
再生という新しい価値を、地球へ。

環境調和型デジタル複合機

静電複写機
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imagio MP 7500RC/MP 6000RCシリーズ商品構成

商品名 コピー ファクス 両面 手差し ネットワーク                   
プリンター

ネットワーク           
スキャナー

ドキュメント       
ボックス IP-ファクス W-NET 

FAX ADF 給紙トレイ                
（4段）

imagio MP 7500RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 7500RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準

エコな複合機から、エコライフを考える。

新しい時代のモノづくりに、製品メーカーが求められること。

それは、すぐれた機能を持つ機器の開発や提供だけにとどまりません。

環境にやさしい原材料や、再生資源の有効な活用などにより、持続可能な資源循環型社会の一翼をになっていく。

私たちリコーも複合機におけるリサイクル事業のパイオニアとして、劇的に変化する地球環境を見すえた商品を世に送り出してきました。

imagio MP 7500RC/MP 6000RCシリーズも、そうした取り組みから誕生した一台。

新製品と同等の品質基準をクリアし、省エネ技術を搭載した再生（リコンディショニング）機が、

オフィスにおけるTCO削減と環境負荷低減を両立します。

より身近なオフィスから、積極的に環境保全に貢献していくこれからのエコライフ。

リコーと一緒に「環境経営」を推進し、未来へ豊かな地球を引き継ぎませんか。

imagio MP 7500RC/MP 6000RCシリーズ 誕生

※写真はimagio MP 7500RC SPに
　オプションのimagio 2000枚フィニッシャー
　SR4000RCを装着したものです。

1

リコーグループが目指す姿を実現するには、私たちだけでなく、社会全体が持続可能な社会に
向かって変化していく必要があります。1994年に制定されたコメットサークルは、持続可能な
社会実現のコンセプトとして、製品メーカー・販売者としてのリコーグループの領域だけでなく、
その上流と下流を含めた製品のライフサイクル全体で環境負荷を減らしていく考え方を表した
ものです。環境負荷に最も大きな影響を及ぼすのは、製品の基本設計を握っている私たち製
品メーカーであることを自覚し、主体となってこのコメットサークルを回しています。

持続可能な社会実現のためのコンセプト「コメットサークルTM」

■コメットサークルの見方
図のそれぞれの球体は、持続可能な社会を構築するためのパートナーです。右上の「原材
料供給者」によって自然環境から取り出された「新規資源」は、上のルートを右から左に流れ
る間に「製品」となってユーザー（お客様）に届けられます。使用済みの製品は、下のルートを
たどって、左から右へと流れます。

詳細は、http://www.ricoh.co.jp/ecology/management/concept.html
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LCA比較結果＜CO2排出量比較＞＊1

imagio MP 7500
（前身機）

imagio 
MP 7500RC

〈imagio MP 7500RCの場合〉 〈imagio MP 6000RCの場合〉

imagio MP 7500
（前身機）

imagio 
MP 7500RC
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製造工程での環境負荷比較＜CO2排出量比較＞＊2

0
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※LCA（Life Cycle Assessment）とは、材料の調達から製造・輸送・使用・回収・再生など、製品のライフサイクル全体の環境負荷を評価することです。　
※前身機は5年、再生機は前身機の5年分を加算し、5年＋5年の10年間を使用期間とし、トータルの使用期間から1年あたりの環境負荷に換算して比較しています。　※CO2排出量はkg以下四捨五入しています。
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製品製造
（再生機）

製品輸送 使用
素材製造

再資源

部品製造 部品輸送
製品回収 再資源

新造機（前身機）の
ライフサイクルフロー

再生機の
ライフサイクルフロー+

製造工程

製造工程

■ライフサイクルフロー図

＊1 LCA比較〈CO2排出量比較〉グラフは、下記ライフサイクルフロー図の全体（素材製造から再資源まで）の環境負荷を比較したものです。　＊2 製造時の環境負荷比較〈CO2排出量比較〉グラフは、下記ライフサイクルフロー図の黄色の部分を比較したものです。

LCA比較結果＜CO2排出量比較＞＊1

imagio MP 6000
（前身機）

imagio 
MP 6000RC

imagio MP 6000
（前身機）

imagio 
MP 6000RC
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製造工程での環境負荷比較＜CO2排出量比較＞＊2
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■「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合
地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネル
ギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的としてい
る国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログ
ラム」の基準に適合しています。

■「エコマーク」の複写機基準に適合
地球資源・環境の保全のため、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・低廃棄物化に取り組んでいます。

■環境宣言プログラム「エコリーフ」認定を取得
エコリーフは、（社）産業環境管理協会が開発したタイプIII環
境ラベルのプログラムです。リコーは自社内でデータ作成から
検証まで行なうことができるシステム認証（複写機およびEP
プリンター事業）を取得しました＊。imagio MP 7500RC/
MP 6000RCシリーズはこのシステム認証制度に基づき情報
を開示しています。
＊［登録番号］imagio MP 7500RC：AA-09-085　imagio MP 6000RC：AA-09-084

■「グリーン購入法」適合商品
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。

■「リコーリサイクルラベル制度」の基準をクリア
リコーの自主基準で、特にリサイクルに配慮した製品に対し
て、このマークを貼付しています。

認定番号：09117018

　

環境性能 独自の省エネ技術やエネルギー消費の削減により、環境負荷を軽減します。

さまざまな環境基準に適合

新造機と再生機の環境負荷比較

鉛はんだ、PVC（ポリ塩化ビニル）、クロメート鋼板などの、環境に影響を与える物質の使用を極力抑えていま
す。　※RoHS指令には適合していません。

有害物質を大幅に削減

リコー独自のHYBRID QSU/ＱＳＵ技術により、ウォームアップタイムは30秒!
省エネ技術「HYBRID QSU/ＱＳＵ」の搭載により、ウォームアップタイムは30秒を達成。復帰時間が断然
早く、高い生産性とオフィスの省エネを同時に実現します。　＊ Quick Start Upの略。　

※imagio MP 7500RCはHYBRID QSU、imagio MP 6000RCはQSUを搭載。

省エネ技術「HYBRID QSU/QSU＊」搭載

先進の技術により、再使用部品の選別、再生、検
査を行ないます。これにより、質量比で平均85％＊

のリユース部品の使用を実現しました。
＊定期交換部品を除く。
※本体標準構成のみ。

リユース部品を平均85％＊（質量比）使用

包装材の環境負荷軽減のために、リユースが可
能な「循環型エコ包装」を使用しています。お客様
先でゴミを排出しない上、省資源に繋がります。

循環型エコ包装で環境負荷削減

エネルギー消費効率は、高水準の117Wh/h
（imagio MP 7500RC）、57Wh/h（imagio 
MP 6000RC）を達成。オフィスの省エネを実現
するとともに、CO2削減にも寄与し、環境負荷を
軽減します。

高水準のエネルギー消費効率を達成 

■HYBRID QSU/ＱＳＵの特徴 ●  超薄肉定着ローラー
　定着熱容量の大幅低減に成功。
●　ツインヒーター制御
　用紙サイズに応じた省電力化と、
　超薄肉ローラーの温度均一化を実現。
　さらに、imagio MP 7500RCには
　サブヒータを搭載。
●　キャパシタ搭載（HYBRID QSU）
　
　
　
●　低融点トナー採用
　定着時に要するエネルギーを低減。

メインヒーター

用紙

AC電源

サブヒーター

キャパシタセル

定着ローラー
加圧ローラー

イメージ図

はHYBRID QSUのみ

imagio MP 7500RCでは、印刷待機時に
使用していた電力の一部を次世代大容量蓄
電デバイスのキャパシタに蓄え有効に活用。

※リコー調べ。（2009年11月現在）

キャパシタ

※イメージ図です。
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コピー機能 大量コピーにも、高速・高画質・高耐久性で応えるコピー機能。

ノンスタックトリプルサイクル方式両面コピーにより、高速両面コピーを実現。さ
らに1パス両面同時読み取り機構の搭載により、両面原稿の表面・裏面を1
スキャンで同時に読み取る
ことが可能。これらの高速
性能により、両面コピーの
更なる高速化が図れます。

1パス両面読み取りドキュメントフィーダー搭載で両面コピーも素早く!

大量コピーや大量印刷時に用紙切れによる用紙補給の手間を軽減するた
めに、タンデム給紙トレイをご用意。標準2,750枚給紙で、最大6,750枚＊の
大量給排紙を実現しました。

大量出力に応える、給紙システム

マシンが稼働中でも、次にコピーをとりたい原稿の予約が可能。予約順に自
動的にコピーを開始します。また、予約の順序入れ替えも可能です。

待たずにコピーを読み取らせる予約コピー（最大8件）

後処理生産性を向上させるフィニッシャー（オプション）

■大型タッチパネルで視認性向上
操作部に8.5インチのWide VGA、38.4万画素の高精細液晶を採用。操
作画面の視認性を大幅に向上させました。

■操作性を高める簡単画面機能
操作パネルに用意された簡単画面ボタンを押すだけで基本機能をシンプルに
まとめた一層見やすい簡単画面に切り替わります。これにより、操作が一層
容易に行なえます。
■アニメーション採用のガイダンス
トナー交換や紙詰まり処理などの際、操作方法をアニメーションによる手順ガ
イドでわかりやすく説明します。

操作性にすぐれたタッチパネル

「美しさ」を追求するために6.8ミクロンの従来機比、約70％の微粒子トナー
を採用。リアル1,200dpiの高画質を実現しました。さらに600dpiモード時
も、文字や図形のギザギザ部分（ジャギー）をよりなめらかに表現するリコー独
自の画像処理技術「ウルトラスムージングテクノロジー」により、2,400dpi相
当×600dpiでの高画質を実現します。

リアル1,200dpiの高画質

●出力中に用紙補給ができるオートタンデムトレイ●スムースに引き出せる給紙トレイ
●回転コピー /回転縮小・拡大コピー●任意印字/スタンプ機能　など

その他の多彩な機能

表面読み取り位置

裏面読み取り位置

1,200dpi

給紙 最大6,750枚＊

550枚
550枚

500枚500枚
550枚

100枚

4,000枚

※写真は本体にリコー PPCトレイ RT39を装着したものです。
＊リコー PPCトレイ RT39装着、A4ヨコセット時。

※画面はハメ込み合成です。

前のジョブ

前のジョブ

次のジョブ

次のジョブ

次のジョブ

次のジョブ

●従来のコピー

●予約コピー（マルチジョブ）

前のジョブが
終わるのを待って
原稿セット 前のジョブが

終わるのを待って
原稿セット

時間の短縮

自席に戻って別の仕事ができる

原稿
読み取り

原稿
読み取り

原稿
読み取り

コピー稼働中

原稿
読み取り コピー稼働中

原稿
読み取り コピー稼働中

原稿
読み取り コピー稼働中

コピー稼働中

コピー稼働中

アニメーション

■imagio 2000枚フィニッシャー ＳＲ4000RC
50枚ステープル、中綴じをはじ
め丁合、仕分け、パンチ穴開け
まで自動化。さらにオプションで
紙揃えが可能。

■imagio フィニッシャー SR40RC
50枚ステープルをはじめ丁合、
仕分け、パンチ穴開けまで自動
化。さらにオプションで紙揃え
が可能。

用紙セットヨコの場合

用紙セットタテの場合

マルチポジションステープル

マルチポジションステープル

パンチ穴

パンチ穴

中綴じ
1 3 5

7

※紙揃え機能はimagio 紙揃えユニットタイプ N14の装着時に有効です。

用紙セットヨコの場合

用紙セットタテの場合

マルチポジションステープル

マルチポジションステープル

パンチ穴

パンチ穴

※紙揃え機能はimagio 紙揃えユニットタイプ N14の装着時に有効です。

片面コピー 両面コピー
imagio MP 7500RCシリーズ 75枚/分 75ページ/分
imagio MP 6000RCシリーズ 60枚/分 60ページ/分

※A4ヨコ。第1給紙トレイ使用時。
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社内（LAN）

社外（インターネット）社外（公衆回線）

imagio 
MP 7500RC/
MP 6000RC

W-NET FAX

PC FAXドライバーで送信

スキャン to E-Mail

IP-ファクス IP-ファクス

W-NET FAXダイレクト
SMTP

IP-ファクスIP-ファクス

紙文書を送信

スキャン to E-MailW-NET FAXPC FAXG3 FAX

Internet公衆回線ファクス ファクス

メールサーバー

クライアントPC
PC FAX

W-NET FAX

社内（メール）
クライアントPCクライアントPC

クライアントPC

■お客様の環境に合わせた通信手段が選択できます。

ファクス機能 通信コストを削減し、紙のムダも抑えるファクス機能。

IP-ファクスは、メールサーバーを必要とせず、機器と機器を直接結びリアルタ
イム通信を行ないますので、通信結果がその場で確認でき、確実な通信が
可能です。また、IP-ファクス（ITU-T T.38勧告準拠）は、ゲートウェイやゲート
キーパーなどのIP電話システムとの親和性も高く、音声とファクスをIPネット
ワークで統合することも可能です。
※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。　※SIP.JT-H.323 対応 
※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたは、imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1とimagio FAXユニット 

タイプ1RC装着時に利用可能です。

●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電話と親和性の高いIP-ファクス（ITU-T T.38勧告準拠）送信

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」などのファクスセ
キュリティ機能を搭載し、ファクスのセキュリティに関するガイドラインである
FASEC 1に適合。
※FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドライ

　ンの呼称です。FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

安心のファクスセキュリティ（FASEC 1に適合）送信

受信したファクスを紙出力せず、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 Navigator Lt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 Navigator 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。
※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1とimagio FAX
　ユニット タイプ1RC装着時に利用可能です。
※ドキュメントボックスからの引き取りは、時間がかかる場合があります。

