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先進機能とフレンドリーな使いやすさを､
コンパクトボディに載せて｡
新時代のオフィスワークのための､新しい複合機とは何か｡その問いかけに対するリコーの回答は､

ビジネスの最前線が本当に必要とする機能を見つめ直し､それを使いこなす操作性を徹底的に磨きあげることでした｡

そのうえで､環境負荷低減のためのペーパーレス＆省エネ機能､

さらには時代が求める高いセキュリティ性能までを全身に凝縮したRICOH MP 1601/1301シリーズ｡

そのコンパクトなボディと新しい操作パネルには､リコーの豊富な経験と最新の技術が息づいています｡

RICOH MP 1601/1301シリーズ

※写真はRICOH MP 1601 SPFにオプションを装着したものです。 ※画面はハメコミ合成です。

本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである本カタログは、リコーが提供する新しいクラウドサービスである
RICOH Clickable Paper™ サービスに対応しています。RICOH Clickable Paper™ サービスに対応しています。
iPhone/iPad/Android™ アプリケーション『RICOH CP Clicker』（無料）をダウンロードし、カタログの表
紙を撮影（クリック）すると、商品のスペシャルサイトなどインターネット上の関連情報をご覧いただけます。
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約80%削減

0 kWh1.00.5

1.14kWh

標準消費電力量（TEC2018）＊1

0.23kWh

＊2

受信
ファクス

受信ファクスの
転送が可能

ファクス

HDD

※写真はRICOH MP 1301 SPF。 
※画面はハメコミ合成です。

※写真はRICOH MP 1301 SPFにオプションの給紙テーブル PB2000、サプライテーブル TB2010を装着したものです。 
※画面はハメコミ合成です。

コンパクトなボディに凝縮したのは､コピー､ファクス､プリンター、スキャナー
の4つの機能｡給紙テーブルなどの選択により､フロアはもちろんデスクトップ
にもスマートに設置できます｡

コンパクトボディで1台4役｡

シリーズ全モデルに標準搭載した両面印刷機能は､用紙の使用量を低減｡
また、すぐれた省エネ技術により標準消費電力量（TEC2018）＊1も抑制する
など､さまざまな角度からコスト削減を実現できます｡
＊1 国際エネルギースタープログラムで定められた測定値。
＊2 国際エネルギースタープログラム非適合であるため参考値です。

さまざまな角度からコストを削減｡

デザインを一新した操作部には､4.3インチカラー液晶タッチパネルを採用｡
ホーム画面のアイコンをタッチするだけで簡単に機能を選択できます。さらに
よく使う機能のアイコンをホーム画面に追加することで、設定の手間を省き、
業務を効率化します。

見やすく使いやすいカラー液晶タッチパネル｡

コピー感覚で書類を電子化できるフルカラースキャナー｡受信ファクスを本体
のハードディスクやパソコンに転送できるペーパーレスファクス｡その他ペー
パーレスを推進する多彩な機能を備えています｡

さらに､多彩なペーパーレス機能｡

商品構成
商品名 コピー ファクス 両面 標準

給紙トレイ
手差し
トレイ

ネットワーク
プリンター

カラー
スキャナー

ドキュメント
ボックス

IP-
ファクス

W-NET
ファクス ARDF インナー

1ビン
RICOH MP 1601 SP 標準 オプション 標準 2段 標準 標準 標準 オプション オプション オプション オプション オプション
RICOH MP 1601 SPF 標準 標準 標準 2段 標準 標準 標準 オプション 標準 標準 標準 オプション
RICOH MP 1301 SP 標準 オプション 標準 1段 標準 標準 標準 オプション オプション オプション オプション オプション
RICOH MP 1301 SPF 標準 標準 標準 1段 標準 標準 標準 オプション 標準 標準 標準 オプション
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User Friendly
先進の高機能を､ひとりでも多くの皆さまに｡
細部にまで目配りした｢使いやすさ｣が魅力です｡

簡単画面キーを押すだけで、基本機能をシンプルにまとめ、文字を5mm
以上の高さにした一層見やすい画面に切り替わります。また、フルカラー
タッチパネルの色を反転させることで、高齢者や弱視の方にも見やすい画
面を実現しています。

3つのファンクションキーには、ESAア
プリケーション、登録されたプログラ
ムなどを自由に割り当てられます。例
えば、「プリンター」を「カンタン私書
箱プリント」（別売）にするなど、お客
様の使い方に応じて変更できます。

順手でも逆手でもスムーズに引き出せる給紙トレイで給紙も簡単に行なえ
ます。

デスクトップにもフロアにも設置できる
コンパクト設計｡コピー､ファクス､プリン
ター､スキャナーの多彩な機能を業務スタ
イルに合わせて省スペースでお使いいた
だけます｡

操作部のチルト対応により、車椅子を利用している方も座ったまま操作可
能です。また、自動原稿送り装置（ARDF）を下げる際の補助ハンドル＊によ
り、高い位置にあるARDFをラクに下げることができます。

基本機能をシンプルに表示する簡単画面機能

自由に割り当て可能なファンクションキー

給紙も簡単に

コンパクト設計

操作部のチルト対応＆補助ハンドル＊

操作部に4.3インチカラー液晶タッチパネルを採用しました｡コピーなどの
基本機能の他に､よく使う機能やESAアプリケーションなどをアイコン化
してホーム画面に表示できます｡お客様の使い方に合わせてカスタマイズ
も可能です｡

4.3インチ液晶タッチパネル搭載

※画面はハメコミ合成です。

操作部の右側面にSDカード、
USBスロットを標準搭載。パソコ
ンレスでダイレクトに印刷するこ
とが可能です。
※この機能はドキュメントボックスHDキット タイプ 
　M1が必要です。

紙詰まりしにくい高信頼設計に加え、万一
紙詰まりした場合でも、片側一カ所のみで
ほとんどの処理を完了できます。さらに、紙詰
まり処理やトナー交換などの手順をアニメー
ションでわかりやすく説明するガイダンス機
能も搭載しています。

紙詰まり、用紙切れなどのエラー状態をLEDが点灯し
てお知らせし、エラー解決操作への移行も速やかに行
なえます。また、実行中ジョブの状態や履歴を一覧で
確認可能です。

メディアスロット標準装備

高信頼性&ダウンタイムレス

エラー状態などをお知らせする状態確認キー

＊ オプションのimagio ドキュメントフィーダーハンドル タイプ30が必要です。

※簡単画面表示 キー色反転時。
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2枚ごと

1
2 1 2

4枚ごと

3
4

1 21 2
or

3 4 34
1
2

※機能の組み合わせによっては、割り込みが行なえない場合があります。
※印刷動作中に他の機能で原稿読み取りを行なった場合、原稿読み取り速度が遅くなる場合があります。
※インナー1ビントレイ BN2010が必要です。

例 プリンター出力中にファクスを受信した場合

プリンター機能で
大量出力中

ファクスを受信
すると…

受信ファクスを別のトレイに
出力後、自動的に復帰

11

コピー文書　 ファクス文書を2つのトレイに分けて排紙できます。1 2

2

カード類の表裏を1枚の紙に集約！

Performance
コンパクトなボディに､さまざまな
業務スタイルに対応する最新の高性能を凝縮｡

連続コピーはビジネスの流れを妨げない16枚/分＊1｡また標準搭載した
両面機能による両面コピースピードも片面時と同速の16ページ/分＊2を
実現し､作業効率を落とすことなく用紙コストの削減を推進します｡
＊1 RICOH MP 1601の場合｡RICOH MP 1301は13枚/分｡A4ヨコ片面時｡
＊2 RICOH MP 1601の場合｡RICOH MP 1301は13ページ/分｡A4ヨコ。

コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスの機能を2つの排紙先
に仕分けることが可能。大事な書類が他のドキュメントに紛れ込むのを
防ぎます。また、マルチアクセス機能により、稼働中のジョブの途中で他の
ジョブを自動的に割り込ませ、優先的に処理することができます。

［高画質］
●5つの画像モード（①文字②文字・写真③写真④淡い原稿⑤複写原稿）

［生産性］
●メモリーコピー ●回転コピー ●回転縮小コピー ●メモリーソート＊1 
●回転ソート＊2 ●120枚積載自動原稿送り装置＊3 ●大量原稿モード＊3

［その他の機能］
●手差しコピー ●プログラム ●原稿忘れ検知 ●25％〜400％のワイド
ズーム ●すこし小さめコピー ●用紙指定変倍 ●自動用紙選択 ●分割 
●とじしろ
＊1 ドキュメントボックスHDキット タイプM1非装着時のソート可能ページ数は、A4約50ページになります。
　  原稿の種類によってソートできるページ数は異なります。
＊2 RICOH MP1301の場合は給紙テーブル PB2000または給紙テーブル PB2010が必要です。
＊3 ドキュメントフィーダー DF2020が必要です。RICOH MP 1601 SPF/1301 SPFには標準装備されています。

52〜162g/m²（45〜139kg）＊の用紙に対応し､薄い紙やハガキ等の厚
い紙まで、さまざまな用紙に出力できます｡
＊ 手差しトレイ給紙時｡本体給紙トレイは60〜105g/m²。

