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印刷量が多いお客様も安心の低ランニングコスト。
※JIS X����標準原稿換算
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A�サイズ用紙の印刷トナー単価
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従来機※に比べ印刷速度は��%向上し、ウォームアッ
プタイムは約��%短縮。印刷業務がはかどります。
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ウォーム
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多数のプリントエミュレーションに対応※。基幹系シス
テムからの帳票印刷に幅広く対応することが可能です。
※オプション（UG-��）

豊富なエミュレーション

最大�系統のLAN回線に同時接続できます。ネット
ワーク別に導入している機器の集約も可能です。
※オプション（IB-��、IB-��、IB-��いずれか�つ装着）

�系統のネットワークに同時接続※

データの暗号化・上書き消去機能※に対応する大容量
HDDを搭載。印刷データの保存、合成、削除がタッチ
パネル上から簡単に操作できます。
※オプション（Data Security Kit（E））

安全かつ利便性の高いHDDを標準搭載

�.�ｗ
省エネ設計でスリープ時の消費電力は�.�W。資源
の有効活用としてトナーボトルは使用後、廃トナー
ボトルとして再利用も可能です。
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※ランニングコストはトナー価格より算出、 JIS X���� 標準原稿換算
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本体HDD
有線LAN
無線LAN※

※オプション
Wi-Fi Direct対応可

インターフェイス

基幹系システムとの連携に強い
モノクロA�プリンター
高耐久アモルファスシリコンドラムを採用し、
本体寿命は京セラ史上最大の���万ページ※を実現しました。
定期部品の交換を少なくし、地球環境にも配慮しています。
※京セラ製レーザープリンターにおいて

毎分��枚の高速出力と、�枚あたり�.�円の低ランニングコストで
印刷効率の向上や経費削減に貢献します。

様々なエミュレーションとインターフェイスにも対応しているため、
基幹システムからの印刷にもおすすめの�台です。
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スペック

■ 外形寸法図

ECOSYS NET（リモートサービス）
遠隔で機器の状態をモニタリングし、お客様にもっと安心と快適を

京セラドキュメントソリューションズジャパンの保守契約のご案内
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PCL�（PCL�e/PCL-XL）、KPDL�（PostScript�互換、PDF Direct Printing Ver �.�）、XPS/OpenXPS
NEC PC-PR���、IBM����、EPSON VP-����

TCP/IP、FTP、LPR、Port����、NetBEUI、Apple Bonjour
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Windows Server ����、 Windows Server ����、 Windows Server ����、 Mac OS X(��.�～)
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トナー（A�判��,���枚相当※）

トナー回収タンク
メンテナンスキット（���,���ページごと）

DF-����用ステープル針（�,���針×３セット）

DF-����用ステープル針（�,���針×３セット）

TK-����
WT-����
MK-����

SH-��
SH-��

��,���円
�,���円

���,���円
�,���円
�,���円

ECOSYS P����dn ���,���円
希望小売価格（税別）

本体種別

ECOSYS
P����cdn保守料金（消費税別）

�年間
�年間
�年間
�年間
�年間

初年度

複数年

単年度

製品購入時にご契約

保守延長時にご契約

保守契約
[オンサイト]

��,���円
���,���円
���,���円
���,���円
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※JIS X����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。

※初年度保守契約及び複数年（�年、�年、�年）契約は�カ月の保証期間を含む保守契約です。
※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。

インターネットを通じて��時間���日、お客様の機器をリモート管理。機器のファームウェ
アを常に最新の状態に更新し、セキュアな状態を保ちます。保守サービスとあわせてご利
用いただくことで、さらに安心して機器をお使いいただけます。

※サービスの詳細は担当営業にお尋ねください。

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純正トナーコンテナのご使用をおすすめします
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。純正トナーコンテナ以外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。あらかじめご了承ください。

トナーコンテナ無償回収実施
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
を再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

※� 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。　※� ��℃/��% RH環境下において。
※� トナー価格より算出。JIS X����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、メンテナンス料金は含まれておりません。
※� 使用コマンドについては他シリーズ製品と一部異なります。　※� ISO����準拠/ISO����準拠（放射音圧レベル）　※� 本体のみ、工場出荷設定時
※� JIS X����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。
▪プリンターは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。（使用環境仕様 温度： �� ～ ��.�℃  湿度： �� ～ ��%RH　 直射日光に
晒されていない事、又急激な温度変化のない事。）　▪各エミュレーションコマンドの中には、実際のプリンターと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。　▪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。　▪PCと本機の間に切り替え器等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。　▪本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は約
半分になります。　▪用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙（��～���g/㎡）を使用してください。▪二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊用紙に関しましては、ご購入前に当社までご
相談ください。　▪本体付属品:トナー・セットアップガイド・クイックガイド・DVD（プリンタードライバー・ネットワーク設定・使用説明書他）・保証書・電源コード（プリンターケーブルは別売り
です。）　▪���,���ページ以上出力する場合、メンテナンスキットの交換が必要です。（有償・交換作業費別・年間保守契約に含まず）
※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。　※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。　※機械本体価格には消耗品類の価格は含まれており
ません。　※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。　※特殊作業（階段作業・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となります
ので、あらかじめご了承ください。　※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されてい
ます。　著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーする以外は、禁じられ
ています。　※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。　※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切責任を負
いませんのであらかじめご了承ください。　※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、プリンター製造中止後�年間です。　※本カタログに記載されている仕様・
数値等は一定条件のもとに測定されたものです。　実際にはお客様の印刷環境（気温/湿度、品質維持のための調整動作等）、印刷条件（用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等）な
どにより異なります。　※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、保管ください。（販売会社名、ご購入日の記載のないものは無効となります。）　※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。（正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。）　※Power PCはIBM Corporationの商標です。　※Mac OSは、米国
及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※PCLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。　※プリスクライブ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録
商標です。　※Wi-Fi、Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。　※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

給紙系オプション排紙系オプション

�,���枚まで排紙可能なフィニッシャー。
シフトソートと�種のステープルが可能。

DF-����

�,���枚まで排紙可能なフィニッシャー。
�つのトレイに仕分けが可能なシフト
ソートや�種のステープルに対応。

DF-����

�段ペーパーフィーダー
���枚（��g/㎡）×�段
収容可能。

PF-����

NK-����

CB-����

Banner Guide �� Data Security Kit（E）
�列ペーパーフィーダー
�,���枚（��g/㎡）×�列
収容可能。

PF-����
IB-��

大容量サイドデッキ
�,���枚（��g/㎡）
収容可能。

PF-����

JS-����
ジョブセパレーター
上下に排紙を振り分けられます。

（フィニッシャーと同時装着不可）

パンチユニット。
DF-����、����に装着して使用。

PH-�B

全部で�つのトレイに仕分け可能。
MT-���（B） ※DF-����用

折り加工ができるブックレットフォルダー。
BF-��� ※DF-����用

その他オプション

Wi-Fiダイレクト対応
無線LANインターフェイス
ギガビットネットワーク
インターフェイス
Wi-Fi対応
無線LANインターフェイス

ThinPrint対応
エミュレーション
日本語エミュレーション
アップグレードキット

IB-��

UG-��

UG-��

IB-��

オプション一覧

外付けテンキーボード

長尺ガイド

専用キャビネット

データセキュリティーキット

ICカード認証キット（B）
ICカード認証キット

ICカードリーダー
ICカード認証キット用カードリーダー

https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp


