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●受付時間：平日（月～金）９時～17時（祝祭日、弊社休業日を除く）
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証明書の交付を、もっと手軽に。

チルト可能な大型タッチパネルを搭載。誰にでも使いやすい
証明書自動交付機としてご利用いただけます。

証明書交付専用モデルで、交付にまつわる 
窓口業務の負荷軽減が可能となります。

誰にでもやさしく1

窓口業務の負荷軽減２

特長

プリンター
モデル

省スペースで使いやすい
行政証明書交付サービス専用モデル

プリンターと専用ラック、情報端末がセットになった行政証明書交付サービス専用モデル。コンビニ 
交付の仕組みを利用し、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで「住民票の写し」や

「印鑑登録証明書」などの交付が行えます。車椅子の方が座ったまま操作できるタッチパネルを 
搭載し、オプションで音声ガイダンスにも対応するなど、誰にでも使いやすい設計に配慮しています。

証明書交付を、カンタンに

証明書交付を、スムーズに

広くて操作しやすい15 インチ大型タッチパネルを 
採用。安心・快適なユーザーインターフェースデザイン 
のため、どなたでもカンタンにご利用いただけます。

タッチパネルに覗き見防止フィルターを採用し、
個人情報の漏えいを抑止します。

地方公共団体情報システム機構（J-LIS）の 
セキュリティー要件である印字方式に対応して
いるため、普通紙での証明書交付が可能です。

使いやすい大型タッチパネル 覗き込みによる個人情報の漏えいを抑止普通紙での証明書交付が可能

❶行政サービスを選択。 ❷ マイナンバーカードをリーダーで読み取る。 ❸ 必要な証明書を選択し、料金を投入。 ❹証明書発行が完了！

プリンターモデル 収納も、スッキリ プリンターモデル

コピーモデル

コピーモデル

プリンターモデル マルチコピーモデル

タッチパネルのガイドに従って操作いただくだけで、初めての方にもカンタンにご利用いただくことができます。

初めてでも迷わず使える操作ガイド

見えない 見えない見える
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※これはイメージ画像です。実際の証明書とは異なります。

1

音声ガイダンス機能（オプション）車椅子の利用者にも使いやすい設計
操作用の15インチ大型フルカラータッチパネルは 
角度を調整できるため、車椅子の方が座ったまま
でご利用いただくことができます。

備え付けのハンドセットから流れる音声ガイダンス
に従いテンキーボタンで各種の操作が可能。視覚に
障がいのある方もご自身で証明書交付ができます。

プリンターを収納できる専用ラック
上部・前面ドアが開閉し、スライド式トレイにより
メンテナンス性に優れています。空きスペースに 
トナーや用紙など消耗品を置くことも可能です。

行政サービスの
ニーズに合わせて
3モデルが
ラインアップ。



証明書の交付を、もっと手軽に。

免許証などのカードが・・・ A4の用紙1枚に

住民サービスを、もっと手厚く。

便利で使いやすいコピー機能

多彩なマルチコピー機能

明瞭強調や美肌処理などの画像処理を施して、写真紙にプリントすることが 
できます。証明写真プリントやインデックスプリントも可能です。

高画質な写真プリント

コピーモデル

マルチコピーモデル

マルチコピーモデル

多彩なサービスを提供する
複合機モデル

誰にでもやさしい
コピー機能搭載モデル

マルチ
コピー
モデル

コピー
モデル

行政証明書交付サービスに加え、マルチコピー機能を搭載した複合機モデル。
コピーはもちろん、写真プリントやインターネットからのプリント、スキャンも 
可能です。アニメーション入りのガイドに従って操作いただくだけで、多彩な 
機能をカンタンにご利用いただけます。

行政証明書交付サービスの情報端末、コピー機がセットになったコピー 
モデル。「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」などの交付用途に加え、コピー
サービス機としての利用が可能です。誰にでもカンタンにお使いいただける
よう、車椅子でのご利用等にも対応しています。