ファーストコピータイムは5.7秒＊｡お急ぎの時にも快適な出力をサポート
します｡
＊  A4ヨコ片面､等倍､原稿ガラス､本体第1給紙トレイ使用時｡

ARDFに原稿をセットするだけで、定型用紙サイズを自動的に判別。さらに
用紙サイズの異なる原稿が混載した場合でも、自動的に判別できる機能
を搭載しています。これによりサイズを気にせずコピーすることが可能とな
ります。
※ドキュメントフィーダー DF2020が必要です。
　RICOH MP 1601 SPF/1301 SPFには
　標準装備されています。

省スペースながら機能ごとに配紙先を仕分けるインナー1ビントレイをご
用意。さらに、用紙を排紙すると光るお知らせランプにより、遠くからでも出
力を確認しやすくなりました。
※インナー1ビントレイ BN2010が必要です。

カードの表面・裏面を読み取り、用紙の上下に集約してコピーする機能で
す。たとえば免許証や保険証などの控えをとる際に便利です。
※読み取り可能な原稿サイズはA4サイズ以下です。
※原稿ガラスでコピーするときのみ使用できます。

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷し、用紙を節約できる集約印刷。両面印
刷との併用により、用紙コストの削減も可能です。

　連続コピーは16枚/分＊1 、両面も同速の16ページ/分＊2

マルチアクセス&2つの排紙先に仕分け可能

その他のコピーの基本性能が充実

52〜162g/m²（45〜139kg）＊の用紙に対応

ファーストコピータイム5.7秒＊

自動原稿送り（ARDF）でのサイズ混載が可能

インナー1ビン仕分け機能

IDカードコピー機能

用紙節約に効果的な集約印刷
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正

正しく入力された画面

誤

誤って入力された画面

1回目

ファクス番号宛先入力画面

2回目

確認入力

担当者がいる
営業所へ転送HDD

蓄積

印刷

9：00ー17：00

ファクス

ファクス

17：00ー翌9：00 HDD

受信
ファクス

ファクス蓄積
受信文書の
サムネール表示

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。

ファクス

HDD

Webブラウザで
受信文書の確認・引き取り

Web Image 
Monitor

Ridoc Desk 
Navigator Lt

受信文書の
確認・引き取り

フォルダー

Fax & Network Printer
安心のファクス機能と先進のネットワーク技術を
駆使したプリンター機能が､複合機の可能性を広げます｡

番号の押し間違いを抑止する「宛先繰り返し入力機能」や宛先設定ミスを
抑止する「設定確認機能」など、多数のセキュリティ機能を搭載。
※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。

受信ファクスを紙出力することなく本体のハードディスクに蓄積可能。蓄
積されたファクス文書を、操作画面上にサムネール表示し、必要に応じて
印刷できます。

送信の前に文書内容を操作パネル上にプ
レビュー表示することが可能です。原稿の
読み取り方（タテ・ヨコなど）が正しく行な
われたか確認してから送信できます。
※この機能はドキュメントボックスHDキット タイプM1、
　FAXユニット タイプM1が必要です。

アドレス帳の登録件数が2,000件＊に増えました。名前や宛先での検索機
能の他、タブ別の表示で、検索性が向上しました。
＊ ドキュメントボックスHDキット タイプM1装着時。非装着時は1,000件。

受信する時間帯に応じてファクス文書の印刷/転送/蓄積＊を切り替えら
れます。例えば、勤務時間内は印刷、夜間など勤務時間外に受信する文書
は別の場所に転送するなど、フレキシブルな利用が可能です。
＊ ドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です。 

簡単操作でパソコンから直接ファクス送信できるため、作業効率のアップ
とペーパーレス化が可能です。また、画像の劣化も最小限に抑えられます。

●安心のセキュリティ機能
本体の操作画面と同様に、宛先繰り返し入力、送信前の設定確認、ファクス
番号の直接入力制限といったセキュリティ機能で、誤送信を抑止できます。
※Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows Vista®/Windows Server™ 2003/Windows 
Server™2003 R2/Windows Server™2008/Windows Server™2008 R2。

●わかりやすく、送信ミスを防ぐ設定確認機能＊2

送信前などに宛先の番号や件数などを画面上で確認可能。宛先設定ミス
などによる誤送信を未然に防ぐことができます。

●同報送信禁止機能＊1

複数宛先への一斉同報送信やグループ宛先への送信を禁止することが可
能です。意図しない宛先へのファクス誤送信を抑止することができます。

●入力ミスによる誤送信を防ぐ宛先利用制限機能
テンキーや操作パネルからの直接入力を制限し、宛先表に登録された宛
先だけを送信先にすることができます。ファクス番号の入力ミスによる誤
送信や不正利用の抑止に有効です。
＊1 カスタマーエンジニアによる設定となります。
＊2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

●パソコン上で受信文書の確認/引き取りが可能
WebブラウザやRidoc Desk Navigator Ltにより、パソコン上で確認/
引き取りが可能です。

●受信文書の印刷禁止ON/OFF切り替えも簡単
受信したファクス文書は、印刷の有無を操作画面上で簡単に切り替えられま
す。例えば、不在時に印刷禁止に設定すれば、セキュリティ対策にもなります。

●受信ファクスの転送も可能
受信した文書をあらかじめ登録した相手先（転送先）へ転送できます。また、
発信元名称、発信元ファクス番号などに応じて転送先を区別＊可能です。
＊ 特定相手先250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。 
※機能によりFAXユニット タイプM1、ドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です。 
※ドキュメントボックスの引き取りは、時間がかかる場合があります。
※メモリーに蓄積できる受信枚数はA4で約320枚です。（A4 ITU-T NO.1チャート ふつう字） 
※ドキュメントボックスHDキット タイプM1装着時のファクス受信文書の蓄積は最大800文書です。

●番号の押し間違いを抑止する宛先繰り返し入力＊1

テンキーからファクス番号を直接入力して送信する際、確認のために同じ
番号を複数回入力するように設定可能。押し
間違いによる誤送信を抑止します。

安心のファクスセキュリティ（FASEC 1に適合）

サーバー不要のペーパーレスファクス受信

送信前プレビュー機能便利なアドレス帳

ファクス受信文書出力切替タイマー

PC FAX機能
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ファクスユニット未搭載機 ファクス

子機

子機

親機
ファクスユニット搭載機

Basicドライバー Basicドライバー

Basicドライバー Basicドライバー

Windows®環境はもちろん、UNIX®、Macintosh、さらにIBMオンライン環
境まで幅広く対応。標準搭載のネットワークインターフェースはTCP/IP、
IPX/SPX＊1、SMB、AppleTalk＊2、WSDのマルチプロトコルに対応します。
＊1 NetWare®4.X/5.XのNDS、バインダリーモードに対応。NetWare®カード タイプM1が必要です。
＊2 PS3カード タイプM1またはマルチエミュレーションカード タイプM1が必要です。

よく使う印刷設定を保存してワンクリックで呼び出せる「かんたん設定」
と、多機能をきめ細かく設定できる「項目別設定」の2つを、簡単に切り替
えて使用できる次世代のユーザーインターフェースです。

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。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ます。

パソコンで作成した文書を本体のハードディスクに蓄積できます。蓄積し
た文書は、片面/両面印刷の切り替えなど、パソコンで設定した印刷条件
を操作画面上で簡単に変更可能。また、印刷文書を必ず複合機に蓄積し
てから操作画面上で再印刷指示する設定も行なえ、放置プリント防止に
高い効果が期待できます。

●機密印刷機能
パスワードを指定して印刷するた
め、機密文書を他人に見られるこ
となく出力できます。

●保存印刷機能
印刷ジョブを保存しておくことで、再印刷などを手軽に行なうことができ
ます。　
※この機能はドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です｡

［高画質］●①ふつう字 ②小さな字 　
［レスペーパー化］●A3ブック原稿送信 ●両面原稿送信＊1 ●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 
●宛先履歴（10件）　

［確実性］●発信元名称（表示用） ●発信元名称（印字用） ●発信元ファクス番号 ●自
動誤り再送（ECM） ●送受信結果表示（最大200通信） ●ID送受信 ●代行受信 ●済
みスタンプ＊1　

［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＊2 ●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 ●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 ●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 ●利用者制限 ●TEL/ファクス自動切替 ●TEL/ファクスリモート切替 
●留守番電話接続 ●全文書転送 ●同報送信標準500宛先 ●発信元名称選択（10件） 
●ナンバー・ディスプレイ＊3 ●NGN対応＊4●Mail to Print＊2

＊1 ドキュメントフィーダー DF2020が必要です。 　＊2 ドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です。
＊3 日本電信電話株式会社・KDDI株式会社・ソフトバンク株式会社との契約が必要です。　＊4 SIPのみ対応。送・受信機
側共に日本電信電話株式会社との契約（有料）が必要です。企業内のSIPサーバーを利用したIPネットワーク（イントラネット）接続
と、次世代ネットワーク（NGN）接続の併用はできません。

