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ECOSYS P2135dn
A4モノクロプリンター

コンパクトで高性能なプリンター
コンパクトなので、
受付やバックヤードなどの限られたスペースへの設置も可能です。

35

枚/分の
高速出力

20

万枚の
長寿命設計

※1

2

Network
対応
※2

※3

※1：10 万枚ごとにメンテナンスキット
MK-171が必要
※2：オプション
ネットワークインターフェイスを装着
※3：トナー価格より算出。
ISO/IEC19752 標準原稿換算

1.94
円 /ページ

コンパクトボディなのに
毎分 35 枚の高速出力。

35

枚/分の
高速出力

ECOSYS（エコシス）
プリンターならではの、
コストパフォーマンス。
Ecology

2

Network
対応

Economy

一般ネットワークと
専門業務ネットワーク出力、
2 系統のネットワーク
環境に対応。

［経済性］

［環境性］
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［システム］

長寿命ドラムの採用により、
トナーの補給だけで印刷でき
るオンリートナー・プリンターだから、消耗品コストも1.94円/
※
トナーを約半分に節約す
ページ
（A4） 。省電力設計と、
るエコプリントモードの搭載で、
コストを抑えながら環境に
やさしい、エコノミー &エコロジーを実現しています。

375

コンパクトなデスクサイドプリンターながら、
毎分 35 枚の高速エンジンにより、急な大量
出力時でも快適なスピードを実現しました。

35
page/min

標準のネットワークインターフェイスに加え、オプション
ネットワークインターフェイスカードを装着することで、2
系統のネットワーク環境に対応できます。社内の一般
ネットワークの出力とセキュアな専門業務ネットワーク出
力など、2 系統を1 台で実現します。

※トナー価格より算出、ISO/IEC19752標準原稿換算。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は料金に含まれません。
）

プリントスピード

※オプションのネットワークインターフェイスを装着

ECOSYS P2135dnの主な基本性能

インターフェイス
紙サイズ
用紙紙厚
給紙
排紙
両面印刷機能
バーコード生成機能※4
稼働時音圧レベル
電源
エネルギー消費効率
外形寸法（W×D×H）
質量
消耗品

※1：
トナー価格より算出。
ISO19752標準原稿換算。
実際のトナー消費量は、
印刷条件、
印刷環境などにより異なります。
保守料金は含まれておりません。
※2：機種により対応するコマンドーが一部異なります。
※3：出力するデータの内容によってはメモリーの増設が必要な場合があります。
※4：読取認識を保証するものではありません。
※5：ISO19752標準原稿を連続印刷した際の目安です。
実際のトナー交換頻度は、
印刷原稿、
プリント枚数、
印刷環境、
印刷条件などにより異なります。

PF-100

250枚給紙カセット

用紙サイズ
給紙枚数
用紙紙厚
大きさ
（W×D×H）
質量

A4タテ、B5タテ、A5タテ、148 ㎜×210 ㎜〜215,9 ㎜×356 ㎜
250 枚 (80g/㎡）
60〜120g/㎡
375×390×100 ㎜
約 3.5ｋｇ

19,800 円（税別）

プリンターは、
ほこりの少ない場所に設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください
（標準温湿度：22℃/60%RH）
図面出
力等の寸法は多少の誤差が生じる場合があります。
用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙
（60〜105g/㎡）
を使用してください。
二次加工を施した
用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、
ご購入前に弊社までご相談ください。
本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は、約2,300ペー
ジ相当（ISO/IEC19752標準原稿換算）
になります。
本体付属品：
トナー・設置説明書・クイックガイド・CD-R（プリンタードライバー・ネットワーク設定・取
扱説明書他）
・保証書・電源コード・廃棄トナーボトル他。
（プリンターケーブルは別売です）
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ※PowerPCは米国IBM社の商標です。
※プリスクラブは、PRESCRIBE、
エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。 ※その他カタログ記載の会社名および商品名・ロゴマークは、各社の
商標または登録商標です。

