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　　　カウント数はA4判5％標準原稿を使用した場合の数値です。こちらはあくまでも目安となります。実際のトナー消費量は、お客様 
　の印刷環境（気温・湿度・電源の頻繁な入切、品質維持の為の調整動作等）、印刷条件（用紙サイズ・用紙方向・厚紙印刷・印刷原稿等）に 
　より異なります。それにより、印刷開始時、印刷中にトナーを消費することもあり、印刷可能枚数は半分以下になる場合があります。 

                                                                                                                                                        　　　カウント数 
 はA4判5％標準原稿を使用した場合の数値です。こちらはあくまでも目安となります。実際のトナー消費量は、お客様の印刷環境（気 
 温・湿度・電源の頻繁な入切、品質維持の為の調整動作等）、印刷条件（用紙サイズ・用紙方向・厚紙印刷・印刷原稿等）により異なります。そ 
 れにより、印刷開始時、印刷中にトナーを消費することもあり、印刷可能枚数は半分以下になる場合があります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした 
 当社純正トナーをお勧めします。純正トナー以外のトナーをご使用頂き、その使用が原因で機械の支障が生じたと判明した場合には、保証期間内でも修理は有償となります。（特別保証となります。） 

2005年12月現在のものです。 CAT/05TC0511AST/PJ /C50



クラストップレベルのコンパクトさでありながら、 

A 3プリンタに匹敵する高速出力とハイパフォーマンス。 

A 4サイズを標準としている書類環境へ、コストを抑え、 

出力環境を大きくパワーアップします。 

 

※写真左はLS-1820。右はLS-3830N本体にトップマウントソータ「SO-60」を装着した状態です。 
 

小さなボディに想像を超えるパフォーマンス。 
ジャスト・A4プリンタ 

ビジネスの 
メインカテゴリー 
A4

マシーンが増えてくると管理が複雑。 
さて、対応は？ 
 

クラス最小レベル※の省スペース設計。そのうえ、A4書類が 
標準になってきたいま、A3プリンタと比べたらその差はもっと 
広がります。コンパクトだから身近におけるのもメリットの一つ。 
※2004年10月現在。A4対応ページプリンタにおいて。 

限りのあるオフィススペース。 
だからコンパクトであってほしい。 
 

1枚あたりわずか0.6円※。長寿命エンジンとオンリートナー
方式で実現したローコスト。2年、3年と使うほどに大きな
差がついてきます。 
※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・メンテナンスキット料金は含まれません。） 

書類はビジネスの基本。 
コストも気になるが？ 
 

33ppmという高速出力（LS-3830N、LS-1820は28ppm）※。
A4プリンタという枠を超え、A3プリンタに負けないスピード。
ハイパフォーマンスがビジネスをパワフルにバックアップします。 
※レディ時、A4判、コピーモード。 

待たせないスピードがほしい。 
 

デスクにいながら、ネットワーク上の出力機器の状況を確認
可能。また必要に応じて設定変更も可能な充実の管理ツー
ルを添付。管理者の強い味方です。 

交換パーツを長寿命化できれば、 
環境やコストの負担は少なくできる。という発想。 

ネットワークでスタッフがフル活用する。 
対応はどうだろう？ 
 ネットワークインタフェース標準搭載※。すぐにネットワーク 
出力環境が整います。6種類のエミュレーションで、多様な環境
に対応します。Macからの出力も対応（オプション）。 
※LS-3830N。LS-1820はオプション対応。 

途中交換が当たり前の感光体に、アモルファスシリコンドラム
を採用。他のパーツも長寿命化。トナーを補給するだけで部品
交換をほとんど必要としないロングラン性能を実現しました。
ビジネスを中断させない、コストをかけない。そして環境にも
やさしい。もちろんエコマーク認定機器。エコシスコンセプトです。 
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管理者 

N e t w o r kPe r f o r m a n c e

高いユーザビリティのための、パワーとパフォーマンス。 

3 4

オフィス環境でビジネス機器の設置スペースは 

切実な問題です。LS-1820/3830Nの設置スペース

は345（W）×390（D）mm。サイドデスクにも 

置けるクラス最小レベル＊の省スペース設計を 

実現しています。 

＊2004年10月現在。A4対応ページプリンタにおいて。 

見やすく操作しやすいように、液晶パネルは 

マシン手前に角度をつけてデザイン。さまざまな

角度からの視認性を高めています。毎日、大量 

の出力を続ける環境でマシン状態の把握の  

しやすさも性能の一つです。 

高速な片面33枚／分＊1、両面28イメージ／分＊2という 

高速出力のために、LS-3830Nはエンジンに高性能 

なPowerPC750CXe（300MHz）を採用。グラフや

写真をふんだんに使った複雑なイメージも高速で

処理します。メモリも標準で64MB／最大576MBと 

高い拡張性を実現。またLS-1820は、片面28枚／分＊1、 

両面26イメージ／分＊2と、片面スピードに対して93％ 

という高い両面生産性を達成しています。 
＊1.A4・コピーモード。  
＊2.オプションの「DU-61」を装着時。2イメージ=両面印刷1枚。 

33
片面 

枚/分 
28
片面 

枚/分 

CPU

パワフルな高性能 
  コントローラを採用。 

 

リーダで開くことなくPDFファイルを直接プリンタ

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。アプリを立ち上げ 

ファイルを開く手間を省き、スムーズなPDF  

ファイルの出力ができます。 

PDF
ダイレクト 
プリント 

PDF Direct Printing

PDFファイルを開くことなく、 
  ダイレクトプリント。 

 

コンパクトサイズ 

小ささも 
パフォーマンスのひとつ。 

視認性 
 

見やすい操作パネル。 
 

フォームオーバレイ機能で帳票や定型フォームへ 

の登録が簡単に可能。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 

（CompactFlash�＊）に登録。従来は事前に準備が 

必要だったプレ印刷コストだけでなく、印刷時間

も短縮することができます。帳票や伝票などを 

定期的に出力する環境などで便利な機能です。 

＊MAX 256MBまで対応。 

カンタン 
定型 
フォーム 
登録 

フォームオーバーレイ機能 
 

文字の入力だけで 
 文書フォーマットへ入れこみ出力。 

標準で500枚ペーパーフィーダ＋100枚のマルチ 

パーパストレイを装備。オプションの500枚ペーパー

フィーダを3段まで装着することで、本体を含めて 

最大2,100枚の給紙が可能です。LS-3830Nには

2,000枚ペーパーフィーダ＊の装着が可能で最大 

2,500枚の給紙が可能です。毎日、大量に出力する 

環境での給紙の手間を大幅に省くことができます。 

＊オプションのPF-8E、ベースユニットPB-60が必要。 

2100
最大 

枚 

大量給紙 

タフな出力環境に対応する 
  2,100枚連続給紙。 

 

LS-3830Nでは1200×1200dpiと、高精細な出力 

品質を実現したFine1200モードを採用。写真や、 

グラフィックなどを多用した書類も、高品位に出力 

します。また、LS-1820では1ドットを主走査方向 

（横）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段階の濃度で表現し、副走査 

方向（縦）を600dpiでプリントする独自のFast1200 

（1800dpi×600dpi）を採用しています。 
※Fine1200モードはLS-3830Nのみ。 
　Fast1200モードは、LS-1820/LS-3830Nに搭載。 