●IP電話と親和性の高いIP-ファクス（ITU-T T.38勧告準拠）
IP-ファクスは、メールサーバーを必要とせず、相手先の機器とリアルタイ
ム通信を行なうので、確実な通信が可能。また、IP-ファクス（ITU-T T.38
勧告準拠）は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できます。
※ファイヤーウォールの設定によっては通信できないことがあります。　※T.38対応機同士の場合。　※SIP、JT-H.323V2対応。 

●手軽に使えるW-NET FAX（ITU-T T.37勧告準拠）
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。従来のファクス送信に比べ大幅なコストダウンが可能＊です。
また、相手先への一斉発信が行なえるため、送信時間の短縮も図れます。
＊ ADSL等の通信費固定常時接続/W-NET FAX同士の通信の場合。
※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。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。 

ファクスユニットを搭載していない複合機（子機）＊から、ネットワーク上の
ファクスユニットを搭載している複合機（親機）＊を通じてファクス送受信
が行なえます。ファクス機能搭載機に接続した回線を利用するため、コスト
の削減につながります。

＊ 親機・子機ともにリモートFAXカード タイプM1、ドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です。 
※親機に接続できる子機は最大6台までです。 　※ファクス連携の送信はG3回線のみとなります。 
※ファクスユニット搭載機は子機として利用できません。 

※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。

　マルチプラットフォーム＆マルチプロトコル対応（オプション）

使いやすい新RPCSドライバー

便利な機種共通 RPCS Basicドライバーに対応

便利な機密印刷/保存印刷

充実のファクス基本機能

通信費の大幅カットを実現するIP-ファクス

ファクス連携機能

かんたん設定 項目別設定

ファクス送信と同時に、送信文書をパソコンのフォルダーに電子化して保
存可能。ファイル名には、送信結果、宛先名、日付、ログインユーザー名ま
たはユーザーコードの情報がつけられます。

送信文書のバックアップ機能
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見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ページを
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してスキャンできます。

見開き原稿スキャン

見開き原稿 分割

見開き原稿の左右ページを

それぞれ 1 ページずつ分割

してスキャンできます。

1 2

見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ページを

それぞれ 1 ページずつ分割

してスキャンできます。

1

見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ページを

それぞれ 1 ページずつ分割

してスキャンできます。

2

ファイルサーバー

メール

カラー原稿

SD

スキャンtoフォルダー

パソコン
スキャンto URL

スキャンtoメディア
スキャンto
ハードディスク

スキャンto E-Mail

Mail

Mail

HDD

Scanner
オフィスのペーパーレス化とともに､文書の電子化で
ワークフローの効率化を推進するスキャナー機能｡

スキャン読み取り速度はフルカラー25ページ/分＊、モノクロ45ページ/分＊

の読み取り速度を実現しています。また、リコー独自の画像処理技術をス
キャナーに応用。最高600dpiの高画質で写真や文字など原稿に応じ
た最適な画像処理を行ないます。文字はシャープで鮮明に、写真やグラ
フィックはモアレやざらつきなく階調性豊かに読み取ることができます。
＊ A4（ヨコ送り）片面 200dpi文字モード。原稿サイズ混載時は除く。
※ドキュメントフィーダー DF2020が必要です。RICOH MP 1601 SPF/1301 SPFには標準装備されています。

利用目的や業務フロー、ネットワーク環境に合わせて最適なスキャニング
方法を選択できます。

●スキャン to フォルダー / スキャン to E-Mail
スキャンした文書を、ネットワーク上の共有フォルダー（SMB）やFTPサー
バーに直接保存・送信できます。また操作画面上で件名/送信者/メール本
文＊/ファイル名を指定してEメール宛先に直接送信可能。
＊ この機能はドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です｡

●スキャン to メディア
スキャンした文書をUSBメモリー＊1やSD
カード＊2に直接保存することが可能です。
＊1 推奨するメディアについてはリコーホームページをご参照ください。
　　http://www.ricoh.co.jp/mfp/support/media_slot.html
＊2 32GB以下のSDカードに対応。

●スキャン to ハードディスク（ドキュメントボックス蓄積）
スキャンした文書をドキュメントボックスに最大3,000文書、1文書あたり
1,000ページまで＊蓄積できます。
＊ すべての機能を合わせて蓄積できる最大ページ数は合計9,000ページです。
※ドキュメントボックスに蓄積された文書は出荷時には3日（72時間）後に消去されるように設定されています。
※この機能はドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です｡

●スキャン to URL
スキャンした文書をハードディスクに蓄積した上で、Web Image 
MonitorでダウンロードするためのURLをEメールで送信できます。
※この機能はドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です｡

スキャナーデータを送
信する際やドキュメント
ボックスに蓄積した文
書の画像や内容をプレ
ビュー画面で確認可能。
スキャンのやり直しなど
を低減できます。
※この機能はドキュメントボックスHDキット タイプM1が必要です｡

長期保存やセキュリティ対策、データ容量の軽減などのニーズに応える
各ファイル形式に対応しています。

●汎用画像フォーマットに対応
白黒2値 ：シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF
グレースケール/カラー：JPEG、シングルTIFF、シングル/マルチページPDF

●PDF/Aに対応
電子記録の長期保存を目的とした標準規格PDF/Aに対応。内部統制に関
する文書など、長期保管が義務づけられている文書の電子化に最適です。

●パスワード付暗号化PDFに対応
パスワード設定や暗号化を行なったPDFファイルを作成し、スキャンした
文書を保護することで、重要な文書も安心して電子化できます。
※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

●デジタル署名付PDFに対応
スキャンした文書をPDFフォーマットで保存するとき、デジタル署名をつけ
て保存でき、電子化した文書を偽造や改ざんのリスクから守ります。

●カラーでも軽い「クリアライトPDF」
カラー原稿の色文字/黒文字領域と写真領域を別々に処理することにより、
従来のスキャン画像よりも大幅に軽いPDFデータ＊1に変換することが可
能。また、クリアライトPDF2.0＊2では、写真部分の圧縮に「JPEG2000」を
採用することでファイルサイズを20％削減（従来比）。写真を滑らかに、図を
きれいに表現し、白地上の色文字がよりクリアに読みやすくなりました。

●スキャナー変倍機能
異なるサイズが混在する文書を電子化する場合でもサイズを同一に揃え
られるスキャナー変倍機能を搭載。電子化した文書の閲覧や印刷も簡単
に行なえます。

●見開き原稿スキャン
見開き原稿の左右ページをそれぞれ
1ページずつ分割してスキャンできます。
※原稿ガラスでの読み取り時のみ利用可能。

●ファイル分割機能
大量の原稿をまとめてスキャンする場合に、指定枚数に応じて電子ファイ
ルを分割して保存可能です。

快速＆高画質フルカラースキャン

多彩なスキャン方法

スキャン画像を確認できるプレビュー機能

便利なスキャナー機能を搭載

さまざまなニーズに応えるファイル形式に対応

＊1 画像によって圧縮率は異なります。
＊2 Acrobat®6.0以降で表示できます。Acrobatでの表示に時間がかかる場合があります。
※原稿の画質によっては、期待通りのデータサイズや画質を得られない場合があります。
※クリアライトPDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

画像部分
専用圧縮

黒文字部分
専用圧縮

色文字部分
専用圧縮

合成

画像
抽出

文字
抽出

●フルカラーでも
　軽い容量
●文字もくっきり
　読みやすい！
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Security
高性能＆多機能化とともに高まるセキュリティへの
要求に､最新のテクノロジーでお応えします｡

コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメントボックスといった
それぞれの機能について、登録された利用者ごとの利用制限を行なえま
す。また、利用量制限機能では利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を
設定可能。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。

出力時、全体に特殊な地紋を埋め込んで印刷。出力物をコピーすると埋め
込まれた任意文字、Windows®ログイン名、日時など牽制文字が浮かび上
がります。またimagio 不正コピーガードモジュール タイプ31（オプション）
装着時には、地紋を検知して画像を破壊し、紙一面をグレーに印刷して情
報漏えいを抑止します。

スキャン to E-Mail時やIPP印刷時、Web Image Monitorによるアクセ
ス時に、通信データを暗号化（SSL）することにより、情報の盗み見を防ぎ
ます。また、IPsecにも対応しているため、IP層で安全なデータ通信を行な
うことができます。さらに、S/MIME機能でメッセージの暗号化と電子署
名の添付を行なうことができ、送信中メールの改ざんや送信者のなりすま
しを防ぎます。

●地紋印刷の除外エリア指定
地紋印刷時に地紋を除外するエリアを指定できます。これにより、バーコード
などの入った文書も読み取りに支障なく地紋印刷が可能となります。
※不正コピー抑止機能は情報漏えいを防止するものではありません。
※牽制文字はRPCS/PS3/PCL6（PCL XL）ドライバーで設定することができます。
※コピー、ファクス、スキャナー、ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証するものではありません。
※販売担当者にご相談のうえ、効果をご確認ください。

コピー、スキャナーによる原稿読み取り、パソコンからの出力などによる
HDDの残存データやユーザーデータを上書き消去する機能（逐次消去/
一括消去）を搭載。アドレス帳データ、認証情報、蓄積文書などは、暗号化
してからデータ保存し、情報セキュリティをより一層高めます。

