世界最小 の設置面積と
クラスNo.1 の低ランニング
コストを実現した、
ECOSYS COLOR
LS-C5016N。
※1

※2

Ecology（ 環境性 ）とEconomy（ 経済性 ）の両立を追求するECOSYSに 、A4カラー が 新登場 。
スペ ース・コスト・スピード・画質 、ビジネスに求められる課題をLS-C5016Nが 解決します 。

資 料 棚やミーティングコーナーなど、オフィスにはたくさんのスペースが 必 要と

世界最小 サイズ されています。エコシスでは、そのような限られたスペースの 中でいかに 快 適
※1

なプリンティング環 境を作ることができるかを追 求 。先 進 の 高 性 能を凝 縮し、世 界で一 番 小さなカラープリンタ「エコシスL S C501 6 N」を誕 生させました。

Color：6.05円 Monochrome：0.8円
※3

※3

社 内でのコス
ト管 理 はもち

ろん、ビジネスにかかる経 費にもつねに節 約が求められています。このような厳しいビジネス環境の中でも、コストを気にすることなく
プリントアウトできるのが、エコシスプリンタ。LS-C5016Nはドラムをはじめとする各部品の長寿命化に成功。消耗品にかかるコストを
大幅に削減し、
クラスNO.1 ※2の低ランニングコストを実現しています。

16PPM

※4

ビジネスの現場では常に、スピードが要求されています。ここぞという時に、スムーズなプリント
アウトを提供するため、
エコシスは数々の最先端テクノロジを多く取り入れています。タンデムレイ

アウト採用のLS-C5016Nは、16PPMという快適な処理スピードでドキュメント作成をバックアップします。

600dpi×9600dpi相当

ビジネスパートナーと円 滑にビジネスを進めるため
に 今 、カラープリントの 需 要が 高まってきています。

ビジネス現 場に説 得力のあるカラープリントを提供するため、エコシスは独自の現像システムを開発。LS-C5016Nでは細かなグラ
デーションを精密に再現するMulti-bit Technologyを採用し、解像度600dpi×9600dpi相当を実現。写真やイラストなど微妙な
テイストを持つドキュメントも高いクオリティで印刷します。
※1
※4

2003年6月現在。機械設置面積。A4対応、電子写真方式のカラーページプリンタにおいて。 ※2
A4判、
コピーモード。

2003年6月現在。 ※3 トナー価格より算出。A4判各色5%印字比率換算。保守、
メンテナンスキット料金は含まれません。

省スペース、省コスト、高速性、高画質。
このすべてを可能にした、エコシスカラータンデム。
新開発の最新鋭光学ユニット Advanced Beam Array 、京セラミタ独自の長寿命カラー現像技術、
モノクロと同じスピードでプリントできるタンデムレイアウト、最先端長寿命感光体PSLPドラム。これら4つの技術が、
プリンタに求められているさまざまな要求に力強く応えます。

最新鋭光学ユニット Advanced Beam Array をエコシスシリーズで初搭載しました。直接ドラムの表面に露光する
※

ことができるので、光学ユニットの大幅な小型化に成功。世界最小 サイズを実現しています。さらに、 Advanced
Beam Array では先進の分割露光システムを採用しており、高精度の光量制御能力とムラのない均一な露光形成を
はじめ、高画質について追求した設計デザインになっています。
※2003年6月現在。機械設置面積。A4対応、電子写真方式のカラーページプリンタにおいて。

京セラミタが新開発したPSLP（Positive-charged

Single-

Layer Photoconductor）
ドラムを採用。アルミ素管上に感光層のみ

アルミ素管
感光層

アルミ素管
UCL（アンダーコート層）

の単一層構造により、
これまで一般的なOPCドラムが複数の層
で行っていた電荷発生、電荷輸送などの機能を単層だけで実現
CTL（電荷輸送層）

し、
長寿命化を達成しました。この長寿命ドラム採用により、
トナー
※

※

モノクロ1枚0.8円
補給のみで印刷が可能。カラー1枚6.05円 、

CGL（電荷発生層）

［PSLPドラムの構成］

［一般的なOPCドラムの構成］

という業界No.1の低ランニングコストを実現しています。
※ トナー価格より算出。A4判各色5%印字比率換算。保守、
メンテナンスキット料金は含まれません。

各色の現像器ごとにドラムを装備したタンデムレイアウトを採用。これにより、一工程ですべての色が転写されるため、
※2

カラー/モノクロともに16枚/分の高速プリントを実現しています。さらに、両面印刷 では、生産性100％を達成して
※3

おり、片面印刷と同じく16イメージ/分 で両面プリントが可能。快適なプリンティング環境をサポートしています。
※1 A4判コピーモード。 ※2 オプション。 ※3 2イメージ＝両面印刷1枚（A4）。

