
環境とコスト、使いやすさを追求した新世代のビジネススタンダード・プリンタです。

25枚/分・A3機

LS-6800 ¥178,000
＊本体価格、トナー含む、税別

両面印刷 NetWork トナーセーブ パワーセーブ OnlyToner

¥0.6 
 /1page

Windows
A3

LS-6800は、2001年4月施行のグリーン購入法（国等による
環境物品等の調達の推進等に関する法律）の定める「特定
調達物品」の判断基準に適合する環境に配慮した製品です。

【グリ－ン購入法適合製品】
 



企業の環境意識の高まりにお応えし、コスト削減という

重要なテーマを解決。そしてオフィスのネットワーク環境に

柔軟に対応するプリンタ。それがエコシス・プリンタ

LS-6800です。時代の最先端の機能を集約した

新世代ビジネススタンダード・プリンタが、これからの

オフィスを変えていきます。

環境対策、コスト削減、
ネットワーク対応を推進。
オフィスのニーズに
ジャストフィットします。

エコシス・プリンタは、長寿命アモルファス
シリコンドラムを採用。
企業のゼロエミッション実現に貢献します。

環境負荷を減らすには、できるだけ長く使うこと。また

使い終わったものは廃棄せずにリサイクルすることが重要

です。エコシス・プリンタは、ドラムカートリッジに長寿命

アモルファスシリコンドラムを採用しました。部品交換頻度

を極力おさえ、エコロジーとエコノミーを実現します。

Ecology
Economy

世界で初めて0.6円/枚
＊1

を実現したプリンタ。
だから経費削減の額も大きい。

ランニングコストを抑えることが、経費削減の近道です。

ドラムカートリッジに長寿命アモルファスシリコンドラム

を採用したことで、トナーの補給のみで印刷を続けら

れるオンリートナーのエコシス・プリンタは、1ページ

の消耗品コストがわずか0 .6円
＊1

。会社にあるプリンタが

すべてエコシス・プリンタだったら、はたしてどれだけの

経費削減がもたらされるでしょう。
＊1トナー価格（トナーコンテナTK-20H）より算出。A4判1ページ当たり5％印字比率換算。

25枚/分・A3機

LS-6800
25枚/分・A3機

LS-6800



マルチネットワーク対応で、変化するオフィス環境にも
安心して使えます。
システムが変更されたり、拡張した時は…。エコシス・プリンタは、環境
の変化にも柔軟に対応できるマルチネットワーク機能をご提供しています。
スロットタイプのネットワークボードを使用すればイーサネットに直結でき、
TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUIの4つのプロトコルを自動
認識します*1。しかもWindowsNTのDHCPをサポート*2。IPアドレスを
自動的に設定してくれますから、ネットワーク設定にかかる手間が省けます。
設定変更はブラウザからも行えます。
＊1 Macintosh環境にて使用する場合、オプションの「PK-5」、メモリの増設が必要です。
＊2 ネットワーク上にDHCPサーバがあり、アドレス管理がされている場合のみサポートします。

デスクのパソコンから、プリンタの状況をチェックできます。
ネットワークプリンタである以上、離れた場所にあるデスクからプリンタの
状況をチェックできるのは当然です。エコシス・プリンタは、ネットワ
ーク管理ソフトKM-NET VIEWERを標準添付。プリンタの状況は
もちろん、出力プリンタの指定や用紙切り替えなどもリモートでできま
す。しかも分かりやすいGUI画面なので、誰でも簡単操作。また、エ