　　サーバー不要のペーパーレスファクス受信受信

電話回線ではなくEメールの仕組みを利用した通信ができるW-NET FAX機
能。W-NET FAXで送信すれば、従来のファクス送信に比べ大幅なコストダ
ウンで送受信が可能＊です。Eメールなら、相手先に一斉に発信できるので、
送信時間の短縮が図れます。
＊ ADSL等の通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の場合。
※EメールサーバーなどEメールを利用可能な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
　ファクス機能です（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。 
※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・
　スキャナーユニット タイプ1とimagio FAXユニット タイプ1RC装着時に利用可
　能です。

　　手軽に使えるW-NET FAX（ITU-T T.37勧告準拠）送信

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することもできます。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
も可能です。
＊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。
※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。IP-ファクス・メール・フォルダーへの転送はimagio 
MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1とimagio FAXユニット タ
イプ1RC装着時に利用可能です。 ※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。

　　受信ファクスの転送機能受信

［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●両面印刷●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　［その他の便利機能］●回転送信●メモリー送信●時刻指定送信●封筒受信●定型文印字●送信者名印字●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●Fコード中継ボックス●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●G4発信元情報＊2●G4サブアドレス＊2●UUI＊2●CIL印字＊2●TID印字＊2●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＊3●利用者制限●全文書転送●同報送信標準500宛先　
＊1 FAXメモリー タイプN2が必要です。　＊2 G4 FAXユニット タイプ1が必要です。　＊3 標準100件。

充実のファクス基本機能

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できますので作業効率のアップと
レスペーパー化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。
※Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008対応。　※imagio MP 7500RC SP/
imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1とimagio FAXユニット タイプ1RC装着時に
利用可能です。

　　プリントアウト不要のPC FAX送信

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なえます。宛先表登
録標準2,000件＊1、1グループに登録できる宛先数最大500件＊2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＊3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なえるので、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 FAXユニット装着時。　＊2 グループ登録：最大100グループ。　
＊3 G3ユニット装着時/G3ユニット・G4ユニット装着時。

　　最大3回線のマルチポート対応 Super G3 FAX送信

受信ファクス

Webブラウザで受信文書の
確認・引き取り

Ridoc Desk Navigator Ltで
受信文書の確認・引き取り

Ridoc Desk Navigator Lt Web Image Monitor

フォルダー

メール

ファクス 公衆回線

HDD

●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320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2,240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。 

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。
※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1とimagio FAX
　ユニット タイプ1RC装着時に利用可能です。

　　メールサーバー不要なメール型ファクス、ダイレクトSMTP送信

1
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スキャナー機能 「紙文書の電子化」を加速させる、高度なスキャニングシステム。

両面原稿も一度に読み取ることのできる1パス両面読み取りドキュメントフィーダー
を採用し、高速読み取りを実現。大量文書の電子化をスピーディに行なえます。
●100枚積載&大量原稿モードにより、最大2,000ページの原稿を一括スキャン。　●大容量80GBの
ハードディスクを標準装備。　●ドキュメントボックスに最大3,000文書、10,000ページの大量原稿を蓄積。

1パス両面同時読み取りの高速スキャン

申請書など複数枚綴りの定型書類を大量にスキャニングする場合、今までは書類
ごとに手で分けてスキャニングしていましたが、
imagio MP 7500RC/MP 6000RCシリーズ
では、書類をまとめて自動原稿送りにセットして
定型書類の枚数を設定するだけ。自動的に枚
数ごとに分割して電子化できます。

便利な分割枚数指定機能

スキャンした文書はネットワーク上のWindows®共有フォルダーにダイレクトに
送信できます。FTPサーバーへの送信も可能。また、同一原稿を一度の操作
で共有フォルダーとメールへ送信することもできるので、相手先に伝えた情報
を控えとして共有フォルダーに保存が可能です。

手軽に紙文書を電子化できる「スキャン to フォルダー」

紙文書をファクス感覚でEメール送信＊することが可能。スキャンした画像は
PDFまたはマルチページTIFFのファイルフォーマットで送信できます。ファクス
送信の代わりにEメール送信にすることで、通信費の大幅削減も実現します。
＊ Eメールできる環境が別途必要になります。

紙文書を電子化してメール送信できる「スキャン to E-Mail」

●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 7500RC/MP 6000RC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。 
※対応アプリケーションについては、販売担当者にご確認ください。

Embedded Software Architecture（別売）

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）

最大3,000文書、10,000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。オフィスのさまざ
まな紙文書を簡単操作で電子化して、貴重な情報
を共有することができます。また、蓄積された文書を
サムネール表示する機能を新たに装備。これによ
り蓄積文書の検索や選択が快適に実行できるだ
けでなく、ファイル名だけではわかりづらいデータも
効率よく再印刷することが可能になりました。
※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すること、また「自動
消去しない」に設定することもできます。

■Web Image Monitor
パソコンに専用ソフトをインストールしなくても、機
器の状態管理やジョブ履歴の確認、蓄積文書の
確認・印刷・引き取りが可能。蓄積文書は見やす
いサムネール形式で表示され、PDF、TIFF形式
でパソコンへダウンロードができます。
※推奨Webブラウザ ：Internet Explorer 5.5以降/Netscape6.2以降（Windows®）/
Netscape6.2以降（Macintosh®）/Safari 1.0以降（Mac OS X v10.4.1の場合、
Safari 2.0は除く）　※機能により、選択可能なデータ形式が異なります。　※スキャ
ナーとファクス機能で蓄積した文書のみダウンロード可能です。

■Ridoc Desk Navigator Lt
●蓄積したデータは、ドラッグ&ドロップで自分のパソコン
　に取り込めます。
●紙文書と電子文書をまとめてサムネール表示。マウス
　操作により紙文書も電子文書も簡単に結合できます。
●異なるアプリケーションデータもまとめてステープル印
　刷やソート印刷が可能です。
●文書編集後、メールでの送信もRidoc Desk Navigator 
　Ltの画面から実行できます。

サムネール表示対応の大容量ドキュメントボックス 電子化した紙文書を簡単管理

Webブラウザで
蓄積文書の確認・引き取り

Web Image Monitor

Ridoc Desk Navigator Ltで
蓄積文書の確認・引き取り

Ridoc Desk Navigator Lt
HDD

イントラネット

インターネット

Eメールでパソコンへ
Eメールで
パソコンへ

LAN

FTPサーバーファイルサーバークライアントPC
社内 社外

〈スキャン to フォルダー〉 〈スキャン to E-Mail〉

片面 両面
imagio MP 7500RCシリーズ 75枚/分 75ページ/分
imagio MP 6000RCシリーズ 75枚/分 75ページ/分

※A4ヨコ、200dpi文字モード。原稿サイズ混載時を除く。

Ridoc Smart Navigator
Web 文書管理システム

Ridoc GlobalScan Version1
ドキュメント配信システム

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。Webブラウザで文書管
理機能（検索、閲覧、通知など）をご利用いただけます。

スキャナーデータや FAX文書を、簡単操作で指定の場所に配信可能
です。ネットワークでのドキュメント活用を促進し、オフィスのペー
パーレス化をサポートします。

「Ridoc GlobalScan」で電子化した文書データを「Ridoc Smart 
Navigator」へ配信することで情報をいっそう多彩に活用可能。
例えば、「Ridoc GlobalScan」をインストールした imagioシリー
ズの操作パネルで入力した文書情報（お客様名、営業担当者、見積
書 No.）を文書管理システムの文書タイプ、文書情報に反映させ
ることもできます。また、サムネール表示、高度なアクセス権設定、
全文検索などのさまざまな文書管理機能もご利用いただけます。

Ridoc Smart Navigator

Ridoc 
GlobalScan

アクセス
管理

通知
検索
審査
承認

※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、販売担当者にご確認ください。
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プリンター機能 大量プリントを、高速かつ高効率に処理するプリンター機能。

セキュリティ機能 情報資産を強固にガードする、新発想のセキュリティ機能。

プリントアウトする際に、全体にマスクパターンを埋め込んで出力できます。プ
リントアウトされた原稿をコピーした場合、「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 MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1装着時に利用可能です。

不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載＊

通信経路を暗号化することにより、IPP印刷時やWeb Image Monitorによるア
クセス時に、パソコンからimagio MP 7500RC/imagio MP 6000RCまでの
通信経路で外部からの不正アクセスによる情報の盗み見を防ぎます。またRidoc 
IO Adminからの機器管理の際の通信データを暗号化することも可能です。
※IPP印刷およびWeb Image Monitorの通信の暗号化にはSSLを利用します。
※Ridoc IO Adminの通信の暗号化にはSNMP V3を利用します。

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）

さらに、きめ細かなセキュリティ機能を満載

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

コピー、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
行なうことができます。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

非接触ICカード｢FeliCa｣ ｢MIFARE｣ ｢eLWISE｣を用いた個人認証により、
機器の利用制限やオンデマンド印刷を実
現し、印刷物の取り間違えや取り忘れに
よる紙文書からの情報漏えいを抑止する
ことが可能。機器の使用状況や環境に応
じて、システム構成を柔軟に拡張すること
も可能です。

リコー 個人認証システム AE（オプション）

複合機・レーザープリンター共通で利用できる
プリンタードライバーです。複数機種混在環境
でも、同じドライバーで運用ができ便利です。
画面もシンプルで使いやすく、非常に軽いた
めシンクライアント環境でもストレスの無いパ
フォーマンスを実現しています。
※機種固有RPCSドライバーとの機能差異については、販売担当者にご確認ください。　※主な機能、対応機種につきま
してはリコーホームページをご覧ください。　※RPCS Basicドライバーはホームページでの提供となります。

便利な機種共通 RPCS Basicドライバーに対応
パソコンで作成した文書をimagio本体のハードディスクに蓄積可能。保留印刷機能で
は、印刷指示後、imagioの前で自分のデータを指定して出力できます。そのため出力物の
まぎれ込みを防ぐことが可能です。保存印刷機能では、後処理も含めた印刷ジョブを保存
しておくことで、フィニッシャーを活用した冊子の再印刷などを手軽に行なうことができます。

便利な保留印刷/保存印刷機能

最先端のTCP/IP IPv6にいち早く対応し、プリンター機能においてIPv6 Ready 
Logoを取得したRicoh LPUX IPv6 Stack Version 1.0を搭載しています。

IPv6に対応

高機能を簡単に使いこなしていただけるよう
に、先進のアプライアンスドライバーをご用意
しました。よく使う設定を登録しておくことでア
イコンをクリックするだけで設定を呼び出せる

「ワンクリック設定」も利用できます。

使いやすいアプライアンスドライバー

※牽制文字はあらかじめドライバーで設定することで浮き上がります。 ※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、スキャン、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。

出力原本 牽制文字

②出力 ③出力原本をコピー①「不正コピーガード
　機能」をONにして
　プリントアウト

4ビームレーザーによるハイスピード印刷を実現。さらに両面印刷もノンスタッ
クトリプルサイクル方式により、片面印刷同等のスピードを実現します。

連続印刷スピード

片面印刷 両面印刷
imagio MP 7500RCシリーズ 75枚/分 75ページ/分
imagio MP 6000RCシリーズ 60枚/分 60ページ/分

※A4ヨコ。第1給紙トレイ使用時。

出力＆機器管理のためのユーティリティー

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
策を同時に実現し、効率的なIT管理業務をサポートするソフトウェアです。
●コピー/プリンターの出力ログを収集して管理します。
●ユーザーごとの出力実態を確認、上限設定も可能です。
●情報の集計･分析結果をわかりやすいグラフビューで参照できます。
●プリンタードライバーの配布業務の負荷を軽減できます。

Ridoc IO OperationServer Pro

デバイスライセンス 10 台分付属

標準価格 198,000 円（消費税別）

Ridoc IO OperationServer Pro（別売）

グラフビュー画面



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。

0911S – 1206<34211529>6/1このカタログの記載内容は、2012年6月現在のものです。

imagio MP 7500RC/MP 6000RC シリーズの主な仕様

imagio MP 7500RCシリーズ imagio MP 6000RCシリーズ
型 式 コンソール式
C P U Celeron LV866MHz
メ モ リ ー imagio MP 7500RC：256MB、MP 7500RC SP：512MB imagio MP 6000RC：256MB、MP 6000RC SP：512MB
H D D 容 量 80GB
カ ラ ー 対 応  ー
原 稿 台 方 式 固定式
感 光 体 種 類 ＯＰＣドラム
複 写 方 式 乾式静電転写方式
現 像 方 式 乾式２成分磁気ブラシ1段スリーブ現像方式
定 着 方 式 熱ローラ加圧方式
複 写 原 稿 最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物
複 写 サ イ ズ 定形：A3タテ、A4、A5、B4タテ、B5、ハガキ、レター、リーガル、ダブルレター

不定形：100㎜×140㎜〜 305㎜×457.2㎜
画像欠け幅 先端4±2㎜以下、後端2±2㎜以上、左端2±1.5㎜、右端0.5㎜以上

用 紙 紙 厚 給紙トレイ：52.3 〜 127.9g/㎡（45 〜 110㎏）　手差し給紙：52.3 〜 157g/㎡（45 〜 135㎏）
両面時：64 〜 127.9g/㎡（55 〜 110㎏）

解 像 度 読取時：600dpi　書込時：1,200dpi
階 調 256階調
ウォームアップタイム 30秒以内（温度20℃）
ファーストコピータイム 3.5秒（A4ヨコ、第1給紙、フェイスアップ出力） 4.2秒（A4ヨコ、第1給紙、フェイスアップ出力）
連続複写速度（毎分） 75枚/A4ヨコ、36枚/A3、46枚/B4、80枚/B5 60枚/A4ヨコ、32枚/A3、36枚/B4、65枚/B5
複 写 倍 率 固 定 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25

