
(System7.6.1～X)

12 CAT/30TD0312AST /PJ /C46

◎本機とPCの間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。



オフィスにカラーのパワーを。
説得力が違う。プレゼンテーション効果が目に見えて違う。P Cでアイデアを

凝らして作った書類 はカラープリンティングで大きくパワーアップします。

ビジネスをくっきりと際だたせる色合い、鮮やかさ。ビジネスを勝ち抜いて

いくための力。エコシスカラーが実 現します。

カラー出力で TCO削減。
モノクロとカラーを用途に応じて使い分けることがオフィスのトータルコスト

削減の近道。そうした常識をエコシスカラーが過去のものにします。長寿命

アモルファスシリコンドラムの採用、トナーの補給のみで出力できる「オンリー

トナー方式」によってカラー出力A4、1枚 7.6円＊、モノクロ 0.8円＊といういままで

の常識を破る低ランニングコストで T C Oを削減します。カラーかモノクロか。

これからはもう意識することなくどんどんプリントアウトすることができます。

＊トナー価格より算出。A4 判各色 5％印字比率、月5,000ページ（モノクロ：3,500ページ、カラー：

　1,500ページ）出力 5年使用時。（保守、メンテナンス料金は含まれておりません。）

あたらしいビジネスに求められるカラーと経済性。

エコシスカラープリンタが高度に両立させます。

ネットワークカラープリンタ。

     LS - C8008N / LS - C8008DN  誕生。

書類にもっとパワーを。
使えるカラーがやってきた。
カラーもモノクロも低ランニングコストを実現。

エコシスカラーがコストを気にすることなく、

ビジネス書類にカラーの説得力をプラスします。

Monochrome

0.8yen
A4 1Page

Color
7.6yen
A4 1Page

※本体にPF-30A×2段、DF-31、
　CA-31Bを装着した状態です。



         新現像システムを搭載。
　　　鮮やかなカラーへ。

モノクロドキュメントにくらべ、圧倒的なプレゼンテーション効果

と情報量を持つカラー文書。ビジネスドキュメントをもっとパワ

フルに、カラーをもっと鮮やかにするために、新現像システム

Kyocera Mita Fine Color Technologyを開発、搭載しました。

新開発の薄膜感光体や高耐久キャリア、新組成トナーなど、高次

元でカラー現像プロセスを制御。

緻密な現像制御で階調性の向上

と、なめらかできめ細かな画質を

実現。最新技術から生まれた現像

システムが、加速するビジネスに

フルカラーの説得力を提供します。

          画像は鮮やかに、
　　    文字はくっきりと。　

出力するデータのパターン（テキスト、グラフ、写真など）を自動的に認

識。それぞれの領域別に最適な画像処理を施していく領域認識

型の画像処理技術＝ Kyo c e r a  M i t a  I n t e l l i g e n t  C o l o r  

Technolog yを採用。またPCのモニタに近い色再現で、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改善しています。

