人別にコピー／プリンターの集計を管理するキーカードです。imagio キーカード取付ユニットタイプW3が必要です。
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。

リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。
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TEL/FAX回線を利用して収集するソフトウェアです。
A0用のキャリアシート。
A1用のキャリアシート。
A2用のキャリアシート。
A3用のキャリアシート。

商品名 品種コード 標準価格 内容

（消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 内容

設置調整料
B料金A料金

＊詳細は販売担当者にご確認ください。 
※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、オプションを取り付ける場合は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。 

＊ 価格につきましては販売担当者にお問い合わせください。 

リコー 個人認証 ICカードR/WタイプR1

リコー 個人認証 ICカードR/WタイプR1-PC

リコー ICカードタイプR1
リコー ICカード管理ソフトタイプR1
リコー 個人認証カードタイプR1-06

315927

315928

315929
315931
315037

47,000円

48,000円

15,000円
23,000円
5,000円

imagio ロールユニット RU6500B 
標準価格　 400,000円 
設置調整料 A　11,900円 
　　　　　 B　7,200円 
〈品種コード〉315025 
※2段ロールモデルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、imagio ロールユ
　ニット RU6500A、imagio ロールユニットRU6500B
　のいずれか一つの装着になります。 
※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

imagio  
キーカード取付 ユニットタイプW3 
標準価格　  20,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉317522 

imagio  
キーカウンター取付  
ユニットタイプW3 
標準価格　  20,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉317523 
 

imagio 後方排紙スタッカー タイプW5 
標準価格　　30,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　　800円 
〈品種コード〉315033 
※本体後方に用紙をスタックするオプションです。 
※imagio フォルダー FD6500Aとの同時装着はでき
　ません。 

imagio フォルダー FD6500A  
標準価格  1,400,000円 
設置調整料 A　16,500円 
　　　　　 B　11,800円 
〈品種コード〉315028 
 

imagio 原稿プレスタッカー タイプW5 
標準価格  　 30,000円 
〈品種コード〉 315032 
※本体前面で原稿をスタックしておくためのオプションです。 
※imagio MP W2400（ベーシックモデル）への装着にはimagio 専用テーブルTB6500、imagioロールユニッ
　トRU6500A、imagioロールユニットRU6500Bのいずれかを装着していない場合、設置環境によってセッ
　トできない場合があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。 

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。 

imagio 
Wideロールペーパーホルダー  
標準価格　　15,000円 
〈品種コード〉 317281 
 ※ロール紙をセットするためのオ
　プションです。1セット（2個）の
　価格です。 

imagio カセット CT6500 
標準価格　　50,000円 
設置調整料 A　8,700円 
　　　　　 B　4,000円 
〈品種コード〉315026 
※装着にはimagio ロールユニット RU6500A、                          
 
 
※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

imagio ロールユニット RU6500Bのいずれか一つが 
必要です。 
 

※imagioロールユニット 
　RU6500Aには1セット、imagio 
　ロールユニットRU6500Bには 
　2セットが標準で同梱されます。 

imagio 専用テーブル TB6500 
標準価格　 100,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　　800円 
〈品種コード〉315027 
※imagio MP W2400を乗せる専用テーブルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、imagio ロールユ
　ニット RU6500A、imagio ロールユニット RU6500B
　のいずれか一つの装着になります。 
※1段ロールモデル、2段ロールモデルへの拡張はで
　 きません。imagio カセット CT6500は装着できません。 

※imagio MP W2400（ベーシックモデル）への装着 
    にはimagio ロールユニット RU 6500A、imagio ロ 
     ールユニット RU6500Bのいずれか一つが必要です。 
※imagio 後方排紙スタッカー タイプW5との同時装 
    着はできません。 

※ジャバラ折り（用紙送り方向）の紙折りをするオプ　       
    ションです。 
 

317132

317136

317133
318194

315955

315956
315902
318195
316431
316432
316433
316434

7,500円

7,500円

5,400円
83,000円

125,000円

95,000円
7,000円

500,000円
9,000円
7,000円
4,500円
3,000円

リコーキーカウンター（本体）

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
リコーキーカード MK1

リコー 集計管理 ICカード タイプR1

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
リコピーキャリアシートタイプT（A0用）
リコピーキャリアシートタイプT（A1用）
リコピーキャリアシートタイプT（A2用）
リコピーキャリアシートタイプT（A3用）

2,000円

150,000円

9,400円

12,500円

7,800円
7,900円

4,700円

7,800円

3,100円
3,200円

個人認証する際に必要となる本体に接続するICカードリーダー/ライター。装着にはimagio USBホスト タイプ2が必要です。
ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行する際に必要となるPCに接続するICカードリーダー/ライター。
PCでユーザーカード（ICカード）認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。

リコー個人認証システムで、ユーザーカード・管理者カードとして利用するICカード。10枚セットとなります。
ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行・管理するために必要となるソフトウェア。
個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。

消耗品価格 
消耗品

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格

ロ
ー
ル
　
上
質
紙

シ
ー
ト
　
上
質
紙

ロ
ー
ル
　
再
生
紙

シ
ー
ト
　
再
生
紙

シ
ー
ト
　
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ロ
ー
ル
　
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リコピーPPC用紙 タイプ600

マイペーパー

リコピーPPC用紙 タイプ6200

マイリサイクルペーパー100

マイリサイクルペーパー100

リコピーPPC用紙 タイプTA
（第二原図）

リコピーPPC用紙 タイプTA70
（第二原図）

リコピーPPC用紙 タイプTA80
（第二原図）

リコピーPPCフィルム タイプFA75

リコピーPPCフィルム タイプFA75

imagio トナー タイプ19W ブラック

841mm×150m

660mm×150m

594mm×150m

515mm×150m

420mm×150m

364mm×150m

297mm×150m

257mm×150m

210mm×150m

880mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

515mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×50m

594mm×50m

420mm×50m

297mm×50m

A0

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B4

A2

A3

A4

B4

A2

A3

A4 

B4

B5

A5

A0

A1

A2

A3

A4

A0

A1

A2

A3

800g

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（4本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（100枚×5パック）

1ケース（250枚×5パック）

1ケース（250枚×10パック）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（250枚×10パック）

1ケース（250×5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（250枚×5パック）

1ケース（500枚×3パック）

1ケース（500枚×5パック） 

1ケース（500枚×5パック）

1ケース（500枚×5パック）

1ケース（500枚×5パック）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（100枚×5パック）

1ケース（200枚×5パック）

1ケース（200枚×10パック）

1パック（50枚）

1パック（50枚）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1本

5,720円

5,100円

7,700円

6,710円

5,720円

4,950円

7,700円

6,720円

5,720円

19,600円

27,600円

24,000円

19,600円

27,600円

23,600円

33,100円

23,600円

33,100円

40,200円

28,300円

20,100円

14,200円

4,200円

2,100円

5,300円

5,750円

5,750円

4,200円

2,100円

8,650円

11,500円

8,626円

7,188円

10,813円

15,700円

7,850円

19,600円

19,600円

19,600円

52,000円

26,000円

26,000円

13,000円

14,100円

45.3円/A0

─　　

21.6円/A1

─　　

11.3円/A2

─　　

5.3円/A3

─　　

2.8円/A4

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

155.4円/A0

77.4円/A1

─　　

38.8円/A2

19.3円/A3

187.1円/A0

92.8円/A1

46.7円/A2

23.2円/A3

956.0円/A0

476.0円/A1

238.8円/A2

119.3円/A3

42.0円

21.0円

10.6円

4.6円

2.3円

42.0円

21.0円

3.46円

9.20円

5.75円

2.88円

4.33円

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

157.0円

78.5円

39.2円

19.6円

9.8円

1040.0円

520.0円

260.0円

130.0円

6.4円/A1

637842

637843

637814

─

─

637847

901314

901300

901301

901302

900378

900381

900382

900383

900384

─

 

