
プロダクション･プリンティング製品向け

地震対策
キットシリーズ

Option for Production Printer

●本製品は十分な耐震試験（震度7相当）を行っておりますが、地震発生時の機器による被害発生の防止を保証するものではありません。地震の種類（規模、揺れ方向）、地盤、設置場所、建物の構造等により本製品を
使用している場合でも機器が移動・転倒する可能性があります。●本製品は機器を保護するものではなく、地震発生時における機器の故障・損壊の防止について保証するものではありません。●本製品の破損時におけ
る製品保証はございません。万が一、本製品が破損した場合には、再度のご購入をご検討ください。●本製品の納品には数ヶ月かかることがあります。あらかじめご了承ください。

機器をフロアに固定する「アンカー式」と、機器を設置プレートに固定する「アンカーレス式」。設置場所の状況やリスク
回避の目的に合わせてお選びいただます。

地震発生時の機器の移動・転倒を防ぐことを目的とした固定器具を２システムご用意。

床にアンカーを打ち込むことによってプロダクション・プリンティング製品
の移動・転倒を抑止。プロダクション・プリンティング製品本体部をアン
カー固定し、外部オプションと設置プレートをネジで固定します。
※機能説明のためのイメージです。
※プレートへの追加工（本体固定用のアンカーボルト用の穴あけ、外部オプション固定用のネジ穴加工） 
　およびアンカーの手配、床へのアンカー打ち付けは含みません。お客様実施作業となります。
※本製品には、アンカーボルトを同梱しておりますが、アンカーは同梱しておりません。アンカーについては
　お客様にてご購入ください。

アンカー式
本体固定金具 オプション機器固定金具

アンカーボルト

レベリングボルト
（本体標準）

固定金具

ネジ

レベリングボルト
（外部オプション標準）

固定金具

リコー 設置プレート
タイプ5000

リコー 設置プレート
タイプ5000アンカーボルト

レベリングボルト
（本体標準）

固定金具

ネジ

レベリングボルト
（外部オプション標準）

固定金具

リコー 設置プレート
タイプ5000

リコー 設置プレート
タイプ5000

機器とプレートを固定し、設置プレート底面にゴムシートを貼り付けるこ
とでプロダクション・プリンティング製品の移動・転倒を抑止。プロダクショ
ン・プリンティング製品本体部と設置プレートをネジで固定し、外部オプ
ションと設置プレートをテープで固定します。
※機能説明のためのイメージです。

アンカーレス式
本体固定金具 オプション機器固定金具

レベリングボルト
（外部オプション標準）

両面テープ付
プレート

固定金具

地震対策設置プレート
（プレート＋ゴム板）

ナット

レベリングボルト
（本体標準）

ネジ
（敷板に溶接）

固定金具

地震対策設置プレート
（プレート＋ゴム板）

レベリングボルト
（外部オプション標準）

両面テープ付
プレート

固定金具

地震対策設置プレート
（プレート＋ゴム板）

ナット

レベリングボルト
（本体標準）

ネジ
（敷板に溶接）

固定金具

地震対策設置プレート
（プレート＋ゴム板）



価格表

●本製品は十分な耐震試験（震度7相当）を行っておりますが、本製品は地震発生時の機器による被害発生の防止を保証するものではありません。地震の種類（規模、揺れ方向）、地盤、設置場所、建物の構造等により本製品を
使用している場合でも機器が移動・転倒する可能性があります。●本製品は機器を保護するものではなく、地震発生時における機器の故障・損壊の防止について保証するものではありません。●本製品の破損時における製品保証
はございません。万が一、本製品が破損した場合には、再度のご購入をご検討ください。●本製品の納品には数ヶ月かかることがあります。あらかじめご了承ください。

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

＜本体用（アンカー式／アンカーレス式 共通）＞ （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
搬入設置指導料

＜品種コード＞303920 内容
A 料金 B 料金

地震対策キット（本体用） タイプA 512641 110,000円 14,700円 10,000円
RICOH Pro C9200/C9100機種群＊、RICOH Pro C7200S/C7100S機種群、
RICOH Pro 8300S/8300/8200S/8200/8100S/8100機種群、
RICOH Pro C901/C901S、C901/C901S Graphic Arts＋、RICOH Pro C751EX/C651EX用。
アンカー式、アンカーレス式共通。