〈暗号化の対象となるデータ〉
●アドレス帳　●蓄積文書データ ●ユーザー認証データ　●ログ　●一時
保存されている文書データ　●ネットワークI/F設定情報　●機器設定情報
※ドキュメントボックスHDキット タイプM1を装着したモデルで利用可能です。

コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスからの印刷物による情
報漏えいを抑止するために、印刷日時、出力者情報＊などの情報を強制的
に印字できます。
＊ ユーザー認証設定が必要です。ファクス受信 
　 文書には出力者情報は印字されません。

8桁までの数字を使ったユーザー
コードによる認証に加え、ログイン
ユーザー名とパスワードを使った
ユーザー認証システムを搭載。より
ハイレベルな個人識別が行なえるよ
うになりました。また、ネットワークで接続されているWindows®のドメイ
ンコントローラーやLDAPサーバーとの連携により、既存の認証システム
による個人認証が可能です。

機能利用制限と利用量制限機能 不正コピー抑止地紋印刷機能を標準搭載

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 ●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） 
●IEEE802.1x認証対応 ●FIPS 140-2対応のSSL通信 ●AES256bit/SHA-2の暗号化方式に対応

さらに、きめ細やかなセキュリティ機能を満載

HDD残存データ消去／HDD暗号化機能を搭載

強制セキュリティ印字

ハイレベルなユーザー認証

HDD HDD
HDD残存データ
消去機能

HDD
暗号化機能

2009年6月に制定された複合機・プリンターが備えるべきセキュリティ機能
の国際的な規格「IEEE Std 2600.1TM-2009」に適合したCommon 
Criteria認証を取得しています。本認証制度では、アクセス制御機能、ネット
ワーク保護機能(暗号化通信機能)、残存情報消去機能など高度なセキュリ
ティ機能が網羅されているため、より安心して機器をお使いいただけます。

「IEEE 2600.1」に適合したCommon Criteria認証を取得

※FAXユニット タイプM１、ドキュメントボックスHDキット タイプM1を装着または標準装備したモデルの場合。
※一定のセキュリティ機能およびソフトウェアバージョンのもとに評価されています。実際にご利用いただけるソフトウェ
　アバージョンは、ご購入いただいた製品によって異なります。また、ご利用いただく該当製品のサービスに伴い、セキュ
　リティ機能の一部を制限させていただく場合があります。

「不正コピー抑止」のワークフロー
（イメージ図）

地紋を埋め込んだ、不正
コピー抑止文書または、
不正コピーガード文書が
印刷できます。

不正コピーガード
オプション無し
地紋を埋め込んだ文書をコ
ピーすると牽制文字が浮き上
がります。

不正コピーガード
オプション付き
地紋を埋め込んだ文書をコ
ピーするとブザーが鳴り文書
全体をグレー地に変換します。

プリント設定から
地紋印刷
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Management & Extension
ビジネスのスタイルに合わせて選べる､
複合機の管理と機能拡張メニューも多彩です｡

IEEE802.11a/b/g/nに準拠した無線LANインターフェースをオプショ
ンでご用意。また、最新のプリンターにふさわしい1000BASE-T高速イン
ターフェースに対応しています。

［標準装備］●1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ●USB2.0
［オプション］●拡張無線LAN＊1＊2 ●Bluetooth®＊1 ●IEEE1284＊2 

＊1 いずれか1つ装着可能です。 
＊2 いずれか1つ装着可能です。

●Ridoc Desk Navigator - Ridoc IO Navi
プリンティング業務の生産性を大幅に向上させるために、誤った印刷指示
のキャンセル機能や、印刷後の完成イメージを確認できるプレビュー機能
など、ネットワークプリンターを有効に使いこなすためのさまざまな機能を
提供します。

■ネットワークピアtoピア印刷　■印刷完了通知　■代行印刷　■並行印刷　
■印刷ジョブキャンセル　■印刷プレビュー機能

［リコーのホームページで無償公開中］  http://www.ricoh.co.jp/printer/utility/ionavi/

●Ridoc IO OperationServer Pro（別売）
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。

●Ridoc Ez Installer NX
プリンタードライバーなどのユーティリティー・ソフトウェアを、システム
管理者の思い通りにインストールするためのインストールパッケージを作
成できるツールです。

［リコーのホームページで無償公開中］  http://www.ricoh.co.jp/printer/utility/ezinst/
※Ridoc Ez Installerの一部の機能に対応しておりません｡詳しくは販売担当者にご確認ください｡

●Ridoc IO Device Manager Accounting（別売）/
　Ridoc IO Device Manager Lite
ネットワーク上の複合機やプリンターの一元管理をサーバーレスで実現する
ソフトウェアです。さらにRidoc IO Device Manager Accountingを
使えば、多彩なレポート機能で収集した情報を簡単にグラフ化すること
も可能です。

［リコーのホームページで公開中］  http://www.ricoh.co.jp/software/elm/

※Ridoc IO Device Manager Accountingはお客様の利用環境によって、追加のデバイスライセンスが必要とな
る場合があります。また、無償でご利用いただけるRidoc IO Device Manager Liteでは、一部の機能が利用でき
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。

    無線LAN（オプション）など、多彩な高速インターフェースに対応 

出力＆機器管理のためのユーティリティー

次世代のインターネットプロトコル（IP）であるIPv6に
対応し、IPv6 Ready Logoを取得しました。
※本機はIPv6 Ready Logo Phase-2（IPv6 Core ProtocolsおよびIPsec）を取得した
　Ricoh LPUX IPv6 Stack Version 2.0を搭載しています。 
※IPv6機能はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってご利用いただけない
　場合があります。 
※工場出荷時はIPv6が無効になっています。
※推奨環境はIPv6を利用可能な状態にした以下のOSです。
　Windows Vista®/Windows®7/Windows®8
　Windows Server™ 2003/Windows Server™ 2003 R2（Ridoc IO Naviを利用）/
　Windows Server™ 2008/Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012
　Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

ファクスやスキャナーの宛先表を最大2,000件まで登録できるアドレス帳
を搭載。Web Image Monitorでアドレス帳の登録・変更をウィザード
形式で簡単に行なえます。
※ドキュメントボックスHDキット タイプM1装着時。非装着時の宛先登録件数は1,000件です｡
　ユーザー認証に利用するユーザーコードの登録件数は1,000件です｡

●アドレス帳の移行やバックアップ/リストアが可能
Web Image Monitor等により、複合機のアドレス帳のバックアップ/リストア
が可能です。複合機の入れ替え時に、今まで利用していたimagioシリーズの
アドレス帳を本機に移行でき、スムーズな導入が可能です。
※一部の機種によっては対応できない場合があります。
※オプション構成、搭載機能によっては全情報の移行ができない場合があります。

IPv6に対応

アドレス帳の管理
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エコマーク商品
省エネ・3R設計
株式会社リコー

Ecology
オフィスと地球にもっとやさしくなるために､
環境負荷が見える､減らせる工夫をこらしました｡

利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削
減率といったeco指数や管理者からの任意のメッセージを操作パネル上
に表示可能。使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。
※複数台の機器を集計した数値の表示はできません。

スリープモード時の消費電力はわずか0.5Wと省電力ながら､復帰時間
は9.5秒とスピーディー。ストレスを感じさせない省エネ性能を実現して
います｡また、スキャン原稿読み取り部・操作パネルにLEDを採用すること
で、標準消費電力量（TEC2018）＊を低減しています。
＊ 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。
※室温23℃の場合。ご使用環境やご使用状況により数値が異なる場合があります。

RICOH MP 1601/1301の組み立て工場では、使用するすべての電力
を再生可能エネルギー由来の電力で賄っています。

最先端の省エネルギー設計やリサイクル設計により、高い環境性能を
実現し、「グリーン購入法」に適合しています。

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エ
ネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目
的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネル
ギースタープログラム」の基準に適合しています。

リコーは地球資源・環境の保全を最
優先すべきテーマと考え、その製品設
計においては、待機時・使用時の省電
力化、リサイクルの追求など、省資源・
省エネルギー・低廃棄物化に積極的
に取り組んでいます。

2006年7月より規制が開始された欧州RoHS指令（EU電気電子機器危
険物質使用制限指令）に従い鉛およびその化合物、六価クロムおよびそ
の化合物、カドミウムおよびその化合物、水銀およびその化合物、PBB、
PBDEの使用規制に適合しています。地球環境に配慮したリコーの製品づ
くりの基本理念は、本機にも息づいています。

インフォメーション画面

省エネと使い勝手を両立

使用説明書を紙冊子から、検索機能を盛り込んだ使いやすいHTMLの
電子マニュアルに変えました。リコーは利用者の使いやすさを追求すると
同時に、地球環境に配慮したものづくりを進めています。 
※一部のマニュアルは紙冊子でのご提供となります。