630712

630715

630714

633298

633289

633296

633297

637929

637813

637844

637872

637873

637824

─

─

─

─

─

─

─

─

─

900380 

630709

630713

630717

─

─

─

─

633171

633176

633161

633169

633162

633166

633163

633168

633160

900377

900376

900375

900374

900373

633278

633271

633275

633272

633273

633268

633261

633262

633263

633300

633293

633292

633291

637810

637870

 

630710

630719

636324

品種コード

T目 Y目

／

／

／

／

／

／

2009年7月現在（消費税別）

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊ 

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

商　品　名 内容標準価格品種コード

302536

302704

302415

302514

Ｒｉｄｏｃ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｓｅｒｖｅｒのクライアントアプリケーション。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。

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。 
出力機器（マルチベンダー）の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。

Web環境でRidoc Document Server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。

8,000円

198,000円

298,000円

198,000円

Ridoc Desk Navigator St V2

Ridoc Document Server V3

Ridoc Web Navigator V3

Ridoc IO Operation Server Pro

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。 



オプション価格 

インターフェースケーブル （消費税別）

内部オプション （消費税別）

315034

315036

315043

315054

315850

設置調整料

A料金 B料金

対象機能

コピー プリンター スキャナー

○ ○

○○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○○

○

○

○

内　容商　品　名

※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、オプションを取り付ける場合は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）　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 標準価格 

145,000円 5,500円 800円

品種コード

315023

内容
A料金 B料金

設置調整料

プリンター接続オプション

imagio PS3カード タイプW5

※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、オプションを取り付ける場合は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。 

Adobe社のPost Script3による出力が可能。PDFファイルのダイレクト出力も可能。

（消費税別）

商　品　名 標準価格 

20,000円 6,300円 1,600円

品種コード

315035

内容
A料金 B料金

設置調整料

imagio VMカードタイプW5

※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については販売担当者にお問い合わせください。 

Embedded Software Architectureアプリケーションをインストールするためのカード。

商　品　名

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USB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用不可。

品種コード 標準価格

品種コード

315188

317558

317549

標準価格

Embedded Software Architectureアプリケーション

（消費税別）

SDRAMモジュール 512MB

imagio Webアクセスカード タイプW5

imagio USBホスト タイプ２

 

imagio 拡張データ変換ボード タイプ1 

120,000円 

98,000円 

20,000円 

40,000円 

50,000円 

 

6,300円

6,300円

6,300円

6,300円

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

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

307273

307470

307274

316354

509600

800円

個人認証システム使用時に必要となります。USBケーブルが同梱されています。

imagioプリンターユニットタイプW5、imagio スキャナーユニットタイプ
W5の一方、もしくは両方を装着する際に１つ必要です。imagio MP 
W2400SPには標準で装着されています。

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。
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。

1000BASE-T規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。※USB2.0ポート
付。本オプション装着時は、標準のネットワークポートとUSBポートはご使
用になれません。

imagioスキャナーユニットタイプW5を装着する際に必要です。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に引き取
る際に必要です。ドキュメントボックスにコピー蓄積/ドキュメントボックス
蓄積したデータを変倍/濃度調整して印刷する際に必要です。imagio 
MP  W2400SPには標準で装着されています。

IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。ECPモード対応。
装着時は他のオプションインターフェースは装着できません。ハーフピッチ
をフルピッチに変換するアダプター同梱。※ケーブルは別売。

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。標準装
備のイーサネットとは同時に使用できません。装着時は他のオプション
インターフェースは装着できません。

HDD残存データを上書き消去するカード。imagio セキュリティカード タイプC

拡張1284ボード タイプB 

拡張無線LANボード タイプK

20,000円 6,300円

50,000円

40,000円

1,600円

1,600円

3,200円

imagio GigaBitイーサネットボードタイプ6

6,300円

7,900円

imagio フォルダー用フィーダータイプ6500  
標準価格  350,000円 
設置調整料 A　7,800円 
　　　　　 B　3,100円 
〈品種コード〉315031 
 ※imagio フォルダー FD6500Aで紙を手差しで折る 
　ためのオプションです。 
※装着には imagio フォルダー FD6500Aが必要です。 

オプション価格 
外部オプション

フォルダーオプション

ｉｍａｇｉｏ ロールユニット RU6500A 
標準価格　 300,000円 
設置調整料 A　11,000円 
　　　　　 B　6,300円 
〈品種コード〉315024 
※1段ロールモデルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、 
　imagio ロールユニット RU6500A、imagio 
　 ロールユニット RU6500Bのいずれか一つの 
　装着になります。 
※2段ロールモデルへの拡張はできません。 
※imagio MP W2400SPには装着できません。 

その他のオプション

個人認証システム

（消費税別）

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、imagio キーカウンター取付ユニットタイプW3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・imagio キーカウンター取付ユニット タイプW3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。
部門別、個人別にコピー／プリンターの集計を管理するキーカードです。imagio キーカード取付ユニットタイプW3が必要です。
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。

リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。
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TEL/FAX回線を利用して収集するソフトウェアです。
A0用のキャリアシート。
A1用のキャリアシート。
A2用のキャリアシート。
A3用のキャリアシート。

商品名 品種コード 標準価格 内容

（消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 内容

設置調整料
B料金A料金

＊詳細は販売担当者にご確認ください。 
※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、オプションを取り付ける場合は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。 

＊ 価格につきましては販売担当者にお問い合わせください。 

リコー 個人認証 ICカードR/WタイプR1

リコー 個人認証 ICカードR/WタイプR1-PC

リコー ICカードタイプR1
リコー ICカード管理ソフトタイプR1
リコー 個人認証カードタイプR1-06

315927

315928

315929
315931
315037

47,000円

48,000円

15,000円
23,000円
5,000円

imagio ロールユニット RU6500B 
標準価格　 400,000円 
設置調整料 A　11,900円 
　　　　　 B　7,200円 
〈品種コード〉315025 
※2段ロールモデルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、imagio ロールユ
　ニット RU6500A、imagio ロールユニットRU6500B
　のいずれか一つの装着になります。 
※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

imagio  
キーカード取付 ユニットタイプW3 
標準価格　  20,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉317522 

imagio  
キーカウンター取付  
ユニットタイプW3 
標準価格　  20,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉317523 
 

imagio 後方排紙スタッカー タイプW5 
標準価格　　30,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　　800円 
〈品種コード〉315033 
※本体後方に用紙をスタックするオプションです。 
※imagio フォルダー FD6500Aとの同時装着はでき
　ません。 

imagio フォルダー FD6500A  
標準価格  1,400,000円 
設置調整料 A　16,500円 
　　　　　 B　11,800円 
〈品種コード〉315028 
 

imagio 原稿プレスタッカー タイプW5 
標準価格  　 30,000円 
〈品種コード〉 315032 
※本体前面で原稿をスタックしておくためのオプションです。 
※imagio MP W2400（ベーシックモデル）への装着にはimagio 専用テーブルTB6500、imagioロールユニッ
　トRU6500A、imagioロールユニットRU6500Bのいずれかを装着していない場合、設置環境によってセッ
　トできない場合があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。 

