
■「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、このカタログには再生紙と
大豆油インキを使用しています。

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

■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。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

0120-000-475

0120-479-417

●受付時間：平日（月～金）9時～18時／土曜日9時～12時、13時～17時（日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊通話料は無料です。 
＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、
そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。  ※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。

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

お客様相談センター

このカタログの記載内容は、2011年2月現在のものです。 1102K-1102<34211560>1/1

ネットワークプリンター対応／600dpi／A3判対応



圧倒的に美しい、リコーならではの
600dpiクオリティが、さらに身近になりました。

「600dpiの高解像度入出力」や「3層構造のマスター」などによる

圧倒的な表現力を誇るSatelio A650Vは、

「プリントミスを抑制する機能の強化」や「バイオマスプラスチックの採用」など、

高画質だけにとどまらない数々の機能と性能を凝縮。

もちろん「低ランニングコスト」など、コスト面でもハイパフォーマンス。

“高画質な大量プリント”という美しい価値で、プリンティング業務を刷新する。

リコーからのご提案です。
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高性能画像処理プロセッサLSI Ri10コアを搭
載。アルゴリズム誤差拡散処理により、モアレ低
減・文字/写真の両立、ザラツキ感の改善をはかり
ました。

High Quality
この美しさが、600dp iクオリティ。
リコーならではの技術が実現する、圧倒的な高画質。

3層構造の独自開発マスター

強度を保つ「和紙」とインキが通る孔を開ける「フィルム」の間に、インキを
均等に拡散させる高密度の樹脂層をプラスした3層構造のサテリオマス
ターを採用。写真画質のなめらかな再現性、ベタの均一性を大きく向上さ
せました。

高性能アーキテクチャ搭載

64bit MPUの採用と、それを最大限に引き出すアーキテクチャの開発によ
り、タッチパネルによる操作性の向上やネットワークアプライアンスの向上
を実現しました。

リアル600dpiの高解像度入出力

リコー独自の画像処理技術、超微細サーマルヘッドの採用により、600dpi
の高解像度入出力を実現。小さな文字や細線もハッキリと見やすく、写真な
どのグラデーションも鮮やかに再現できます。

従来機＊
＊当社従来600dpi機（Priport）

Satelio A650V

モアレ
ザラツキ感

ドット発生遅れ

白いポチポチ

プレスコントロール機能で安定画質

温度や印刷速度の変化による画
像濃度のムラを大幅に低減。画像
の立ち上がりが大幅に向上し、用
紙や版のムダを減らします。 

ドラム

圧胴

浸透・乾燥

マスター（版）

マイクロポーラスレイヤー（拡大写真）

和紙 和紙の繊維

フィルム

均一にインキをのせる

樹脂

和紙 和紙の繊維

フィルム

不均一にインキがのる

和紙層（拡大写真）
インキ インキ

サテリオマスタープリポートマスター

高性能画像処理プロセッサ搭載

高画質でも低ランニングコスト

Satelio A650Vは、大量にプリントするほど低ランニングコスト。また、独
自開発マスターの採用により耐刷性能は4,000枚＊を達成。大量印刷時の
コストを削減できます。
＊ 当社条件・基準にて測定。 画像種類（写真・網点画像等）・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が
　 異なる場合があります。網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実
　 施していただき、必要に応じ（耐刷未満でも）マスターの交換をお願いします。

※リコー調べ
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■1枚あたりのランニングコスト（当社標準測定）

50.09円

2.59円
1.09円

0.59円 0.14円 0.10円

プリント単価 プリント枚数
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User Friendly
見やすく、使いやすい大型液晶タッチパネルを搭載。
読み取りから製版、プリントまで1ボタンで簡単操作。

135枚/分の高速出力

原稿を製版し、インキを転写していくデジタル印刷方式により、レーザープ
リンターやインクジェットプリンターを上回る135枚/分＊の高速性能を発
揮します。業務の効率化に大きく貢献します。
＊ B4サイズ以下の対応となります。A3印刷時は最速120枚/分。

リトライ給紙機能

用紙が上手く搬送されない場合に再度給紙動作を行う「リトライ給紙機
能」を搭載。更紙や再生紙のような腰の弱い紙もスムーズに通紙します。

重送検知機能を強化

一度に複数枚の用紙を給紙した場合にプリントを停止する「重送検知機
能」。白紙検品などの作業の手間を省けるこの機能を、Satelio A650Vは
さらに強化。従来1箇所のセンサーによる検知を2箇所とし、精度をさらに
向上させました。

用紙

クランパー

用紙の搬送精度を大幅に向上

用紙の先端をくわえてプリントする
「ペーパークランプ搬送」の精度
をさらに向上。用紙搬送時のズレ
を防止します。

画像位置の調整を電動化

プリント時の画像位置の調整（前後左右）が、操作パネルから0.25mm単
位で調整が可能。従来のように用紙の位置調整を手作業で行う必要があり
ません。また、排紙台側に位置調整キーと試し刷りキーをまとめて配置する
ことで、位置調整後の確認作業がよりスムーズに行なえるようになりました。