環境に配慮してマニュアルを電子化

組み立て生産に使用する全ての電力を100％再エネ化

グリーン購入法適合商品

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合

「エコマーク」の複写機基準に適合

環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合）

機種名 TEC2018 ＊

RICOH MP 1301 SP
0.19kWh

RICOH MP 1301 SPF

機種名 TEC2018 ＊

RICOH MP 1601 SP
0.23kWh

RICOH MP 1601 SPF

＠Remoteサービス内容

出力機器のリモート管理サービス「＠Remote」

●遠隔診断保守サービス
故障時自動通報、修理依頼通報（マニュアルコール）、リモートファーム更新など、機器の状態を
リモートで監視することで適切な保守を実施します。
●ご使用状況報告書サービス
お客様のご要望に応じて、機器の出力枚数や使用率などを「ご使用状況報告書」としてお知らせします。

セキュリティ対応
●お客様が構築されているセキュリティ網（Proxy server等）を経由しての通信に対応。
●機器、（株）リコー側システム間の通信にHTTPS（暗号化）方式の採用。
●機器、（株）リコー側システム間の電子証明書による相互認証を行なうことで、なりすましによる
データ不正取得からの保護。

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

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

■＠Remoteのワークフロー

出力機器 出力機器

出力機器 出力機器

Internet RTC＊2

LAN

ネットワーク対応

LAN

LAN上の出力機器＊1

に対応しています。

＊1 ＠Remote対応のデジタル複合機、レーザープリンター。
＊2 RTCは、リコーテクニカルコールセンターの略です。 
※本機には＠Remote通信機能が標準装備されています。 
※＠Remoteの詳しい内容につきましては、販売担当者またはカスタマーエンジニアにご確認ください。 
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RICOH MP 1601/1301シリーズの主な仕様
RICOH MP 1601シリーズ RICOH MP 1301シリーズ

形式 デスクトップ式
メモリー 1GB(最大1.5GB）
HDD容量 250GB（ドキュメントボックスＨＤキット タイプＭ1装着時）
カラー対応 —
複写原稿 シート、ブック、立体物　最大原稿サイズ：A3（297×420mm）、11×17"（279.4×431.8mm）

複写サイズ
定形：A3〜はがき（100×148mm）、12×18"〜5½×8½"
不定形：幅90〜305mm、長さ148〜600mm、封筒＊1

画像欠け幅 先端：3.0±2.0mm、後端：3.0±2.0mm、手前：2.0±1.5mm、奥：2.0+2.5mm/-1.5㎜

用紙紙厚＊2
給紙トレイ：60〜105g/m2（52〜90㎏）
手差し給紙：52〜162g/m2（45〜139㎏）
両面時：64〜90g/m2（55〜77㎏）

解像度 読取時：600dpi×600dpi、書込時：600dpi×600dpi
階調 256階調
ウォームアップタイム＊3 14.5秒＊4

ファーストコピータイム＊5 5.7秒
連続複写速度（毎分） 11枚/A3（タテ）、12枚/B4（タテ）、

16枚/A4（ヨコ）、18枚/B5（ヨコ）
9枚/A3（タテ）、10枚/B4（タテ）、
13枚/A4（ヨコ）、14枚/B5（ヨコ）

複写倍率 固定 1：1、1.15、1.22、1.41、0.93、0.82、0.71
倍率誤差　等倍：タテ・ヨコ±1.0％以下　変倍：タテ・ヨコ±1.0％以下

ズーム 25〜400％（1％単位の任意設定）
給紙方式＊6 標準 290x2段＋110枚（手差し） 290x1段＋110枚（手差し）

オプション 給紙テーブル PB2000：570枚×1段　給紙テーブル PB2010：570枚×2段
連続複写枚数 999枚
電源 AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力 1.5kW以下
エネルギー消費効率 MP1601 SP：36kWh/年（区分：複合機c）

MP1601 SPF：36kWh/年（区分：複合機c）
MP1301 SP：28kWh/年（区分：複合機c）
MP1301 SPF：28kWh/年（区分：複合機c）

大きさ（幅×奥×高） RICOH MP 1601 SP：587×568×558ｍｍ＊7

RICOH MP 1601 SPF：587×568×683ｍｍ＊8
RICOH MP 1301 SP：587×568×460ｍｍ＊7

RICOH MP 1301 SPF：587×568×585ｍｍ＊8

機械占有寸法（幅×奥）＊9 857×602ｍｍ
質量 RICOH MP 1601 SP：43㎏以下

RICOH MP 1601 SPF：51㎏以下＊8
RICOH MP 1301 SP：38㎏以下
RICOH MP 1301 SPF：46㎏以下＊8

形式 内蔵型
メモリー 基本仕様に準ずる
プリントサイズ 基本仕様に準ずる
ファーストプリントタイム＊1 5.7秒
連続プリント速度（毎分） 連続複写速度と同速
解像度 600dpi×600dpi
ページ記述言語 標準 RPCS、RPDL＊2、PDF Direct

オプション PostScript®3、PCL6（PCL XL、PCL 5e＊2）
対応プロトコル 標準 TCP/IP＊3（LPD、Port9100、IPP、SMB、FTP、WSD）

オプション AppleTalk、IPX/SPX

対応OS 標準 Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/Windows Server™2003/Windows 
Server™2003 R2/Windows Server™2008/Windows Server™2008 R2/Windows Server™2016

オプション Mac OS X 10.8以上＊4

インターフェース 標準 イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0＊5

メディアプリント＊6：USB2.0＊5、SDカードスロット＊5

オプション IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN（IEEE802.11a/b/g）＊5、Bluetooth®＊5

エミュレーション（オプション） R98（NEC PC-PR201H）、R55（IBM5577-F01/F02）、R16（EPSON ESC/P）、
RTIFF、RPGL/GL2＊2、BMLinkS

内蔵フォント
標準

明朝Ｌ、ゴシックＢ、明朝Ｌプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル､Courier10、
Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono4書体、
Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century 
Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2書体＊7(平成明朝体
W3、平成角ゴシック体W5)、欧文136書体＊7

オプション 〈PostScript®3〉HG明朝L、HGゴシックB
〈PCL〉 欧文45書体、International font 13書体

変倍率 25％〜400％（RPCS時）

形式 カラースキャナー
メモリー 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
読取速度＊1 モノクロ：45ページ/分　フルカラー：25ページ/分
階調 モノクロ：2階調　グレースケール：256階調　フルカラー：RGB各256階調

インターフェース 標準 イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、
スキャンtoメディア：USB2.0＊2、SDカードスロット＊2

オプション 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）＊2

メール送信 読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi
対応プロトコル：SMTP　出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A

ファイル送信 読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi　 
対応プロトコル：SMB、FTP、NCP＊3、WSD　出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A

ネットワーク
TWAINスキャナー

読み取り解像度：100〜1,200dpiの範囲で指定可能＊4　対応プロトコル：TCP/IP（IPv4/
IPv6）対応OS：Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows Vista®/Windows Server™2003/
Windows Server™2003 R2/Windows Server™2008/Windows Server™2008 R2

適用回線 標準 イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
オプション 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）＊1

伝送制御手順 送信：SMTP手順、TCP/IP（IPv4/IPv6＊2）通信　 
受信：POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP（IPv4/IPv6＊2）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 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＊3、MMR圧縮＊3）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、第二水準漢字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。

インターフェース 標準 イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
オプション 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）＊

対応プロトコル SIP、JT-H.323V2
伝送制御手順 TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP/IP通信
送信原稿サイズ 定形：最大A3または11×17"　

不定形：最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm
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）
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-T.38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ファクスへ送信することもできます。
IP-ファクス受信機能 JT-T.38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できます。

走査方式 平面走査（シート原稿、ブック原稿両面用）
メモリー 4MB
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）
走査線密度 8×3.85本/mm（ふつう字）、8×7.7本/mm（小さな字）
通信速度 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）
符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
通信モード G3
読取原稿サイズ 定形：最大A3タテ 幅297×長さ420mm

不定形：最大 幅297×長さ1,200mm
記録紙サイズ A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、ダブルレター
電送時間 約3秒（JBIG通信時：2秒台）＊　

基本機能/コピー機能

プリンター機能

スキャナー機能

W-NET FAX機能

IP-ファクス機能

ファクス機能

＊1 ハート社レーザープリンタ専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻PODホワイト1.0 長3/洋長3をご使用くださ
い。推奨封筒以外、または推奨封筒でも環境により、シワが発生したり、印刷不良が発生することがあります。　＊2 ご使用
条件によっては正しく印刷できない場合があります。用紙はリコー推奨紙をお使いください。 　＊3 ご使用環境やご使用状
況により、数値が異なる場合があります。 　＊4 室温23℃の場合。 　＊5 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス
の場合。 　＊6 マイペーパーの場合。 　＊7 高さは原稿ガラスまで。 　＊8 自動原稿送り装置含む。 　＊9 手差しトレイ
開放、手差し延長トレイ開放、操作部を床と水平にした場合。

＊1 データ処理終了から排出完了までの時間。A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ。　＊2 プリンタードライバーの提供は行ないま
せん。　＊3 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合がありま
す。　＊4 Macからプリンタードライバーを使って出力するにはPS3カードタイプM1またはマルチエミュレーションカードタイプ
M1いずれかが必要です。　＊5 USB、SDカード、無線LAN、Bluetooth®インターフェースは各対応機器すべての動作を保証するも
のではありません。　＊6 ドキュメントボックスHDキットタイプM1が必要です。　＊7 PDFダイレクト用。PS3カード タイプM1装
着時も利用可能。