ラー発生時に
は、音声で知ら
せるなど、エンド
ユーザの使い勝
手を考えて開発
されています。

PPM
25

EtherTalk
EtherTalk

●EtherTalk環境 

Ethernet

Ethernet

IPX/SPX

NetBEUI

TCP/IP

IPX/SPX

NetBEUI

TCP/IP

●Windows/UNIX/OS2環境 

●Windows環境 

●NetWare環境 

■基幹業務プリンタに欠かせない9種類のエミュレーションを標準装備。

エコシス・プリンタは、IBM 5577、HP LaserJet5Siなど9種類のプリンタ

エミュレーションを標準装備。このままホスト系基幹業務プリンタとしても使用

できます。また、標準で

HP7550Aをサポート。

CADデータを高速・

高品質にプリントアウト

できます。A0、B0の

データもA3に縮小印刷

でき、検図出力用にも

最適です。

高速25枚/分。オフィスワークを軽くするスピードです。
プリンタで印刷して、必要部数をコピーする。こんな手間はなくなります。

エコシス・プリンタLS- 6800は25枚/分*のハイスピード。これだけの

スピードがあれば、パソコンから直接、必要部数を

プリントアウトするほうがはるかに効率的です。
＊A4判横送りコピーモード。

約23イメージ/分の高速両面印刷で、
省資源・省スペースに貢献します。
紙の両面を使えば、資源はもっと節約できる。エコシス・プリンタ

LS- 6800は約23イメージ/分*1の高速両面印刷を実現*2。省資源

はもちろん、資料の保管スペースの削減にも役立ちます。
＊1 A4判横送りコピーモード。印字内容により異なります。

＊2 オプション対応

■ページ記述言語「日本語プリスクライブ2e」搭載。

京セラミタ独自のページ記述言語「日本語プリスクライブ2e」は、理解し

やすい通常のアスキー文字で記述でき、パラメータの指示だけで詳細な

設定を切り替えることができます。

ビジネスユースを考えた数々の機能を搭載しています。

■ポストスクリプト対応可能。

オプションのPK-5を追加することにより、PostScriptプリンタとして活用できます。

■フォームオーバレイ機能を搭載。

帳票や定型フォームのプレ印刷を不要にするフォームオーバレイ機能を搭載

しています。出力フォームを本体やICカードに登録することにより、帳票の印

刷時間を短縮し、プレ印刷費用を大きく削減します。また、カーボンコピーオ

ーバレイ機能も標準搭載し、複写型の帳票もラクラク発行できます。さらに、

オプションによりWindows用フォームオーバレイユーティリティ「FC-5C」

を用意。Windows上で簡単にフォーム作成ができBMP、TIFFなどの

イメージデータの貼付けなども行えます。

■2400dpi相当×600dpiの高精細印刷。

京セラミタ独自のスムージング処理技術KIR2により、2400dpi相当×

600dpiの高精細印刷を実現しています。

■14種類のバーコード印字機能を標準搭載。

JAN（標準）EAN-13、UPC Aなど14種類ものバーコード生成機能を標準

搭載しています。郵便番号をバーコードで印字するカスタマコード生成機能

もサポートし、オプションによりQR2コードにも対応できます。

NEC

IBM

EPSON

FUJITSU
HP

NEC

IBM

EPSON

FUJITSU
HP

ネットワーク環境とスピードがエコシス・プリンタの先進性を物語ります。

1,350枚の大量給紙、4種類の
用紙選択で、オフィスニーズに
お応えします。
オフィスユースに不可欠なのは、大量

印刷と多彩な用紙サイズへの対応です。

標準装備の250枚給紙カセットと

100枚マルチパーパストレイに、500枚

の大容量ペーパーフィーダ*を2台追加

することで、最大1,350枚給紙できます。

また、各フィーダに異なる用紙をセット

すれば、4種類の用紙を切り替え

ながらプリントできます。
＊オプション対応

ネットワーク環境 スピード

ペーパーハンドリング

!R!  BARC 19,,,1234567890,,,1.5,1.7;EXIT,E;
プリスクライブ開始　　バーコードコマンド　　　種類　　　　　　　　　　　　　　文字列　　　　　　　　　　　　　短バー高　　長バー高　　　プリスクライブ　終了

500枚ペーパーフィーダ「PF-26」 両面印刷反転装置「DU-25」

250枚
給紙カセット

100枚マルチパーパストレイ

LS-6800



900,000ページ＊A4判換算
（75,000ページ/月まで）

耐　久　枚　数
（最大印字可能枚数/月）

CAT/30TL0209NKI/PJ/C34このカタログは2002年9月現在のものです。 

商品のご用命は下記まで 

〒103-0023　東京都中央区日本橋本町1-9-15 03-3279-2112

東京（日本橋）・大阪（玉造）・札幌・旭川・釧路・函館・仙台・山形・盛岡・秋田・郡山・青森・ 
さいたま・新潟・宇都宮・熊谷・前橋・川口・狭山・千葉・水戸・土浦・市川・立川・横浜・ 
厚木・川崎・甲府・沼津・名古屋・岐阜・岩倉・岡崎・静岡・浜松・津・富山・石川・長野・ 
松本・寝屋川・堺・京都・奈良・吹田・和歌山・近江八幡・神戸・姫路・尼崎・高松・松山・ 
徳島・福岡・広島・山口・岡山・福山・徳山・松江・三次・鹿児島・北九州・大分・久留米・ 
熊本・長崎・宮崎・那覇 

