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マンスはここまで進化した。

ビジネスの決め手はスピード。
軽快な速さが
プリンタにもほしい。

Speed

PCから出力指示をしたのに、なかなか出力され

ない。そうしたイライラをなくすために、CPUに

高性能なPowerPC750CXe（300MHz）を、

メモリも標準32MB、最大288MBを実現。従来

機に比べ、パフォーマンス

を大きくアップしました。

長寿命も大切な
パフォーマンスの一つ。

Ecology

OA機器もクルマや家電製品と同じ

ように、環境問題を避けることはでき

ません。アモルファスシリコンドラム

など、長寿命部品の採用で部品交換

頻度を最小に、廃棄部品を最小レベル

に抑えました。部品交換なしで、ほぼ

マシンライフをまっとうします。

プリントスピード比較    JEIDA標準パターン 

100 20 30 40 50

従来機（LS-6800） 43

印刷速度（秒）

〈測定環境〉P　C:
メモリ:
O　S:

Mobile Intel PentiumⅢ 933MHz
256MB
Windows XP（ネットワーク出力）

25LS-6820N

a-Si

25PPM

毎日、フル稼働する
プリンタだから、
コストを大切にしたい。

￥0.6

エコシスプリンタだから、補給するのは紙と

トナーだけ。部品交換を極力抑えた長寿

命部品の採用で、ランニングコストを大きく

低減、一枚あたり0.6円※を実現しました。

2年、3年と使うほどに、エコシスプリンタの

お得さを実感できます。

ECONOMY

LONG
LIFE

※A4ヨコ、コピーモード

※トナー価格より算出。A4 判5％印字比率換算。実際のトナー消費量は印刷環境、印刷条件
　などにより異なります。（保守料金メンテナスキット料金は含まれません。）

J9.DOC（A4・5ページ）（自社比較）

アモルファス
シリコン

LS-6820N
エコシスプリンタ

1セクションに1台。パフォー

さまざまなPC環境下に、
フットワークのいいネットワーク対応力。

Network

NETWORK

ネットワーク機能を標準で搭載し、Mac※出力

にも対応します。リモートでネットワーク上の

PCからプリンタの管理・設定が可能な管理

ツールや、豊富なエミュレーションを搭載。

セットしたその日から軽快に活躍します。

オフィス標準プリンタ。

※Mac出力には、オプションUG-15の装着が必要です。

さりげなく置けるサイズ、
デザインがいい。
場所を取らない、置きやすい。

オフィス環境を大切にするため

に、コンパクトな設置面積を実

現しました。標準で、483（W）×

411（D）※×350mm（H）。想像

するだけでコンパクトさが

わかります。

NETWORK
POWER

483mm

411mm

COMPACT
Size

※カセット装着時の奥行：550mm



Ecology

ブラウザでプリンタを
設定・管理。

毎日つかうものだから、性能もきもちよく。 ネットワークから簡単に。

250枚の給紙カセットを装備。100枚収容する
マルチパーパストレイと合わせて350枚を給紙します。
さらにオプションの500枚ペーパーフィーダ＊を2つ追加
することで最大1,350枚をコンパクトなボディに実現
します。また、それぞれ用紙サイズを変えることで4種類の
用紙を使い分けることができます。
＊オプション、PF-26

600dpi  203階調 Fast1200  207階調

焼却した場合でもダイオキシンを発生させない、
難燃性ノンハロゲンタイプのポリカーボネイト
ABSの複合材を採用。

焼却廃棄した場合でもダイオキシンが発生しない
環境に優しい梱包袋を使用。

LS-6820Nは2001年4月に施行されたグリーン
購入法や、国際エネルギースタープログラムの
基準に適合した環境配慮モデルです。

＊オプション

1200
Fast

1ドットを主走査方向に3種類の大きさ（最大600dpi）
で書きこみ、さらに白を加えて4段階の濃度で表現。副走
査方向を600dpiでプリントする独自のFast1200
（1800dpi相当×600dpi）。写真や、グラフィックなどを
多用した書類も、質感ゆたかに出力します。

きれい
中間調が

1350枚
最大

独自のページ記述言語、プリスクライブを搭載しました。
わかりやすいテキスト記述（ASCII）で、エミュレーション
モードの切替えやカセット指定など、システム構築を
簡単にします。

HPPCL6をはじめ多くのプリンタエミュレーションを
標準で搭載し、さまざまな環境に柔軟に対応
します。さらにオプションのUG-15を装着することで、
PostScriptプリンタとしてご使用いただけます。

同一データを複数部出力する場合、通常は1部ごとにデータ処理して
プリンタに送り出力していますが、クイックコピーでは一度処理した
データをプリンタ側で保持しコピー出力するため、快速処理が可能。
PCにストレスをかけない出力が可能です。

対応エミュレーション：
●HP PCL-6（PCL5e/PCL-XL） 
●NEC PC-PR201/65A
●EPSON VP-1000（ESC/P24J-84）
●IBM5577 F01/G01
●FUJITSU FMPR359F1
●KC-GL（HP7550A）
●KPDL3（オプション／日本語ポストスクリプト3互換）※オプション

長寿命アモルファスシリコンドラムの搭載により
通常の使用で必要な消耗品はトナーのみ。環境
にも、プリントコストにも優しい。

すべての部品を再利用することを優先し、分解が
容易なサブセットを多数使用。また、ほとんどの
部品に素材名を表示しリサイクルを促進。

PET樹脂の再生材を定着ユニットに採用。

●

●

●

●

●

●

オプション

PDF
ダイレクトプリント

PostScript 3

カンタン
システム構築

最大1,350枚、
4種類の用紙を給紙。

大量給紙

多様なシステム環境に対応する
多彩なエミュレーション。

プリント・エミュレーション

ネットワーク機能を標準で搭載。パラレルはもちろん、
10Base-T/100Base-TX対応のEthernetで、
簡単にネットワークプリンタになります。また、使いやすく
高速なHi-Speed USB2.0も標準装備しています。