※写真は特別に操作したもので実際とは異なります。

カラーユニバーサルデザイン認証を取得
Satelio A650Vは、カラーユニバーサルデザイン認証を
取得。色覚の個人差を問わず、できるだけ多くの人に使い
やすいよう配慮して作られていると認定されました。
＊ カラーユニバーサル認証はNPO法人カラーユニバーサルデザイン
　機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認され
　た場合に発行される第三者認証です。 

分離パッド切替機構

操作パネルからの用紙種類選択により、厚紙・薄紙用の2種類の分離パッ
ドが自動的に切り替わります。給紙性能の大幅な向上により、紙詰まりや
先端めくれ、重送・連送を防止し、さまざまな用紙種類に対応します。

マスターセットと排版破棄が容易

マスターの先端をガイド板に乗せ
てプロッターユニットをセットする
だけで、マスターのしわとりや先
端の位置出しを自動的に実行。使
用済みマスターは、手を汚すこと
なく操作部側から簡単に取り出せ
ます。

見やすい大型タッチパネル+1ボタン操作

プリント枚数を指定し、スタートキーを押すだけ。まさにコピー機感覚の1
ボタン操作で製版からプリントまでが簡単に可能です。各種設定・操作も、
見やすく触りやすい大型液晶タッチパネルで簡単に行なえます。

登録キー設定機能で簡単選択

よく使うキーを登録しておけば、パネル上での機能選択の際に常に上の方
に表示されます。
●すこし小さめ●片面→集約（片面２枚）●片面→集約（片面４枚）
●２面リピート●４面リピート●８面リピート●１６面リピート
●原稿バックライト（原稿バックライト装着時のみ）

原稿曲がりを防ぐバックライト＊

原稿バックライトがコンタクトガ
ラス面の原稿位置合わせシート
を照らし出すことにより、原稿の
位置や曲がりを一目でチェックで
きます。
＊ オプション

原稿位置合わせシート
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Efficiency & Security
文書蓄積機能やセキュリティ機能を装備。
Mac intoshからのダイレクト出力にも、もちろん対応。

業務効率を大きく向上する文書蓄積機能

●文書をHDDに蓄積可能
Satelio本体にオプションのHDDを搭載することにより、読み取った文書
データを蓄積しておくことができます。蓄積文書は、必要に応じてプリント
でき、パスワードを設定することも可能。繰り返し利用することの多い定型
文書を蓄積しておけば、業務の効率化につながります。

文書蓄積（パスワード）

■HDD蓄積印刷

保存文書の再出力指示

定型文書の保存・再出力

AdobeⓇPostScriptⓇ3TM対応

重要情報の漏えいを防止するセキュリティ機能

●AdobeⓇ純正PostScriptⓇ3TM搭載
オプションのPS3モジュールを装着することにより、印刷業界などで標準
となっているAdobe社の汎用ページ記述言語PS3の出力に対応します。
また、180度画像回転およびCMYK色分解出力などの各種機能をドライ
バー画面上で操作可能です。
●HDDにフォントダウンロード
オプションのHDDを装着すると、Mac in toshを使用した場合に
PostScriptフォントをHDDにダウンロードすることができます。

●安全性を高めるセキュリティモード
初期設定でセキュリティモードをオンにすることにより、追加プリントの防
止とドラムロックに加え、排版BOXを引き出せないようにロックすることが
可能。マル秘文書などの重要情報の漏えい防止に役立ちます。

●追加プリントを防止するシークレットモード
プリントスタートキーをロックし、追加プリントを防止することができます。
シークレットモード動作時は、ドラムを抜くこともできません。

●蓄積文書もパスワード設定可能
HDDに蓄積された文書をパスワード入力により印刷。機密文書の不用意
な印刷を防ぎます。

排版BOX

大量プリントニーズに応える信頼性

ペーパークランプ搬送、リトライ給紙、分離パッド切替機構、重送検知機能
の採用による用紙搬送精度の向上と、給紙や圧胴等の駆動系の改善によ
り、マシンの負荷を低減。大量プリントニーズに、大きな信頼性でお応えし
ます。

●パソコンから簡単に検索・プリント
パソコンに専用ソフトをインス
トールしなくても、Web Image 
Monitorを使用して、蓄積文書の
一覧、プリント、削除ができます。
また、複数のジョブをパソコンから
送っておき、マシン側でまとめて効
率良く操作することも可能です。

●蓄積文書から原稿を傷めずに再製版
蓄積文書から再製版が容易にできるため、大量プリント時の再製版の際に
原稿を読み取る必要がなく、原稿を傷めることもありません。
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Network
ネットワーク、業務効率。
さまざまな現場で求められる課題にも、しっかり対応。

操作性を高める RPCSドライバー

多彩な機能とシンプルな操作性
を提供するRPCSドライバーを採
用。よく使う設定を登録しておけ
ばワンクリックで設定を簡単に変
更できるなど、使いやすさを追求
しました。