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。 

imagio 
Wideロールペーパーホルダー  
標準価格　　15,000円 
〈品種コード〉 317281 
 ※ロール紙をセットするためのオ
　プションです。1セット（2個）の
　価格です。 

imagio カセット CT6500 
標準価格　　50,000円 
設置調整料 A　8,700円 
　　　　　 B　4,000円 
〈品種コード〉315026 
※装着にはimagio ロールユニット RU6500A、                          
 
 
※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

imagio ロールユニット RU6500Bのいずれか一つが 
必要です。 
 

※imagioロールユニット 
　RU6500Aには1セット、imagio 
　ロールユニットRU6500Bには 
　2セットが標準で同梱されます。 

imagio 専用テーブル TB6500 
標準価格　 100,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　　800円 
〈品種コード〉315027 
※imagio MP W2400を乗せる専用テーブルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、imagio ロールユ
　ニット RU6500A、imagio ロールユニット RU6500B
　のいずれか一つの装着になります。 
※1段ロールモデル、2段ロールモデルへの拡張はで
　 きません。imagio カセット CT6500は装着できません。 

※imagio MP W2400（ベーシックモデル）への装着 
    にはimagio ロールユニット RU 6500A、imagio ロ 
     ールユニット RU6500Bのいずれか一つが必要です。 
※imagio 後方排紙スタッカー タイプW5との同時装 
    着はできません。 

※ジャバラ折り（用紙送り方向）の紙折りをするオプ　       
    ションです。 
 

317132

317136

317133
318194

315955

315956
315902
318195
316431
316432
316433
316434

7,500円

7,500円

5,400円
83,000円

125,000円

95,000円
7,000円

500,000円
9,000円
7,000円
4,500円
3,000円

リコーキーカウンター（本体）

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
リコーキーカード MK1

リコー 集計管理 ICカード タイプR1

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
リコピーキャリアシートタイプT（A0用）
リコピーキャリアシートタイプT（A1用）
リコピーキャリアシートタイプT（A2用）
リコピーキャリアシートタイプT（A3用）

2,000円

150,000円

9,400円

12,500円

7,800円
7,900円

4,700円

7,800円

3,100円
3,200円

個人認証する際に必要となる本体に接続するICカードリーダー/ライター。装着にはimagio USBホスト タイプ2が必要です。
ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行する際に必要となるPCに接続するICカードリーダー/ライター。
PCでユーザーカード（ICカード）認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。

リコー個人認証システムで、ユーザーカード・管理者カードとして利用するICカード。10枚セットとなります。
ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行・管理するために必要となるソフトウェア。
個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。

消耗品価格 
消耗品

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格

ロ
ー
ル
　
上
質
紙

シ
ー
ト
　
上
質
紙

ロ
ー
ル
　
再
生
紙

シ
ー
ト
　
再
生
紙

シ
ー
ト
　
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ロ
ー
ル
　
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リコピーPPC用紙 タイプ600

マイペーパー

リコピーPPC用紙 タイプ6200

マイリサイクルペーパー100

マイリサイクルペーパー100

リコピーPPC用紙 タイプTA
（第二原図）

リコピーPPC用紙 タイプTA70
（第二原図）

リコピーPPC用紙 タイプTA80
（第二原図）

リコピーPPCフィルム タイプFA75

リコピーPPCフィルム タイプFA75

imagio トナー タイプ19W ブラック

841mm×150m

660mm×150m

594mm×150m

515mm×150m

420mm×150m

364mm×150m

297mm×150m

257mm×150m

210mm×150m

880mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

515mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×50m

594mm×50m

420mm×50m

297mm×50m

A0

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B4

A2

A3

A4

B4

A2

A3

A4 

B4

B5

A5

A0

A1

A2

A3

A4

A0

A1

A2

A3

800g

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（4本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（100枚×5パック）

1ケース（250枚×5パック）

1ケース（250枚×10パック）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（250枚×10パック）

1ケース（250×5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（250枚×5パック）

1ケース（500枚×3パック）

1ケース（500枚×5パック） 

1ケース（500枚×5パック）

1ケース（500枚×5パック）

1ケース（500枚×5パック）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（100枚×5パック）

1ケース（200枚×5パック）

1ケース（200枚×10パック）

1パック（50枚）

1パック（50枚）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1本

5,720円

5,100円

7,700円

6,710円

5,720円

4,950円

7,700円

6,720円

5,720円

19,600円

27,600円

24,000円

19,600円

27,600円

23,600円

33,100円

23,600円

33,100円

40,200円

28,300円

20,100円

14,200円

4,200円

2,100円

5,300円

5,750円

5,750円

4,200円

2,100円

8,650円

11,500円

8,626円

7,188円

10,813円

15,700円

7,850円

19,600円

19,600円

19,600円

52,000円

26,000円

26,000円

13,000円

14,100円

45.3円/A0

─　　

21.6円/A1

─　　

11.3円/A2

─　　

5.3円/A3

─　　

2.8円/A4

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

155.4円/A0

77.4円/A1

─　　

38.8円/A2

19.3円/A3

187.1円/A0

92.8円/A1

46.7円/A2

23.2円/A3

956.0円/A0

476.0円/A1

238.8円/A2

119.3円/A3

42.0円

21.0円

10.6円

4.6円

2.3円

42.0円

21.0円

3.46円

9.20円

5.75円

2.88円

4.33円

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

157.0円

78.5円

39.2円

19.6円

9.8円

1040.0円

520.0円

260.0円

130.0円

6.4円/A1

637842

637843

637814

─

─

637847

901314

901300

901301

901302

900378

900381

900382

900383

900384

─

 

630712

630715

630714

633298

633289

633296

633297

637929

637813

637844

637872

637873

637824

─

─

─

─

─

─

─

─

─

900380 

630709

630713

630717

─

─

─

─

633171

633176

633161

633169

633162

633166

633163

633168

633160

900377

900376

900375

900374

900373

633278

633271

633275

633272

633273

633268

633261

633262

633263

633300

633293

633292

633291

637810

637870

 

630710

630719

636324

品種コード

T目 Y目

／

／

／

／

／

／

2009年7月現在（消費税別）

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊ 

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

商　品　名 内容標準価格品種コード

302536

302704

302415

302514

Ｒｉｄｏｃ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｓｅｒｖｅｒのクライアントアプリケーション。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。

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。 
出力機器（マルチベンダー）の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。

Web環境でRidoc Document Server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。