使いやすいHi-Speed USB2.0も
標準装備。幅広いネットワークに対応。

インタフェース

階調ゆたかなプリント品質。

Fast1200

ネットワークプリンタを一元管理。

KM-NET VIEWER

ネットワーク管理ソフトKM-NET VIEWERで、LS-6820N
を始めネットワークにつながっているプリンタを一元
管理できます。管理者が一元監視できるため、消耗品の
発注/在庫管理などのトータルな効率化がはかれます。

Performance Network

PCから
印刷指示

処理したデータをキープ エンジンスピードで快速出力

伝票や共有定型書類の
デジタルフォームラックに。

一回の処理で
スピード出力。

クイックコピー

1部のみを、チェック用に出力。内容を確認後、問題がなければプリンタ
パネルからの指示によって残りの部数を印刷します。確実な印刷
のために大量出力前にミスプリントをなくし、用紙などの無駄を
なくします。

原稿チェック、
清書印刷に。 e-MPS

試し刷り後、保留

PCの出力指示で印刷データを送信しますが、印刷は実行されません。
プリンタパネルでパスワードを入力することで初めて印刷されます。データ
は印刷後、消去。また印刷しない場合にも電源OFFで消去されます。
機密文書/親展文書など見られる心配がなく、安心してプリントできます。

機密文書、親展文書の
安全印刷。

プライベートプリント

PCから送信された印刷データをMicroDriveに保存。プリンタパネルから
の指示により任意の時に任意の部数を印刷実行（パスワード設定も
可能）、消去も可能です。印刷頻度の高いFAX送付状など、共有の定型
書類を保存しておくのに 便利です。

印刷データ保存

MicroDrive＊でe-MPS               を実現。enhanced Multiple
Printing System

PCから
印刷指示

試し刷り1部 残りの出力をプリンタパネルから指示 残りの出力

PCから
印刷指示・
パスワード
設定

プリンタパネルでパスワード入力 印刷後自動データ消去

機密
文書

PCから
印刷データ
送信

印刷データをMicroDriveに保存
印刷後もデータ保存
常時印刷可

定型
書類定型

書類

プリンタを
一元管理

Useful・・・もっと便利に

システム構築も簡単。
ページ記述言語、プリスクライブを搭載。

プリスクライブ

フォームオーバレイ機能で帳票や定型フォームへの
登録が簡単にできます。オプションのユーティリティ、
FC-5Cにより帳票設計も簡単におこなえます。作成
した帳票データを本体メモリやオプションのハード
ディスク（MicroDrive）、またメモリカード（Compact
FlashTM）※に登録。プレ印刷をかけるコストだけでなく、
印刷時間も短縮することができます。

文字の入力だけで
文書フォーマットへ入れこみ出力。

フォームオーバーレイ機能

PDFファイルを、リーダで開くことなくそのままプリンタ
に送信。プリンタ側でデータ処理し、ダイレクトプリント
することができます。手間を省き、スムーズなPDF
ファイルのプリントができます。

PDFファイルを
ダイレクトプリント。

PDF Direct Printing

KYOCERA COMMAND CENTER

25ppm
片面

23ipm
両面

片面25枚／分の快適なスピードでありながら、両面
時も23イメージ／分※2で出力します。片面速度に対
して92％、という生産性を実現しています。書類を
コンパクトにするだけでなく、紙資源の節約にも
つながります。
※1　両面印刷はオプションです。
※2　2イメージ=両面印刷1枚

片面25ppm（A4ヨコ、コピーモード）
両面プリント※1も23ipmと高速。

プリントスピード

100枚
マルチ
パーパス
トレイ

250枚
給紙

カセット

両面
ユニット

「DU-25」

500枚
ペーパー
フィーダ

「PF-26」

IEEE1284 USB2.0 Ethernet
※UG-15の装着が必要です。

※MAX256MBまで対応。

快適な出力環境のために、KYOCERA
COMMAND CENTERが登場。PCの
ブラウザから、IPアドレスの入力だけで
アクセス。ネットワークプリンタとしての
ベーシックな設定から、詳細な設定まで
デスクにいながらにして操作できます。

複数部出力も余裕のスピード出力 機密情報、誰にも見られずに出力したい。

全部出力が終わってからミスに気付くときがある。 出金伝票や勤務書類などの定型フォーム、紙で保存しておくのは面倒。

1

2

3

4

スタート
プリントシステムの
動作状態と現在の
設定が確認できます。

プリンタ
エミュレーション、デフォ
ルト印刷解像度、印刷
枚数、トレイの選択な
ど、プリントシステムの
印刷機能に適用され
る設定を行ないます。

基本
プリントシステムの初
期設定、セキュリティ、
基本ネットワーク設定
などプリントシステム
全体に適用される設
定を行ないます。

詳細
プリントシステム全体
に適用される詳細
設定、主にネットワーク
の詳細設定を行な
います。

DemandsDemands

Solution

環境性能というあたらしい性能。

※オプションのMicroDriveが必要です。

※オプションのMicroDriveが必要です。

互換

＊ペーパーフィーダ、両面ユニットを装着する場合には、PA-25（パスアダプタ）が必要です。