USB2.0標準、無線LANにも対応

USB2.0と高速ネットワークインターフェー
ス100BASE-TX/10BASE-Tに標準対応。
IEEE802.11bに対応した無線LANカードも
オプションで用意しています。

集約/リピート機能で用紙を効率的に活用

2枚もしくは4枚の原稿を1枚の用紙にまとめてプリントする集約機能を
搭載。また、リピート機能では、1枚の原稿を用紙全体に繰り返しプリント
します。2、4、8、16面、カスタムのリピートが可能です。

インキ消費量を最大約25%削減

2段階の設定ができる省インキモードを搭載。インキ消費量を通常印刷時
の最大約75%にまでセーブでき、大量印刷時のランニングコストをさらに
低減できます。

マスターを20%削減

A4ヨコ以下の用紙に複数原稿をオプションのDFユニットでプリントする
際はもとより、複数ページ文書をプリンター出力する際も、通常の20％のマ
スターを削減。専用のA4ドラムを装着することなく、さらにランニングコス
トを抑制できます。

20
％
削
減

ロ
ス
部
分

プリンター出力自動切替ソフトを同梱

同梱のユーティリティーソフト「ちぇんじろうV2」を利用すれば、枚数を入
力するだけで、少枚数ならレーザープリンターやコピー機へ、多枚数なら高
速・低ランニングコストのSatelioへと出力を自動で切り替えます。

多枚数ならこっちだネ！

少枚数なら 多枚数なら

LPや
PPCから自動的にプリント。

低コスト・
高速プリントのサテリオに
自動切替。各社のプリンターで設定できます

ので、お客様の環境を有効に活用
できます。

ちぇんじろうV2

毎分135枚の印刷が可能。

その他の機能

●原稿種類に合わせて選択可能な5つの「画像モード」
●複数回ドラムを回転させてから1枚給紙する「スキップ給紙モード」
●「原稿自動周囲消去」（原稿カバー/DFユニットオープン時）
●製版からプリントまでを連続して行なう「連続モード」
●「固定変倍」（縮小4段・拡大3段）　
●「ズーム変倍」（50～200%）
●よく使用する設定を最大9種類登録可能な「プログラムモード」
●用紙を効率的に活用できる「集約/リピート機能」
●オンラインプリント設定

※写真はオプションのワイヤレスインターフェース
　ボードを装着したものです。
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Ecology & Service
地球環境への配慮にも、高性能を。
使う人の安心を高める各種サービスも提供。

植物由来のバイオマスプラスチックを採用

バイオマス資源を原料にした植物由来プラスチックを
本体エンブレムのクリアカバーに採用。ライフサイクル
の中で排出されるCO2の削減に貢献します。バイオマ
スマーク認定（日本有機資源協会）も取得しています。

環境に配慮した大豆油インキを使用

原料に大豆油を使用した環境負荷の少ないインキで
アメリカ大豆油協会の基準値をクリアし、ソイシール
商標の使用を認証されています。
●サテリオインキ タイプⅠ〈黒・赤・青・緑〉

エコマーク取得

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。

「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。

環境影響化学物質の削減

2006年より規制が開始されたRoHS指令（EU電気電子機器危険物質使
用制限指令）により、鉛およびその化合物、6価クロムおよびその化合物、カ
ドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、PBDEの使用制
限準拠をはじめ、さまざまな環境影響化学物質を可能なかぎり排除してい
ます。

グリーン購入法適合

調達目標と結果の報告を義務付けるグリーン購入法
に適合しています。

省エネモード＆エコスタート

待機時の消費電力を約13.8Wに抑える省エネモードと、一定時間経過後
もインキのりを自動調整して版や用紙のムダを抑えるエコスタート機能を
搭載しています。

電源オフ機能搭載

設定した時間になると電源が自動的に切れる電源オフ機能を搭載。うっか
り電源を切り忘れた場合でも安心です。

●安心の保守サービス
メーカーの無償保証期間は1年間で、カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。2年目以降からは、年間保守契約・
随時保守にて対応させて頂きます。

●フルタイムサービス（オプション）
フルタイムサービスは、年間保守契約のオプションサービスです。年間
保守契約の時間帯（月曜日～土曜日  9時～17時対応）に加えて、最
大24時間／最大365日までサービスを拡張することができます。日曜
日・祝日の万が一の故障や17時以降の夜間も修理ができるので冠婚
葬祭、学習塾、予備校など夜間に営業されるお客様に適しています。

Service ＆ Support

●曜日・時間帯は5つに分類されます。
メニュー

1 月曜日～土曜日 17：00～21：00＊1
2 月曜日～土曜日 17：00～翌9：00＊1
3 日曜日 9：00～17：00＊2

4 月曜日～土曜日
日曜日

17：00～21：00＊2
9：00～21：00＊2

5 月曜日～土曜日
日曜日

17：00～翌9：00＊2
9：00～翌9：00＊2

＊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。
※地域によっては、対応できない場合がありますので、販売担当者にご確認ください。
※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタイムサービスを契約できます。
※定期点検、定期交換部品の交換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。
※無償保証期間内（購入から１年間）もフルタイムサービスに加入することができます。

