
※写真（左）：リコー コインラック AD タイプ501
　（右）：リコー コインラック AD タイプ1001に
　オプションのリコー コインラック AD用領収書
　発行プリンターACを装着したものです。

※写真はリコー コインラック AD タイプ1001に、オプションのリコー コインラック AD用領収書発行プリンターACを装着したものとRICOH IM C5500シリーズとの組み合わせ例です。



※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。
※Active Directory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。
※その他、本件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。

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。

＊1 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。
＊2  複合機に装着する際にいずれかが必要となります。必要有無は装着する複合機側のカタログでご確認いただくか、販売担当者にご確認ください。

※連携する複合機/プリンターをご購入の際は、複合機/プリンターの保守サービス契約が必要となります。保守サービスの
内容・価格につきましては販売担当者にご確認ください。 ※コインラックは連携する複合機/プリンターの保守サービスの
対象外となります。 ※保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後、７年間です。
※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。 ※製品の色は、印刷
のため実際とは若干異なる場合があります。 ※接続する複合機の機種により、連続複写速度が変わることがあります。　
※詳しい性能・仕様・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。 

基本料金・・・12,000円/1訪問　技術料金・・・7,000円/30分
交換部品代・・・交換の都度代金を申し受けます。詳しくはカスタマーエンジニアにご確認ください。
※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。営業時間外の保守については、販売
担当者もしくはカスタマーエンジニアにご相談ください。

機械納入後1年間・・・無償保証期間
機械納入後2年目以降・・・有償保守となります。年間保守契約または随時保守契約のいずれかをお選びいただきます。

＊1 接続機種本体の点検時、コインメカ
　　部の点検・清掃を実施します。
＊2 交換部品代を含みます。
＊3 コインラック本体の保守に含みます。

凝縮された使いやすい機能で、コピーサービスのスマートな運用を。

◎カラーコピーサービス/カラープリントサービス＊1にも対応

◎カウンター機能で用紙別の枚数も確認可能

◎領収書も手軽に発行（オプション）

◎各種硬貨、1000円札に対応

◎残高を確認しながら連続コピーが可能

商 品 名
リコー コインラック AD タイプ501

リコー コインラック AD タイプ1001

リコーコインラック AD用
領収書発行プリンターAC

課金用インターフェースボード タイプＭ１２＊2

imagio 課金用インターフェースボード タイプ3＊2

CP -1用ロールペーパー

品種コード
315056

315057

311460

317687

315902

318193

283,000円

463,000円

145,000円

7,000円

7,000円

675円

標準価格 備 考

5巻/セット（領収書発行プリンター本体に一巻同梱。）

リコー コインラック AD タイプ501/タイプ1001で
使用した料金を集計し、領収書を発行できます。
設置指導料 A料金：12,400円　B料金：7,100円＊1

（消費税別）■商品内容と標準価格

■保守料金

対応機種については、各機種のカタログまたは製品ページ（オプション欄）をご確認ください。
また、RICOH IO Gate V3との連携状況については、販売担当者にご確認ください。

10円、50円、100円、
  500円(2000年発行/2021年発行)

LED表示(減算式）
あり

0円～9,990円（10円単位）、コピー禁止
64種類

　　　　　　　8,800円
電子カウンター

［主パイプ］10円：約90枚　50円：約78枚　100円：約77枚　500円：約68枚＊または8枚
［サブ（予備）パイプ］10円＊または100円（10円：約100枚　100円：約88枚）

100V　0.4A以下（領収書発行プリンター装着時：0.45A以下）　50/60Hz
21W（領収書発行プリンター装着時：22W）

220×185×760mm（専用脚取付時は奥行300mm）
14.5kg（硬貨を入れていない状態）、
領収書発行プリンター装着時：15kg
（硬貨を入れていない状態）

10円、50円、100円、
   500円(2000年発行/2021年発行)、1000円紙幣

　　　　　　　
                  9,800円

23W（領収書発行プリンター装着時：24W）

15.5kg（硬貨・紙幣を入れていない状態）、
領収書発行プリンター装着時：16kg
（硬貨・紙幣を入れていない状態）

■主な仕様

使 用 通 貨
投入料金表示 
つり銭 機 構 
料金設定範囲 
料金設定種類 
最大投入金額 
売上カウンター

つり銭収納量 

電 源 最大消費電力 
大きさ（幅×奥行×高さ）

質 量

設置指導料 A料金：10,600円＊1
　　　　 　B料金：  5,300円  
設置指導料 A料金：14,100円＊1
　　　　 　B料金：  8,800円  

設置指導料 A料金：  8,800円＊1
　　　　 　B料金：  3,500円  

設置指導料 A料金：  8,800円＊1
　　　　 　B料金：  3,500円  

10円、50円、100円、500円＊1の各硬貨が使用可能。さらにリコー コインラック AD 
タイプ1001は1000円札にも対応し、設定により1000円札は2枚まで投入可能＊2。
コピーサービスの利便性を飛躍的に高めます。 
＊1 2021年発行の新500円硬貨にも対応。
＊2 カスタマーエンジニアによる設定が必要です。