1200
Fast

100Base-TX
10Base-T

1200
Fine

きれい 
中間調が 

Quality Print 
 

美しく、階調ゆたかな 
  プリント品質。 

600dpi 
203階調 

Fast1200 
207階調 

節約 
消費電力 

定着ローラの熱伝導効率を上げ、短時間での 

ウォームアップを可能にする独自のエコフューザ 

を採用しました。稼動の直前のみ通電させれば 

いいため、消費電力の節約にも大きく貢献します。 

EcoFuser 
 

  スリープからの復帰を素早く。 
  同時に省電も実現。 

 
LS-3830Nは、そのままネットワークに対応する 

ように10Base-T/100Base-TX対応のマルチ 

プロトコルインタフェースを標準装備。IEEE1284

に加え、480Mbpsと高速なHi-Speed USB2.0を 

装備。LS-1820は、IEEE1284とFull-Speed USB2.0 

を装備しました。さらにオプションで、無線LAN 

ボード（IB-22）を装着することで、LAN領域内なら 

どこでも自由にワイヤレスでプリントが可能です。 

IEEE 
1284

無線 
LAN

USB 
2.0

Interface

USBはもちろん 
幅広いネットワークにも対応 

ネットワーク管理ソフトKM-NET VIEWERで、プリ 

ンタの選択や用紙サイズ、用紙切れの確認など、 

イラストでわかりやすく実行できます。ネットワーク

管理者がネットワーク上のプリンタを一元監視 

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。 

＊LS-1820の場合、オプションのネットワークボードが必要です。 

KM-NET VIEWER

ネットワーク上の 
プリンタを一元管理。 

快適な出力環境のために、KYOCERA COMMAND 

CENTERを使ってPCからプリンタを設定・管理

可能です。ブラウザからIPアドレスを入力する

だけでプリンタにアクセス。プリンタとしての基本

的な設定から、詳細な設定までデスクにいながら 

にして可能です。 

＊LS-3830Nのみ。　 

KYOCERA COMMAND CENTER 
 

ブラウザでプリンタを 
設定・管理。 

さまざまなシステム環境を考慮し、標準で多彩な 

プリンタエミュレーションを搭載しました。一般 

オフィスから基幹系まで、広い環境で快適に使用

することができます。さらにオプションのUG-15を 

装着することでPostScriptプリンタとして使用 

することができます。 
 
対応エミュレーション 

●PCL6 

●NEC PC-PR201/65A 

●EPSON VP1000 

●FUJITSU FMPR359F1 

●IBM5577 F01/G01 

●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 

Post 
Script

プリント・エミュレーション 

様々な環境に対応する 
  多彩なエミュレ－ション。 

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。 

PRESCRIBE

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。 

 

カンタン 
システム 
構築 

プリンタを 

一元 
管理 

見やすい 

液晶 
パネル 

Easy Control

詳しくはP.6をご覧ください。 

高性能プリントエンジンの搭載などで、電源ON 

からの待ち時間を大きく削減。LS-1820で18秒 

以下、LS-3830Nでは20秒以下を達成。また 

ファーストプリントもLS-1820で9.5秒、LS-3830N

で11.5秒を達成しています。 

18秒 9.5秒 

Warm-up

待たせない 
  素速い立ち上がり。 
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ウォームアップ ファーストプリント 

ウォームアップ ファーストプリント 

さまざまなシステム環境へ、柔軟なネットワークパワー。 

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。 

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。 

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。 

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。 

����	
�

※����	
�はオプション 

※オプション 

����	��

管理者の強い味方、ネットワーク管理ツール。 



E c o l o g y

O p t i o ne - M P S

5 6

SO-60

拡張しても省スペース。 
5ビントップマウントソータSO-60

e - M P S 機 能  

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。燃焼 
した場合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とABSの 
複合材を使用。 
 
 