登録No.080026
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■「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、このカタログには再生紙と
大豆油インキを使用しています。

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

■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。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。

0120-000-475

0120-479-417

●受付時間：平日（月～金）9時～18時／土曜日9時～12時、13時～17時（日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊通話料は無料です。 
＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電話機でお掛けの場合は、
そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。  ※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。

●ファクシミリによるお問い合わせも承っております。

お客様相談センター

このカタログの記載内容は、2011年2月現在のものです。 1102K-1102<34211560>1/1

■Satelio A650Vの主な仕様
製版・印刷方式 全自動デジタル製版・ステンシル印刷
使用原稿 シート原稿・ブック物原稿（10kg以下）
原稿サイズ 最大A3
用紙サイズ 最大297mm×432mm （325mm×447mmまで可）、最小70mm×148mm
印刷サイズ 最大290mm×412mm（A3）
用紙種類 47.1〜209.3g/m2（四六判40.5〜180kg）

上質紙、中質紙、再生紙、孔版上質紙、更紙、画用紙、官製はがき、封筒＊1

給紙容量 1,000枚［64g/m2（四六判55kg相当）上質紙］
印刷倍率 等倍・縮小5段（87%・82%・71%・61%・50%）

拡大4段（115%・122%・141%・200%）
ズーム（50〜200%）・独立変倍（50〜200%）

解像度 読取り：600dpi×600dpi、書込み：600dpi×600dpi
画像モード 文字・文字／写真・写真・鉛筆・淡色
製版濃度 標準・うすく・ややこく・こく
製版時間 19秒（A4　・等倍）
印刷速度 60〜135枚／分（6段可変、135枚／分はB4以下）
印刷位置調整 左右（天地）：電動�15mm、前後：電動�10mm
インキ供給方式 全自動（1,000ml）
マスター給版容量 全自動（200版／ロール）
カラー印刷方式 ドラム交換方式
標準機能 クラス機能・シークレットモード・省インキモード・省エネモード・プログラムモード（9

種類）・スキップ給紙モード・連続モード・原稿自動周囲消去（原稿カバー／DFユニッ
トオープン時）・初期設定・大型液晶タッチパネル・集約（2面・4面）・リピート（2面・4
面・8面・16面・カスタム）・画像回転・画像合成・メイキャップ（エリア指定シート方式
画像編集）・プレスコントロール機能・電源オフ機能・セキュリティ機能・重送検知機
能・センタリング・とじしろ・仕分け機能

オプション機能 原稿自動搬送（DFユニット装着時）
文書蓄積、スタンプ印字機能（HDD装着時）

プ
リ
ン
タ
ー
機
能

RAM 128MB
対応プロトコル TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk（オプション）
対応OS 標準：Windows®  2000/XP/7、Windows Vista®

Windows Server® 2003/2008
オプション：MacOS8.6-9.2.1、MacOS Ｘ（10.1以降）

インターフェース 標準：USB2.0＊2、イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）
オプション：双方向パラレル（IEEE1284準拠）＊3、無線LAN（IEEE802.11b）＊3

ページ記述言語 RPCS、PS3（オプション）
電源 AC100V　50/60Hz　5.3A＊4

消費電力 最大450W（省エネモード時約13.8W）＊4

大きさ 給紙台・排紙台使用時：1,420mm（W）×705mm（D）×1,020mm（H）＊5

給紙台・排紙台収納時：750mm（W）×705mm（D）×1,020mm（H）
テーブルのみ：610mm（W）×600mm（D）×450mm（H）

質量 120.5kg（テーブルのみ16kg）＊5

＊1 封筒によっては使用できないものもありますので、事前にご確認ください。
＊2 Windows® 2000/XP/7、Windows Vista®、MacOS9.x、MacOS XのUSBポートに対応。
＊3 いずれか1つ装着可能。
＊4 本体の消費電流は4.0A、消費電力は約360W。（省エネモード時約6.5W）
＊5 オプションの原稿カバー タイプ１、排紙台 タイプ2、テーブル タイプ1装着時。

■消耗品
品　名 備　考

サテリオマスター タイプⅠ〈A3〉 A650V、A460/A450シリーズ、A411、A410共通マスター
（200版/ロール、2ロール/ケース）

サテリオインキ タイプⅠ〈黒、赤、青、緑〉 A650V、A460/A450シリーズ共通インキ（1,000ml/個）
大豆油を使用した環境負荷の少ないインキ

デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ　
〈茶、グレー、黄、紫、栗、紺、橙、青緑、藤、
 金、深緑、紅梅〉