色 彩 の 鮮やかさと高い 耐 久 性を両 立した新 現 像システム
Kyocera Mita Fine Color Technology を搭載。新開発の
高耐久キャリアや新組成トナーなどにより、高次元でカラー現像
プロセスをコントロール。滑らかできめ細やかな高画質と比類の
ない高耐久性能を実現しました。

画像は鮮やかに、
文字はくっきりと表現。

カラー／モノクロ16PPMの
プリントスピードを実現。
コントローラには、高速高性能PowerPC750CXe（400MHz）
※

出力するデータのパターン（テキスト、
グラフ、写真など）
を自動

を採用。カラー/モノクロ16PPM 高速エンジンのパフォーマンスを

的に認識し、
それぞれの領域別に最適な画像処理を施していく

最大限に引き出し、快適なプリントアウトをサポートします。

領域認識型の画像処理技術「Kyocera

※A4判コピーモード。

Mita

Intelligent

メモリ標準96MB、
最大608MBまで拡張可能。

Color Technology」を採用。さらに、PCのモニタに近い色再

96MBのメモリ容量を標準で装備（最大608MBまで搭載可能）。

改善しています。

現でクリアな色処理を展開していく新アルゴリズムを採用。濃
度の低い色域で生じやすいにごり感やグレーバランスを大きく

複 数 のジョブが 集 中してもストレスのないプリントアウトが
可 能です。

IEEE1284、Full-Speed USB2.0、
ネットワークインタフェースを標準装備。
10Base-T/100Base-TXに対応したネッ
トワークインタフェースを標準装
■Office（無線LAN領域）

■外出先

備。TCP/IP、
IPX/SPX、
NetBEUI、
EtherTalkなどのプロトコルをサポー
※1

トしています。
さらに、
パラレルポート、
Full-Speed USB2.0 を装備。PC

無線LAN

Internet

の設定や再起動などの手間を省き、
スムーズなプリンタ接続を可能に
※2

しています。また、IEEE802.11b対応無線LANボード「IB-22」 を
装着すれば、LAN領域内

LS-C5016N

Ethernet

ならどこでもワイヤレスでプリ

モバイルPCから
ネット経由で
プリントが可能

ントアウトが可能。使用環境

TCP/IP
NetBEUI

IPX/SPX

AppleTalk

Windows環境

NetWare環境

EtherTalk環境

の快適性を向上させます。
＊対応可能なネットワークボード（オプション提供）
IB-20（10Base-T/100Base-TX/10Base-2、IPP対応）
IB-21E（10Base-T/100Base-TX、IPP対応）
IB-22（無線LANボード）

原寸大

※1
※2

従来のUSBと互換性があります。
オプション。

ネットワークで一元管理。プリンタ管理
ソフト KM-NET VIEWERを添付。

エミュレーション

Windows環境はもちろん、
Mac環境でもプリントアウトOK。

プリンタ管理ソフト「KM-NET VIEWER」を標準で提供。ネッ
トワーク上にあるプリンタの各 種 設 定や確 認などが、P Cの画

LS-C5016Nは、標準で5種類のエミュレーションを搭載してい

面上で簡単に行えます。マシン状況は3Dアニメーションを使っ

ます。W i n d o w s 環 境はもちろんホスト系やシステム系出力機

たポップアップ画面で表示。用紙やトナー残量状況もPC上で

器としての用途にも対応。またMac環境にも対応しており、OS

見ることができ、消耗品の発注/在庫管理などのトータルな効
率化が図れます。

の違いを気にせず出力ができます。
・NEC PC-PR201/65A
・PCL6（PCL5c/PCL-XL）
・IBM5577 F01/G01
・EPSON VP-1000（ESC/P24J-84）