＊1 A4ヨコ、200dpi時。　＊2 USB、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器すべての動作を保証するものではあり
ません。 ＊3 NetWare®対応カード タイプM1が必要です。 ＊4 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

＊1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。　＊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 フルモード時。　
※RICOH MP 1601 SPF/1301 SPFまたはFAXユニット タイプM1装着時。

＊ 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。　
※RICOH MP 1601 SPF/1301 SPFまたはFAXユニット タイプM1装着時。

＊ A4、700文字程度の原稿を標準画質で送った時の速さです。ただし、G3は画像情報だけの通信速度で、通信制
御の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、回線状況により異なります。識別番号
000231AD12　※RICOH MP 1601 SPF/1301 SPFまたはFAXユニット タイプM1装着時。

RICOH MP 1601 SP  688,000円 搬入設置指導料 33,800円

RICOH MP 1601 SPF 798,000円 搬入設置指導料 40,800円

RICOH MP 1301 SP 578,000円 搬入設置指導料 33,800円

RICOH MP 1301 SPF 678,000円 搬入設置指導料 40,800円

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。

※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着出来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。（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、Ridoc Desk Navigator Ltによる運用をおすすめします。またアドレス帳
に関してはRidoc IO Device Manager Accounting/Ridoc IO Device Manager Liteでバックアップをとることをおすすめします）。機器の
返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能を利用して消去することを推奨します。データの消失
および流出による直接、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。※USBメモリーやSDカード
へのアクセス中に、電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。データ破損に関する損害については、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。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧
できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をおすすめします。※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（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/ファクス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。※搬入設置指導料は、本製品本体を納品する場合で、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です（詳しい内容につきましては
販売担当者にご確認ください）。※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。※製品の色は、印刷のため
実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルと
は異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※Microsoft、Windows、Windows Vista、
Windows Server及び、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正
式名称は、Microsoft WindowsOperating Systemです。※PostScriptおよびAdobe PDFは、Adobe Systems Incorporated（ アドビ シ
ステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac、Mac OS、OS XおよびAppleTalkは、Apple 
Inc.の商標です。※IBMは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。※UNIXはThe Open Group 
の米国およびその他の国々における登録商標です。※イーサネットは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※ナンバー・ディスプレイは東日
本電信電話、西日本電信電話の登録商標です。※FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。※FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触
IC カードの技術方式です。※eLWISE は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 ※NetWare は、Novell, Inc. の商
標です。※IEEE は、The Intitute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. の商標です。※その他、本カタログに記載の会社名および
製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル活動を推進しています。本製品は、
新品と同一の当社品質基準をクリアした、リサイクルパーツが使用されていることがあります。

本体標準価格には、感光体ユニットは含まれません。
※下取機の引き取りについては別途料金が必要です。価格表をご参照ください。
※パソコン1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。パソコン2台目以降は別途価格表を
　ご参照ください。スキャナー関連同梱ソフトおよびユーザー認証機能の設置指導は別途料金が必要です。価格表をご参
　照ください。

本体標準価格（消費税別）

http://www.ricoh.co.jp/mfp/
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

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。

0120-892-111

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※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/contact/
■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。

イチ イチ イチ

1301S -2104＜34211608＞20/1



〈基本モデルの構成〉 （消費税別）

機能 商品名 RICOH MP 1601 SP RICOH MP 1601 SPF
688,000円 798,000円

コピー — ● ●
ファクス FAXユニット タイプM1 OP ●
プリンター/スキャナー — ● ●
ドキュメントボックス/メモリーソート ドキュメントボックスHDキット タイプM1   OP＊   OP＊

両面 — ● ●
手差し — ● ●
自動両面原稿送り ドキュメントフィーダー DF2020 OP ●
インナー1ビン インナー1ビントレイ BN2010 OP OP
W-NET FAX FAXユニット タイプM1 OP ●
IP-ファクス FAXユニット タイプM1 OP ●

●：標準装備　OP：オプションで対応　＊ ドキュメントボックスHDキット タイプM1非装着時のソート可能ページ数はA4原稿約50ページになります（原稿の種類によってソートできるページ数は異なります）。 
※モデルの価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉 （消費税別）

機種
FAXユニット
タイプM1
60,000円

インナー1ビントレイ 
BN2010
20,000円 

圧板
PN2000
8,000円

ドキュメントフィーダー 
DF2020

100,000円

給紙テーブル
PB2010

130,000円

組み合わせ価格 
（オプション装着含む） 搬入設置指導料＊1

RICOH MP 1601 SP＊2

<品種コード>312262
688,000円

○

○

826,000円 35,400円
○ 918,000円 37,000円

○
○ 846,000円 36,200円

○ 938,000円 37,800円
RICOH MP 1601 SPF
<品種コード>312263
798,000円

● ● ○
928,000円 42,400円

○ 948,000円 43,200円
●：標準装備 ○：オプションで対応　＊1 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。　＊2 圧板 PN2000またはドキュメントフィーダー DF2020のいずれか１つが必要です。 　
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。  

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 設置指導料
A料金 B料金

FAXユニット タイプM1 315605 60,000円 15,000円 10,300円
※ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 　※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は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。

〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆
ユーティリティーCD-ROM

使用説明書（PDF・HTML版） RPCSドライバー TWAINドライバー 
PS3ドライバー＊1 PCL6（PCL XL）ドライバー＊2 PC FAX ドライバー
宛先編集ツール PC FAX 送付状エディター

＊1 出力にはPS3カード タイプM1またはマルチエミュレーションカード タイプM1が必要です。 
＊2 出力にはPCLエミュレーションカード タイプM1が必要です。　※CD-ROMはRICOH MP 1601シリーズ本体に同梱されています。

〈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 パソコン1台の料金。パソコン2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 パソコン1台の料金。パソコン2台目以降は2,300円/台となります。

＊ Ridoc Desk Navigator Ltは無償ダウンロードソフトです。http://www.ricoh.co.jp/ridoc_ds/rds/download/
※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は本体の設置指導料に含まれます。
※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。 （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環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

モデル別価格一覧
RICOH MP 1601シリーズ 価格表

以下のオプション装着時
圧板 PN2000
給紙テーブル PB2000
サプライテーブル TB2000

558

50

1,008

130

270

587

以下のオプション装着時
ドキュメントフィーダー DF2020
サプライテーブル TB2010

125

1,039

558

356

以下のオプション装着時
ドキュメントフィーダー DF2020
給紙テーブル PB2010

125

956
558

273

以下のオプション装着時
ドキュメントフィーダー DF2020
給紙テーブル PB2010
サプライテーブル TB2000

単位：mm

125

1,193

558

240

270

857

270
61

587

＊1 転倒防止部材を含む寸法
＊2 操作パネルを床と水平にした場合

857

568

602＊2

608＊1

RICOH MP 1601の外形寸法図



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。

●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。安全にお使いいただくために…

※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。 ※Macは、Apple Inc. の商標です。※Adobe、Adobe PDF および
PostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 
※詳しい性能・仕様・制約条件・価格等については、販売担当者にご確認ください。

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。ご注意

このカタログの記載内容は、2015年10月現在のものです。
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、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/

0120-892-111
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。 イチ イチ イチ

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※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/contact/
■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。

保守料金

〈消耗品〉 2021年4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 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 −

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

リコーPPC修正液 タイプＡ 12ml 1本 500円   −     63-7690
リファクススタンプカートリッジ タイプ１ 4個入り 1箱 1,500円   −     33-9677

＊1 手差しでご使用下さい。　＊2 価格については販売担当者にご確認ください。

RICOH MP 1601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、キットサービス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

1.キットサービス契約をお選びいただきますと
①キットサービスを実施いたします。

下記トナーキットをご購入いただきますと「キットサービス契約」により、リコーは
お客様に対しRICOH MP 1601シリーズの性能を継続的に保つための保守維持
サービスを実施し、感光体ユニットをお貸しします。また万一の故障の際にも素早く
お応えできるサービス体制を整えています。

②トナーキット価格

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合機をお使いいただくため、インターネット環境 
を利用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。

2.スポット保守契約をお選びいただきますと
①お客様の要請に応じて、点検・修理・調整・感光体ユニットや部品など消耗品の供
　給、交換を有償で行なう保守サービスです。
②機械の修理・点検・整備や感光体ユニットおよび部品等の交換に必要な費用は、そ
　の都度代金を申し受けます。
③ご契約時に感光体ユニット・スポットトナーをお買い上げいただきます。
※スポット保守契約時は、リモートサービスを利用することができません。

「フルタイムサービス」について
リコーでは、「キットサービス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償
にてご用意しております。

※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）は対応いたしません。
＊2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日〜翌1月3日）も日曜日と同様に対応いたします。

＜メニューと料金＞ ［年額］（消費税別）

対応曜日と時間 料金

基本
メニュー

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1 14,400円

月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 43,200円

日曜日 9:00〜17:00 ＊2 28,800円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00
21:00 ＊2 43,200円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00
翌9:00 ＊2 72,000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 7,200円