2

マルチコピー機能の提供により、
カンタン・便利な住民サービスの

提供が可能となります。

コピーサービスと証明書自動交付機の
集約化により、機器管理負荷と設置 
スペースの削減が実現できます。

多彩な機能をカンタンに1

効率化を実現２

特長

大型タッチパネルは
画面チルトで角度調整可能。

音声ガイダンス機能も搭載可能です。

白黒コピーはもちろん、
拡大、縮小、両面コピー、免許証の
両面集約コピーなども可能です。

誰にでも使いやすく1

免許証などのコピーも２

特長

PDF

JPEG

TIFF

分割プリント インデックス証明写真L判 / 2L 判

＜明るさ補正＞
さまざまな条件で撮影された写真に合うよう、
適正な明るさに自動補正します。

＜美肌処理＞
人肌がより美しく見えるように色味を補正し、
さらに肌などの滑らかさを向上させます。

写真プリントのオプション

スキャンデータ保存 インターネットからプリント（おきがるプリント） USBなどのメディアからもプリント可能
最大A3サイズの原稿をスキャンして、PDF、JPEG
またはTIFFの形式でUSBメモリーにファイルを保
存できます。

USBメモリーやSDカードなど、記録メディアの
中にある写真や文書をプリントできます。

専用のプリントサイト（おきがるプリント）に文書や
画像ファイルを登録することで、外出先でもプリント
可能。プリンターをお持ちでない方にも便利です。

きめ細かく親切な操作ガイドが手順をサポート
ステップごとのガイドに従って操作することで、 
誰でもカンタンに、間違えることなくコピーでき
ます。

免許証などのカードのおもて面とうら面を読み 
取り、用紙の上 下に集 約してA4の普 通 紙に 
コピーできます。

運転免許証コピー

仕上がりを事前に確認できるから安心
操作を間違えやすい両面コピーも、回転プレ
ビューで仕上がりを確認してから出力できるので、
ミスコピーを防げます。

操作性を追求したコピー機能

※A5までの大きさのカードに対応します。



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・・・

0120-892-111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。
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このカタログの記載内容は、2019年6月現在のものです。 1707ＰＨ-1906＜34211731＞5/ＰこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

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。

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。

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。

自治体向け行政証明書交付サービスの主な仕様

プリント機能
項　目 内　容
メモリー 基本仕様に準ずる
プリントサイズ A3、B4、A4、B5
連続プリント速度 コピー機能に準ずる

スキャナー機能
項　目 内　容
メモリー 基本仕様に準ずる
原稿読み取りサイズ A3、B4、A4、B5
　

■ マルチコピーモデルの主な仕様
基本機能 / コピー機能
項　目 内　容
形式 デスクトップ式
メモリー 2GB
HDD容量 320GB
カラー対応 フルカラー
複写サイズ A3、B4、A4、B5
解像度 600dpi×600dpi（読み取り時/書き込み時）
ファーストコピータイム＊1 モノクロ：8.7秒、カラー：11.5秒
連続複写速度＊2 白黒：30枚/分、カラー：30枚/分
複写倍率 50～400％
給紙方式＊3 590枚×4段
電源 AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力 1.5kW以下
大きさ（突起物含まず）＊4 942（幅）×711（奥）×1,315（高）mm
機械占有寸法＊5 1,048（幅）×761（奥）mm
質量＊6 112.3kg以下
＊1 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。 ＊2 A4ヨコの場合。印刷条件により、速度が低下することがあり 
ます。 ＊3 マイペーパーの場合。給紙テーブル PB3160含む。 ＊4 圧板、給紙テーブル、情報端末含む。 ＊5 情報端末含む。  
＊6 RICOH MP C3004AS本体、圧板、給紙テーブル含む。

行政証明書交付サービス 情報端末 タイプ M19
項　目 内　容
メモリー 2GB
HDD容量 500GB
タッチパネル 15インチ

文書プリント 対応メディア
SD/miniSD/microSD/コンパクトフラッシュ/xDピクチャーカード/
メモリースティック/メモリースティックDuo/
メモリースティックマイクロ（M2）/USBメモリー

対応フォーマット PDF/JPEG/TIFF

写真プリント 対応メディア
SD/miniSD/microSD/コンパクトフラッシュ/xDピクチャーカード/
メモリースティック/メモリースティックDuo/
メモリースティックマイクロ（M2）/USBメモリー