これが世界最小サイズ。
比べてみてください。

470mm

ぜ ひ 、オ フ ィ ス の プ リ ン タ と

・KPDL3（日本語ポストスクリプト3互換）

PDFファイルが
そのままプリントアウトできる。
「KM-NET for Direct Printing」を使用すれば、
リーダ画面を開
いてからの出力指示やPC上でRIP処理などせずに、PDFファイル

さまざまな印刷ジョブを可能にする
e-MPS機能。

をそのままプリンタへ送信し、プリンタ側でのRIP処理が実現。
手間と時間を省き、
スムーズなPDFファイルのプリントが可能です。
※ PDF Ver.1.4に対応しております。

オプションのハードディスクH D - 4を使 用すれば、多 彩な印 刷

ページ記述言語、
プリスクライブを搭載。

ジョブの 実 行が 可 能になるe - M P S（e n h a n c e d Multiple
Printing System）に対応することが可能です。

LS-C5016Nは、独自のページ記述言語「プリスクライブ」を
■クイックコピー
印 刷した後もデータをそのままハードディスク内に保 存 。再 度出力する必
要があった場合にも、PCから指示することなく、本体操作パネルからの指

搭 載 。わかりやすいテキスト記 述（ A S C I I ）ができるため、
システム構 築の時 間と手 間を軽 減します。

示で任意の部数を印刷でき、印刷の効率を向上させます。

フォーム 文字の入力送信だけで書類
オーバーレイ フォーマットへの入れ込み出力が可能。

■試し印刷
複数部の出力設定であっても、まず1部のみを印刷 。内容を確認し、問題
がなければ本体操作パネルからの指示によって残りの部数を印刷します。
ミスプリントによる作業時間、用紙、
トナーの無駄をなくします。

LS-C5016Nは、帳票や定型フォームの印刷に便利なフォーム

■プライベートプリント

オーバーレイ機能を搭載しています。プリンタに書類フォーマット

PCからの出力指示により印刷データは送信されますが、印刷は操作パネ
ルでパスワードを入力してはじめてスタート。機密文書/親展文書も他人に
見られる心配がなく、安心して印刷できます。

を事前登録しておけば、あとは文字データの入力送信だけで、
バリエーションも豊富なカラー帳票が印刷時間や印刷コストを

■印刷データの保存

抑えて作成出来ます。また、Windows用フォームオーバーレイ

PCから送信された印刷データをハードディスクに保存。データは本体操作

ユーティリティ「FC-5C」※を使えば、パソコン上でフォーム作成

パネルからの指示によって任意の時に任意の部数を印刷実行（パスワー

やイメージデータの貼付も容易にできます。

ド設定も可能）、消去も可能です。

※ オプション

バックライト 操作パネルは明るい
液晶
ホワイトバックライト液晶を採用。
マシンの作動状況や操作を確認する表示パネルには、ホワイト
バックライト液晶を採用。液晶画面に操作手順などがくっきりと
表示されるため、視認性も高く、
どなたでも簡単に操作ができます。

トナーのセットとPC接続で
簡単
セットアップ 即プリントの簡単設置を実現。
プリンタ本体を箱から出して、各色のトナーをセット。PCと接続するだけで、セットアップが完了。これ
までのカラープリンタと比べて作 業が大 幅に簡 略 化されたため、誰にでも容 易に設 置ができます。
また、
オプションのペーパーフィーダや両面ユニットも、本体を上に重ねるだけで装着ができます。

ペーパー オプションのペーパーフィーダ装着により、
フィーダ 最大2,100枚の大量給紙を実現。
本体カセットに500枚、手差しに100枚の計600枚の用紙ストックが可能。さらに3段ま
で拡張できるオプションのペーパーフィーダにより、最大2,100枚の大量給紙と5種類

345mm

の用紙選択を実現します。

両面
片面プリント時と同じスピードで
ユニット 出力ができる両面ユニット。
装着が簡単にできる両面ユニットをオプションでご用意。16イメージ/分※ のスピードで
両面印刷が可能。片面印刷時と同等の高速処理を実現しています。
※ 2イメージ＝両面印刷1枚（A4）。

両面ユニット
DU-300
ペーパーフィーダ
PF-60