バリエー
ション

メニュー

月曜日〜土曜日 17:00〜19:00 ＊1 7,200円

月曜日〜土曜日 17:00〜20:00 ＊1 12,000円

※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。

（消費税別）
商　品　名 標準価格 品種コード

RICOH  MP トナーキット ブラック 1601＊ 25,500円 600230
＊ RICOH MP トナーキット ブラック1601は、A4 6%チャートで約3,000ページの出力ができます。
　（原稿により出力ページ数は変動します）



〈基本モデルの構成〉 （消費税別）

機能 商品名 RICOH MP 1301 SP RICOH MP 1301 SPF
578,000円 678,000円

コピー — ● ●
ファクス FAXユニット タイプM1 OP ●
プリンター/スキャナー — ● ●
ドキュメントボックス/メモリーソート ドキュメントボックスHDキット タイプM1   OP＊   OP＊

両面 — ● ●
手差し — ● ●
自動両面原稿送り ドキュメントフィーダー DF2020 OP ●
インナー1ビン インナー1ビントレイ BN2010 OP OP
W-NET FAX FAXユニット タイプM1 OP ●
IP-ファクス FAXユニット タイプM1 OP ●

●：標準装備　OP：オプションで対応　＊ ドキュメントボックスHDキット タイプM1非装着時のソート可能ページ数はA4原稿約50ページになります（原稿の種類によってソートできるページ数は異なります）。 
※モデルの価格には感光体は含まれません。

〈主なモデル別組み合わせ例〉 （消費税別）

機種
FAXユニット
タイプM1
60,000円

インナー1ビントレイ 
BN2010
20,000円 

圧板
PN2000
8,000円

ドキュメントフィーダー 
DF2020

100,000円

給紙テーブル
PB2010

130,000円

組み合わせ価格 
（オプション装着含む） 搬入設置指導料＊1

RICOH MP 1301 SP＊2

<品種コード>312260
578,000円

○

○

716,000円 35,400円
○ 808,000円 37,000円

○
○ 736,000円 36,200円

○ 828,000円 37,800円
RICOH MP 1301 SPF
<品種コード>312261
678,000円

● ● ○
808,000円 42,400円

○ 828,000円 43,200円
●：標準装備 ○：オプションで対応　＊1 商品関連ソフトの設置指導料は含まれません。　＊2 圧板 PN2000またはドキュメントフィーダー DF2020のいずれか１つが必要です。 　
※ユーザー認証機能の設置指導料は含まれません。別料金になります。  

〈拡張時のユニット価格と設置料金〉 （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格 設置指導料
A料金 B料金

FAXユニット タイプM1 315605 60,000円 15,000円 10,300円
※ファクスの宛先表の登録は設置指導料に含まれません。別料金となります。 　※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は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。

〈プリンター/スキャナー関連同梱ソフト〉

使用説明書・ドライバー＆
ユーティリティーCD-ROM

使用説明書（PDF・HTML版） RPCSドライバー TWAINドライバー 
PS3ドライバー＊1 PCL6（PCL XL）ドライバー＊2 PC FAX ドライバー
宛先編集ツール PC FAX 送付状エディター

＊1 出力にはPS3カード タイプM1またはマルチエミュレーションカード タイプM1が必要です。 
＊2 出力にはPCLエミュレーションカード タイプM1が必要です。　※CD-ROMはRICOH MP 1301シリーズ本体に同梱されています。

〈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 パソコン1台の料金。パソコン2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 パソコン1台の料金。パソコン2台目以降は2,300円/台となります。

＊ Ridoc Desk Navigator Ltは無償ダウンロードソフトです。http://www.ricoh.co.jp/ridoc_ds/rds/download/
※プリンター関連同梱ソフトの設置指導料は本体の設置指導料に含まれます。
※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。

〈ユーザー認証設定料〉 ユーザー認証設定を実施する場合は以下の料金が必要になります。 （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環境調査シートの作成は、別料金となります。詳細は販売担当者にご確認ください。

モデル別価格一覧
RICOH MP 1301シリーズ 価格表
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以下のオプション装着時
圧板 PN2000
給紙テーブル PB2010

以下のオプション装着時
圧板 PN2000
サプライテーブル TB2010
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給紙テーブル PB2010
サプライテーブル TB2000

単位：mm

857

50
50

587

270
61

＊1 転倒防止部材を含む寸法
＊2 操作パネルを床と水平にした場合

857

568

602＊2

608＊1

RICOH MP 1301の外形寸法図



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。

●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。安全にお使いいただくために…

※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。 ※Macは、Apple Inc. の商標です。※Adobe、Adobe PDF および
PostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。 
※詳しい性能・仕様・制約条件・価格等については、販売担当者にご確認ください。

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。ご注意

このカタログの記載内容は、2015年10月現在のものです。
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、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/

0120-892-111
リコー製品に関するお問い合わせは下記のダイヤルで承っております。 イチ イチ イチ

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

このカタログの記載内容は、2021年4月現在のものです。

リコーテクニカルコールセンター

●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
※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/contact/
■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。

保守料金

〈消耗品〉 2021年4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 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 −

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

リコーPPC修正液 タイプＡ 12ml 1本 500円   −     63-7690
リファクススタンプカートリッジ タイプ１ 4個入り 1箱 1,500円   −     33-9677

＊1 手差しでご使用下さい。　＊2 価格については販売担当者にご確認ください。

RICOH MP 1301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、キットサービス契約とスポット保守契約のいずれかをお選びいただけます。

1.キットサービス契約をお選びいただきますと
①キットサービスを実施いたします。

下記トナーキットをご購入いただきますと「キットサービス契約」により、リコーは
お客様に対しRICOH MP 1301シリーズの性能を継続的に保つための保守維持
サービスを実施し、感光体ユニットをお貸しします。また万一の故障の際にも素早く
お応えできるサービス体制を整えています。

②トナーキット価格

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合機をお使いいただくため、インターネット環境 
を利用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。

2.スポット保守契約をお選びいただきますと
①お客様の要請に応じて、点検・修理・調整・感光体ユニットや部品など消耗品の供
　給、交換を有償で行なう保守サービスです。
②機械の修理・点検・整備や感光体ユニットおよび部品等の交換に必要な費用は、そ
　の都度代金を申し受けます。
③ご契約時に感光体ユニット・スポットトナーをお買い上げいただきます。
※スポット保守契約時は、リモートサービスを利用することができません。

「フルタイムサービス」について
リコーでは、「キットサービス契約」のお客様に休日や夜間の保守を有償
にてご用意しております。

※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）は対応いたしません。
＊2 祝祭日・振替休日・年末年始（12月31日〜翌1月3日）も日曜日と同様に対応いたします。

＜メニューと料金＞ ［年額］（消費税別）

対応曜日と時間 料金

基本
メニュー

月曜日〜土曜日 17:00〜21:00 ＊1 14,400円

月曜日〜土曜日 17:00〜翌9:00 ＊1 43,200円

日曜日 9:00〜17:00 ＊2 28,800円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

21:00
21:00 ＊2 43,200円

月曜日〜土曜日
日曜日

17:00〜
9:00〜

翌9:00
翌9:00 ＊2 72,000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 7,200円

バリエー
ション

メニュー

月曜日〜土曜日 17:00〜19:00 ＊1 7,200円

月曜日〜土曜日 17:00〜20:00 ＊1 12,000円

※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。

（消費税別）
商　品　名 標準価格 品種コード

RICOH  MP トナーキット ブラック 1601＊ 25,500円 600230
＊ RICOH MP トナーキット ブラック1601は、A4 6%チャートで約3,000ページの出力ができます。
　（原稿により出力ページ数は変動します）



RICOH MP 1601/1301シリーズ オプション価格

〈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

● ● ● ● ● ● ドキュメントボックスHDキット タイプM1 315586 80,000円 7,800円 3,100円

A4（6%チャート）約51ページ以上のメモリーソート、
ドキュメントボックス、Macのフォントダウンロードが
利用可能。imagio VMカード タイプ31、Webアクセス
カード タイプM1、リモートFAXカード タイプM1のいず
れかを装着する場合にも必要です。

増設メモリー タイプM1 315590 オープン 5,500円 800円 Webアクセスカード タイプM1およびimagio VMカード 
タイプ31装着時に必要なメモリーです。1.5GB。

● 拡張1284ボード タイプB＊1 317549 20,000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。ECPモード対応。ハーフピッチをフルピッチに変換する
アダプター同梱。ケーブルは別売。

● ● ● ● 拡張無線LANインターフェース タイプM1＊1＊2＊3 311165 オープン 6,300円 1,600円
無線LANでネットワーク接続するためのインターフェー
ス。IEEE802.11a/b/g/nに対応。本オプション装着時は
標準装備のネットワークポートを同時にご使用なれませ
ん。

● imagio BTワイヤレスインターフェース タイプ24＊2 ＊3 315407 40,000円 5,500円 800円
Bluetooth®標準規格ver2.0＋EDRに準拠したUSB
ポートに装着するインターフェース。BIPで出力する場合、
別途オプションのPS3カード タイプM1かマルチエミュ
レーションカード タイプM1が必要です。