A650V、A460/A450シリーズ共通インキ（1,000ml/個）

CMカラーインキ タイプⅡ  A650V、A460/A450シリーズ共通50色インキ
（1,000ml/個、注文は6個単位）

本体標準価格：1,400,000円（消費税・消耗品別）
搬入設置指導料：30,000円（消費税別）
※本体標準価格に原稿カバー、テーブル、排紙台は含まれておりません。

※万が一、オプション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。
※オプションのカラードラムは1色につき1ユニット必要です。
※コート紙、上質紙、はがき等のインキ吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生します。
※原稿の先端から6mmは印刷できませんので、余白のある側を左にセットしてください。
※製品の仕様、外観は改良のため変更している場合がありますので販売担当者にご確認ください。
※製品およびカラーサンプル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の画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際とは異なります。
※このカタログに掲載されている製品は国内仕様のため海外では使用できません。
※このカタログに記載の会社名および製品名は会社の商標または登録商標です。
※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
※Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の
　国における登録商標または商標です。
※Macintoshは、Apple Inc.の商標です。
※Adobe、PostScriptおよびPostScript3は米国Adobe Systems社の各国での商標または登録商標です。
※このカタログに記載の搬入設置指導料は標準的な作業の場合の参考価格です。
※お客様のご要望による機械の移動は有償となります。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機製造中止後7年間です。

ご注意
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の印紙・証券類、未使用の郵便切手・官製ハガキなどをコピーすることは、法律
　で禁止されています。
②著作物の全部または一部につき、著作権者の許諾なく複写複製をなす事は著作権法上著作権が制限される場合を除き、
　禁じられています。ご注意ください。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。
ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

写真はオプションの原稿カバー タイプ1、テーブル タイプ1、排紙台 タイプ2を装着したものです。

※印刷のため実際の色とは若干異なります。

黒

黄

赤

青緑

青

紺

緑

紫

茶

紅梅

グレー

深緑

橙

藤

栗

金

＊ カラーユニバーサル認証はNPO法人カラーユニバーサルデザイン
　機構により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認され
　た場合に発行される第三者認証です。 



価格表

拡張機能の組み合わせと価格
（消費税別）

●本体
商品名 品種コード 標準価格 搬入設置指導料 備考

Satelio A650V 240221 1,400,000円 30,000円 A3判対応・600dpi・プリンター機能標準搭載

※標準価格には、原稿カバー、テーブル、排紙台の価格は含まれておりません。

（消費税別） 

●基本モデル構成
機能 本体 テーブル 原稿カバー DFユニット 排紙台

組み合わせ価格 搬入設置指導料商品名 Satelio A650V テーブル タイプ1 原稿カバー タイプ1 ドキュメントフィーダー DF-3 排紙台 タイプ2 自動排紙台 タイプ2
品種コード 240221 251015 251013 240211 240103 240117

モデル名

Satelio
A650V
基本
モデル

● ● ● ● 1,483,000円 30,000円
● ● ● ● 1,625,000円 35,800円
● ● ● ● 1,513,000円 30,000円
● ● ● ● 1,655,000円 35,800円

※原稿カバー タイプ1またはドキュメントフィーダー DF-3のどちらかをお選びください。
※排紙台 タイプ2または自動排紙台 タイプ2のどちらかをお選びください。

（消費税別） 

●外部オプション

商品名 品種コード 標準価格
設置指導料

備考
A料金 B料金

テーブル テーブル タイプ1 251015 50,000円 － Satelio A650V用テーブル。
原稿カバー/
DFユニット

原稿カバー タイプ1 251013 8,000円 － 原稿ガラス上の原稿を押さえます。DF-3を装着しない場合に必要です。
ドキュメントフィーダー DF-3 240211 150,000円 10,500円 5,800円 自動原稿送り装置。50枚積載可能です。

排紙台
排紙台 タイプ2 240103 25,000円 － 大量に出力した場合でもプリントが整然と揃う、紙揃え用のプレートを備えた排紙台です。
自動排紙台 タイプ2 240117 55,000円 6,300円 1,600円 排紙ガイドの設定をプリントする用紙サイズに合わせて自動的に行ないます。

ドラム Satelioカラードラム タイプ１＜A3＞ 240119 138,000円 － カラー用ドラム。1色につき1ユニットが必要です。
ソーター ソーターJS40 251021 890,000円 12,700円 7,900円 サテリオの印刷速度に対応（最速120枚/分）した40ビンのソーター。各ビン50枚積載可能です。

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。

（消費税別） 

●その他オプション

商品名 品種コード 標準価格
設置指導料

備考
A料金 B料金

キーカウンター
キーカウンター 317132 7,500円 － プリント使用量を計るカウンター。装着にはキーカウンター受が必要です。
キーカウンター受 317133 5,400円 2,000円 キーカウンター本体と同時に使用します。