■エコシスプリンタトナーコンテナの無償回収と再利用を行っております。ホームページから、もしくは「回収申し込み用紙」に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。※トナーコンテナは6本以上からの回収となります。●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、 
改善のため予告なく変更することがあります。ご了承下さい。●このカタログの詳しい内容につきましては、営業担当者におたずね下さい。●本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。 

●500枚ペーパーフィーダ「PF-26」

※1：トナー価格より算出。A4判5％印字比率換算。※2：日本語プリスクライブ
2eは、従来の日本語プリスクライブ／プリスクライブプラス／プリスクライブ2と
一部コマンド機能が異なり、機種により印字に不具合が生ずる場合があります。
※3：出力するデータによってはメモリの増設が必要になる場合があります。両面
印刷を行う場合メモリの増設が必要です。SIMMスロットの1つは増設済みです。
※4：イーサネット直結の場合はオプションのインタフェースボードが必要です。
※5：フォーム数は、登録する個々のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量
により異なります。●プリンタはほこりの少ない一般事務所へ設置して下さい。（標
準温湿度20℃/65％RH）特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせ下さい。
●各エミュレーションのコマンドの中には実際のドットプリンタと比べて動きの異
なるものや未サポートのものがあります。●図面出力等の寸法は多少の誤差が
生ずる場合があります。●縮小印字を行うと、等倍で行った結果とは異なり、文
字の線幅が一定にならない場合や、図形・イメージ・パターンなどの中に線が見
受けられる場合があります。用紙は一般の乾式PPC複写機に使う普通紙（重さ60
～90g/m2）を使用して下さい。●二次加工を施した用紙や、各種特殊に使用する
用紙に関しましては、ご購入前に当社までご相談下さい。●300,000ページ出力
毎にメンテナンスキットの交換が必要です。（有償）●最初に装着するトナーは内
部へトナーをいきわたらせるため、印字可能枚数は約5,000ぺージとなります。●
オプション構成の詳細につきましては、ご購入前に当社までお問い合わせ下さい。
●本体付属品：トナー、取扱い説明書、CD-ROM（Kyocera Digital Library）、電
源コード。●プリンタケーブル、日本語プリスクライブ2eプログラミングマニュ
アルは別売りです。

本体正面 

本体天面 

システム全体図正面 システム全体図側面 

（単位はmm） 483

350

550

707
97

130

411

564

130

＊上記アクセサリを使用する場合は、パスアダプタ「PA-25」が必要です。
＊アクセサリの組み合わせにより、パスアダプタ「PA-25」の装着パターンが異なります。
ご購入前に当社までお問い合わせ下さい。

●両面印刷反転装置「DU-25」

■ECOSYS LS-6800アクセサリーの主な仕様

■ECOSYS LS-6800の主な仕様

プリント方式 半導体レーザによる乾式電子写真方式

C P U PowerPC603e（100MHz）

プリント速度 25枚/分（A4判横）、15.5枚/分（B4判）、13.5枚/分（A3判）

解 　 像 　 度 2,400dpi相当×600dpi（600dpi+KIR2）

消耗品コスト※1 0.6円/ページ（TK-20H）

ページ記述言語※2 日本語プリスクライブ2e

メインメモリ※3
標準16MB（最大64MBまで増設可能）、
追加SIMMスロット×2

エミュレートプリンタ

NEC:PC-PR201/65A、N5263-26、N5273-17
IBM:5577F01/G01、PROPRINTER X24E
EPSON:VP-1000（ESC/P24J-84）
FUJITSU:FMPR-359F1
HP:HP LaserJet 5Si（PCL 5e、PJL）、7550A
KPDL2（オプション/日本語ポストスクリプトレベル2互換）

対応プロトコル※4 IPX/SPX、TCP/IP、EtherTalk、NetBEUI

内蔵フォント

漢字　平成明朝体TMW3/平成角ゴシック体TMW5（アウトライン）

JIS第一、第二水準
日本語

OCR文字

欧　文 ビットマップフォント80種類、アウトラインフォント45種類

OCR-A、OCR-B、OCR-カナ

インタフェース
高速双方向パラレル(IEEE 1284準拠)×1、RS-232C×1
オプションインタフェーススロット×2 （内１つはHDDオプションスロットとして使用可）