● ● imagio 拡張データ変換ボード タイプ7＊1 315085 50,000円 6,300円 1,600円 ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリンターの
データをパソコンで引き取る際に必要です。

● ● ● ● ● ● imagio 不正コピーガードモジュール タイプ31 315561 60,000円 6,300円 1,600円 プリンター出力時にマスクパターンを埋め込み、その原稿を
読み取った際に画像を破壊し、情報の漏えいを抑止します。

● Webアクセスカード タイプM1 315587 オープン 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。装着の際には、キット契約サービス料金に
別途拡張料金（10,800円/年）を申し受けます。増設メモ
リー タイプM1とドキュメントボックスHDキット タイプ
M1が必要です。

● リモートFAXカード タイプM1 315588 20,000円 7,100円 2,400円
リモートファクス機能を利用する際に親機（ファクス搭載機）
および子機（ファクス未搭載機）に装着することで、ファクス
の送受信ができます。ドキュメントボックスHDキット タイ
プM1が必要です。

● NetWare対応カード タイプM1 315589 10,000円 5,500円 800円 Novell社NetWare®のプリントサーバー機能、リモートプ
リンター機能を使用するためのカードです。

＊1 拡張1284ボード タイプB、imagio 拡張データ変換ボード タイプ7、拡張無線LANインターフェース タイプM1はいずれか１つのみ装着可能です。 
＊2 拡張無線LANインターフェース タイプM1とimagio  BTワイヤレスインターフェース タイプ24はいずれか1つのみ装着可能です。
＊3 リコー 個人認証ICカードR/W タイプR1と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。

〈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

内容
A料金 B料金

PS3カード タイプM1 315599 145,000円 5,500円 800円 Adobe社のPostScript®3による出力が可能です。Macからプリンタードライバーを使って出力する際に
必要です。

エミュレーションカード タイプM1 315600 40,000円 5,500円 800円 R98（NEC PC-PR201H）、R16(EPSON ESC/P）、R55(IBM5577）、RP-GL/2（HP-GL/2+HP-
RTL）、RTIFFによる出力が可能です。

マルチエミュレーションカード タイプM1 315601 160,000円 5,500円 800円 エミュレーションカード タイプM1、PS3カード タイプM1を1枚のカードに統合した商品です。
BMLinkSカード タイプM1 315602 10,000円 5,500円 800円 BMLinkS統合プリンタードライバーを使用するためのカードです。
PCLエミュレーションカード タイプM1 315603 20,000円 5,500円 800円 PCL6（PCL XL/PCL 5e）による出力が可能です。

※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 内容

インターフェースケーブル タイプ4BH 515454 7,500円 PC98シリーズ、各社DOS/V機（双方向通信対応ケーブル）。
本体側：ハーフピッチ、PC側：フルピッチのパラレルインターフェースケーブル（2.5m）です。

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。
スキャナーケーブル タイプTX 316354 5,000円 パソコンとダイレクト接続するための10BASE-Tクロスケーブルです。
リコー USB2.0ケーブル タイプミニB 315134 2,500円 Aコネクタオス-ミニBコネクタ（5pin）のUSBケーブル。リコー個人認証 ICカードR/W タイプR1接続時に使用します。

〈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 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です。 
Ridoc Smart Director 302644 19,800円 ファクス、図面などのペーパーレス化を進める文書処理システムです。

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です。

Ridoc IO Device Manager Accounting 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、集計も可能です。
（5デバイスライセンス付）

※設置指導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。



RICOH MP 1601/1301シリーズ オプション価格

RICOH MP1601/1301シリーズ 主なオプション仕様

〈外部オプション〉（消費税別）

〈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
設置指導料

内容
A料金 B料金

ダストカバー タイプG 317193 1,700円 — — 防塵カバーです。
※設置指導料は本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。 
※詳細は販売担当者にご確認ください。

〈出力管理 /個人認証〉 （消費税別） 

商品名 品種コード 標準価格
対応システム

内容リコー個人認証
システム

リコー 個人認証カード タイプR1-11 315454  5,000円 ● 個人認証する際に必要となる本体に装着するSDカードです。

リコー 個人認証ICカードR/W タイプR1A＊1 317716  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。接続には、リコーUSB2.0ケーブル タイプミニBが必要です。

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パソコンに接続する IC カードリーダー / ライター。パソコンでユーザー
カード（IC カード）認証して本体機器の機能を使用する際にも必要となります。USB ケーブルは同梱です。※リコー個人認証システム用

リコー ICカード タイプR1 315929  15,000円 ● リコー 個人認証システムで、ユーザーカード、管理者カードとして利用するICカード。10枚セットとなります。

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です。

＊1 imagio BTワイヤレスインターフェース タイプ24と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。

〈ドキュメントフィーダー DF2020〉
モード 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、不定形原稿機能

原稿サイズ A3～A5、B4～B6（B6は両面原稿不可）、11×17"～8½×11"、
不定形タテ：128～297mm、ヨコ：128～1,260mm（片面原稿のみ）＊1

原稿紙厚 片面原稿　40～128g/㎡（35～110kg）
両面原稿　52～105g/㎡（45～90kg）

原稿積載枚数＊2 120枚
最大消費電力 42W以下（電源は本体から供給）
大きさ（幅×奥×高） 565×500×125mm
質量 8kg

＊1 使用する機能により最大原稿サイズは異なります。
＊2 マイペーパーの場合。

〈インナー 1 ビントレイ BN2010〉
収納可能サイズ A3～A6、B4～B6、11×17"～5½×8½"タテ、不定形サイズ
収納可能枚数 100枚（A4）
用紙紙厚 60～105g/㎡（52～90kg）
最大消費電力 約9W以下（電源は本体から供給）
大きさ（幅× 奥× 高） 194×388×63mm
質量 2kg

〈給紙テーブル PB2000〉
用紙サイズ A3～A5ヨコ、B4、B5、11×17"～8½×11"
用紙積載枚数＊ 570枚
用紙紙厚 60～105g/㎡（52～90kg）
最大消費電力 15W以下（電源は本体から供給）
大きさ（幅×奥×高） 553×549×137mm
質量 12kg

＊ マイペーパーの場合。

〈給紙テーブル PB2010〉
用紙サイズ A3～A5ヨコ、B4、B5、11×17"～8½×11"
用紙積載枚数＊ 570枚×2段
用紙紙厚 60～105g/㎡（52～90kg）
最大消費電力 35W以下（電源は本体から供給）
大きさ（幅×奥×高） 553×549×271mm
質量 25kg

＊ マイペーパーの場合。

※用紙の積載、給紙、スタック枚数は、マイペーパー使用時。 本体と連結可能な給紙テーブルとサプライテーブルの組み合せ

※ドキュメントフィーダー DF2020装着時の例。
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※Macは、Apple Inc. の商標です。※Adobe、Adobe PDF およびPostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※本価格表に記載の会社名および製品名・ロゴ
マークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

ドキュメントフィーダー 
DF2020
標準価格 100,000円
設置調整料A 6,300円
　　　　　B 1,600円

〈品種コード〉315591
自動両面原稿送り装置（ARDF）。120枚積載可能。
RICOH MP 1601 SPF/1301 SPFには標準搭載。

圧板 PN2000
標準価格 8,000円

〈品種コード〉315592

原稿ガラス上の原稿を押さえます。中折れ式の原稿
カバーです。

インナー1ビントレイ 
BN2010
標準価格 20,000円
設置調整料A 5,500円
　　　　　B 800円

〈品種コード〉315597
本体内に1ビンを増設し、コピー、ドキュメントボッ
クス、ファクス、プリンターの機能別仕分け先として
使用できます。100枚（A4）スタック可能。排紙検知
LED ランプ付。

imagio ドキュメントフィー
ダーハンドル タイプ30
標準価格 17,000円

〈品種コード〉315458

ARDFを閉じる際に補助するためのハンドルです。

imagio 
ハンドセット HS3010
標準価格 10,000円
設置調整料A 5,500円
　　　　　B 800円

〈品種コード〉315535
G3ファクス用のハンドセット。

ヒーターキット タイプM1
標準価格 13,000円
設置調整料A 7,800円
　　　　　B 3,100円

〈品種コード〉315598
スキャナー部分の結露を防ぐヒーターです。寒冷地や
夜間日中の温度差が大きい環境での結露の頻度を低
減します。

サプライテーブル 
TB2000
標準価格 25,000円

〈品種コード〉315595

消耗品を収納できるテーブル（小）です。

給紙テーブル PB2010
標準価格 130,000円
設置調整料A 6,300円
　　　　　B 1,600円

〈品種コード〉315594
570枚×2段（1,140枚）の増設給紙テーブルです。
A3～A5、B4、B5、11×17"～8½×11"サイズに対応。

給紙テーブル PB2000
標準価格 50,000円
設置調整料A 6,300円
　　　　　B 1,600円

〈品種コード〉315593
570枚×1段の増設給紙テーブルです。A3～A5、
B4、B5、11×17"～8½×11"サイズに対応。

サプライテーブル 
TB2010
標準価格 40,000円

〈品種コード〉315596

消耗品を収納できるテーブル（大）です。