キーカード
キーカードMK1 318194 83,000円 9,400円 4,700円 部門別・個人別のプリント枚数を集計・管理するキーカードです。RK4モードのみ使用可能。
プリセットキーカード エンコーダPE1 317605 5,000円 － 上限度数を設定するMK1用エンコーダ。
キーカード取付台 タイプ1 250523 6,000円 － キーカードMK1用取付台。

コインラック
コインラック AD タイプ501 315056 268,000円 9,400円 4,700円 プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨が使用できます。
コインラック AD タイプ1001 315057 448,000円 12,500円 7,800円 プリントサービスを無人でできるオプションです。10円、50円、100円、新旧500円各硬貨と新旧1000円札が使用できます。

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。

（消費税別） 

〈消耗品〉
商品名 品種コード 標準価格 備考

マスター サテリオマスター タイプⅠ＜A3＞ 613704 14,600円 Satelio A650V、A650、A460、A460F、A450、A450F、A411、A410共通マスター（200版/ロール、2ロール/ケース）

インキ

サテリオインキ タイプⅠ＜黒＞
サテリオインキ タイプⅠ＜赤＞
サテリオインキ タイプⅠ＜青＞
サテリオインキ タイプⅠ＜緑＞

613703
613706
613707
613708

各3,000円 Satelio A650V、A650、A460、A460F、A450、A450F共通インキ（1,000ml/個）　※大豆油を使用した環境負荷の少ないインキ

デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜茶＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜グレー＞

613709
613710 各3,000円

Satelio A650V、 A650、A460、A460F、A450、A450F共通インキ（1,000ml/個）

デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜黄＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜紫＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜栗＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜紺＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜橙＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜青緑＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜藤＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜金＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜深緑＞
デジタル印刷機用 Ink TypeⅦ＜紅梅＞

613711
613712
613713
613714
613715
613716
613717
613718
613719
613720

各3,500円

CMカラーインキ タイプⅡ＜50色＞ 613724 各3,800円 Satelio A650V、A650、A460、A460F、A450、A450F共通50色インキ（1,000ml/個）　＊ 注文は6個単位、受注後4週間で納品

（消費税別） 

●内部オプション

商品名 品種コード 標準価格
設置指導料

備考
A料金 B料金

本体用 原稿バックライトキット タイプ1 240120 90,000円 7,800円 3,100円 バックライトとシートで位置合わせ確認ができる機能。

プリンター用

PS3モジュール タイプ2 240150 80,000円 6,300円 1,600円 Adobe社のPostScript3による出力が可能。
拡張HDD タイプ1 240122 80,000円 6,300円 1,600円 文書蓄積、スタンプ印字機能、PostScriptフォントのダウンロードが可能。
ワイヤレスインターフェースボード タイプ2＊ 240215 50,000円 6,300円 1,600円 IEEE802.11b規格に準拠したプリンター内蔵型ボード。
拡張1284ボード タイプ1＊ 240124 58,000円 5,500円 800円 IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。（専用ケーブル同梱）
SDRAMモジュールⅢ 128MB 307867 40,000円 6,300円 1,600円 128MB増設メモリーモジュール
SDRAMモジュールⅢ 256MB 307868 70,000円 6,300円 1,600円 256MB増設メモリーモジュール

※A料金とは、1訪問につきオプションを1つ取り付ける時の料金です。同時に2つ以上取り付ける場合は、2つ目からはB料金となります。
＊ ワイヤレスインターフェースボード タイプ2と拡張1284ボード タイプ1は同時に装着することはできません。

（消費税別） 



オプション

複数枚の原稿をセットし、連続プリントが行なえます。50
枚まで積載可能です。

印刷速度（毎分60〜120枚）に対応した40ビン・ソー
ターを用意。一度に40部までのプリント、ソートができ、
大量の資料作成も効率よく行なえます。
●ビン容量：各ビンに50枚まで収納可能。
●ステープル：外付け電動ステープルを装備。50枚まで対応して

います。
●2ジョブ受け付け：20部以下のソート時は、上段20ビンと下段

20ビンを独立して、それぞれ別のジョブを処理することもできます。
●クラスソート：1原稿の印刷物を複数のビン（クラス）に収納す

るクラスソート機能を搭載しています。
●頁順送りソート：ページ物原稿は、1枚目より頁順にソート。パソ

コンからのファイル一括プリントにも対応しています。

通常の黒インキに加え、多色刷り用のカラードラムを用
意。さらに表現力豊かな資料や企画書などをプリントで
きます。またドラム交換
はスライド式のため簡単
に行なえます。

部門別・個人別のプリ
ント枚数の集計、コスト
管理が簡単に行なえる
キーカードです。

プリントサービスを無人でできるオプ
ションです。10円、50円、100円、
新旧500円の各硬貨が使用でき
ます。

（新旧千円札を使用できるものもあります）

コンタクトガラスの下部のバックライトと位置合わせシートに
より、原稿の位置や曲がりもチェックできます。

※写真はSatelio A650Vにオプションのドキュメントフィーダー 
DF-3、テーブル タイプ1、ソーター JS40、自動排紙台 タイプ2を
装着したものです。