倍率誤差　等倍：縦±1.0％以下、横±0.5％以下　変倍：縦横±1.0％以下
ズ ー ム 25 〜 400％（1％単位の任意設定）

給紙方式＊1 標 準 1,000枚（タンデム）×1段＋550枚×3段＋100枚（手差し）
オプション リコー PPCトレイ RT39：4,000枚

連 続 複 写 枚 数 1 〜 999枚
電 源 100V、15A、50/60Hｚ
最 大 消 費 電 力 1.5kＷ以下
エネル ギ ー 消 費 効 率 117Wh/h 57Wh/h
大 きさ（ 幅×奥×高 ） 690×790×1,165㎜＊2

機械占有寸法（幅×奥） 1,175×790㎜＊3

質 量 216㎏ 208㎏ 
＊1 リコピー PPC用紙 タイプ6200の時。　＊2 自動原稿送り装置含む。　＊3 排紙トレイ、手差しトレイ開放時。

基本仕様/コピー機能

形 式 内蔵型
C P U 基本仕様に準ずる
メ モ リ ー 基本仕様に準ずる
H D D 容 量 基本仕様に準ずる
プ リ ン ト サ イ ズ 定形：基本仕様に準ずる、不定形：最大305㎜×600㎜（手差し）
連続プリント速度（毎分） 連続複写速度と同じ
解 像 度 1,200dpi×1,200dpi （2,400dpi相当×600dpi）
ページ記述言語 標 準 RPCS/RPDL

オプション PostScript3
エミュレーション オプション R55（IBM5577-F01/F02）、RTIFF 、PDF Direct
インターフェース 標 準 イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0＊1

オプション 1000BASE-T
対応プロトコル 標 準 TCP/IP（IPv4/IPv6＊2）､IPP、IPX/SPX、SMB

オプション EtherTalk
対 応 OS 標 準 Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008

オプション Mac OS 8.6以上、Mac OS X 10.1以降＊3

内蔵フォント
標 準

明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックＢプロポーショナル
AR-RICOH（Normal、Bold、Italic、Bold-Italic）　CN-RICOH（Normal、Bold、Italic、Bold-Italic）
TN-RICOH（Normal、Bold、Italic、Bold-Italic）　CE-RICOH、SM-RICOH、WD-RICOH 

オプション リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、欧文136書体（PostScript3使用時）
変 倍 率 20 〜 300%（RPCS時） 

＊1 Mac OSでは、Mac OS X 10.3.3以上が必要。USBインターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。
＊2 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。　
＊3 Mac OS X 10.6以上の対応は販売担当者にご確認ください。
※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1装着時に利用可能です。

プリンター機能

走 査 方 式 平面走査（シート原稿、ブック原稿両面用）
C P U 基本仕様に準ずる
メ モ リ ー 4MB（オプション装着時：最大28MB）＊1

H D D 容 量 基本仕様に準ずる
適 用 回 線 アナログ：加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX）、Fネット（G3サービス）

デジタル＊2：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）
走 査 線 密 度 G3：8×3.85本/mm（ふつう字）、8×7.7本/mm（小さな字）、8×15.4本/mm＊1、16×15.4本/mm＊1（微細字）

G4＊2：200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、400×400dpi（微細字）＊1

通 信 速 度 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＊2：64Kbps/56Kbps（自動速度整合）

符 号 化 方 式 MH、MR、MMR、JBIG
通 信 モ ー ド G3、G4＊2

読 取 原 稿 サ イ ズ 定形：最大 A3タテ 幅297mm×長さ420mm　不定形：最大 幅297mm、長さ1,200mm
記 録 紙 サ イ ズ A3､A4､A5､B4､B5､レター､リーガル
電 送 時 間 G3：約3秒（JBIG通信時：2秒台）＊3　G4＊2：約3秒＊3

＊1 imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。 ＊2 imagio G4FAXユニット タイプ1装着時。　＊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。
※imagio FAXユニット タイプ1RC装着時に利用可能です。　※識別番号：000080ACD05

ファクス機能

適 用 回 線 標準：イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）
伝 送 制 御 手 順 送信：SMTP手順、TCP/IP通信　受信：POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP通信
通 信 モ ー ド シンプルモード、フルモード
送 信 原 稿 サ イ ズ 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）

走 査 線 密 度 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 送 信 機 能 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。
メ ー ル 受 信 機 能 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。

＊1 imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。　＊2 フルモード時。
※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1とimagio FAXユニッ
　ト タイプ1RC装着時に利用可能です。

W-NET FAX機能

イ ン タ ー フ ェ ー ス 標準：イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）
対 応 プ ロ ト コ ル SIP、JT-H323V2
伝 送 制 御 手 順 TTC標準 JT-T38手順、JT-H323手順、SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP/IP通信
送 信 原 稿 サ イ ズ 最大A3または11×17"
走 査 線 密 度 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- ファクス送 信 機 能 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。

IP- ファクス受 信 機 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。VoIP
ゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。

＊ imagio FAXメモリー タイプN2が必要です。
※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1とimagio FAXユニッ
　ト タイプ1RC装着時に利用可能です。

IP-ファクス機能

形 式 モノクロイメージスキャナー
C P U 基本仕様に準ずる
メ モ リ ー 基本仕様に準ずる
H D D 容 量 基本仕様に準ずる
最 大 原 稿 読 取サイズ 基本仕様に準ずる
読 み 取 り 速 度 75ページ/分
階 調 モノクロ2値、モノクロハーフトーン、グレースケール
インターフェース 標 準 イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）

オプション イーサネット（1000BASE-T）
メ ー ル 送 信 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
フ ァ イ ル 送 信 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
ネットワーク TWAIN スキャナー 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（IPv4）
対応OS：Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、Windows Server® 2003/2008

※imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SPまたはimagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1装着時に利用可能です。

スキャナー機能

本体標準価格
imagio MP 7500RC オープン価格　搬入設置指導料 40,000円  （消費税別）

imagio MP 7500RC SP オープン価格　搬入設置指導料 45,000円＊  （消費税別）

imagio MP 6000RC オープン価格　搬入設置指導料 40,000円  （消費税別）

imagio MP 6000RC SP オープン価格　搬入設置指導料 45,000円＊  （消費税別）

本体標準価格には、感光体、現像剤および排紙トレイは含まれません。
※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。
＊ 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。
※他機種でご使用されていた共通オプションは、本機に装着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。
※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 
Navigator St/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。※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、リサイクルパーツを使用および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、
Windows Vista、Windows Server、PowerPointは、米国Microsoft corporationの米国およびその他の国における商標
または登録商標です。※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、Apple Inc.の商標です。※UNIXは米国およびその他の国におけるThe Open Groupの登録商標で
す。※インテル、Intel、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標
または登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※MIFAREはNXP.B.V.の登録商標です。※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。

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。

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

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

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

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

050-3786-3999お客様相談センター
●受付時間：平日（月～金）９時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊050ビジネスダイヤルは、
一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368
をご利用ください。 ＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せな
い電話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容
は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサー
ビス内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/



モデル別価格一覧
（消費税別） （消費税別）

（消費税別） （消費税別）

imagio MP 7500RC
＜品種コード＞312142

imagio MP 7500RC

搬入設置指導料

オープン価格

40,000円

imagio MP 6000RC
＜品種コード＞312144

imagio MP 6000RC

搬入設置指導料

オープン価格

40,000円

imagio MP 7500RC SP
＜品種コード＞312143

imagio MP 7500RC SP

搬入設置指導料

オープン価格

45,000円＊

imagio MP 6000RC SP
＜品種コード＞312145

imagio MP 6000RC SP

搬入設置指導料

オープン価格

45,000円＊

＊ 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およびユーザー認証機能の設置指導料は含まれておりません。 ※E-Mailのあて先登録は、設置指導料に含まれておりません。別料金となります。  ※排紙トレイは含まれておりません。
※本体標準価格には、感光体および現像剤は含まれておりません。

〈機種モデル別　基本構成〉

商品名 コピー ファクス 両面 手差し ネットワーク                   
プリンター

ネットワーク           
スキャナー

ドキュメント       
ボックス IP-ファクス W-NET 

FAX ADF 給紙トレイ                
（4段）

imagio MP 7500RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 7500RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準

 〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉 
ドライバー＆ユーティリティーCD-ROM ・RPCSドライバー　・Ridoc Desk Navigator Lt　・Ridoc IO Admin　・PS3ドライバー＊　・RPDLドライバー　・日本語TrueTypeフォント20書体　

・PC FAX ドライバー　・宛先編集ツール　・PC FAX 送付状エディター　・TWAINドライバー　・使用説明書（PDF版、HTML版）
＊出力にはimagio マルチエミュレーションカード タイプ1が必要です。

 〈商品関連ソフト設置指導料〉 （消費税別）

商品名
設置指導料

内容
A料金 B料金

Ridoc Desk Navigator Lt 9,400円 4,700円 PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。
ネットワークTWAINドライバー 11,000円 6,300円 PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SP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〉 （消費税別）

ユーザー認証設定料
設置指導料 主な設定内容

A料金 B料金 ・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28,300円 23,600円

※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ご確認ください。
※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。

おすすめモデル価格
imagio MP 7500RCシリーズ imagio MP 6000RCシリーズ

【スライドソートモデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 7500RC オープン 40,000円
imagio スライドソートトレイ タイプN4 85,000円   1,600円
組み合わせ価格 オープン 41,600円

【基本モデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 6000RC オープン 40,000円
リコーPPC排紙トレイ タイプN14 10,000円 −
組み合わせ価格 オープン 40,000円

【大量給紙モデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 7500RC SP オープン 45,000円
imagio FAXユニット タイプ1RC オープン 12,700円
imagio 2000枚フィニッシャー SR4000RC オープン   1,600円
リコーPPCトレイ RT39 260,000円   1,600円
組み合わせ価格 オープン 60,900円

【フィニッシャーモデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 6000RC SP オープン 45,000円
imagio FAXユニット タイプ1RC オープン 12,700円
imagio フィニッシャー SR40RC オープン   1,600円
組み合わせ価格 オープン 59,300円

保　守　料　金

※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。

（消費税別）

このカタログの記載内容は、2012年6月現在のものです。

imagio MP 7500RC/MP 6000RC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。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと
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、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。
②パフォーマンス契約期間中、感光体、現像剤をお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。　imagio Ｐトナー タイプ7

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。

＜imagio MP 7500RCシリーズのパフォーマンスチャージ＞　　　　　　　　　　　 （消費税別）

請求単位（1カ月当たり） 料金 備考
基本料金（3,000カウント分を含みます） 24,300円 サービス実施店の営業時間外、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。
ただし、営業時間外の保守は、右記｢フルタイム
サービス｣をご用意させていただいております。

3,001カウントから12,000カウントまでの使用1カウントにつき 6.1円
12,001カウント以上、使用1カウントにつき 4.6円

※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。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。詳しくは販売担当者にご確認ください。

＜imagio MP 6000RCシリーズのパフォーマンスチャージ＞　　　　　　　　　　　 （消費税別）

請求単位（1カ月当たり） 料金 備考
基本料金（2,000カウント分を含みます） 17,200円 サービス実施店の営業時間外、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。
ただし、営業時間外の保守は、右記｢フルタイム
サービス｣をご用意させていただいております。

2,001カウントから8,000カウントまでの使用1カウントにつき 6.1円
8,001カウント以上、使用1カウントにつき 5.1円

※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。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。詳しくは販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと
　お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・現像剤・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

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。 
感光体は、交換のつど代金を申し受けます。
感光体価格‥‥150,000 円／１本（消費税別）
現像剤価格‥‥76,000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。 
トナー価格（imagio MP スポットトナー 7500）‥‥25,800 円／１本（消費税別）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（消費税別） 

基本料金 技術料金 備考

保証期間内 無償対応 無償対応 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。保証期間外 12,000円/訪問 6,000円/30分

（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。

※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ご確認ください。 ※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。

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、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して
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、販売担当者にご確認ください。

消耗品価格
 〈消耗品〉 2009年11月現在（消費税別）

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格
品種コード

T目 Y目

上
質
紙

リコピーＰＰＣ用紙
タイプ6200

Ａ3 1ケース （250×5パック） 5,750円 4.60円 63-7843 63-7813

Ａ4 1ケース （250×10パック） 5,750円 2.30円 63-7814 63-7844

Ａ5 1ケース （250×10パック） 3,600円 1.44円 − 63-7815

　Ａ6＊1 1ケース （250×10パック） 2,350円 0.94円 63-7816 −

Ｂ4 1ケース （250×10パック） 8,650円 3.46円 63-7847 63-7824

Ｂ5 1ケース （250×10パック） 4,350円 1.74円 63-7825 63-7848

　Ｂ6＊1 1ケース （250×10パック） 2,750円 1.10円 − 63-7826

レター 1ケース （250×10パック） 6,350円 2.54円 63-7851 −

リーガル 1ケース （250×10パック） 8,800円 3.52円 − 63-7852

乾式ＰＰＣ用紙マイペーパー

Ａ3 1ケース （500×3パック） 8,626円 5.75円 90-1300 −

Ａ4 1ケース （500×5パック） 7,188円 2.88円 90-1301 −

Ｂ4 1ケース （500×5パック） 10,813円 4.33円 90-1302 −

Ｂ5 1ケース （500×5パック） 5,438円 2.18円 90-1304 −

レター 1ケース （500×5パック） 6,325円 2.53円 90-1315 −

リーガル 1ケース （500×5パック） 8,800円 3.52円 90-1316 −

Ａ4・2穴 1ケース （500×5パック） 6,875円 2.75円 90-1317 −

再
生
紙

マイリサイクルペーパー100

Ａ3 1ケース （500×3パック） オープン価格＊2 − 90-0381 −

Ａ4 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0382 −

Ｂ4 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0383 −

Ｂ5 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0384 −

Ａ5 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − − 90-0380

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リコピーＰＰＣ用紙
タイプＴＡ（第2原図）＊1

Ａ3 1ケース （200×5パック） 19,600円 19.60円 63-0715 63-0713

Ａ4 1ケース （200×10パック） 19,600円 9.80円 63-0714 −

リコピーＰＰＣ用紙
タイプＳＡ　（ハクリ紙）　20面＊1

Ａ4 1パック （100枚入り） 4,600円 46.00円 63-2314 −

Ｂ4 1パック （100枚入り） 5,800円 58.00円 63-2324 −

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･通常用＊1 Ａ4 1パック （100枚入り） 1,100円 11.00円 63-0576 −