白黒/カラーごとにサイズ別のコピー/プリント料金設定＊2が行なえます。
＊1 カラー複合機の対象機種については販売担当者にご確認ください。
＊2 カスタマーエンジニアによる設定が必要です。（工場出荷時はすべて10円設定）
※カラーコピーのセルフサービスにおける運用方法につきましては、販売担当者にご確認ください。
※単色コピー/2色コピー料金は白黒で設定している料金に従います。

◎釣り銭を効率よく確保できる逆両替機能
コピー終了後、「おつり・返却」ボタンを押せば投入金種を問わずに高額
からの金種組み合わせで返却。この機能により、少額のつり銭を効率よく
確保することができます。

有料でコピー/プリントしたトータル枚数のほか、白黒／カラーごとにサイズ別の枚数も
確認可能。さらに、無料でコピー/プリントしたトータル枚数を表示することもできます。
※本機で集計するカウント情報は、本機のメモリーに蓄えられているデータであり、複合機本体のパフォーマンスチャージ請求枚数とは異なります。

◎売上集計を確認
売上合計金額を表示することが可能。また、オプションの領収書発行プ
リンターが装着されていれば、売上集計の印字もでき、コピー/プリント
の白黒/カラーごとのサイズ別明細も確認できます。

◎いたずら防止機能
偽造硬貨の使用防止対策として、投入された硬貨を保留状態にし、両替
動作を禁止することができます＊。
＊100円硬貨、500円硬貨のみ。いたずら防止機能を有効にすると、最大投入金額が無効時より少なくなります。
※カスタマーエンジニアによる設定が必要です。工場出荷時は、無効になっています。

リコー コインラック AD用領収書発行プリンターACにより使用した料金を
集計し、領収書を発行できます。その場で発行できるので、余分な手間が
かかりません。さらにオートカットに対応し、領収書を切り離し易くしました。
※領収書に印字するお客様ロゴの作成は有償となります。詳しくは販売担当者にご確認ください。

＊工場出荷時の設定値

（消費税別）●年間保守契約料金＊1

硬貨・紙幣をあわせて一度に最高9,800円＊まで投
入可能。金額はコインラック本体上面のパネルに大
きく見やすいLEDでデジタル表示されるため、残高
を確認しながらの多枚数連続コピーも容易です。 
＊リコー コインラック AD タイプ1001の場合。リコー コインラック AD タイプ501は8,800円。
※左の写真はリコー コインラック AD タイプ1001に領収書プリンターを装着したものです。

リコー コインラック AD タイプ501
リコー コインラック AD タイプ1001
リコー コインラック AD用領収書発行プリンターAC

19,500円＊2
21,900円＊2
─ ＊3

リコー コインラック AD タイプ501 リコー コインラック AD タイプ1001

（消費税別）●随時保守契約料金

■対応複合機

0120-892-111

https://www.ricoh.co.jp/
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・・・

0708S-2301＜34212358＞11/PこのカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。 このカタログの記載内容は、2023年1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。

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

＊ 別途オプション製品の購入が必要。　
※詳しくは、RICOH IO Gate V3 のカタログをご覧ください。

大学向け印刷管理システム

RICOH IO Gate V3 は、
学内のネットワーク環境や
利用状況に応じて、簡単・
確実に構築できる印刷管
理システムです。さまざま
なロケーションや用途に
応じたフレキシブルな印
刷環境を構築・提供し、
学習環境の充実と、学生
サービスの向上を実現し

ます。個々の学生の印刷枚数を制限する「印刷
枚数の上限管理」やどのプリンターからでも必要
な印刷データを出力できる「オンデマンド印刷」＊、
一枚あたりの料金を支払うことで印刷物が出力
される「課金印刷」＊の3つの機能に加え、これ
らの運用を包括する管理機能があります。
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リコープリンター/
リコー複合機

MultiLink-Panel
用アプリ

専用
操作端末

専用
操作端末課金装置  

RICOH IO Gate V3 サーバー 
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