原稿カバー タイプ1（オプション）、テーブル タイプ1、
排紙台 タイプ2（オプション）装着時

ドキュメントフィーダー DF-3（オプション）、テーブル タイプ1（オプション）、
ソーター JS40（オプション）、自動排紙台 タイプ2（オプション）装着時

※奥行き：705

原稿ガラス上の原稿を押さえます。

大量に出力した場合でもプリントが整然と揃う、紙揃え
用のプレートを備えた排紙台です。

従来、手動で行なっていた排紙台の排紙ガイドの設定
を給紙台上にセットされた用紙サイズに合わせて自動
的に行ないます。

ソートビン数 40ビン
ソートビン容量 50枚（64g/m2紙）
ソート用紙サイズ A3 、B4 、A4 、B5

ソート用紙種類 52.3〜104.7g/m2（45〜90kg四六判）
上質紙、PPC用紙、孔版上質紙、再生紙

ソート速度 60〜120枚/分
モード ノンソート、ソート、クラスソート

ノンソート オプションの自動排紙台 タイプ2　
または排紙台 タイプ2を使用＊

ステープル機能 外付け電動ステープル
電源 AC100V 50/60Hz 3A以上
消費電力 約180W（省エネモード待機時 約10W）
大きさ 900mm（W）×650mm（D）×1,700mm（H）
質量 148kg

＊排紙ガイドの設定を自動化する自動排紙台 タイプ2のご使用をお
奨めいたします。

■ドキュメントフィーダー DF-3 ■ソーター JS40 ■カラードラム

■キーカード MK1

■コインラック

■原稿バックライト

■原稿カバー タイプ1

■排紙台 タイプ2

■自動排紙台 タイプ2

■Satelio A650Vの外形寸法 単位：mm



ランニングコスト表
（A3ドラム、A3判マスターカット時）

〈消耗品代〉

原稿 ： A4判 10％画像　印刷 ： リコー標準条件＊1

サテリオマスター タイプⅠ ＜A3＞ ： 14,600円 （200版/ロール、2ロール/1ケース） 1版当り 36.50円
サテリオインキ タイプⅠ ＜黒＞ : 3,000円 （1,000ml/個） 1枚当り 0.09円

プリント枚数 マスター代 排版インキ代＊2 インキ 合計 単価／枚

1
2
3
4
5

36.50 円 13.50 円

0.09 円
0.18 円
0.27 円
0.36 円
0.45 円

50.09 円
50.18 円
50.27 円
50.36 円
50.45 円

50.09 円
25.09 円
16.76 円
12.59 円
10.09 円

6
7
8
9

10

0.54 円
0.63 円
0.72 円
0.81 円
0.90 円

50.54 円
50.63 円
50.72 円
50.81 円
50.90 円

8.42 円
7.23 円
6.34 円
5.65 円
5.09 円

11
12
13
14
15

0.99 円
1.08 円
1.17 円
1.26 円
1.35 円

50.99 円
51.08 円
51.17 円
51.26 円
51.35 円

4.64 円
4.26 円
3.94 円
3.66 円
3.42 円

20
25
30
35
40

1.80 円
2.25 円
2.70 円
3.15 円
3.60 円

51.80 円
52.25 円
52.70 円
53.15 円
53.60 円

2.59 円
2.09 円
1.76 円
1.52 円
1.34 円

45
50
60
70
80
90

4.05 円
4.50 円
5.40 円
6.30 円
7.20 円
8.10 円

54.05 円
54.50 円
55.40 円
56.30 円
57.20 円
58.10 円

1.20 円
1.09 円
0.92 円
0.80 円
0.72 円
0.65 円

100
200
300
400
500

9.00 円
18.00 円
27.00 円
36.00 円
45.00 円

59.00 円
68.00 円
77.00 円
86.00 円
95.00 円

0.59 円
0.34 円
0.26 円
0.22 円
0.19 円

600
700
800
900

1000

54.00 円
63.00 円
72.00 円
81.00 円
90.00 円

104.00 円
113.00 円
122.00 円
131.00 円
140.00 円

0.17 円
0.16 円
0.15 円
0.15 円
0.14 円

2000
3000
4000

180.00 円
270.00 円
360.00 円

230.00 円
320.00 円
410.00 円

0.12 円
0.11 円
0.10 円

＊1 当社条件・基準にて測定。画像種類（写真・網点画像等）・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。
　  網点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷（4,000枚）未満でもマスターの交換をお願いします。
＊2 排版マスターに付着しているインキのコストです。
※上記ランニングコストには用紙代は含まれておりません。



このカタログの記載内容は、2011年2月現在のものです。

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」
で承っております。フリーダイヤルでお気軽にどうぞ。お客様相談センター