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･往復用＊1 Ａ4 1パック （100枚入り） 1,300円 13.00円 63-0577 −

リコーPPCステープラー針 タイプK＊3 5000針 1箱（5000針×3） 4,800円 0.32円 31-7284 −

リコーPPCステープラー針 タイプL＊4 2000針 1箱（2000針×4） 3,200円 0.40円 31-7412 −

リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ2＊5 1個 1個（5000針セット済） 2,400円   −     31-7283 −

リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ3＊6 1個 1個（2000針セット済） 2,400円   −     31-7413 −

リコーPPC修正液 タイプＡ 12ml 1本 500円   −     63-7690 −

＊1 手差しでご使用ください。
＊2 価格につきましては販売担当者にご確認ください。
＊3 SR4000RC/SR40RC用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。
＊4 SR4000RC中綴じ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。
＊5 SR4000RC/SR40RC用の予備のカートリッジです。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。
＊6 SR4000RC中綴じ用の予備のカートリッジです。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。
※157g/㎡（135㎏）以上の用紙をご使用の際は用紙搬送方向に対し、すき目方向が直角になるように用紙をセットしてください。

 「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を有償にてご用意しております。

＜メニューと料金＞ ［月額/消費税別］
対応曜日と時間 料金

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1 1,200円
月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 3,600円
日曜日 9:00〜17:00 ＊2 2,400円
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00
21:00 ＊2 3,600円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00
翌9:00 ＊2 6,000円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ） ＊2 600円

月曜日〜土曜日 17:00〜19:00 ＊1 600円
月曜日〜土曜日 17:00〜20:00 ＊1 1,000円
月曜日〜土曜日 7:00〜9:00 ＊1 900円

月曜日〜土曜日 8：00〜
17:00〜

9：00
20:00 ＊1 1,300円

月曜日〜土曜日

日曜日

8:00〜
17：00〜
8:00〜

9:00
20：00
20:00

＊2 3,700円

月曜日〜土曜日 17:00〜24:00 ＊1 2,400円
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

24:00
24:00 ＊2 4,800円

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1
1,800円月曜日〜土曜日

日曜日
21:00〜
9:00〜

翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ） ＊2

月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 4,200円日曜日 9:00〜翌9:00（受付のみ） ＊2
日曜日
月曜日〜土曜日
日曜日

9:00〜
17:00〜
17:00〜

17:00
翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ）

＊2 3,000円

月曜日〜土曜日
日曜日
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00〜
21:00〜

21:00
21:00
翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ）

＊2 4,200円

※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致しま
す。

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



〈内部ユニット〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1 315875 200,000円 18,100円 13,400円 プリンター、スキャナー機能を利用可能にするユニットです。
100BASE-TX、10BASE-T対応ネットワークボード、USB2.0は本体に標準装備。

imagio FAXユニット タイプ1RC＊ 315345 オープン価格 17,400円 12,700円 スーパーG3対応FAX機能を利用可能にするユニットです。

imagio 増設G3ユニット タイプ1 315882 120,000円 11,900円 7,200円
FAX ユニット タイプ1RCに増設するスーパーG3 対応のFAX ユニットです。
最大2個増設で、スーパーG3×3 回線が可能です。
G4 FAXユニット装着時は、1個増設のスーパーG3×2、G4×1の3回線となります。

imagio G4FAXユニット タイプ1 315883 150,000円 14,100円 9,400円
FAX ユニット タイプ1RCに増設するG4 対応のFAX ユニットです。
最大1個増設で、スーパーG3×1、G4×1の2回線です。
増設G3 ユニット装着時は、スーパーG3×2、G4×1の3回線が可能です。

＊ ファクス宛先表の登録は設置指導料に含まれません。
※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料は含まれておりません。　
※E-Mailのあて先登録は、設置指導料に含まれておりません。別料金となります。　
※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。　
※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。

〈プリンター接続オプション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio エミュレーションカード タイプ1＊ 315876 30,000円 6,300円 1,600円 R55（IBM5577）、RTIFFによる出力が可能。
imagio マルチエミュレーションカード タイプ1＊ 315877 250,000円 6,300円 1,600円 Adobe社のPostScript®3、R55（IBM5577）、RTIFFによる出力が可能。

＊ imaｇioエミュレーションカード タイプ1とimaｇioマルチエミュレーションカード タイプ1の同時装着はできません。
※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。

 〈内部オプション〉 （消費税別）

対象機能
商　品　名 品種コード 標準価格

設置調整料
内　容

コピー ファクス プリンター スキャナー A料金 B料金IPファクス W-NET FAX

○ ○ ○ imagio ＦＡＸメモリー タイプN2 317319 80,000円 5,500円 800円
ファクスのSAFメモリーを２8ＭＢに拡張。（Ａ４標準原稿約
2,240枚蓄積）ファクス４００dpi用メモリー。「微細字」
での送受信が可能。

○ ○ ○ ○ imagio GigaBitイーサネットボード タイプ1 315880 40,000円 6,300円 1,600円
1000BASE-T規格に準拠したインターフェースボード。
本オプション装着時は、標準のネットワークポートを同時に
ご使用になれません。

○ ○ ○ ○ ○ ○ imagio セキュリティカード タイプD 317570 40,000円 7,900円 3,200円 HDD残存データを上書き消去するカード。

○ imagio Webアクセスカード タイプ1 315854 98,000円 6,300円 1,600円
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。

○ imagio USBホストタイプ1 315851 20,000円 6,300円 1,600円 リコー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。

※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。

〈インターフェースケーブル〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 備考
スキャナーケーブル タイプTX 316354 5,000円 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。
USB2.0 プリンターケーブル 509600 1,500円 4pin A-TYPE 4pin B-TYPEのUSB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用できません。

 〈ドキュメント配信・文書管理ソフト/集計管理ソフト〉 （消費税別） 

商品名 品種コード 標準価格 内容

Ridoc GlobalScan V1 基本パッケージ 302773 150,000円 スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェア。

Ridoc Smart Navigator Version1 302782 400,000円 ファクスデータ・スキャナーデータ・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。

Ridoc IO OperationServer Pro 302514 198,000円 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。

Ridoc IO Analyzer 302553 68,000円 ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、
集計も可能。（5デバイスライセンス付）

※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。

〈Embedded Software Architectureアプリケーション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio VMカード タイプ1 315903 20,000円 6,300円 1,600円 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。

※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ご確認ください。

〈リコー個人認証システム〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 備考
リコー 個人認証カード タイプR1-02 315933 5,000円 個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。

リコー 個人認証AE 拡張モジュール タイプ AE1-MP03＊ 315152 100,000円 リコー個人認証システムAEで個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。
装着時にはimagio VMカード タイプ1が必要です。

リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1 315927 47,000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。設置にはimagio USBホスト タイプ1が必要。

リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1-PC 315928 48,000円 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になります。USBケーブル同梱。

リコー ICカード タイプR1 315929 15,000円 PCでICカード認証して本体機器の機能を使用する際に必要となるICカード。10枚セットとなります。
リコー ICカード管理ソフト タイプR1 315931 23,000円 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。

＊ 他のEmbedded Software Architecture対応アプリケーションとの同時装着につきましては、販売担当者にご確認ください。
※リコー個人認証カード タイプR1-02とリコー個人認証AE拡張モジュール タイプAE1-MP03の同時装着はできません。　※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。

〈その他のオプション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

リコーキーカウンター（本体） 317132 7,500円 — — コピーの使用量を計るカウンター（5桁表示/0復帰不可）。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N2が必要です。

リコピーリセッタブルカウンター（本体） 317136 7,500円 — — コピーの使用量が計れる０復帰型カウンター（3桁表示）。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N2が必要です。

リコーキーカウンター受 317133 5,400円 2,000円 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。装着には、キー
カウンター取付ユニット タイプN2が必要です。

リコー 集計管理 ICカード タイプR1 315955 125,000円 12,500円 7,800円
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の製品情報をご
確認ください。

リコーキーカードＭＫ1 318194 83,000円 9,400円 4,700円

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装置です（カードは
別売）。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3と置き台としてリコー PPCキー
カード取付ユニット タイプN4が必要です。MK1用のオプションは、MK1の製品情報をご確認
ください。

リコーMK1用LAN接続キット タイプB 315956 95,000円 7,800円 3,100円 リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。Ridoc IO OperationServer ProでMK1の情
報を収集する際に必要です。

imagio 課金用インターフェースボード タイプ3 315902 7,000円 7,900円 3,200円
リコーキーカードMK1、リコー 集計管理 ICカード タイプR1、リコープリペイドICカードR/W 
CB10、リコー プリセットキーカードＲＰ3、リコーコインラック AD タイプ1001/501を本体と接続
するときに必要です。（MK1ではMFモード、RK4モードいずれのモードでも使用します。）

リコー プリセットキーカードＲＰ3 317370 238,000円 11,700円 7,000円
減算式コピー使用量管理装置です。装着には、imagio 課金用インターフェースボード タイプ3、
リコー PPCキーカード取付ユニット タイプN4が必要です。RP3用のオプションは、RP3の製品
情報をご確認ください。

リコープリペイドICカードR/W CB10 315189 265,000円 11,700円 7,000円
コピー/プリント使用量を管理する減算式ICカードR/W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、リコー PPCキーカード取付ユニット タイプN4が必要です。詳しくは、
CB10の製品情報をご確認ください。

リコーコインラック AD タイプ1001 315057 448,000円 12,500円 7,800円

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機。１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨と
新旧千円札が使用可能。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。
コインラック AD タイプ1001用のオプションはコインラック AD タイプ1001の製品情報をご確
認ください。

リコーコインラック AD タイプ501 315056 268,000円 9,400円 4,700円
コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機。１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨
が使用可能。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。コインラック 
AD タイプ501用のオプションはコインラック AD タイプ501の製品情報をご確認ください。

※詳細は販売担当者にご確認下さい。　※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。

　

〈外部オプション〉（消費税別）

オプション価格
 〈自動原稿送り装置（本体標準装備）〉
モード ADF機能、大量原稿機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能
原稿サイズ Ａ３タテ〜Ｂ６タテ/ヨコ、ＤＬＴタテ〜ＨＬＴタテ/ヨコ（両面時Ｂ6タテ/ヨコは不可）

原稿紙厚
片面原稿時 40〜128g/㎡（35〜 110kg）
両面原稿時 52〜128g/㎡（45〜 110kg）

原稿積載枚数 １００枚  （リコーPPC用紙タイプ6200のとき）
原稿交換速度 75ページ/分（A4ヨコのとき）
イメージ
センサー
種類

片面原稿時 ＣＣＤイメージセンサー

両面原稿時 表面：ＣＣＤイメージセンサー　裏面：コンタクトイメージセンサー

最大消費電力 110Ｗ以下
大きさ（幅×奥×高） 680×560×180mm
質量 18Kg

 〈imagio フィニッシャーの主な仕様〉
imagio 2000枚フィニッシャー SR4000RC imagio フィニッシャーSR40RC

フィニッシャー
上トレイ

収納可能サイズ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、
11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ

収納可能枚数 A4、Letter（8½×11"）以下…250枚　B4、Legal（8½×14"）以上…50枚 A4、Letter（8½×11"）以下…250枚
B4、Legal（8½×14"）以上…50枚

用 紙 紙 厚 52〜163g/㎡（45〜135㎏） 52〜163g/㎡（45〜135㎏）

フィニッシャー
シフトトレイ

収納可能サイズ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ
11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ

収納可能枚数
A4ヨコ、Letter（8½×11"）ヨコ…2000枚　A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、
11×17"タテ、Legal（8½×14"）タテ、Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ…1000枚　
A5ヨコ…500枚　A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ/ヨコ…100枚

A4ヨコ、Letter（8½×11"）ヨコ…3000枚　A3タテ、B4タテ、
A4タテ、B5タテ/ヨコ、11×17"タテ、Legal（8½×14"）タテ、
Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ…1500枚　A5ヨコ…
500枚　A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ/ヨコ…100枚

用 紙 紙 厚 52〜256g/㎡（45〜220㎏） 52〜256g/㎡（45〜220㎏）

ステープル

綴じ可能サイズ A3タテ〜B5タテ/ヨコ、11×17"タテ〜Letter（8½×11"）タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜B5タテ/ヨコ、
11×17"タテ〜Letter（8½×11"）タテ/ヨコ、12×18"タテ

綴じ可能枚数
A4、Letter（8½×11"）以下…2〜50枚　
B4、Legal（8½×14"）以上…2〜30枚
サイズ混載時…2〜30枚

A4、Letter（8½×11"）以下…2〜50枚
B4、Legal（8½×14"）以上…2〜30枚
サイズ混載時…2〜30枚

綴じ可能紙厚 64〜90g/㎡（55〜77㎏） 64〜90g/㎡（55〜77㎏）
綴 じ 位 置 手前、奥1カ所綴じ、奥1カ所斜め綴じ、両綴じ ←

中綴じ
ステープル

綴じ可能サイズ A3タテ、B4タテ、A4タテ、B５タテ、11×17"タテ、
Legal（8½×14"）タテ、Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ −

綴じ可能枚数 2〜15枚まで −
収納可能部数 2〜5枚綴じ…30部　6〜10枚綴じ…15部　11〜15枚綴じ…10部 −
綴じ可能紙厚 64〜90g/㎡（55〜77㎏） −
綴 じ 位 置 用紙センター2カ所 −
折 り 位 置 センター −