8,000円

198,000円

298,000円

198,000円

Ridoc Desk Navigator St V2

Ridoc Document Server V3

Ridoc Web Navigator V3

Ridoc IO Operation Server Pro

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。 



オプション価格 

インターフェースケーブル （消費税別）

内部オプション （消費税別）

315034

315036

315043

315054

315850

設置調整料

A料金 B料金

対象機能

コピー プリンター スキャナー

○ ○

○○

○

○

○

○ ○

○

○

○

○○

○

○

○

内　容商　品　名

※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、オプションを取り付ける場合は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）　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 標準価格 

145,000円 5,500円 800円

品種コード

315023

内容
A料金 B料金

設置調整料

プリンター接続オプション

imagio PS3カード タイプW5

※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、オプションを取り付ける場合は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。 

Adobe社のPost Script3による出力が可能。PDFファイルのダイレクト出力も可能。

（消費税別）

商　品　名 標準価格 

20,000円 6,300円 1,600円

品種コード

315035

内容
A料金 B料金

設置調整料

imagio VMカードタイプW5

※各Embedded Software Architectureアプリケーションの対応状況および詳細については販売担当者にお問い合わせください。 

Embedded Software Architectureアプリケーションをインストールするためのカード。

商　品　名

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USB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用不可。

品種コード 標準価格

品種コード

315188

317558

317549

標準価格

Embedded Software Architectureアプリケーション

（消費税別）

SDRAMモジュール 512MB

imagio Webアクセスカード タイプW5

imagio USBホスト タイプ２

 

imagio 拡張データ変換ボード タイプ1 

120,000円 

98,000円 

20,000円 

40,000円 

50,000円 

 

6,300円

6,300円

6,300円

6,300円

1,600円

1,600円

1,600円

1,600円

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

307273

307470

307274

316354

509600

800円

個人認証システム使用時に必要となります。USBケーブルが同梱されています。

imagioプリンターユニットタイプW5、imagio スキャナーユニットタイプ
W5の一方、もしくは両方を装着する際に１つ必要です。imagio MP 
W2400SPには標準で装着されています。

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。
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。

1000BASE-T規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。※USB2.0ポート
付。本オプション装着時は、標準のネットワークポートとUSBポートはご使
用になれません。

imagioスキャナーユニットタイプW5を装着する際に必要です。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に引き取
る際に必要です。ドキュメントボックスにコピー蓄積/ドキュメントボックス
蓄積したデータを変倍/濃度調整して印刷する際に必要です。imagio 
MP  W2400SPには標準で装着されています。

IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。ECPモード対応。
装着時は他のオプションインターフェースは装着できません。ハーフピッチ
をフルピッチに変換するアダプター同梱。※ケーブルは別売。

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。標準装
備のイーサネットとは同時に使用できません。装着時は他のオプション
インターフェースは装着できません。

HDD残存データを上書き消去するカード。imagio セキュリティカード タイプC

拡張1284ボード タイプB 

拡張無線LANボード タイプK

20,000円 6,300円

50,000円

40,000円

1,600円

1,600円

3,200円

imagio GigaBitイーサネットボードタイプ6

6,300円

7,900円

imagio フォルダー用フィーダータイプ6500  
標準価格  350,000円 
設置調整料 A　7,800円 
　　　　　 B　3,100円 
〈品種コード〉315031 
 ※imagio フォルダー FD6500Aで紙を手差しで折る 
　ためのオプションです。 
※装着には imagio フォルダー FD6500Aが必要です。 

オプション価格 
外部オプション

フォルダーオプション

ｉｍａｇｉｏ ロールユニット RU6500A 
標準価格　 300,000円 
設置調整料 A　11,000円 
　　　　　 B　6,300円 
〈品種コード〉315024 
※1段ロールモデルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、 
　imagio ロールユニット RU6500A、imagio 
　 ロールユニット RU6500Bのいずれか一つの 
　装着になります。 
※2段ロールモデルへの拡張はできません。 
※imagio MP W2400SPには装着できません。 

その他のオプション

個人認証システム

（消費税別）

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、imagio キーカウンター取付ユニットタイプW3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・imagio キーカウンター取付ユニット タイプW3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。
部門別、個人別にコピー／プリンターの集計を管理するキーカードです。imagio キーカード取付ユニットタイプW3が必要です。
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。

リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。
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TEL/FAX回線を利用して収集するソフトウェアです。
A0用のキャリアシート。
A1用のキャリアシート。
A2用のキャリアシート。
A3用のキャリアシート。

商品名 品種コード 標準価格 内容

（消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 内容

設置調整料
B料金A料金

＊詳細は販売担当者にご確認ください。 
※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、オプションを取り付ける場合は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。 

＊ 価格につきましては販売担当者にお問い合わせください。 

リコー 個人認証 ICカードR/WタイプR1

リコー 個人認証 ICカードR/WタイプR1-PC

リコー ICカードタイプR1
リコー ICカード管理ソフトタイプR1
リコー 個人認証カードタイプR1-06

315927

315928

315929
315931
315037

47,000円

48,000円

15,000円
23,000円
5,000円

imagio ロールユニット RU6500B 
標準価格　 400,000円 
設置調整料 A　11,900円 
　　　　　 B　7,200円 
〈品種コード〉315025 
※2段ロールモデルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、imagio ロールユ
　ニット RU6500A、imagio ロールユニットRU6500B
　のいずれか一つの装着になります。 
※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

imagio  
キーカード取付 ユニットタイプW3 
標準価格　  20,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉317522 

imagio  
キーカウンター取付  
ユニットタイプW3 
標準価格　  20,000円 
設置調整料 A　7,100円 
　　　　　 B　2,400円 
〈品種コード〉317523 
 

imagio 後方排紙スタッカー タイプW5 
標準価格　　30,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　　800円 
〈品種コード〉315033 
※本体後方に用紙をスタックするオプションです。 
※imagio フォルダー FD6500Aとの同時装着はでき
　ません。 

imagio フォルダー FD6500A  
標準価格  1,400,000円 
設置調整料 A　16,500円 
　　　　　 B　11,800円 
〈品種コード〉315028 
 

imagio 原稿プレスタッカー タイプW5 
標準価格  　 30,000円 
〈品種コード〉 315032 
※本体前面で原稿をスタックしておくためのオプションです。 
※imagio MP W2400（ベーシックモデル）への装着にはimagio 専用テーブルTB6500、imagioロールユニッ
　トRU6500A、imagioロールユニットRU6500Bのいずれかを装着していない場合、設置環境によってセッ
　トできない場合があります。詳しくは販売担当者にご確認ください。 

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。 

imagio 
Wideロールペーパーホルダー  
標準価格　　15,000円 
〈品種コード〉 317281 
 ※ロール紙をセットするためのオ
　プションです。1セット（2個）の
　価格です。 

imagio カセット CT6500 
標準価格　　50,000円 
設置調整料 A　8,700円 
　　　　　 B　4,000円 
〈品種コード〉315026 
※装着にはimagio ロールユニット RU6500A、                          
 
 
※imagio MP W2400SPは標準で装着しています。 

imagio ロールユニット RU6500Bのいずれか一つが 
必要です。 
 

※imagioロールユニット 
　RU6500Aには1セット、imagio 
　ロールユニットRU6500Bには 
　2セットが標準で同梱されます。 

imagio 専用テーブル TB6500 
標準価格　 100,000円 
設置調整料 A　5,500円 
　　　　　 B　　800円 
〈品種コード〉315027 
※imagio MP W2400を乗せる専用テーブルです。 
※imagio 専用テーブル TB6500、imagio ロールユ
　ニット RU6500A、imagio ロールユニット RU6500B
　のいずれか一つの装着になります。 
※1段ロールモデル、2段ロールモデルへの拡張はで
　 きません。imagio カセット CT6500は装着できません。 