       高画質のために剛性をアップ。        
　　  さらに従来比1.5倍のロング
          ライフ・ロングラン設計。

画像形成部など主要パーツを、従来比1.5倍のロングラン設計

としました。長寿命アモルファスシリコンドラムを採用し、可動部の

剛性と摺動性も大きくアップ。振動からくる画像への影響を排除

し安定性と高品質プリントを実現しています。

トナー濃度コントロールシステム
「EA System」が環境変化に対応。

常に安定した出力のために、高感度センサにより微妙な温・湿度

を感知するトナー濃度コントロールシステム「EA Sys t em」を

搭載。最適な画像となるように自動制御します。さらに、キャリブ

レーション（画像濃度の自動調整）モードも搭載、常に安定した

高画質を提供します。

豊富なカラーマッチング機能で
モニターのカラーを忠実に再現。

カラーマッチング機能を搭載。さまざまなカラーシミュレーション

が可能なため、モニター上の画像の色を見たままに忠実に再現で

きます。高解像度で、クオリティの高いカラーを実現します。

■ RGBシミュレーション／sRGB, NONE　■ CMYKシミュレーション／SWOP,

EuroScale,DIC, TOYO　＊KPDLモード時のみ　■ INKシミュレーション／

PANTONE　＊プリスクライブ対応

解像度9600dpi相当×600dpi。独自の
Multi -bit Technologyの鮮やかさ。

説得力のあるビジネスカラーのために、独自の多値処理 Mu l t i -

bit Technologyを採用。細かなグラデーションを精密に再現する

技術により、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。

日本語ポストスクリプト標準対応。
高品質印刷を実現。

標準で日本語ポストスクリプトレベル 3互換「KPDL3」を搭載。

商業印刷で使われるポストスクリプトプリンタならではの、なめ

らかな階調表現や高品質印刷が可能です。

クラス最高レベルのコントローラで、
複雑なイメージも高速処理。

プリントエンジンには、PowerPC750CX（400MHz）の高速・

高性能CPUを採用。システムバスも100MHzにアップ。高性能

グラフィックプロセッサの搭載や、ファームウェアの高速化などで

データ処理速度を10～20％向上（当社比）。カラーA4：8枚/分、

モノクロA4：31枚/分という快適なスピードでストレスなくお使い

いただけます＊1。オフィス文書標準となってきた両面印刷＊2も21

イメージ/分＊3と、十分なスピードを実現しています。

＊1.Ａ４判ヨコ送り、コピーモード ＊2.オプション。LS-C8008DNには標準で

装備。＊3. 2イメージ＝両面印刷1枚（モノクロ）

新転写ベルトを採用。
信頼性を大きくアップ。 

薄い紙を使っても、スムーズにプリントできるように用紙搬送

システムを改善。転写ベルトによる分離方式を採用しました。

新現像システムが達成した、高いカラー品質。”使える”カラードキュメ ントの説得力がここにあります。



柔軟なネットワーク性能と多彩な機能で、ドキュメントの生産性 を大きくアップします。

VIEWER
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Business Presentation Solutions:

Presentation capabil i ty is 

the key to success for 

business today. A business 

color copier/printer provides 

powerful support for

 increasing the 

effect iveness of presentations. 

In today's business world 

speed is also being demanded,

and in today's off ice 

i t  has become necessary to 

print al l  kinds of documents, 

on demand, in real t ime. 

For these print-on-

demand(POD) needs, 

we provide Postscript 

support for total 

in-house print ing system.

Transforming Color Printing System

Presentation capabil i ty is the key to success for business 

today. A business color copier/printer provides powerful support 

for increasing the effect iveness of presentations. In today's 

business world speed is also being demanded, and in today's 

off ice i t  has become necessary to print al l  kinds of documents, 

on demand, in real t ime. For these print-on-demand(POD) 

needs, we provide Postscript support for total in-house print ing system.

Presentation 

capabil ity is 

the key to success 

for business today. 

A business color copier/printer 

provides powerful support 

for increasing 

the effectiveness of 

presentations. 

● Printing system

● Coclor document

● Service

● Contribution for ECO

● Building of the System

Clear Color printing, on demand

標準で幅広くネットワークに対応。　
10 Ba se - T / 100 Ba se - TX ネットワークインタ

フェースボードを標準装備。対応プロトコルは

TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、E the rTa l kを

サポート。外出先でモバイルPC

からインターネット経由で出力す

るモバイルプリンティング

など、さまざまなプリンティング

環境にフレキシブルに対応し

ます。さらに I E E E 8 0 2 . 11 b

対応無線LANボード「IB-22」＊1

を装着することでワイヤレス

プリンティングも可能です。

また便利なFull-Speed USB

2.0＊2も装備しました。

＊1 .オプション   2 .従来のUSBと互換性があります。

多彩なエミュレーションを標準搭載。　
世界標準のHP PCL-6をはじめ多くのエミュレー

ションを搭載。さまざまな環境に柔軟に対応す

ることはもちろん、エミュレーションカードの

追加なしでホスト系基幹業務プリンタとして

活躍します。さらに標準でCADデータの高速・

高品質印刷も可能です。

対応エミュレーション：●HP PCL-6（PCL5c/PCL-XL）

●KPDL 3（日本語ポストスクリプト3） ●KC-GL（HP 

7550A）  ●NEC PC-PR201/65A  ●EPSON VP-1000

（ESP/P24J-84）  ●IBM5577 F01/G01

ネットワーク上のプリンタを一元管理。
KM-NET VIEWER　
標準添付の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、イラスト表示でわかりやすく実行

できます。また、ガスゲージ機能によって、トナー

残量をネットワークから確認することも可能。個人

のPCからだけでなく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。

e-MPS（enhanced Multiple Printing System）で、もっと便利に。

大容量10GBのハードディスク・HD-4＊を装着。e-MPSで印刷ジョブを保存し、多彩な印刷

機能を実行していくことができます。またハードディスクに市販のポストスクリプトフォント

などをダウンロードし、高品質印刷も実行可能にすると共に、ラスタライズワンス機能で、

プリント書類を1度だけラスタライズし、データをHD- 4に蓄積。多部数印刷も効率よく

進めることができます。  ＊オプション

手軽に再出力できる通常使用モード
①印刷データの保存　
一旦、印刷した後もデータをそのままハードディ

スクに保存。プリンタパネルからの指示で任意の

部数を何回でも印刷することができます。会議

資料など追加出力する必要が生じた場合にも、

PCから再度出力操作を行なう必要がありません。

原稿チェックしながら、清書印刷に。
②試し印刷　
複数部の出力設定であっても1部のみを印刷。内容

を確認し、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。大量出力

前にミスプリントをなくし、用紙、トナー、作業

時間の無駄をなくします。

PCから各ネットワークプリンタに
簡単アクセス＆出力。
⑤パーソナルジョブ管理　
e-MPSでハードディスクに保存された印刷データ

をプリンタパネルからの操作ではなく、PCからの

操作によってネットワーク経由で出力指示をする

ことができるユーティリティ。ネットワーク上の

各プリンタに保存されている印刷データから

必要なものを指定し、部数・両面・ステイプル・

排紙先などの設定を行ない出力することができ

ます。プリンタまで出向いて操作することなく、

オフィスワークの効率化に貢献します。

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。　
わかりやすいASCI I文字のページ記述言語、プリ