パンチ
可能サイズ（方向） タテ ： A3〜A5、11×17"〜5½×8½"

ヨコ ： A4〜A5、Letter（8½×11"）、5½×8½" ←

可 能 紙 厚 52〜163g/㎡（45〜135㎏） ←
パンチ穴位置 2穴 ←

最大消費電力 96W以下（電源は本体から供給） ←
大きさ（幅×奥×高） 657×613×960㎜（幅寸法は、トレイ含む） ←
質量 約65㎏ 約56㎏

※収納可能枚数、ステープル可能枚数はリコピーPPC用紙 タイプ6200の場合。

 〈imagio スライドソートトレイ タイプＮ４〉
ビ ン 数 １ビン
収 容 サ イ ズ A3〜A5、A6タテ、B6タテ、ハガキ、ＤＬＴ〜ＨＬＴ、12"×18"
収 容 可 能 紙 厚 52〜216g/㎡（45〜185㎏）
収 容 枚 数 A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、LTタテ/ヨコ…1250枚、A3タテ、B4タテ、DLTタテ、LGタテ…500枚、A5タテ、A6タテ、B6タテ、HLTタテ、ハガキ…100枚
満 杯 検 知 あり
用 紙 有 無 検 知 なし
電 源 本体より供給
最 大 消 費 電 力 48Ｗ以下
大きさ（幅×奥行き×高さ） 400×600×480㎜
質 量 15㎏

※収容可能枚数はリコピーPPC用紙 タイプ6200の場合。

主なオプション仕様

imagio 2000枚フィニッシャー ＳR4000RC
リコーＰＰＣトレイ ＲＴ３９ 装着時

790

リコーＰＰＣ排紙トレイ 
タイプＮ1４ 装着時

リコーＰＰＣ排紙トレイ 
タイプＮ1４ 装着時

690345

1,165

imagio スライドソートトレイ 
タイプＮ４ 装着時

385

1075

100

690 314

660

1,661

657

100

imagio フィニッシャー 
ＳR40RC 装着時

657

1347

690

  imagio MP 7500RCシリーズ/  MP 6000RCシリーズの外形寸法（単位mm）

imagio 2000枚 
フィニッシャー ＳＲ4000RC
標準価格　 オープン価格
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉315346
スタック枚数2,000枚（A4ヨコ）
のフィニッシャー。4ポジションス
テープル、中綴じステープル、パ
ンチが可能。

imagio
フィニッシャー ＳＲ40RC
標準価格　 オープン価格
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉315347
スタック枚数3,000枚（A4ヨコ）
のフィニッシャー。4ポジションス
テープル、パンチが可能。

リコー
ＰＰＣトレイ ＲＴ３９
標準価格　  260,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉317400
4,000枚（A4ヨコ）の大量給紙トレイ。

imagio 
スライドソートトレイ タイプＮ４
標準価格　　 85,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉317399
スタック枚数1,250枚（Ａ４ヨコ）
のスライドソートトレイ。

リコー ＰＰＣキーカード取付ユニット タイプＮ4
標準価格　　 10,000円
設置調整料 A　5,500円
　　　　　 B      800円

〈品種コード〉317407
ＲＰ3、MK1用取付金具。

リコー PPCキーカウンター取付ユニット タイプN2
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〉317332
リコーキーカウンター受の外装です。リコーキーカウ
ンターおよびリコピーリセッタブルカウンター装着時
に必要です。

リコー ＰＰＣ排紙トレイ タイプＮ14
標準価格　   10,000円

〈品種コード〉317580
スタック枚数500枚（Ａ４ヨコ）の排紙トレイ。

imagio 紙揃えユニット タイプN14
標準価格　　 25,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B   1,600円

〈品種コード〉317566
フィニッシャートレイに排紙された紙を揃える。imagio 
フィニッシャー SR40RCとimagio 2000枚フィニッ
シャー SR4000RC専用。



〈内部ユニット〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1 315875 200,000円 18,100円 13,400円 プリンター、スキャナー機能を利用可能にするユニットです。
100BASE-TX、10BASE-T対応ネットワークボード、USB2.0は本体に標準装備。

imagio FAXユニット タイプ1RC＊ 315345 オープン価格 17,400円 12,700円 スーパーG3対応FAX機能を利用可能にするユニットです。

imagio 増設G3ユニット タイプ1 315882 120,000円 11,900円 7,200円
FAX ユニット タイプ1RCに増設するスーパーG3 対応のFAX ユニットです。
最大2個増設で、スーパーG3×3 回線が可能です。
G4 FAXユニット装着時は、1個増設のスーパーG3×2、G4×1の3回線となります。

imagio G4FAXユニット タイプ1 315883 150,000円 14,100円 9,400円
FAX ユニット タイプ1RCに増設するG4 対応のFAX ユニットです。
最大1個増設で、スーパーG3×1、G4×1の2回線です。
増設G3 ユニット装着時は、スーパーG3×2、G4×1の3回線が可能です。

＊ ファクス宛先表の登録は設置指導料に含まれません。
※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料は含まれておりません。　
※E-Mailのあて先登録は、設置指導料に含まれておりません。別料金となります。　
※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。　
※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。

〈プリンター接続オプション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio エミュレーションカード タイプ1＊ 315876 30,000円 6,300円 1,600円 R55（IBM5577）、RTIFFによる出力が可能。
imagio マルチエミュレーションカード タイプ1＊ 315877 250,000円 6,300円 1,600円 Adobe社のPostScript®3、R55（IBM5577）、RTIFFによる出力が可能。

＊ imaｇioエミュレーションカード タイプ1とimaｇioマルチエミュレーションカード タイプ1の同時装着はできません。
※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。

 〈内部オプション〉 （消費税別）

対象機能
商　品　名 品種コード 標準価格

設置調整料
内　容

コピー ファクス プリンター スキャナー A料金 B料金IPファクス W-NET FAX

○ ○ ○ imagio ＦＡＸメモリー タイプN2 317319 80,000円 5,500円 800円
ファクスのSAFメモリーを２8ＭＢに拡張。（Ａ４標準原稿約
2,240枚蓄積）ファクス４００dpi用メモリー。「微細字」
での送受信が可能。

○ ○ ○ ○ imagio GigaBitイーサネットボード タイプ1 315880 40,000円 6,300円 1,600円
1000BASE-T規格に準拠したインターフェースボード。
本オプション装着時は、標準のネットワークポートを同時に
ご使用になれません。

○ ○ ○ ○ ○ ○ imagio セキュリティカード タイプD 317570 40,000円 7,900円 3,200円 HDD残存データを上書き消去するカード。

○ imagio Webアクセスカード タイプ1 315854 98,000円 6,300円 1,600円
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。

○ imagio USBホストタイプ1 315851 20,000円 6,300円 1,600円 リコー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。

※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。

〈インターフェースケーブル〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 備考
スキャナーケーブル タイプTX 316354 5,000円 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。
USB2.0 プリンターケーブル 509600 1,500円 4pin A-TYPE 4pin B-TYPEのUSB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用できません。

 〈ドキュメント配信・文書管理ソフト/集計管理ソフト〉 （消費税別） 

商品名 品種コード 標準価格 内容

Ridoc GlobalScan V1 基本パッケージ 302773 150,000円 スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェア。

Ridoc Smart Navigator Version1 302782 400,000円 ファクスデータ・スキャナーデータ・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。

Ridoc IO OperationServer Pro 302514 198,000円 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。

Ridoc IO Analyzer 302553 68,000円 ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、
集計も可能。（5デバイスライセンス付）

※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。

〈Embedded Software Architectureアプリケーション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio VMカード タイプ1 315903 20,000円 6,300円 1,600円 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。

※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ご確認ください。

〈リコー個人認証システム〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 備考
リコー 個人認証カード タイプR1-02 315933 5,000円 個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。

リコー 個人認証AE 拡張モジュール タイプ AE1-MP03＊ 315152 100,000円 リコー個人認証システムAEで個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。
装着時にはimagio VMカード タイプ1が必要です。

リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1 315927 47,000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。設置にはimagio USBホスト タイプ1が必要。

リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1-PC 315928 48,000円 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になります。USBケーブル同梱。

リコー ICカード タイプR1 315929 15,000円 PCでICカード認証して本体機器の機能を使用する際に必要となるICカード。10枚セットとなります。
リコー ICカード管理ソフト タイプR1 315931 23,000円 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。

＊ 他のEmbedded Software Architecture対応アプリケーションとの同時装着につきましては、販売担当者にご確認ください。
※リコー個人認証カード タイプR1-02とリコー個人認証AE拡張モジュール タイプAE1-MP03の同時装着はできません。　※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。

〈その他のオプション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

リコーキーカウンター（本体） 317132 7,500円 — — コピーの使用量を計るカウンター（5桁表示/0復帰不可）。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N2が必要です。

リコピーリセッタブルカウンター（本体） 317136 7,500円 — — コピーの使用量が計れる０復帰型カウンター（3桁表示）。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N2が必要です。

リコーキーカウンター受 317133 5,400円 2,000円 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。装着には、キー
カウンター取付ユニット タイプN2が必要です。

リコー 集計管理 ICカード タイプR1 315955 125,000円 12,500円 7,800円
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の製品情報をご
確認ください。

リコーキーカードＭＫ1 318194 83,000円 9,400円 4,700円

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装置です（カードは
別売）。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3と置き台としてリコー PPCキー
カード取付ユニット タイプN4が必要です。MK1用のオプションは、MK1の製品情報をご確認
ください。

リコーMK1用LAN接続キット タイプB 315956 95,000円 7,800円 3,100円 リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。Ridoc IO OperationServer ProでMK1の情
報を収集する際に必要です。

imagio 課金用インターフェースボード タイプ3 315902 7,000円 7,900円 3,200円
リコーキーカードMK1、リコー 集計管理 ICカード タイプR1、リコープリペイドICカードR/W 
CB10、リコー プリセットキーカードＲＰ3、リコーコインラック AD タイプ1001/501を本体と接続
するときに必要です。（MK1ではMFモード、RK4モードいずれのモードでも使用します。）

リコー プリセットキーカードＲＰ3 317370 238,000円 11,700円 7,000円
減算式コピー使用量管理装置です。装着には、imagio 課金用インターフェースボード タイプ3、
リコー PPCキーカード取付ユニット タイプN4が必要です。RP3用のオプションは、RP3の製品
情報をご確認ください。

リコープリペイドICカードR/W CB10 315189 265,000円 11,700円 7,000円
コピー/プリント使用量を管理する減算式ICカードR/W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、リコー PPCキーカード取付ユニット タイプN4が必要です。詳しくは、
CB10の製品情報をご確認ください。

リコーコインラック AD タイプ1001 315057 448,000円 12,500円 7,800円

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機。１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨と
新旧千円札が使用可能。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。
コインラック AD タイプ1001用のオプションはコインラック AD タイプ1001の製品情報をご確
認ください。

リコーコインラック AD タイプ501 315056 268,000円 9,400円 4,700円
コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機。１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨
が使用可能。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。コインラック 
AD タイプ501用のオプションはコインラック AD タイプ501の製品情報をご確認ください。

※詳細は販売担当者にご確認下さい。　※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。

　

〈外部オプション〉（消費税別）

オプション価格
 〈自動原稿送り装置（本体標準装備）〉
モード ADF機能、大量原稿機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能
原稿サイズ Ａ３タテ〜Ｂ６タテ/ヨコ、ＤＬＴタテ〜ＨＬＴタテ/ヨコ（両面時Ｂ6タテ/ヨコは不可）

原稿紙厚
片面原稿時 40〜128g/㎡（35〜 110kg）
両面原稿時 52〜128g/㎡（45〜 110kg）

原稿積載枚数 １００枚  （リコーPPC用紙タイプ6200のとき）
原稿交換速度 75ページ/分（A4ヨコのとき）
イメージ
センサー
種類

片面原稿時 ＣＣＤイメージセンサー

両面原稿時 表面：ＣＣＤイメージセンサー　裏面：コンタクトイメージセンサー

最大消費電力 110Ｗ以下
大きさ（幅×奥×高） 680×560×180mm
質量 18Kg

 〈imagio フィニッシャーの主な仕様〉
imagio 2000枚フィニッシャー SR4000RC imagio フィニッシャーSR40RC

フィニッシャー
上トレイ

収納可能サイズ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、
11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ

収納可能枚数 A4、Letter（8½×11"）以下…250枚　B4、Legal（8½×14"）以上…50枚 A4、Letter（8½×11"）以下…250枚
B4、Legal（8½×14"）以上…50枚

用 紙 紙 厚 52〜163g/㎡（45〜135㎏） 52〜163g/㎡（45〜135㎏）

フィニッシャー
シフトトレイ

収納可能サイズ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ
11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ

収納可能枚数
A4ヨコ、Letter（8½×11"）ヨコ…2000枚　A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、
11×17"タテ、Legal（8½×14"）タテ、Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ…1000枚　
A5ヨコ…500枚　A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ/ヨコ…100枚

A4ヨコ、Letter（8½×11"）ヨコ…3000枚　A3タテ、B4タテ、
A4タテ、B5タテ/ヨコ、11×17"タテ、Legal（8½×14"）タテ、
Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ…1500枚　A5ヨコ…
500枚　A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ/ヨコ…100枚

用 紙 紙 厚 52〜256g/㎡（45〜220㎏） 52〜256g/㎡（45〜220㎏）

ステープル

綴じ可能サイズ A3タテ〜B5タテ/ヨコ、11×17"タテ〜Letter（8½×11"）タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜B5タテ/ヨコ、
11×17"タテ〜Letter（8½×11"）タテ/ヨコ、12×18"タテ