※imagio MP W2400（ベーシックモデル）への装着 
    にはimagio ロールユニット RU 6500A、imagio ロ 
     ールユニット RU6500Bのいずれか一つが必要です。 
※imagio 後方排紙スタッカー タイプW5との同時装 
    着はできません。 

※ジャバラ折り（用紙送り方向）の紙折りをするオプ　       
    ションです。 
 

317132

317136

317133
318194

315955

315956
315902
318195
316431
316432
316433
316434

7,500円

7,500円

5,400円
83,000円

125,000円

95,000円
7,000円

500,000円
9,000円
7,000円
4,500円
3,000円

リコーキーカウンター（本体）

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
リコーキーカード MK1

リコー 集計管理 ICカード タイプR1

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
リコピーキャリアシートタイプT（A0用）
リコピーキャリアシートタイプT（A1用）
リコピーキャリアシートタイプT（A2用）
リコピーキャリアシートタイプT（A3用）

2,000円

150,000円

9,400円

12,500円

7,800円
7,900円

4,700円

7,800円

3,100円
3,200円

個人認証する際に必要となる本体に接続するICカードリーダー/ライター。装着にはimagio USBホスト タイプ2が必要です。
ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行する際に必要となるPCに接続するICカードリーダー/ライター。
PCでユーザーカード（ICカード）認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。

リコー個人認証システムで、ユーザーカード・管理者カードとして利用するICカード。10枚セットとなります。
ユーザーカード・管理者カード（ICカード）を発行・管理するために必要となるソフトウェア。
個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。

消耗品価格 
消耗品

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格

ロ
ー
ル
　
上
質
紙

シ
ー
ト
　
上
質
紙

ロ
ー
ル
　
再
生
紙

シ
ー
ト
　
再
生
紙

シ
ー
ト
　
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ロ
ー
ル
　
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リコピーPPC用紙 タイプ600

マイペーパー

リコピーPPC用紙 タイプ6200

マイリサイクルペーパー100

マイリサイクルペーパー100

リコピーPPC用紙 タイプTA
（第二原図）

リコピーPPC用紙 タイプTA70
（第二原図）

リコピーPPC用紙 タイプTA80
（第二原図）

リコピーPPCフィルム タイプFA75

リコピーPPCフィルム タイプFA75

imagio トナー タイプ19W ブラック

841mm×150m

660mm×150m

594mm×150m

515mm×150m

420mm×150m

364mm×150m

297mm×150m

257mm×150m

210mm×150m

880mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

515mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×150m

594mm×150m

420mm×150m

297mm×150m

841mm×50m

594mm×50m

420mm×50m

297mm×50m

A0

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B4

A2

A3

A4

B4

A2

A3

A4 

B4

B5

A5

A0

A1

A2

A3

A4

A0

A1

A2

A3

800g

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（4本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（2本）

1ケース（2本）

1ケース（4本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1ケース（1本）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（100枚×5パック）

1ケース（250枚×5パック）

1ケース（250枚×10パック）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（250枚×10パック）

1ケース（250×5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（250枚×5パック）

1ケース（500枚×3パック）

1ケース（500枚×5パック） 

1ケース（500枚×5パック）

1ケース（500枚×5パック）

1ケース（500枚×5パック）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1ケース（100枚×5パック）

1ケース（200枚×5パック）

1ケース（200枚×10パック）

1パック（50枚）

1パック（50枚）

1パック（100枚）

1パック（100枚）

1本

5,720円

5,100円

7,700円

6,710円

5,720円

4,950円

7,700円

6,720円

5,720円

19,600円

27,600円

24,000円

19,600円

27,600円

23,600円

33,100円

23,600円

33,100円

40,200円

28,300円

20,100円

14,200円

4,200円

2,100円

5,300円

5,750円

5,750円

4,200円

2,100円

8,650円

11,500円

8,626円

7,188円

10,813円

15,700円

7,850円

19,600円

19,600円

19,600円

52,000円

26,000円

26,000円

13,000円

14,100円

45.3円/A0

─　　

21.6円/A1

─　　

11.3円/A2

─　　

5.3円/A3

─　　

2.8円/A4

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

155.4円/A0

77.4円/A1

─　　

38.8円/A2

19.3円/A3

187.1円/A0

92.8円/A1

46.7円/A2

23.2円/A3

956.0円/A0

476.0円/A1

238.8円/A2

119.3円/A3

42.0円

21.0円

10.6円

4.6円

2.3円

42.0円

21.0円

3.46円

9.20円

5.75円

2.88円

4.33円

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

─　　

157.0円

78.5円

39.2円

19.6円

9.8円

1040.0円

520.0円

260.0円

130.0円

6.4円/A1

637842

637843

637814

─

─

637847

901314

901300

901301

901302

900378

900381

900382

900383

900384

─

 

630712

630715

630714

633298

633289

633296

633297

637929

637813

637844

637872

637873

637824

─

─

─

─

─

─

─

─

─

900380 

630709

630713

630717

─

─

─

─

633171

633176

633161

633169

633162

633166

633163

633168

633160

900377

900376

900375

900374

900373

633278

633271

633275

633272

633273

633268

633261

633262

633263

633300

633293

633292

633291

637810

637870

 

630710

630719

636324

品種コード

T目 Y目

／

／

／

／

／

／

2009年7月現在（消費税別）

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 

オープン価格＊ 

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊ 

オープン価格＊

オープン価格＊

オープン価格＊

商　品　名 内容標準価格品種コード

302536

302704

302415

302514

Ｒｉｄｏｃ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｓｅｒｖｅｒのクライアントアプリケーション。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。

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。 
出力機器（マルチベンダー）の一元管理、多彩なログ収集・集計によるTCO削減とセキュリティ対策を同時に実現するソフトウェア。

Web環境でRidoc Document Server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。

8,000円

198,000円

298,000円

198,000円

Ridoc Desk Navigator St V2

Ridoc Document Server V3

Ridoc Web Navigator V3

Ridoc IO Operation Server Pro

※設置調整料および保守料が別途必要になります。詳細は販売担当者にご確認ください。 



imagio MP W2400シリーズの外形寸法（単位mm）

主なオプション仕様 
imagio ロールユニットRU6500Aの主な仕様 imagio ロールユニットRU6500Bの主な仕様

imagioカセットCT6500の主な仕様

モデル別価格一覧 

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

モデル別標準価格

設置指導料

商　品　名
品種コード
標準価格

（消費税別）

コピー
プロッター
スキャナー
ドキュメントボックス
手差し
1段ロール給紙
2段ロール給紙
1段カセット給紙

●

●

スキャナー関連同梱ソフト設置指導料

CD-ROM

A料金
B料金

（消費税別）

315021 315022
imagio スキャナーユニット  タイプW5＊1＊3imagio プリンターユニット  タイプW5＊1＊2

（消費税別）

商　品　名

Ridoc Desk Navigator 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

120,000円300,000円

●：標準装備　　　OP：オプションで対応　　－：機能拡張不可    
＊１　imagioロールユニット　RU6500A（1段ロール給紙）またはimagioロールユニット　RU6500B（２段ロール給紙）のいずれか１つの装着が必要です。     
＊２　コピー･ドキュメントボックス蓄積データをPC側に引き取るには、imagio 拡張データ変換ボード タイプ１が必要です。 
　　ドキュメントボックス機能をプロッター機能で使うにはimagioプリンターユニットタイプW5、スキャナー機能で使うにはimagioスキャナーユニットタイプW5が必要です。 
＊3　いずれか一方を拡張可能です。    