※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。

保守料金

使用済製品  回収料金・処理料金

●年間保守契約

●Satelioサービスパック

●随時保守サービス

お客様の日頃のお悩みを、ハードウェアの保守とお電話での相談対応を1つにしたSatelioサービスパックで、すっきり解決します。

※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ご確認ください。

お客様の要請に応じて、点検・修理・調整、部品の交換を
有償で行なう保守サービスです。

（年額／消費税別）

リコーの無償保証期間は購入後1年間です。カスタマーエンジニアによる定期点検および訪問修理を無償にて行ないます。
2年目以降からは、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。

（消費税別） 

商品名
保守契約料金（1台当り：1年間の料金です）

点検2回 点検4回 点検6回 点検12回
A B A B A B A B

Satelio A650V
テーブル タイプ1
原稿カバー タイプ1 又は ドキュメントフィーダー DF-3
排紙台 タイプ2 又は 自動排紙台 タイプ2

57,300円 75,400円 82,200円 100,300円 106,500円 124,600円 180,600円 198,700円

ソーター JS40 51,800円 74,800円 62,800円 82,800円 79,700円 99,700円 135,200円 155,200円

A：故障時の部品代は、別途お客様負担となります。　B：故障時の部品代を含みます。

（消費税別） 

商品名 期間 品種コード 標準価格 対応機種 備考

Satelioサービスパック40　5年パック 納入後5年間
（保証期間＋4年） 242901 337,000円

Satelio A650V

マシン本体と同時のご購入に限ります。
（テーブル、原稿カバー、DF＊ユニット、排紙台は含みます。）

Satelioサービスパック40　3年パック 納入後3年間
（保証期間＋2年） 242902 168,500円 マシン本体と同時のご購入に限ります。

（テーブル、原稿カバー、DF＊ユニット、排紙台は含みます。）
Satelioサービスパック40　1年延長パック 延長1年間 242903 84,500円 3年パック専用の延長パックで最長2年間（2回）までとします。

Satelioサービスパック カラードラムタイプ50　5年パック 納入後5年間
（保証期間＋4年） 240146 36,000円

Satelioカラードラム
タイプ１＜A3＞

マシン本体とサービスパック40をご購入のお客様に適用されます。

Satelioサービスパック カラードラムタイプ50　3年パック 納入後3年間
（保証期間＋2年） 240147 18,000円 マシン本体とサービスパック40をご購入のお客様に適用されます。

Satelioサービスパック カラードラムタイプ50　1年延長パック 延長1年間 240148 9,000円 3年パック専用の延長パックで最長2年間（2回）までとします。

＊ DF=ドキュメントフィーダー

（1）基本料金と技術料金

基本料金 技術料金 備考

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。

（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。

フルタイムサービス（オプション）
フルタイムサービスは、年間保守契約のオプションサービスです。
年間保守契約の時間帯（月曜日〜土曜日 ９時〜１７時対応）に
加えて、最大２４時間／最大３６５日までサービス時間帯を拡張す
ることができます。日曜日・祝日の万が一の故障や１７時以降の
夜間も修理ができるので、冠婚葬祭、学習塾、予備校など夜間
に営業されるお客様に適しています。

メニュー 料金
1 月曜日〜土曜日 17：00〜21：00＊1 18,000円
2 月曜日〜土曜日 17：00〜翌9：00＊1 54,000円
3 日曜日 9：00〜17：00＊2 36,000円

4 月曜日〜土曜日
日曜日

17：00〜21：00＊2

9：00〜21：00＊2 54,000円

5 月曜日〜土曜日
日曜日

17：00〜翌9：00＊2

9：00〜翌9：00＊2 90,000円

＊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。
※年間保守契約料金に追加いただきます。※地域によっては、
対応できない場合がありますので、販売担当者にご確認ください。
※通常営業時間帯の年間保守契約を締結したときのみ、フルタ
イムサービスを契約できます。※定期点検、定期交換部品の交
換作業は原則として通常営業時間帯にて実施します。※無償保
証期間内（購入から１年間）もフルタイムサービスに加入すること
ができます。

区分 本体重量 代表的な製品 回収料金 処理料金

Ⅰ 〜20kg未満 パーソナル複写機･小型ファクシミリ・
小型プリンター・パソコン・プロジェクター 等 3,000円/台 3,000円/台

Ⅱ 20kg以上40kg未満 レーザーファクシミリ・レーザープリンター 等 7,000円/台 4,000円/台
Ⅲ 40kg以上100kg未満 中型複写機・カラーレーザープリンター・

デジタル印刷機・湿式ジアゾ機 等
13,000円/台 8,000円/台

Ⅳ 100kg以上140kg未満 18,000円/台 11,000円/台
Ⅴ 140kg以上300kg未満

大型複写機（高速機／広幅機／カラー機）・
大型プリンター 等

30,000円/台 21,000円/台
Ⅵ 300kg以上500kg未満 70,000円/台 35,000円/台
Ⅶ 500kg以上 110,000円/台 65,000円/台

※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ください。
※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。
※ディスプレイ、プリンター、スキャナはパソコン本体と別料金になります。

（消費税別） 

（消費税別） 