綴じ可能枚数
A4、Letter（8½×11"）以下…2〜50枚　
B4、Legal（8½×14"）以上…2〜30枚
サイズ混載時…2〜30枚

A4、Letter（8½×11"）以下…2〜50枚
B4、Legal（8½×14"）以上…2〜30枚
サイズ混載時…2〜30枚

綴じ可能紙厚 64〜90g/㎡（55〜77㎏） 64〜90g/㎡（55〜77㎏）
綴 じ 位 置 手前、奥1カ所綴じ、奥1カ所斜め綴じ、両綴じ ←

中綴じ
ステープル

綴じ可能サイズ A3タテ、B4タテ、A4タテ、B５タテ、11×17"タテ、
Legal（8½×14"）タテ、Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ −

綴じ可能枚数 2〜15枚まで −
収納可能部数 2〜5枚綴じ…30部　6〜10枚綴じ…15部　11〜15枚綴じ…10部 −
綴じ可能紙厚 64〜90g/㎡（55〜77㎏） −
綴 じ 位 置 用紙センター2カ所 −
折 り 位 置 センター −

パンチ
可能サイズ（方向） タテ ： A3〜A5、11×17"〜5½×8½"

ヨコ ： A4〜A5、Letter（8½×11"）、5½×8½" ←

可 能 紙 厚 52〜163g/㎡（45〜135㎏） ←
パンチ穴位置 2穴 ←

最大消費電力 96W以下（電源は本体から供給） ←
大きさ（幅×奥×高） 657×613×960㎜（幅寸法は、トレイ含む） ←
質量 約65㎏ 約56㎏

※収納可能枚数、ステープル可能枚数はリコピーPPC用紙 タイプ6200の場合。

 〈imagio スライドソートトレイ タイプＮ４〉
ビ ン 数 １ビン
収 容 サ イ ズ A3〜A5、A6タテ、B6タテ、ハガキ、ＤＬＴ〜ＨＬＴ、12"×18"
収 容 可 能 紙 厚 52〜216g/㎡（45〜185㎏）
収 容 枚 数 A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、LTタテ/ヨコ…1250枚、A3タテ、B4タテ、DLTタテ、LGタテ…500枚、A5タテ、A6タテ、B6タテ、HLTタテ、ハガキ…100枚
満 杯 検 知 あり
用 紙 有 無 検 知 なし
電 源 本体より供給
最 大 消 費 電 力 48Ｗ以下
大きさ（幅×奥行き×高さ） 400×600×480㎜
質 量 15㎏

※収容可能枚数はリコピーPPC用紙 タイプ6200の場合。

主なオプション仕様

imagio 2000枚フィニッシャー ＳR4000RC
リコーＰＰＣトレイ ＲＴ３９ 装着時

790

リコーＰＰＣ排紙トレイ 
タイプＮ1４ 装着時

リコーＰＰＣ排紙トレイ 
タイプＮ1４ 装着時

690345

1,165

imagio スライドソートトレイ 
タイプＮ４ 装着時

385

1075

100

690 314

660

1,661

657

100

imagio フィニッシャー 
ＳR40RC 装着時

657

1347

690

  imagio MP 7500RCシリーズ/  MP 6000RCシリーズの外形寸法（単位mm）

imagio 2000枚 
フィニッシャー ＳＲ4000RC
標準価格　 オープン価格
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉315346
スタック枚数2,000枚（A4ヨコ）
のフィニッシャー。4ポジションス
テープル、中綴じステープル、パ
ンチが可能。

imagio
フィニッシャー ＳＲ40RC
標準価格　 オープン価格
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉315347
スタック枚数3,000枚（A4ヨコ）
のフィニッシャー。4ポジションス
テープル、パンチが可能。

リコー
ＰＰＣトレイ ＲＴ３９
標準価格　  260,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉317400
4,000枚（A4ヨコ）の大量給紙トレイ。

imagio 
スライドソートトレイ タイプＮ４
標準価格　　 85,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉317399
スタック枚数1,250枚（Ａ４ヨコ）
のスライドソートトレイ。

リコー ＰＰＣキーカード取付ユニット タイプＮ4
標準価格　　 10,000円
設置調整料 A　5,500円
　　　　　 B      800円

〈品種コード〉317407
ＲＰ3、MK1用取付金具。

リコー PPCキーカウンター取付ユニット タイプN2
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〉317332
リコーキーカウンター受の外装です。リコーキーカウ
ンターおよびリコピーリセッタブルカウンター装着時
に必要です。

リコー ＰＰＣ排紙トレイ タイプＮ14
標準価格　   10,000円

〈品種コード〉317580
スタック枚数500枚（Ａ４ヨコ）の排紙トレイ。

imagio 紙揃えユニット タイプN14
標準価格　　 25,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B   1,600円

〈品種コード〉317566
フィニッシャートレイに排紙された紙を揃える。imagio 
フィニッシャー SR40RCとimagio 2000枚フィニッ
シャー SR4000RC専用。



〈内部ユニット〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio プリンター・スキャナーユニット タイプ1 315875 200,000円 18,100円 13,400円 プリンター、スキャナー機能を利用可能にするユニットです。
100BASE-TX、10BASE-T対応ネットワークボード、USB2.0は本体に標準装備。

imagio FAXユニット タイプ1RC＊ 315345 オープン価格 17,400円 12,700円 スーパーG3対応FAX機能を利用可能にするユニットです。

imagio 増設G3ユニット タイプ1 315882 120,000円 11,900円 7,200円
FAX ユニット タイプ1RCに増設するスーパーG3 対応のFAX ユニットです。
最大2個増設で、スーパーG3×3 回線が可能です。
G4 FAXユニット装着時は、1個増設のスーパーG3×2、G4×1の3回線となります。

imagio G4FAXユニット タイプ1 315883 150,000円 14,100円 9,400円
FAX ユニット タイプ1RCに増設するG4 対応のFAX ユニットです。
最大1個増設で、スーパーG3×1、G4×1の2回線です。
増設G3 ユニット装着時は、スーパーG3×2、G4×1の3回線が可能です。

＊ ファクス宛先表の登録は設置指導料に含まれません。
※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料は含まれておりません。　
※E-Mailのあて先登録は、設置指導料に含まれておりません。別料金となります。　
※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。　
※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。

〈プリンター接続オプション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio エミュレーションカード タイプ1＊ 315876 30,000円 6,300円 1,600円 R55（IBM5577）、RTIFFによる出力が可能。
imagio マルチエミュレーションカード タイプ1＊ 315877 250,000円 6,300円 1,600円 Adobe社のPostScript®3、R55（IBM5577）、RTIFFによる出力が可能。

＊ imaｇioエミュレーションカード タイプ1とimaｇioマルチエミュレーションカード タイプ1の同時装着はできません。
※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。

 〈内部オプション〉 （消費税別）

対象機能
商　品　名 品種コード 標準価格

設置調整料
内　容

コピー ファクス プリンター スキャナー A料金 B料金IPファクス W-NET FAX

○ ○ ○ imagio ＦＡＸメモリー タイプN2 317319 80,000円 5,500円 800円
ファクスのSAFメモリーを２8ＭＢに拡張。（Ａ４標準原稿約
2,240枚蓄積）ファクス４００dpi用メモリー。「微細字」
での送受信が可能。

○ ○ ○ ○ imagio GigaBitイーサネットボード タイプ1 315880 40,000円 6,300円 1,600円
1000BASE-T規格に準拠したインターフェースボード。
本オプション装着時は、標準のネットワークポートを同時に
ご使用になれません。

○ ○ ○ ○ ○ ○ imagio セキュリティカード タイプD 317570 40,000円 7,900円 3,200円 HDD残存データを上書き消去するカード。

○ imagio Webアクセスカード タイプ1 315854 98,000円 6,300円 1,600円
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。

○ imagio USBホストタイプ1 315851 20,000円 6,300円 1,600円 リコー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。

※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。

〈インターフェースケーブル〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 備考
スキャナーケーブル タイプTX 316354 5,000円 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。
USB2.0 プリンターケーブル 509600 1,500円 4pin A-TYPE 4pin B-TYPEのUSB2.0ケーブル（2.5m）。スキャナーは使用できません。

 〈ドキュメント配信・文書管理ソフト/集計管理ソフト〉 （消費税別） 

商品名 品種コード 標準価格 内容

Ridoc GlobalScan V1 基本パッケージ 302773 150,000円 スキャナーデータやファクスデータを指定の場所へ自動配信するソフトウェア。

Ridoc Smart Navigator Version1 302782 400,000円 ファクスデータ・スキャナーデータ・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。

Ridoc IO OperationServer Pro 302514 198,000円 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。

Ridoc IO Analyzer 302553 68,000円 ネットワークにつながる複合機やプリンターの運用管理ソフトウェア。サーバー不要で、スケジュールでカウンターを収集し、
集計も可能。（5デバイスライセンス付）

※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。

〈Embedded Software Architectureアプリケーション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

imagio VMカード タイプ1 315903 20,000円 6,300円 1,600円 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。

※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ご確認ください。

〈リコー個人認証システム〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 備考
リコー 個人認証カード タイプR1-02 315933 5,000円 個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。

リコー 個人認証AE 拡張モジュール タイプ AE1-MP03＊ 315152 100,000円 リコー個人認証システムAEで個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカード。
装着時にはimagio VMカード タイプ1が必要です。

リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1 315927 47,000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。設置にはimagio USBホスト タイプ1が必要。

リコー 個人認証 ICカードR/W タイプR1-PC 315928 48,000円 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になります。USBケーブル同梱。

リコー ICカード タイプR1 315929 15,000円 PCでICカード認証して本体機器の機能を使用する際に必要となるICカード。10枚セットとなります。
リコー ICカード管理ソフト タイプR1 315931 23,000円 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。

＊ 他のEmbedded Software Architecture対応アプリケーションとの同時装着につきましては、販売担当者にご確認ください。
※リコー個人認証カード タイプR1-02とリコー個人認証AE拡張モジュール タイプAE1-MP03の同時装着はできません。　※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。

〈その他のオプション〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
設置調整料

備考
A料金 B料金

リコーキーカウンター（本体） 317132 7,500円 — — コピーの使用量を計るカウンター（5桁表示/0復帰不可）。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N2が必要です。

リコピーリセッタブルカウンター（本体） 317136 7,500円 — — コピーの使用量が計れる０復帰型カウンター（3桁表示）。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N2が必要です。

リコーキーカウンター受 317133 5,400円 2,000円 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。装着には、キー
カウンター取付ユニット タイプN2が必要です。

リコー 集計管理 ICカード タイプR1 315955 125,000円 12,500円 7,800円
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の製品情報をご
確認ください。

リコーキーカードＭＫ1 318194 83,000円 9,400円 4,700円

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装置です（カードは
別売）。装着にはimagio 課金用インターフェースボード タイプ3と置き台としてリコー PPCキー
カード取付ユニット タイプN4が必要です。MK1用のオプションは、MK1の製品情報をご確認
ください。

リコーMK1用LAN接続キット タイプB 315956 95,000円 7,800円 3,100円 リコーMK1用LAN接続集計用インターフェース。Ridoc IO OperationServer ProでMK1の情
報を収集する際に必要です。

imagio 課金用インターフェースボード タイプ3 315902 7,000円 7,900円 3,200円
リコーキーカードMK1、リコー 集計管理 ICカード タイプR1、リコープリペイドICカードR/W 
CB10、リコー プリセットキーカードＲＰ3、リコーコインラック AD タイプ1001/501を本体と接続
するときに必要です。（MK1ではMFモード、RK4モードいずれのモードでも使用します。）

リコー プリセットキーカードＲＰ3 317370 238,000円 11,700円 7,000円
減算式コピー使用量管理装置です。装着には、imagio 課金用インターフェースボード タイプ3、
リコー PPCキーカード取付ユニット タイプN4が必要です。RP3用のオプションは、RP3の製品
情報をご確認ください。

リコープリペイドICカードR/W CB10 315189 265,000円 11,700円 7,000円
コピー/プリント使用量を管理する減算式ICカードR/W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、リコー PPCキーカード取付ユニット タイプN4が必要です。詳しくは、
CB10の製品情報をご確認ください。

リコーコインラック AD タイプ1001 315057 448,000円 12,500円 7,800円

コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機。１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨と
新旧千円札が使用可能。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。
コインラック AD タイプ1001用のオプションはコインラック AD タイプ1001の製品情報をご確
認ください。

リコーコインラック AD タイプ501 315056 268,000円 9,400円 4,700円
コピーサービスを無人でできるコピーの自動販売機。１０円、５０円、１００円、新旧５００円各硬貨
が使用可能。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。コインラック 
AD タイプ501用のオプションはコインラック AD タイプ501の製品情報をご確認ください。

※詳細は販売担当者にご確認下さい。　※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。

　

〈外部オプション〉（消費税別）

オプション価格
 〈自動原稿送り装置（本体標準装備）〉
モード ADF機能、大量原稿機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能
原稿サイズ Ａ３タテ〜Ｂ６タテ/ヨコ、ＤＬＴタテ〜ＨＬＴタテ/ヨコ（両面時Ｂ6タテ/ヨコは不可）

原稿紙厚
片面原稿時 40〜128g/㎡（35〜 110kg）
両面原稿時 52〜128g/㎡（45〜 110kg）

原稿積載枚数 １００枚  （リコーPPC用紙タイプ6200のとき）
原稿交換速度 75ページ/分（A4ヨコのとき）
イメージ
センサー
種類

片面原稿時 ＣＣＤイメージセンサー

両面原稿時 表面：ＣＣＤイメージセンサー　裏面：コンタクトイメージセンサー

最大消費電力 110Ｗ以下
大きさ（幅×奥×高） 680×560×180mm
質量 18Kg

 〈imagio フィニッシャーの主な仕様〉
imagio 2000枚フィニッシャー SR4000RC imagio フィニッシャーSR40RC

フィニッシャー
上トレイ

収納可能サイズ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、
11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ

収納可能枚数 A4、Letter（8½×11"）以下…250枚　B4、Legal（8½×14"）以上…50枚 A4、Letter（8½×11"）以下…250枚
B4、Legal（8½×14"）以上…50枚

用 紙 紙 厚 52〜163g/㎡（45〜135㎏） 52〜163g/㎡（45〜135㎏）

フィニッシャー
シフトトレイ

収納可能サイズ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ、11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜A5タテ/ヨコ、B6タテ、A6タテ
11×17"タテ〜5½×8½"タテ/ヨコ、12×18"タテ

収納可能枚数
A4ヨコ、Letter（8½×11"）ヨコ…2000枚　A3タテ、B4タテ、A4タテ、B5タテ/ヨコ、
11×17"タテ、Legal（8½×14"）タテ、Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ…1000枚　
A5ヨコ…500枚　A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ/ヨコ…100枚

A4ヨコ、Letter（8½×11"）ヨコ…3000枚　A3タテ、B4タテ、
A4タテ、B5タテ/ヨコ、11×17"タテ、Legal（8½×14"）タテ、
Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ…1500枚　A5ヨコ…
500枚　A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ/ヨコ…100枚

用 紙 紙 厚 52〜256g/㎡（45〜220㎏） 52〜256g/㎡（45〜220㎏）

ステープル

綴じ可能サイズ A3タテ〜B5タテ/ヨコ、11×17"タテ〜Letter（8½×11"）タテ/ヨコ、12×18"タテ A3タテ〜B5タテ/ヨコ、
11×17"タテ〜Letter（8½×11"）タテ/ヨコ、12×18"タテ

綴じ可能枚数
A4、Letter（8½×11"）以下…2〜50枚　
B4、Legal（8½×14"）以上…2〜30枚
サイズ混載時…2〜30枚

A4、Letter（8½×11"）以下…2〜50枚
B4、Legal（8½×14"）以上…2〜30枚
サイズ混載時…2〜30枚

綴じ可能紙厚 64〜90g/㎡（55〜77㎏） 64〜90g/㎡（55〜77㎏）
綴 じ 位 置 手前、奥1カ所綴じ、奥1カ所斜め綴じ、両綴じ ←

中綴じ
ステープル

綴じ可能サイズ A3タテ、B4タテ、A4タテ、B５タテ、11×17"タテ、
Legal（8½×14"）タテ、Letter（8½×11"）タテ、12×18"タテ −

綴じ可能枚数 2〜15枚まで −
収納可能部数 2〜5枚綴じ…30部　6〜10枚綴じ…15部　11〜15枚綴じ…10部 −
綴じ可能紙厚 64〜90g/㎡（55〜77㎏） −
綴 じ 位 置 用紙センター2カ所 −
折 り 位 置 センター −

パンチ
可能サイズ（方向） タテ ： A3〜A5、11×17"〜5½×8½"

ヨコ ： A4〜A5、Letter（8½×11"）、5½×8½" ←

可 能 紙 厚 52〜163g/㎡（45〜135㎏） ←
パンチ穴位置 2穴 ←

最大消費電力 96W以下（電源は本体から供給） ←
大きさ（幅×奥×高） 657×613×960㎜（幅寸法は、トレイ含む） ←
質量 約65㎏ 約56㎏

※収納可能枚数、ステープル可能枚数はリコピーPPC用紙 タイプ6200の場合。

 〈imagio スライドソートトレイ タイプＮ４〉
ビ ン 数 １ビン
収 容 サ イ ズ A3〜A5、A6タテ、B6タテ、ハガキ、ＤＬＴ〜ＨＬＴ、12"×18"
収 容 可 能 紙 厚 52〜216g/㎡（45〜185㎏）
収 容 枚 数 A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、LTタテ/ヨコ…1250枚、A3タテ、B4タテ、DLTタテ、LGタテ…500枚、A5タテ、A6タテ、B6タテ、HLTタテ、ハガキ…100枚
満 杯 検 知 あり
用 紙 有 無 検 知 なし
電 源 本体より供給
最 大 消 費 電 力 48Ｗ以下
大きさ（幅×奥行き×高さ） 400×600×480㎜
質 量 15㎏

※収容可能枚数はリコピーPPC用紙 タイプ6200の場合。

主なオプション仕様

imagio 2000枚フィニッシャー ＳR4000RC
リコーＰＰＣトレイ ＲＴ３９ 装着時

790

リコーＰＰＣ排紙トレイ 
タイプＮ1４ 装着時

リコーＰＰＣ排紙トレイ 
タイプＮ1４ 装着時

690345

1,165

imagio スライドソートトレイ 
タイプＮ４ 装着時

385

1075

100

690 314

660

1,661

657

100

imagio フィニッシャー 
ＳR40RC 装着時

657

1347

690

  imagio MP 7500RCシリーズ/  MP 6000RCシリーズの外形寸法（単位mm）

imagio 2000枚 
フィニッシャー ＳＲ4000RC
標準価格　 オープン価格
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉315346
スタック枚数2,000枚（A4ヨコ）
のフィニッシャー。4ポジションス
テープル、中綴じステープル、パ
ンチが可能。

imagio
フィニッシャー ＳＲ40RC
標準価格　 オープン価格
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉315347
スタック枚数3,000枚（A4ヨコ）
のフィニッシャー。4ポジションス
テープル、パンチが可能。

リコー
ＰＰＣトレイ ＲＴ３９
標準価格　  260,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉317400
4,000枚（A4ヨコ）の大量給紙トレイ。

imagio 
スライドソートトレイ タイプＮ４
標準価格　　 85,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B　1,600円

〈品種コード〉317399
スタック枚数1,250枚（Ａ４ヨコ）
のスライドソートトレイ。

リコー ＰＰＣキーカード取付ユニット タイプＮ4
標準価格　　 10,000円
設置調整料 A　5,500円
　　　　　 B      800円

〈品種コード〉317407
ＲＰ3、MK1用取付金具。

リコー PPCキーカウンター取付ユニット タイプN2
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〉317332
リコーキーカウンター受の外装です。リコーキーカウ
ンターおよびリコピーリセッタブルカウンター装着時
に必要です。

リコー ＰＰＣ排紙トレイ タイプＮ14
標準価格　   10,000円

〈品種コード〉317580
スタック枚数500枚（Ａ４ヨコ）の排紙トレイ。

imagio 紙揃えユニット タイプN14
標準価格　　 25,000円
設置調整料 A　6,300円
　　　　　 B   1,600円

〈品種コード〉317566
フィニッシャートレイに排紙された紙を揃える。imagio 
フィニッシャー SR40RCとimagio 2000枚フィニッ
シャー SR4000RC専用。



モデル別価格一覧
（消費税別） （消費税別）

（消費税別） （消費税別）

imagio MP 7500RC
＜品種コード＞312142

imagio MP 7500RC

搬入設置指導料

オープン価格

40,000円

imagio MP 6000RC
＜品種コード＞312144

imagio MP 6000RC

搬入設置指導料

オープン価格

40,000円

imagio MP 7500RC SP
＜品種コード＞312143

imagio MP 7500RC SP

搬入設置指導料

オープン価格

45,000円＊

imagio MP 6000RC SP
＜品種コード＞312145

imagio MP 6000RC SP

搬入設置指導料

オープン価格

45,000円＊

＊ 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およびユーザー認証機能の設置指導料は含まれておりません。 ※E-Mailのあて先登録は、設置指導料に含まれておりません。別料金となります。  ※排紙トレイは含まれておりません。
※本体標準価格には、感光体および現像剤は含まれておりません。

〈機種モデル別　基本構成〉

商品名 コピー ファクス 両面 手差し ネットワーク                   
プリンター

ネットワーク           
スキャナー

ドキュメント       
ボックス IP-ファクス W-NET 

FAX ADF 給紙トレイ                
（4段）

imagio MP 7500RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 7500RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準

 〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉 
ドライバー＆ユーティリティーCD-ROM ・RPCSドライバー　・Ridoc Desk Navigator Lt　・Ridoc IO Admin　・PS3ドライバー＊　・RPDLドライバー　・日本語TrueTypeフォント20書体　

・PC FAX ドライバー　・宛先編集ツール　・PC FAX 送付状エディター　・TWAINドライバー　・使用説明書（PDF版、HTML版）
＊出力にはimagio マルチエミュレーションカード タイプ1が必要です。

 〈商品関連ソフト設置指導料〉 （消費税別）

商品名
設置指導料

内容
A料金 B料金

Ridoc Desk Navigator Lt 9,400円 4,700円 PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。
ネットワークTWAINドライバー 11,000円 6,300円 PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SP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〉 （消費税別）

ユーザー認証設定料
設置指導料 主な設定内容

A料金 B料金 ・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28,300円 23,600円

※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ご確認ください。
※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。

おすすめモデル価格
imagio MP 7500RCシリーズ imagio MP 6000RCシリーズ

【スライドソートモデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 7500RC オープン 40,000円
imagio スライドソートトレイ タイプN4 85,000円   1,600円
組み合わせ価格 オープン 41,600円

【基本モデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 6000RC オープン 40,000円
リコーPPC排紙トレイ タイプN14 10,000円 −
組み合わせ価格 オープン 40,000円

【大量給紙モデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 7500RC SP オープン 45,000円
imagio FAXユニット タイプ1RC オープン 12,700円
imagio 2000枚フィニッシャー SR4000RC オープン   1,600円
リコーPPCトレイ RT39 260,000円   1,600円
組み合わせ価格 オープン 60,900円

【フィニッシャーモデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 6000RC SP オープン 45,000円
imagio FAXユニット タイプ1RC オープン 12,700円
imagio フィニッシャー SR40RC オープン   1,600円
組み合わせ価格 オープン 59,300円

保　守　料　金

※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。

（消費税別）

このカタログの記載内容は、2012年6月現在のものです。

imagio MP 7500RC/MP 6000RC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。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと
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、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。
②パフォーマンス契約期間中、感光体、現像剤をお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。　imagio Ｐトナー タイプ7

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。

＜imagio MP 7500RCシリーズのパフォーマンスチャージ＞　　　　　　　　　　　 （消費税別）

請求単位（1カ月当たり） 料金 備考
基本料金（3,000カウント分を含みます） 24,300円 サービス実施店の営業時間外、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。
ただし、営業時間外の保守は、右記｢フルタイム
サービス｣をご用意させていただいております。

3,001カウントから12,000カウントまでの使用1カウントにつき 6.1円
12,001カウント以上、使用1カウントにつき 4.6円

※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。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。詳しくは販売担当者にご確認ください。

＜imagio MP 6000RCシリーズのパフォーマンスチャージ＞　　　　　　　　　　　 （消費税別）

請求単位（1カ月当たり） 料金 備考
基本料金（2,000カウント分を含みます） 17,200円 サービス実施店の営業時間外、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。
ただし、営業時間外の保守は、右記｢フルタイム
サービス｣をご用意させていただいております。

2,001カウントから8,000カウントまでの使用1カウントにつき 6.1円
8,001カウント以上、使用1カウントにつき 5.1円

※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。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。詳しくは販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと
　お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・現像剤・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

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。 
感光体は、交換のつど代金を申し受けます。
感光体価格‥‥150,000 円／１本（消費税別）
現像剤価格‥‥76,000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。 
トナー価格（imagio MP スポットトナー 7500）‥‥25,800 円／１本（消費税別）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（消費税別） 

基本料金 技術料金 備考

保証期間内 無償対応 無償対応 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。保証期間外 12,000円/訪問 6,000円/30分

（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。

※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ご確認ください。 ※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。

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、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して
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、販売担当者にご確認ください。

消耗品価格
 〈消耗品〉 2009年11月現在（消費税別）

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格
品種コード

T目 Y目

上
質
紙

リコピーＰＰＣ用紙
タイプ6200

Ａ3 1ケース （250×5パック） 5,750円 4.60円 63-7843 63-7813

Ａ4 1ケース （250×10パック） 5,750円 2.30円 63-7814 63-7844

Ａ5 1ケース （250×10パック） 3,600円 1.44円 − 63-7815

　Ａ6＊1 1ケース （250×10パック） 2,350円 0.94円 63-7816 −

Ｂ4 1ケース （250×10パック） 8,650円 3.46円 63-7847 63-7824

Ｂ5 1ケース （250×10パック） 4,350円 1.74円 63-7825 63-7848

　Ｂ6＊1 1ケース （250×10パック） 2,750円 1.10円 − 63-7826

レター 1ケース （250×10パック） 6,350円 2.54円 63-7851 −

リーガル 1ケース （250×10パック） 8,800円 3.52円 − 63-7852

乾式ＰＰＣ用紙マイペーパー

Ａ3 1ケース （500×3パック） 8,626円 5.75円 90-1300 −

Ａ4 1ケース （500×5パック） 7,188円 2.88円 90-1301 −

Ｂ4 1ケース （500×5パック） 10,813円 4.33円 90-1302 −

Ｂ5 1ケース （500×5パック） 5,438円 2.18円 90-1304 −

レター 1ケース （500×5パック） 6,325円 2.53円 90-1315 −

リーガル 1ケース （500×5パック） 8,800円 3.52円 90-1316 −

Ａ4・2穴 1ケース （500×5パック） 6,875円 2.75円 90-1317 −

再
生
紙

マイリサイクルペーパー100

Ａ3 1ケース （500×3パック） オープン価格＊2 − 90-0381 −

Ａ4 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0382 −

Ｂ4 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0383 −

Ｂ5 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0384 −

Ａ5 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − − 90-0380

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リコピーＰＰＣ用紙
タイプＴＡ（第2原図）＊1

Ａ3 1ケース （200×5パック） 19,600円 19.60円 63-0715 63-0713

Ａ4 1ケース （200×10パック） 19,600円 9.80円 63-0714 −

リコピーＰＰＣ用紙
タイプＳＡ　（ハクリ紙）　20面＊1

Ａ4 1パック （100枚入り） 4,600円 46.00円 63-2314 −

Ｂ4 1パック （100枚入り） 5,800円 58.00円 63-2324 −

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･通常用＊1 Ａ4 1パック （100枚入り） 1,100円 11.00円 63-0576 −