スクライブを搭載しました。

手元のPCからパラメータを

指示するだけで、各エミュ

レーションモードの切替えや

カセット指定など、さまざま

な設定も簡単にできます。

定型フォームへのプレ印刷も不要。

帳票や定型フォームのプレ印刷はもう必要あり

ません。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。作成した帳票

データをメモリやハードディスク＊、メモリーカード

（Compact FlashTM）に登録。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。
＊オプション

バーコード生成機能を搭載。

JAN（標準）EAN-73、UPCAをはじめ14種類の

バーコード生成機能を標準で搭載。また郵便番号

をバーコード印字するカスタマコード生成機能

もサポート。郵便発送に便利です。さらにQR

コードもオプション対応可能です。

Reader不要。PDFファイルはあける
ことなくダイレクトプリント。　

ネット標準ファイル形式となったPDFファイルを、

リーダーであけることなくそのまま印刷可能。

オフィスの情報交換に欠かせないPDFファイル

をスピーディに処理します。

カラーとモノクロを自動認識。
種類を意識させない使いやすさ。

カラーとモノクロ書類が混在するオフィス環境

のために、カラー/モノクロドキュメント自動

認識機能を搭載しました。カラー原稿とそれ

以外をプリンタで判断。それぞれ最適なエンジン

モードで印刷、効率よくプリントをすすめます。

処理速度を向上させるメモリは
標準128MB搭載。
最大640MBまで拡張可能。

モノクロとは比較にならないカラーの膨大なデー

タ量を効率的に処理するために、メモリも標準

で128MBを搭載。さらに増設メモリスロットに

追加することで、最大 640MBまで拡張可能。

重いデータも効率よく高速処理します。

大容量500枚フィーダを2段標準装備。
3,150枚まで拡張可能。

標準構成で500枚×2のペーパーフィーダを装備

。さらにペーパーフィーダ、PF-30A＊を2つ追加、

手差しを含めて最大3,150枚まで収納することが

できます。

＊2段構成。1フィーダに500枚収容。
＊両面印刷モデルの本体標準給紙ユニットは500枚×1フィーダ、
　手差しとなります。

特殊紙のプリントに便利な
手差しトレイを装備。

資料の表紙に厚紙やカラーペーパーでプリント

する。またOHPフィルムやラベルなど特殊紙＊を

印刷する。そうしたときに便利な手差しを標準

装備しました。

＊特殊紙使用についてはご購入前に当社にご相談ください。

ステイプル仕上げで
スマートドキュメント。
ドキュメントフィニッシャ[DF-31]

位置を3箇所設定できるステイプル機能付フィ

ニッシャ。ジョブオフセット機能で、ジョブごとに

排紙された書類を適切な位置でステイプル処理。

資料をスマートに、スピーディに仕上げ、さらに

1,800枚の大量排紙に対応することができます。

出力した書類がまぎれない。
9段ソータ[SO-30]

マルチトレイ× 1、メールトレイ×9で最大9部

のソート印刷が可能。さらにクライアントごと

にトレイを指定することや、ジョブごとに排紙先

トレイを指定することが可能。出力紙の混在を

防ぎます。

両面プリントモデルも用意。

ビジネスドキュメントの標準となってきた両面

印刷。レスペーパー化のために、両面印刷対応

モデルLS-C8008DNを用意しました。標準で両面

フィードユニットPD-800を装備。両面ユニットが

給紙ユニット部に内蔵されているため、外付け

タイプのように余分なスペースもとりません。

機密文書、親展文書の印刷に。
③プライベート印刷　
PCからの出力指示により印刷データを送信、

プリンタ側で保持。あらかじめ設定したパスワード

をプリンタパネルから入力することで印刷が実行

されます。機密保持のため印刷後、または電源

OFFでハードディスク上のデータは消去されます。

機密文書 /親展文書などの出力に最適です。

伝票や定型書類の
デジタルフォームラックに。
④印刷データの登録　
PCから送信された印刷データをハードディスクに

保存。データはプリンタ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（パスワード

設定も可能）、消去も可能です。使用頻度の高い

定型フォームの登録に有効です。