地震対策キット（本体用） タイプＢ 512642 110,000円 14,700円 10,000円 RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX、RICOH Pro 1357/1357M/1107/1107M用。
アンカー式、アンカーレス式共通。

＊ RICOH Pro C9200/C9100 機種群への装着時は本体 1 台につき本キットが 2 セット必要です。

＜オプション用　アンカー式 ＞ （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
搬入設置指導料

＜品種コード＞303920 内容
A 料金 B 料金

地震対策キット アンカー式
（オプション用） タイプA 512643 150,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分。

地震対策キット アンカー式
（オプション用） タイプB 512644 196,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分、フィニッシャー用飛び出し防止部材同梱。

地震対策キット アンカー式
（オプション用） タイプC 512645 164,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分、紙折りユニット用飛び出し防止部材同梱。

地震対策キット アンカー式
（オプション用） タイプD 512646 150,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分。

地震対策キット アンカー式
（オプション用） タイプE 512647 112,500円 7,100円 2,400円 固定部材3足分。

地震対策キット アンカー式
（オプション用） タイプF 512648 75,000円 7,100円 2,400円 固定部材2足分。

地震対策キット アンカー式
（オプション用） タイプG 512649 160,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分。

※各タイプとも対応する外部オプションについては販売担当者へお問い合わせください。
※別途「リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）」を必要枚数ご購入ください。また「リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）」への追加工（本体固定用アンカーボルト用の穴開け、外部オプション固定用のネジ穴加工） 
　およびアンカーの手配、床へのアンカー打ち付けはお客様実施作業となります。

＜オプション用　アンカーレス式 ＞ （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
搬入設置指導料

＜品種コード＞303920 内容
A 料金 B 料金

地震対策キット アンカーレス式
（オプション用） タイプA 512650 158,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分、両面テープ4足分。

地震対策キット アンカーレス式
（オプション用） タイプB 512651 204,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分、両面テープ4足分、フィニッシャー用飛び出し防止部材同梱。

地震対策キット アンカーレス式
（オプション用） タイプC 512652 172,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分、両面テープ4足分、紙折りユニット用飛び出し防止部材同梱。

地震対策キット アンカーレス式
（オプション用） タイプD 512653 158,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分、両面テープ4足分。

地震対策キット アンカーレス式
（オプション用） タイプE 512654 118,500円 7,100円 2,400円 固定部材3足分、両面テープ3足分。

地震対策キット アンカーレス式
（オプション用） タイプF 512655 79,000円 7,100円 2,400円 固定部材2足分、両面テープ2足分。

地震対策キット アンカーレス式
（オプション用） タイプG 512656 168,000円 7,100円 2,400円 固定部材4足分、両面テープ4足分。

※各タイプとも対応する外部オプションについては販売担当者へお問い合わせください。

＜設置プレート　アンカー式 ＞ （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
搬入設置指導料

＜品種コード＞303920 内容
A 料金 B 料金

リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組） 308580 48,000円 22,800円 800円 2枚組設置プレート。
※アンカー式固定の場合の設置プレートは、リコー 設置プレート タイプ5000（2枚組）を必要枚数ご購入ください。
※本製品への追加工（本体固定用アンカーボルト用の穴開け、外部オプション固定用のネジ穴加工）およびアンカーの手配、床へのアンカー打ち付けはお客様実施作業となります。

＜設置プレート　アンカーレス式 ＞ （消費税別）

商品名 品種コード 標準価格
搬入設置指導料

＜品種コード＞303920 内容
A 料金 B 料金

地震対策設置プレート タイプA 512657 172,000円 6,300円 1,600円 ゴムシート付き4枚組設置プレート、本体固定用ネジ穴加工を含みます。
地震対策設置プレート タイプB 512658 58,000円 5,500円 800円 ゴムシート付き2枚組設置プレート。

※アンカーレス式固定の場合の設置プレートは、「地震対策設置プレート タイプ A/タイプ B」を必要枚数分ご購入ください。

0120-892-111

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

●お問い合わせ・ご用命は・・・

1401PH-2105＜34211643＞5/PこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

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5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。