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･往復用＊1 Ａ4 1パック （100枚入り） 1,300円 13.00円 63-0577 −

リコーPPCステープラー針 タイプK＊3 5000針 1箱（5000針×3） 4,800円 0.32円 31-7284 −

リコーPPCステープラー針 タイプL＊4 2000針 1箱（2000針×4） 3,200円 0.40円 31-7412 −

リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ2＊5 1個 1個（5000針セット済） 2,400円   −     31-7283 −

リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ3＊6 1個 1個（2000針セット済） 2,400円   −     31-7413 −

リコーPPC修正液 タイプＡ 12ml 1本 500円   −     63-7690 −

＊1 手差しでご使用ください。
＊2 価格につきましては販売担当者にご確認ください。
＊3 SR4000RC/SR40RC用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。
＊4 SR4000RC中綴じ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。
＊5 SR4000RC/SR40RC用の予備のカートリッジです。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。
＊6 SR4000RC中綴じ用の予備のカートリッジです。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。
※157g/㎡（135㎏）以上の用紙をご使用の際は用紙搬送方向に対し、すき目方向が直角になるように用紙をセットしてください。

 「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を有償にてご用意しております。

＜メニューと料金＞ ［月額/消費税別］
対応曜日と時間 料金

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1 1,200円
月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 3,600円
日曜日 9:00〜17:00 ＊2 2,400円
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00
21:00 ＊2 3,600円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00
翌9:00 ＊2 6,000円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ） ＊2 600円

月曜日〜土曜日 17:00〜19:00 ＊1 600円
月曜日〜土曜日 17:00〜20:00 ＊1 1,000円
月曜日〜土曜日 7:00〜9:00 ＊1 900円

月曜日〜土曜日 8：00〜
17:00〜

9：00
20:00 ＊1 1,300円

月曜日〜土曜日

日曜日

8:00〜
17：00〜
8:00〜

9:00
20：00
20:00

＊2 3,700円

月曜日〜土曜日 17:00〜24:00 ＊1 2,400円
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

24:00
24:00 ＊2 4,800円

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1
1,800円月曜日〜土曜日

日曜日
21:00〜
9:00〜

翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ） ＊2

月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 4,200円日曜日 9:00〜翌9:00（受付のみ） ＊2
日曜日
月曜日〜土曜日
日曜日

9:00〜
17:00〜
17:00〜

17:00
翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ）

＊2 3,000円

月曜日〜土曜日
日曜日
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00〜
21:00〜

21:00
21:00
翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ）

＊2 4,200円

※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致しま
す。
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モデル別価格一覧
（消費税別） （消費税別）

（消費税別） （消費税別）

imagio MP 7500RC
＜品種コード＞312142

imagio MP 7500RC

搬入設置指導料

オープン価格

40,000円

imagio MP 6000RC
＜品種コード＞312144

imagio MP 6000RC

搬入設置指導料

オープン価格

40,000円

imagio MP 7500RC SP
＜品種コード＞312143

imagio MP 7500RC SP

搬入設置指導料

オープン価格

45,000円＊

imagio MP 6000RC SP
＜品種コード＞312145

imagio MP 6000RC SP

搬入設置指導料

オープン価格

45,000円＊

＊ 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およびユーザー認証機能の設置指導料は含まれておりません。 ※E-Mailのあて先登録は、設置指導料に含まれておりません。別料金となります。  ※排紙トレイは含まれておりません。
※本体標準価格には、感光体および現像剤は含まれておりません。

〈機種モデル別　基本構成〉

商品名 コピー ファクス 両面 手差し ネットワーク                   
プリンター

ネットワーク           
スキャナー

ドキュメント       
ボックス IP-ファクス W-NET 

FAX ADF 給紙トレイ                
（4段）

imagio MP 7500RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 7500RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC 標準 オプション 標準 標準 オプション オプション 標準 オプション オプション 標準 標準
imagio MP 6000RC SP 標準 オプション 標準 標準 標準 標準 標準 オプション オプション 標準 標準

 〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉 
ドライバー＆ユーティリティーCD-ROM ・RPCSドライバー　・Ridoc Desk Navigator Lt　・Ridoc IO Admin　・PS3ドライバー＊　・RPDLドライバー　・日本語TrueTypeフォント20書体　

・PC FAX ドライバー　・宛先編集ツール　・PC FAX 送付状エディター　・TWAINドライバー　・使用説明書（PDF版、HTML版）
＊出力にはimagio マルチエミュレーションカード タイプ1が必要です。

 〈商品関連ソフト設置指導料〉 （消費税別）

商品名
設置指導料

内容
A料金 B料金

Ridoc Desk Navigator Lt 9,400円 4,700円 PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。
ネットワークTWAINドライバー 11,000円 6,300円 PC1台の料金。PC2台目以降は2,300円/台となります。

※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は、imagio MP 7500RC SP/imagio MP 6000RC SP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〉 （消費税別）

ユーザー認証設定料
設置指導料 主な設定内容

A料金 B料金 ・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28,300円 23,600円

※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ご確認ください。
※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。

おすすめモデル価格
imagio MP 7500RCシリーズ imagio MP 6000RCシリーズ

【スライドソートモデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 7500RC オープン 40,000円
imagio スライドソートトレイ タイプN4 85,000円   1,600円
組み合わせ価格 オープン 41,600円

【基本モデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 6000RC オープン 40,000円
リコーPPC排紙トレイ タイプN14 10,000円 −
組み合わせ価格 オープン 40,000円

【大量給紙モデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 7500RC SP オープン 45,000円
imagio FAXユニット タイプ1RC オープン 12,700円
imagio 2000枚フィニッシャー SR4000RC オープン   1,600円
リコーPPCトレイ RT39 260,000円   1,600円
組み合わせ価格 オープン 60,900円

【フィニッシャーモデル】 （消費税別）

商品名 標準価格 搬入設置指導料
imagio MP 6000RC SP オープン 45,000円
imagio FAXユニット タイプ1RC オープン 12,700円
imagio フィニッシャー SR40RC オープン   1,600円
組み合わせ価格 オープン 59,300円

保　守　料　金

※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。

（消費税別）

このカタログの記載内容は、2012年6月現在のものです。

imagio MP 7500RC/MP 6000RC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。

■パフォーマンス契約をお選びいただきますと
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、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。
②パフォーマンス契約期間中、感光体、現像剤をお貸しし、通常の利用に必要な量のトナーを供給いたします。　imagio Ｐトナー タイプ7

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。

＜imagio MP 7500RCシリーズのパフォーマンスチャージ＞　　　　　　　　　　　 （消費税別）

請求単位（1カ月当たり） 料金 備考
基本料金（3,000カウント分を含みます） 24,300円 サービス実施店の営業時間外、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。
ただし、営業時間外の保守は、右記｢フルタイム
サービス｣をご用意させていただいております。

3,001カウントから12,000カウントまでの使用1カウントにつき 6.1円
12,001カウント以上、使用1カウントにつき 4.6円

※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。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。詳しくは販売担当者にご確認ください。

＜imagio MP 6000RCシリーズのパフォーマンスチャージ＞　　　　　　　　　　　 （消費税別）

請求単位（1カ月当たり） 料金 備考
基本料金（2,000カウント分を含みます） 17,200円 サービス実施店の営業時間外、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。
ただし、営業時間外の保守は、右記｢フルタイム
サービス｣をご用意させていただいております。

2,001カウントから8,000カウントまでの使用1カウントにつき 6.1円
8,001カウント以上、使用1カウントにつき 5.1円

※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。
※オプションの種類によっては、別途拡張料金を申し受けます。詳しくは販売担当者にご確認ください。

■スポット保守契約をお選びいただきますと
　お客様のご要請に応じて、点検・修理・調整、感光体・現像剤・部品の供給・交換を有償で行なう保守サービスです。

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。 
感光体は、交換のつど代金を申し受けます。
感光体価格‥‥150,000 円／１本（消費税別）
現像剤価格‥‥76,000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。 
トナー価格（imagio MP スポットトナー 7500）‥‥25,800 円／１本（消費税別）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（消費税別） 

基本料金 技術料金 備考

保証期間内 無償対応 無償対応 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。保証期間外 12,000円/訪問 6,000円/30分

（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。

※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ご確認ください。 ※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。

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、インターネット環境もしくは公衆回線を利用して
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、販売担当者にご確認ください。

消耗品価格
 〈消耗品〉 2009年11月現在（消費税別）

種類 名称 規格 販売単位 価格 換算価格
品種コード

T目 Y目

上
質
紙

リコピーＰＰＣ用紙
タイプ6200

Ａ3 1ケース （250×5パック） 5,750円 4.60円 63-7843 63-7813

Ａ4 1ケース （250×10パック） 5,750円 2.30円 63-7814 63-7844

Ａ5 1ケース （250×10パック） 3,600円 1.44円 − 63-7815

　Ａ6＊1 1ケース （250×10パック） 2,350円 0.94円 63-7816 −

Ｂ4 1ケース （250×10パック） 8,650円 3.46円 63-7847 63-7824

Ｂ5 1ケース （250×10パック） 4,350円 1.74円 63-7825 63-7848

　Ｂ6＊1 1ケース （250×10パック） 2,750円 1.10円 − 63-7826

レター 1ケース （250×10パック） 6,350円 2.54円 63-7851 −

リーガル 1ケース （250×10パック） 8,800円 3.52円 − 63-7852

乾式ＰＰＣ用紙マイペーパー

Ａ3 1ケース （500×3パック） 8,626円 5.75円 90-1300 −

Ａ4 1ケース （500×5パック） 7,188円 2.88円 90-1301 −

Ｂ4 1ケース （500×5パック） 10,813円 4.33円 90-1302 −

Ｂ5 1ケース （500×5パック） 5,438円 2.18円 90-1304 −

レター 1ケース （500×5パック） 6,325円 2.53円 90-1315 −

リーガル 1ケース （500×5パック） 8,800円 3.52円 90-1316 −

Ａ4・2穴 1ケース （500×5パック） 6,875円 2.75円 90-1317 −

再
生
紙

マイリサイクルペーパー100

Ａ3 1ケース （500×3パック） オープン価格＊2 − 90-0381 −

Ａ4 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0382 −

Ｂ4 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0383 −

Ｂ5 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − 90-0384 −

Ａ5 1ケース （500×5パック） オープン価格＊2 − − 90-0380

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

リコピーＰＰＣ用紙
タイプＴＡ（第2原図）＊1

Ａ3 1ケース （200×5パック） 19,600円 19.60円 63-0715 63-0713

Ａ4 1ケース （200×10パック） 19,600円 9.80円 63-0714 −

リコピーＰＰＣ用紙
タイプＳＡ　（ハクリ紙）　20面＊1

Ａ4 1パック （100枚入り） 4,600円 46.00円 63-2314 −

Ｂ4 1パック （100枚入り） 5,800円 58.00円 63-2324 −

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･通常用＊1 Ａ4 1パック （100枚入り） 1,100円 11.00円 63-0576 −

リコピーＰＰＣ用紙ハガキ･往復用＊1 Ａ4 1パック （100枚入り） 1,300円 13.00円 63-0577 −

リコーPPCステープラー針 タイプK＊3 5000針 1箱（5000針×3） 4,800円 0.32円 31-7284 −

リコーPPCステープラー針 タイプL＊4 2000針 1箱（2000針×4） 3,200円 0.40円 31-7412 −

リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ2＊5 1個 1個（5000針セット済） 2,400円   −     31-7283 −

リコーPPCステープラーカートリッジ タイプ3＊6 1個 1個（2000針セット済） 2,400円   −     31-7413 −

リコーPPC修正液 タイプＡ 12ml 1本 500円   −     63-7690 −

＊1 手差しでご使用ください。
＊2 価格につきましては販売担当者にご確認ください。
＊3 SR4000RC/SR40RC用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。
＊4 SR4000RC中綴じ用の詰め替え針です。カートリッジは含まれておりません。
＊5 SR4000RC/SR40RC用の予備のカートリッジです。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。
＊6 SR4000RC中綴じ用の予備のカートリッジです。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。
※157g/㎡（135㎏）以上の用紙をご使用の際は用紙搬送方向に対し、すき目方向が直角になるように用紙をセットしてください。

 「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を有償にてご用意しております。

＜メニューと料金＞ ［月額/消費税別］
対応曜日と時間 料金

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1 1,200円
月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 3,600円
日曜日 9:00〜17:00 ＊2 2,400円
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00
21:00 ＊2 3,600円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00
翌9:00 ＊2 6,000円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ） ＊2 600円

月曜日〜土曜日 17:00〜19:00 ＊1 600円
月曜日〜土曜日 17:00〜20:00 ＊1 1,000円
月曜日〜土曜日 7:00〜9:00 ＊1 900円

月曜日〜土曜日 8：00〜
17:00〜

9：00
20:00 ＊1 1,300円

月曜日〜土曜日

日曜日

8:00〜
17：00〜
8:00〜

9:00
20：00
20:00

＊2 3,700円

月曜日〜土曜日 17:00〜24:00 ＊1 2,400円
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

24:00
24:00 ＊2 4,800円

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1
1,800円月曜日〜土曜日

日曜日
21:00〜
9:00〜

翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ） ＊2

月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 4,200円日曜日 9:00〜翌9:00（受付のみ） ＊2
日曜日
月曜日〜土曜日
日曜日

9:00〜
17:00〜
17:00〜

17:00
翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ）

＊2 3,000円

月曜日〜土曜日
日曜日
月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00〜
21:00〜

21:00
21:00
翌9:00（受付のみ）
翌9:00（受付のみ）

＊2 4,200円

※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致しま
す。
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