●● ● ● ● ●

1,200,000円

2,050,000円

標準価格

29,000円

57,000円

搬入設置指導料

●
　OP＊1

OP
　●＊2

●
　OP＊3

　OP＊3

　OP＊1

●
●
●
●
●
ー
●
●

商品名機能

ベース機種（工場出荷モデル）

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。 
 

※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、オプションを取り付ける場合は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。 

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。

価格表 シリーズ 

基本モデルの機能
imagio MP W2400SPimagio MP W2400

imagio MP W2400
＜品種コード＞311991

imagio MP W2400SP
＜品種コード＞311992

●：標準装備     
※スキャナー関連同梱ソフトの搬入設置指導料は含まれません。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。     
※本体標準価格に感光体は含まれておりません。 

imagioプリンター
ユニット タイプW5 

imagioスキャナー
ユニット タイプW5 

・RP-GL/2ドライバー　・HDIドライバー　・RPCSドライバー　・USB印刷サポート　・True Type World　・Ridoc IO Admin

・文字コード印刷ツール　・TWAINドライバー　・Ridoc Desk Navigator Lt＊1　・PS3ドライバー　・使用説明書（PDF版、HTML版）

本体（手差し標準）imagio ロールユニット
 RU6500B

imagioカセット 
CT6500

SDRAMモジュール
５１２MB 

imagio拡張データ
変換ボード タイプ１

＊１　imagioプリンターユニットタイプW5、imagioスキャナーユニットタイプW5の一方、もしくは両方を装着するには、オプションのSDRAMモジュール５１２MBが１つ必要です。    
＊２　装着にはimagio ロールユニット RU6500Aまたはimagio ロールユニット RU6500Bが必要です。 
＊3　装着にはオプションのimagio 拡張データ変換ボードタイプ１が必要です。    
※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は含まれません。    
　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。    
※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、オプションを取り付ける場合は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。    
※imagio MP W2400SPは標準で装備しています。   

※imagio MP W2400/imagio MP W2400SPに同梱されています。  
＊1 Ridoc IO Navi機能はRidoc Desk Navigator Ltに統合されています。  

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP W2400SP、imagioプリンターユニットタイプW5の設置指導料に含まれます。   

12,500円 14,900円
7,800円 10,200円

使 用 可 能 用 紙

用紙サイズ（幅）

セット 可 能 枚 数

大きさ（幅×奥×高）

質　　　　　量

普通紙、再生紙（品質保証品種は「消耗品一覧」でご確認ください。）

A3タテ、B4タテ、A4タテ

250枚

620×570×130mm

6kg

imagio 原稿プレスタッカータイプW5の主な仕様

用 紙 サ イ ズ

大きさ（幅×奥×高）

個 数

質　　　　　量

imagioフォルダー FD6500Aの主な仕様

折 り 種 類

折り可 能 サイズ

用 紙 種 類

用 紙 質 量

折 り 速 度

電 源

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

機械占有寸法（幅×奥）

質 量

imagio後方排紙スタッカータイプW5の主な仕様

用 紙 サ イ ズ

スタック可能枚数

大きさ（幅×奥×高）

質　　　　　    量

　 　 　 　 　

imagio専用テーブルTB6500の主な仕様

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

1，080×720×700mm

33kg

使 用 可 能 用 紙
（ ロ ー ル 紙 ）

用 紙 サ イ ズ

用紙長さ・収納段数

ロールカット方 式

電 源

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙（品質保証品種
は「消耗品一覧」でご確認ください。）

210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、
594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm

150m×1段

定寸カット・シンクロカット

本体から供給

1，080×720×700mm

70kg

使 用 可 能 用 紙
（ ロ ー ル 紙 ）

用 紙 サ イ ズ

用紙長さ・収納段数

ロールカット方 式

電 源

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙（品質保証品種
は「消耗品一覧」でご確認ください。）

210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、
594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm

150m×2段

定寸カット・シンクロカット

本体から供給

1，080×720×700mm

72kg

（消費税別）

ファイル折り：A0タテ、A1タテ、A2タテ、A3タテ
長尺折り：140mm、170mm、210m、297mm

最大幅：914mm、最大長：6m（もしくは折り回数30回）、最小長：320mm

普通紙、再生紙

64g/m2～81.4g/m2（普通上質紙）

A0タテ：2.4枚/分

100V15A　50/60Hz

150W

1，265×611×995mm

2，865×3，670mm（本体占有寸法含む）

145kg

1,265

1,670

imagio フォルダー FD6500A装着時

A0以下

262×135×528mm（1個の大きさ）

2個

1.2ｋｇ（2個の重さ）

A0タテ、A1タテ

10枚

1，032×432×503mm（組付時）

6.2ｋｇ

,

,

,

1,080

611

imagioフォルダー用フィーダー タイプ6500の主な仕様

imagio フォルダー FD6500Aに準ずる

最大幅：914mm、最大長：2m、最小長：320mm

1枚

普通紙、再生紙

imagio フォルダー FD6500Aに準ずる

imagio フォルダー FD6500Aより供給

150W

1265mm×785mm×1115mm（本体およびimagio フォルダー FD6500A組付時）

2865×3910 mm（本体およびimagio フォルダー FD6500A組付時）

33kg

折 り 種 類

折り可 能 サイズ

セット 可 能 枚 数

用 紙 種 類

用 紙 質 量

電 源

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

機械占有寸法（幅×奥）

質 量

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

保証期間内 無償対応 無償対応

保証期間外 12,000円 ／訪問 6,000円 ／30分

片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25％増、
日曜／祝日は基本料金＋技術料金の50％増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると、2，000円／10分を加算。 

基本料金 技術料金 備考

（消費税別）

（消費税別）

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、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、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。パフォーマンス契約期間中は、感光体と現像剤をお貸しします。

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。
★お客様のご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以外に原因があると判明した場合、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。
★トナーはお客様の負担となります。

3.「リモートサービス」を提供いたします。
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。

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・現像剤・部品などの供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

2.お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体、現像剤、部品などを交換します。
（1）基本料金と技術料金

（2）部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

1.契約時に感光体、現像剤、トナーをお買い上げいただきます。
●感光体、現像剤は、交換のつど代金を申し受けます。　●感光体は、1本使用します。　240，000円／1本（消費税別）
●現像剤は、2袋使用します。　100,000円／1袋（消費税別）　●トナーはお客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

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、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※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。

このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。

imagio MP W2400シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、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。

※保守料金の詳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。※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。 