LS -1820 /3830N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。 
 
 
短時間でのウォームアップ可能にした 
独自のエコフューザの採用で、消費 
電力を大きく節約します。 a-S i 

アモルファスシリコン 
ドラム 
 

●600枚の給紙と 
　5段ソートができる 

■ LS-1820/3830N 
■ 5ビン 
　トップマウントソータ 

●合計1,100枚の給紙と 
　両面印刷ができる 

●2,500枚連続給紙の 
　ストレートパス印刷ができる 

最大3段まで500枚 
ペーパーフィーダを 
自由に組み合わせる 
ことができます。 

■ LS-1820/LS-3830N本体 
■ 500枚ペーパーフィーダ 
　PF-60×1段 
■ 自動両面ユニット 
　DU-61

■ LS-3830N本体 
■ 2,000枚ペーパー 
　フィーダ PF-8E 
■ ベースユニット 
　PB-60

一回の処理でスピード出力。 クイックコピー 

多様な要求に応えるプリントソリューション。 オプションでもっと便利に、もっとパワフルに。 

毎日使うものだから高い環境性能を身につけました。 

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。※MicroDriveの装着が必要です。 

一回のデータ処理で快速プリント。 1

PCから 
印刷指示 

残りの出力を 
プリンタパネルから指示 

3

プリンタパネルで 
パスワード入力 

データ 
記録 

エンジン 
スピードで 
快速出力 

処理した 
データを 
キープ 

PCから印刷指示・ 
パスワード設定 

PCから 
印刷データ送信 

印刷後 
自動 
データ消去 

機密 
文書 

定型 
書類 

定型 
書類 

200枚スタックのビンを5ビン装備。ソータとして、メール

ボックスとして、また1,000枚の大容量スタッカとしても 

使用可能。環境に合わせた柔軟な使い方ができます。 

PF-60

500枚 
ペーパーフィーダ PF-60

3段まで増設可能。本体500枚給紙ユニット、100枚マルチ 

パーパスフィーダとあわせて、最大2,100枚を給紙。 

※2003年10月以降の生産分より対応可能。（詳細につきましては営業担当者に 
　お尋ね下さい。） 

DU-61

高い生産性。 
自動両面ユニット DU-61

厚さわずか4cm。本体下部に装着。両面生産性はLS- 

1820/3830Nそれぞれ、片面印刷時の約93%という 

パフォーマンスを実現しています。 

PF-8E

最大2,500枚の連続給紙を実現。 
PF-8E

A 4ビジネスプリンタとして、用紙の補給なしにノン 

ストップで出力する。2,000枚を給紙するPF-8Eと、本体

の500枚給紙ユニットとあわせて最大2,500枚の給紙が 

可能。また、ラベル紙・封筒・ハガキなどの用紙にも柔軟 

に対応。さまざまな出力業務システムの構築が可能です。 

※LS-3830Nのみ対応。 
※オプションのベースユニットPB-60が必要です。用紙は一般の乾式 PPC 
複写機用の普通紙（60～105g /㎡）を使用してください。特殊紙は保証 
対象外となります。特殊紙の使用に関しましては、ご購入前に必ず弊社まで 
お問い合わせ下さい。 

使 用 用 途 に 合 わ せ て 自 由 に 組 み 合 わ せ を お 選 び い た だ けま す。 

出力をもっと便利に、セキュリティ高く。 

機密文書、親展文書の安全印刷。 プライベートプリント 

PCの出力指示で印刷データを送信、しかし出力は保留。操作パネルから 
パスワードの入力で、初めて印刷を実行。データは印刷後、または電源OFF
で消去。機密文書／親展文書なども、安心してプリントできます。 

機密情報も安心してプリント。 

原稿チェック、清書印刷に。 試し刷り後、保留 

1部のみをチェック用にプリント。内容を確認後、問題がなければ操作 
パネルからの指示によって残り部数を印刷。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。 

清書印刷の前に、事前チェック。 2

PCから 
印刷データ 
送信 

残りの 
出力 

試し刷り1部 
 
 

4

印刷後も 
データ保存 
常時印刷可 

伝票や共有定型書類のデジタルフォームラックに。 印刷データ保存 

PCから送信された印刷データをMicroDriveに保存。操作パネルからの指示 
で、任意の部数を印刷（パスワード設定も可能）可能です。FAX送付状など、 
定型書類を保存しておくことで、プリンタだけで印刷することができます。 
※MicroDriveの装着が必要です。 

よく使う書類を保存。プリンタだけで出力。 

マルチパーパストレイ 