ICカードスロット 1スロット（JEIDA Ver4.2互換/PCMCIA Ver2.1互換）※ICカードへの書き込み機能搭載

紙　サ　イ　ズ
カセット A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、レジャー（ユニバーサル）

マルチパーパストレイ　297×431.8mm～90×148mm

給　　　　　紙
カセット：250枚（75g/m2相当）×1
マルチパーパストレイ：100枚（75g/m2相当）
※PF-26を2段装備することにより1,350枚の給紙が可能

排　　　　　紙 フェイスダウン（350枚）、フェイスアップ（250枚、トレイ「PT-3」別売）

縮　小　機　能

A3→B4、A3→A4、B4→A4、B4→B5、A4→A4(98%)、A4→B5、
A4→A5、A4→レター、B5→A5、レター→A4、ストックフォーム→B4、
ストックフォーム→A4（A3、B4、B5、A5、レター、リーガル、
レジャー、各々の98%縮小も可能）

外　形　寸　法 本体:483×411×350mm（W×D×H）（カセット装着時の奥行:550mm）

本　体　重　量 21.0kg

準　拠　規　格 国際エネルギースタープログラム

紙　サ　イ　ズ A3、B4、A4、B5、レタ－、リーガル、レジャー（ユニバーサルカセット）

給　紙　枚　数 500枚（75g/m2相当）

電　　　　　源 プリンタ本体より供給

外　形　寸　法 445×564×130mm（W×D×H）

本　体　重　量 8.0kg

電　　　　　源 プリンタ本体より供給

外　形　寸　法 445×564×97mm（W×D×H）＊用紙搬送部の高さ：300mm

本　体　重　量 14.0kg

京セラミタの新しいプリントソリューション

■寸法図
機　　　　種 LS-6800

両面印刷機能 DU-25を装備することにより両面印刷が可能

バーコード出力機能 カスタマコード、PDF417やJANなど14種類を標準内蔵

フォームオーバレイ機能※5 本体メモリにフォーム登録可能（ICカードへの登録も可能）

消 　 耗 　 品 トナー「TK-20H」（A4判約20,000ページ出力可能、A4判5%印字比率換算）

機　　　　種 LS-6800

RAM DISK SYSTEM ○

仮想メールボックス ○

高速・大量印刷だけでなく、もっと使う人を考えた機能を。と考えて京セラミタ

はまったく新しいプリントソリューションを実現しました。電子ソート機能や、仮想

メールボックス機能、バーコードドキュメント管理機能、ラスタライズワンス機能な

どが装備され、オフィスの様々な生産性をもっと向上することができます。
＊オプションの装着が必要な場合があります。

■電子ソート機能
ソータをソフト的に実現する機能です。印刷する文書データをオプションの

ハードディスク「HD-2」に記録して、ここでソ－ティングしてプリント

アウト。大量印刷の際の仕分けを簡単にします。また、ソータトレイなどの

ハードウエアを必要としないので、スペースやコストも節約できます。

■仮想メールボックス機能
ハードディスクまたはRAMディスク内に仮想のメールボックスを

設けることにより、必要な時に印刷を開始することが可能です。
＊オプションのハードディスクのご利用はオプションの「HD-2」が必要となります。

■バーコードドキュメント管理機能
書類の必要部数が増えた場合、再度出力するかステイプルの針をはずして

コピーするかのどちらかですが、この機能により印刷データを保存し、

バーコードを記載して印刷することができ、リーダで読み取るだけで

再プリントアウトすることができます。
＊オプションのハードディスク「HD-2」、バーコードリーダ「BC-1」が必要です。

■ラスタライズワンス機能
通常印刷を行う場合、ページ数×印刷部数のラスタライズ処理が必要で

す。エコシス・プリンタはこの処理を1部分のみ行い、このデータを

RAM、またはオプションのハードディスク「HD-2」に保存することによ

り、複数部データの高速印刷を実現します。

電　　　　　源

AC100V 50/60Hz

稼 　 働 　 音 プリント時:52dB スタンバイ時:38dB

最大時:934W、通常時:525W、
待機時:155W、パワーセーブモード時:16W