本体希望小売価格

ECOSYS P2135dn

オープン価格（税別・トナー含む）
※上記価格には搬入・設置料金は含まれておりません。

375

393

267
467

ファーストプリントタイム
ウォームアップタイム
解像度
消耗品コスト※1
ページ記述言語※2
メインメモリー※3
対応 OS

●ECOSYS P2135dn 外形寸法図（単位：ｍｍ）

100

プリント速度

レーザー露光乾式静電転写方式
PPC465 500MHz
片面印刷時：35 枚 / 分
（A4タテ） 24 枚 / 分
（B5タテ） 17 枚 / 分
（A5タテ、A6タテ）
両面印刷時：19ページ/ 分
（A4タテ）
8 秒以下
（レディーモード時）
16.5 秒以下
（電源投入時）
、16.5 秒以下
（スリープモード時）
、10 秒以下
（低電力モード時）
Fine 1200
（1200dpi×1200dpi）
、Fast 1200
（1800dpi 相当×600dpi）
、600dpi、300dpi
1.94 円 /ページ
プリスクライブ
標準 256MB
（最大 1.25GBまで増設可能）
Windows Vista/7/8/8.1、Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R、Mac OS
（10.5〜）
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト、
オプションインターフェイス×1
本体カセッ
ト：A4タテ、B5タテ、A5タテ、A6タテ、105 ㎜×148 ㎜〜216 ㎜×297 ㎜
手差し：70 ㎜×148 ㎜〜215.9 ㎜×356 ㎜
本体カセッ
ト：60〜120g/㎡( 両面 60〜105g/㎡）
手差し：60〜220g/㎡
カセッ
ト：250 枚
（80g/㎡相当）
手差し：50 枚
（80g/㎡相当）
※オプションのPF-100を装着することにより、最大 800 枚の連続給紙が可能
フェイスダウン：250 枚
（80g/㎡相当）
標準装備
1 次元バーコード
（45タイプ）
、2 次元バーコード
（PDF417 1タイプ）
プリント時：55dB
（A） 待機時：30dB
（A）
※ISO7779 準拠 /ISO9296 準拠
（放射音圧レベル）
AC100V 50/60MHz 9.4A 最大時：932W、プリントモード：497W
レディーモード：10.4W、スリープモード：3.0W、プラグインオフモード：0.1W 以下
102kWh/ 年 区分：プリンター C
375×393×267 ㎜
約 12kg 以下
（トナーコンテナを含む）
※5
TK-131(トナー A4 判約 7.200ページ印字相当）
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プリント方式
CPU

トナーコンテナ TK-131（A4 判約 7,200 ページ印字相当）※5
メンテナンスキット MK-171（10 万ページごとに交換）
250 枚給紙カセット PF-100
ギガビットネットワークインターフェイス IB-50
無線 LAN インターフェイス IB-51

14,000 円（税別）
17,500 円（税別）
19,800 円（税別）
29,800 円（税別）
30,400 円（税別）

※ISO/IEC 19752標準原稿換算、
実際のトナー交換頻度は、
印刷原稿、
プリント枚数、
印刷環境、
印刷条件などにより異なります。

保守契約のご案内

オンサイト保守・
・
・
・
・ カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを
実施します。
交 換 部 品 代 込・
・
・
・
・ 保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。
（但し、
メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。）

保守契約

（オンサイト）

（税別）

初年度 1 年間
単年度 1 年間
3 年間
複数年 4 年間
5 年間

6,000 円
15,000 円
23,400 円
28,800 円
33,000 円

※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は
6ヶ月の保証期間を含む保守契約です。
※初年度保守契約及び複数年（3年、4年、5年）契約は購
入と同時のご契約を原則と致します。
※上記の保守契約料金は、
月間標準印刷枚数（月間最大
15,000カウント、
月間平均3,300カウント）以内の印字が
目安となります。
また、
プリンター設置後6ヶ月以内であって
も、
月間標準印字枚数の6ヶ月に到達した時点で、無償
修理保証の対象外となります。
※点検作業をご要望の場合は都度ご依頼下さい。
（10,000円/回）

■修理受付時間：土日、祝祭日および弊社所定定休日を除く、平日9時〜17時30分まで
■作業実施期間：土日、祝祭日および弊社所定定休日を除く、平日9時〜17時まで
■有償修理対象：無償修理保証期間内及び保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。
・取扱説明書、
カタログなど各種文書に記載の使用条件及び京セラミタ純正商品(消耗品含む）
と異なる条件下での使用による故障の場合。
・お客様独自の改造に起因する故障の場合。
・お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合。
（設置ミス・操作ミス等）
■保証契約締結期間：使用開始後5年又は耐久枚数（20万枚）
のいずれか早い方までの期間となります。
■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせ下さい。

最高の印字品質のため、京セラドキュメントソリューションズの純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのパイオニア「ECOSYS」が、さらに環境対策でリードします。

当社製品の印字品質は、純正トナーコンテナ使用が前提となっております。純正トナーコンテナおよび純正再生品以外をご使用の場合、印字
品質の低下、または機器本体の故障を招くなど、本来の性能を発揮できない場合があります。なお、保証以外の方法でご使用になり故障した
場合は、保証期間内においても修理は有償になります。ご了承下さい。

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」
を採用した ECOSYS は、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場も
ISO14001を取得するなど、環境プリンターのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナの
使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

●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。ご了承ください。
●ページプリンターの補修用性能部品の最長保有期間は、販売打切り後 5 年間です。
●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売
会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。
●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存ください。
（販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
）

◎ISO14001 認証

京セラドキュメントソリューションズ㈱は、環境マネジメントシステム
ISO14001 認証取得会社です。

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。●表示された正しい電源、電圧で
お使い下さい。
●アース接続を確実に行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

EC99J2032

受付時間 ● AM9：00〜12：00
PM1：00〜 5：00

（但し、
土曜日、
日曜日および祝日は除く）

※ナビダイヤルをご利用になれない携帯電話・IP電話・PHSなどからおかけの場合は、
（06‐6764‐3678）
をご利用下さい。

このカタログは 2013 年 12 月現在のものです。

CAT/0A/TAI