（消費税別）

基本料金（1ヶ月）400カウント分を含む   

401カウントから500カウントまでの使用1カウントにつき

501カウントから600カウントまでの使用1カウントにつき

601カウント以上、使用1カウントにつき

料金 対象品目

4,500円 

9.5円 

9.0円 

8.5円 

imagio MP W2400シリーズの
感光体とその交換部品および
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、営業時間外、遠
距離での対応は別途追加料
金を申し受けます。 

（消費税別）

料金

〈imagio フォルダー FD6500A（オプション）のパフォーマンスチャージ〉

基本料金（1ヵ月） 8，000円 

対象品目

imagio フォルダー FD6500Aの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、営業時間外、遠距離で
の対応は別途追加料金を申し受けます。

請求単位

請求単位（1ヵ月あたり）

※オプションのimagio フォルダー FD6500Aを装着しますと、本体の基本料金に加算されます。

〈imagio MP W2400シリーズのパフォーマンスチャージ〉

保　守　料　金 

※カウンターはサイズ別に出力カウントが進みます（A4/A3/B4は1カウント、A2/B3は2カウント、A1/B2は3カウント、A0/B1は5カウン
ト進みます）。※不定形サイズについては印刷する長さやサイズによって、カウントが進みます。A0サイズ（5カウント）の2倍の長さ
を印刷した場合は、10カウント進みます。

「フルタイムサービス」について

＜メニューと料金＞ ［月額］（消費税別）
対応曜日と時間 料金

4,000円
11,000円
7,000円

11,000円

20,000円

600円

2,000円
3,300円
2,700円

4,100円

11,100円

7,800円

15,000円

4,600円

11,600円

7,600円

11,600円

月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日

月曜日～土曜日

月曜日～土曜日

日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日

17：00～21：00
17：00～翌9：00
  9：00～17：00
17：00～21：00
  9：00～21：00
17：00～翌9：00
  9：00～翌9：00
17：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～19：00
17：00～20：00
  7：00～9：00
  8：00～9：00
17：00～20：00
  8：00～9：00
17：00～20：00
  8：00～20：00
17：00～24：00
17：00～24：00
  9：00～24：00
17：00～21：00
21：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～翌9：00
  9：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～17：00
17：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～21：00
  9：00～21：00
21：00～翌9：00（受付のみ）
21：00～翌9：00（受付のみ）

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償にてご用意しております。

＊1
＊1
＊2

＊2

＊2

＊2

＊1
＊1
＊1

＊1

＊2

＊1

＊2

＊1

＊2

＊1
＊2

＊2

＊2

基
本
メ
ニ
ュ
ー
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ン
メ
ニ
ュ
ー

基
本
メ
ニ
ュ
ー
＋
受
付
対
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※地域によっては、本サービ
スを提供できない場合があり
ます。
＊1 祝祭日・振替休日・年末年
始（12月31日～翌1月3日）は
対応しません。
＊2 祝祭日・振替休日・年末年
始（12月31日～翌1月3日）も
日曜日と同様に対応します。



imagio MP W2400シリーズの外形寸法（単位mm）

主なオプション仕様 
imagio ロールユニットRU6500Aの主な仕様 imagio ロールユニットRU6500Bの主な仕様

imagioカセットCT6500の主な仕様

モデル別価格一覧 

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

モデル別標準価格

設置指導料

商　品　名
品種コード
標準価格

（消費税別）

コピー
プロッター
スキャナー
ドキュメントボックス
手差し
1段ロール給紙
2段ロール給紙
1段カセット給紙

●

●

スキャナー関連同梱ソフト設置指導料

CD-ROM

A料金
B料金

（消費税別）

315021 315022
imagio スキャナーユニット  タイプW5＊1＊3imagio プリンターユニット  タイプW5＊1＊2

（消費税別）

商　品　名

Ridoc Desk Navigator 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

120,000円300,000円

●：標準装備　　　OP：オプションで対応　　－：機能拡張不可    
＊１　imagioロールユニット　RU6500A（1段ロール給紙）またはimagioロールユニット　RU6500B（２段ロール給紙）のいずれか１つの装着が必要です。     
＊２　コピー･ドキュメントボックス蓄積データをPC側に引き取るには、imagio 拡張データ変換ボード タイプ１が必要です。 
　　ドキュメントボックス機能をプロッター機能で使うにはimagioプリンターユニットタイプW5、スキャナー機能で使うにはimagioスキャナーユニットタイプW5が必要です。 
＊3　いずれか一方を拡張可能です。    

●● ● ● ● ●

1,200,000円

2,050,000円

標準価格

29,000円

57,000円

搬入設置指導料

●
　OP＊1

OP
　●＊2

●
　OP＊3

　OP＊3

　OP＊1

●
●
●
●
●
ー
●
●

商品名機能

ベース機種（工場出荷モデル）

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。 
 

※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、オプションを取り付ける場合は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。 

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。

価格表 シリーズ 

基本モデルの機能
imagio MP W2400SPimagio MP W2400

imagio MP W2400
＜品種コード＞311991

imagio MP W2400SP
＜品種コード＞311992

●：標準装備     
※スキャナー関連同梱ソフトの搬入設置指導料は含まれません。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。     
※本体標準価格に感光体は含まれておりません。 

imagioプリンター
ユニット タイプW5 

imagioスキャナー
ユニット タイプW5 

・RP-GL/2ドライバー　・HDIドライバー　・RPCSドライバー　・USB印刷サポート　・True Type World　・Ridoc IO Admin

・文字コード印刷ツール　・TWAINドライバー　・Ridoc Desk Navigator Lt＊1　・PS3ドライバー　・使用説明書（PDF版、HTML版）

本体（手差し標準）imagio ロールユニット
 RU6500B

imagioカセット 
CT6500

SDRAMモジュール
５１２MB 

imagio拡張データ
変換ボード タイプ１

＊１　imagioプリンターユニットタイプW5、imagioスキャナーユニットタイプW5の一方、もしくは両方を装着するには、オプションのSDRAMモジュール５１２MBが１つ必要です。    
＊２　装着にはimagio ロールユニット RU6500Aまたはimagio ロールユニット RU6500Bが必要です。 
＊3　装着にはオプションのimagio 拡張データ変換ボードタイプ１が必要です。    
※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は含まれません。    
　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。    
※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、オプションを取り付ける場合は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。    
※imagio MP W2400SPは標準で装備しています。   

※imagio MP W2400/imagio MP W2400SPに同梱されています。  
＊1 Ridoc IO Navi機能はRidoc Desk Navigator Ltに統合されています。  

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP W2400SP、imagioプリンターユニットタイプW5の設置指導料に含まれます。   

12,500円 14,900円
7,800円 10,200円

使 用 可 能 用 紙

用紙サイズ（幅）

セット 可 能 枚 数

大きさ（幅×奥×高）

質　　　　　量

普通紙、再生紙（品質保証品種は「消耗品一覧」でご確認ください。）

A3タテ、B4タテ、A4タテ

250枚

620×570×130mm

6kg

imagio 原稿プレスタッカータイプW5の主な仕様

用 紙 サ イ ズ

大きさ（幅×奥×高）

個 数

質　　　　　量

imagioフォルダー FD6500Aの主な仕様

折 り 種 類

折り可 能 サイズ

用 紙 種 類

用 紙 質 量

折 り 速 度

電 源

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

機械占有寸法（幅×奥）

質 量

imagio後方排紙スタッカータイプW5の主な仕様

用 紙 サ イ ズ

スタック可能枚数

大きさ（幅×奥×高）

質　　　　　    量

　 　 　 　 　

imagio専用テーブルTB6500の主な仕様

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

1，080×720×700mm

33kg

使 用 可 能 用 紙
（ ロ ー ル 紙 ）

用 紙 サ イ ズ

用紙長さ・収納段数

ロールカット方 式

電 源

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙（品質保証品種
は「消耗品一覧」でご確認ください。）

210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、
594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm

150m×1段

定寸カット・シンクロカット

本体から供給

1，080×720×700mm

70kg

使 用 可 能 用 紙
（ ロ ー ル 紙 ）

用 紙 サ イ ズ

用紙長さ・収納段数

ロールカット方 式

電 源

大きさ（幅×奥×高）

質 　 　 　 　 　 量

普通紙、トレーシングペーパー、フィルム、再生紙（品質保証品種
は「消耗品一覧」でご確認ください。）

210mm、257mm、297mm、364mm、420mm、440mm、515mm、
594mm、660mm、728mm、800mm、841mm、880mm、914mm

150m×2段

定寸カット・シンクロカット

本体から供給

1，080×720×700mm

72kg

（消費税別）

ファイル折り：A0タテ、A1タテ、A2タテ、A3タテ
長尺折り：140mm、170mm、210m、297mm

最大幅：914mm、最大長：6m（もしくは折り回数30回）、最小長：320mm

普通紙、再生紙

64g/m2～81.4g/m2（普通上質紙）

A0タテ：2.4枚/分

100V15A　50/60Hz

150W

1，265×611×995mm

2，865×3，670mm（本体占有寸法含む）

145kg

1,265

1,670

imagio フォルダー FD6500A装着時

A0以下

262×135×528mm（1個の大きさ）

2個

1.2ｋｇ（2個の重さ）

A0タテ、A1タテ

10枚

1，032×432×503mm（組付時）

6.2ｋｇ

,

,

,

1,080

611

imagioフォルダー用フィーダー タイプ6500の主な仕様

imagio フォルダー FD6500Aに準ずる

最大幅：914mm、最大長：2m、最小長：320mm

1枚

普通紙、再生紙

imagio フォルダー FD6500Aに準ずる

imagio フォルダー FD6500Aより供給

150W

1265mm×785mm×1115mm（本体およびimagio フォルダー FD6500A組付時）

2865×3910 mm（本体およびimagio フォルダー FD6500A組付時）

33kg

折 り 種 類

折り可 能 サイズ

セット 可 能 枚 数

用 紙 種 類

用 紙 質 量

電 源

最 大 消 費 電 力

大きさ（幅×奥×高）

機械占有寸法（幅×奥）

質 量

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと

保証期間内 無償対応 無償対応

保証期間外 12,000円 ／訪問 6,000円 ／30分

片道30kmを超える場合や船舶、航空機を利用する場合は、別途料金を追加。営業時間外は基本料金+技術料金の25％増、
日曜／祝日は基本料金＋技術料金の50％増。保証期間外の技術料金は、30分を超えると、2，000円／10分を加算。 

基本料金 技術料金 備考

（消費税別）

（消費税別）

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、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、万が一の故障時には、お客様のご要請に応じて修理いたします。パフォーマンス契約期間中は、感光体と現像剤をお貸しします。

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。
★お客様のご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以外に原因があると判明した場合、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。
★トナーはお客様の負担となります。

3.「リモートサービス」を提供いたします。
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。

お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・現像剤・部品などの供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

2.お客様のご要請に応じて、機械の修理または感光体、現像剤、部品などを交換します。
（1）基本料金と技術料金

（2）部品は、交換のつど代金を申し受けます。部品価格につきましては、カスタマーエンジニアにご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと

1.契約時に感光体、現像剤、トナーをお買い上げいただきます。
●感光体、現像剤は、交換のつど代金を申し受けます。　●感光体は、1本使用します。　240，000円／1本（消費税別）
●現像剤は、2袋使用します。　100,000円／1袋（消費税別）　●トナーはお客様のご使用状況に応じお買い上げいただきます。

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、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※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。

このカタログの記載内容は、2011年5月現在のものです。

imagio MP W2400シリーズをご導入いただきますと、より快適にお使いいただくために、以下のような保守サービスをご用意しております。
保守サービスとして、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。

※保守料金の詳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。※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。 

（消費税別）

基本料金（1ヶ月）400カウント分を含む   

401カウントから500カウントまでの使用1カウントにつき

501カウントから600カウントまでの使用1カウントにつき

601カウント以上、使用1カウントにつき

料金 対象品目

4,500円 

9.5円 

9.0円 

8.5円 

imagio MP W2400シリーズの
感光体とその交換部品および
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、営業時間外、遠
距離での対応は別途追加料
金を申し受けます。 

（消費税別）

料金

〈imagio フォルダー FD6500A（オプション）のパフォーマンスチャージ〉

基本料金（1ヵ月） 8，000円 

対象品目

imagio フォルダー FD6500Aの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、営業時間外、遠距離で
の対応は別途追加料金を申し受けます。

請求単位

請求単位（1ヵ月あたり）

※オプションのimagio フォルダー FD6500Aを装着しますと、本体の基本料金に加算されます。

〈imagio MP W2400シリーズのパフォーマンスチャージ〉

保　守　料　金 

※カウンターはサイズ別に出力カウントが進みます（A4/A3/B4は1カウント、A2/B3は2カウント、A1/B2は3カウント、A0/B1は5カウン
ト進みます）。※不定形サイズについては印刷する長さやサイズによって、カウントが進みます。A0サイズ（5カウント）の2倍の長さ
を印刷した場合は、10カウント進みます。

「フルタイムサービス」について

＜メニューと料金＞ ［月額］（消費税別）
対応曜日と時間 料金

4,000円
11,000円
7,000円

11,000円

20,000円

600円

2,000円
3,300円
2,700円

4,100円

11,100円

7,800円

15,000円

4,600円

11,600円

7,600円

11,600円

月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日

月曜日～土曜日

月曜日～土曜日

日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日
月曜日～土曜日
日曜日

17：00～21：00
17：00～翌9：00
  9：00～17：00
17：00～21：00
  9：00～21：00
17：00～翌9：00
  9：00～翌9：00
17：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～19：00
17：00～20：00
  7：00～9：00
  8：00～9：00
17：00～20：00
  8：00～9：00
17：00～20：00
  8：00～20：00
17：00～24：00
17：00～24：00
  9：00～24：00
17：00～21：00
21：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～翌9：00
  9：00～翌9：00（受付のみ）
  9：00～17：00
17：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～翌9：00（受付のみ）
17：00～21：00
  9：00～21：00
21：00～翌9：00（受付のみ）
21：00～翌9：00（受付のみ）

リコーでは、「パフォーマンス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償にてご用意しております。
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※地域によっては、本サービ
スを提供できない場合があり
ます。
＊1 祝祭日・振替休日・年末年
始（12月31日～翌1月3日）は
対応しません。
＊2 祝祭日・振替休日・年末年
始（12月31日～翌1月3日）も
日曜日と同様に対応します。