対応フォーマット JPEG/TIFF/BMP/PNG
USBメモリー
保存 出力フォーマット PDF＊/JPEG/TIFF

課金
使用可能金種 5円/10円/50円/100円/500円/1,000円
最大投入金額 8,325円
つり銭収納枚数 5円：約95枚/10円：約92枚/50円：約82枚/100円：約77枚/500円：約9枚

電源 AC100V、6.5A、50/60Hz
最大消費電力 650W以下
質量 77kg

＊ 高圧縮PDF、OCRテキスト付PDF、PDF/Aに対応。

■ プリンターモデルの主な仕様
基本機能 / プリント機能
項　目 内　容
方式 LEDアレイ＋乾式1成分電子写真方式
メモリー 2GB
ファーストプリントタイム＊1 9.5秒以下（標準トレイにてA4横送り印刷時）
カラー対応 フルカラー
用紙サイズ A4
両面印刷 標準
給紙量＊2 320枚
電源 AC100V、50/60Hz
最大消費電力 1.4kW以下
大きさ（突起物含まず）＊3 935（幅）×711（奥）×1,089（高）mm
機械占有寸法＊3 1,000（幅）×761（奥）mm
質量＊4 約86kg

＊1 データ処理終了から排紙完了までの時間。 ＊2 67g/m²紙使用時。 ＊3 情報端末、ラック含む。 ＊4 RICOH SP C750/C750M本体、 
ラック、消耗品含む。

行政証明書交付サービス 情報端末 タイプ P9
項　目 内　容
メモリー 2GB
HDD容量 500GB
タッチパネル 15インチ

課金
使用可能金種 5円/10円/50円/100円/500円/1,000円
最大投入金額 8,325円
つり銭収納枚数 5円：約95枚/10円：約92枚/50円：約82枚/100円：約77枚/500円：約9枚

電源 AC100V、2.0A、50/60Hz
最大消費電力 200W以下
質量 55kg

■ コピーモデルの主な仕様
基本機能 / コピー機能
項　目 内　容
形式 デスクトップ式
メモリー 2GB
HDD容量 320GB
カラー対応 フルカラー
複写サイズ A3、B4、A4、B5
解像度 600dpi×600dpi（読み取り時/書き込み時）
ファーストコピータイム＊1 モノクロ：8.7秒、カラー：11.5秒
連続複写速度＊2 白黒：30枚/分、カラー：30枚/分
複写倍率 50～400％
給紙方式＊3 590枚×4段
電源 AC100V、15A、50/60Hz共通
最大消費電力 1.5kW以下
大きさ（突起物含まず）＊4 947（幅）×711（奥）×1,089（高）mm
機械占有寸法＊5 1,048（幅）×761（奥）mm
質量＊6 112.3kg以下
＊1 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。 ＊2 A4ヨコの場合。印刷条件により、速度が低下することがあり 
ます。 ＊3 マイペーパーの場合。給紙テーブル PB3160含む。 ＊4 圧板、給紙テーブル、情報端末含む。 ＊5 情報端末含む。  
＊6 RICOH MP C3004AS本体、圧板、給紙テーブル含む。

行政証明書交付サービス 情報端末 タイプ P9
項　目 内　容
メモリー 2GB
HDD容量 500GB
タッチパネル 15インチ

課金
使用可能金種 5円/10円/50円/100円/500円/1,000円
最大投入金額 8,325円
つり銭収納枚数 5円：約95枚/10円：約92枚/50円：約82枚/100円：約77枚/500円：約9枚

電源 AC100V、2.0A、50/60Hz
最大消費電力 200W以下
質量 55kg

※Adobe PDF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。 ※SD、miniSD、microSD は、SD-3C, LLC. の米国およびその他の国における登録商標です。 
※xDピクチャーカードTMは富士フィルム株式会社の商標です。 ※メモリースティック、メモリースティックマイクロ、メモリースティック Duo およびメモリースティックマイクロ（M2）は、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標 
または商標です。※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。 ※製品の仕様および外観は、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。 
※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下さい。 ※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は本製品の製造中止後、7年間です。


