
情報機器
総合カタログ



モバイル端末やクラウド環境の普及
で、ビジネス環境はいま加速的に
変化しています。そんな時代に応え
るためにコニカミノルタは、先進機
能を搭載した製品を中心に、ワーク
スタイルそのものを革新することを
めざしています。私たちは、「ドキュ
メントマネジメント」「IT管理＆コン
サルティングサービス」「アプリケー
ション＆ソリューション」の3つの柱
で、個々のお客様のベストパート
ナーとして、ビジネスに新しい価値
をもたらしていきます。

お客様に新しい価値をご提供し続ける
パートナーに。

コニカミノルタの
最適化サービスで
お客様のビジネス課題を
解決に導きます

働く人の時間は、コツコツ仕事をこなす「作業じかん」、アイデアを生み出す「創造
じかん」、休み、育み、学び、視野をひろげる「自分じかん」の３つに分けられると
考えています。
これら３つの配分を適切にし、働く人にとっても、会社にとっても「いいじかん」を
増やすことができるよう、コニカミノルタジャパンは、働く人の、会社の、様々な
課題解決をめざしています。

あなたにも、会社にも、いいじかんを。
～コニカミノルタの働き方改革提案～

「いいじかん設計」
WEBサイトはこちらから
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bizhubシリーズをはじめ、プリンターやプ
ロダクションプリント＆グラフィックまで、
多種多様なハード&ソフトをトータルにラ
インナップ。多彩な先進機能でコスト削減
や業務効率の向上を図りワークフロー改
善をご提案します。

オフィスの出力環境の導入から運用、改善
までの最適な好サイクルを循環させるトー
タルコンサルティングサービス。ほかにも、
IT管理や運用をアウトソーシングで支援す
るサービスをご提供。SOHOから大企業
までのニーズに幅広くお応えします。

モバイル・クラウド連携をはじめ、コニカミ
ノルタ独自開発による文書仕分けアプリ
ケーションなど、業務効率向上やセキュリ
ティー強化に貢献する各種サービスで、お
客様に最適なご提案をします。

コスト削減や生産性を
向上する
ドキュメントマネジメント

出力環境を最適化する
コンサルティングサービス & 
IT管理アウトソーシングサービス

業務効率をアップする
アプリケーション&
ソリューション
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お客様のビジネスを支援する
コニカミノルタの
ソリューションサービス



bizhub 
C750 i

※ 詳しくは各製品カタログまたはホームページ（www.konicaminolta.jp/business/）をご覧ください。
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IT技術を活用して働き方を変えたいが、
人もノウハウも足らない．．．
IT-Guardiansは高度化するITを全ての企
業の皆様にご利用いただけるよう「設計」
「導入」「運用」「保守」をパッケージ化して
ご提供するマネージドITサービスです。

OPSはオフィスのドキュメント環境に
おいて、社内レイアウト、業務上必要な
機能、機器の利用状況などから最適な
ハードウエアとソフトウエアを提供し、
改善や運用をサポートするトータルコン
サルティングサービスです。ドキュメント
環境におけるワークフローの改善、生産
性向上、TCO削減に貢献します。

トータルコンサルティングで
オフィスの出力環境を

最適化する

OPS (Optimized Print Services)

業務の効率化や情報の
共有に効果を発揮する
クラウドサービス

INFO-Palette Cloud 

ビジネス課題や目的に
合わせIT環境を支援する
マネージドITサービス

IT-Guardians

OPSのコンセプトは
「コンサルティング」「実行」
「マネジメント」の“３つの柱”で
構成されています。

各種プリントサービスへの対応
クラウドストレージ連携とドライバーを介さずに、各種プリント
サービスに対応しました。より簡単で手軽にモバイル
との連携が可能になりました。

モバイルパソコン

複合機

社外

本社 支店

クラウド連携

● PCサポート
● インターネット
● 社内インフラ

● 複合機連携
● テレワーク

マネージド
ITサービス

情報システムの
運用負荷軽減

セキュリティ
対策

情報伝達による
生産性向上

ITコスト低減/
変動費化

プリンティング
環境最適化

複合機や3rd partyサービスとの連携な
ど、さまざまなサービスを展開している
コニカミノルタのクラウドサービスです。
「必要なサービスを、必要な時に、必要な
分だけ」ご利用いただけます。モバイルや
クラウドの利用が加速する現在のワーク
スタイルにおける、最適な環境をご提供
いたします。



SOHOからグローバル企業まで。
それぞれのニーズや課題に応える、コニカミノルタのソリューションサービス。

Konica Minolta Mobile Print

Dispatcher Phoenix

i-Option

仕分け名人 V2

INFO-Palette Cloud

プロダクションプリント 
お客様支援

OPS
(Optimized Print Services)

マネージドITサービス
IT-Guardians

アプリケーション

コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的な
ユーザーインターフェースで、モバイル端末とbizhubとの連携を簡単
にし、スキャンデータの取り込みやクラウドストレージへの保存・共有、
ドキュメント、写真の印刷などがスピーディーに、セキュアに行えます。
認証印刷およびセキュリティー印刷に対応していますので、機密文書
のプリントも安心です。

Konica Minolta Mobile Print

コニカミノルタ独自開発による文書配信ソフトウェアです。ファイルの
収集から処理、配信までを自在にカスタマイズでき、複雑なタスクも
ボタン1つで実行できます。手作業での手間や時間を削減し、配信
業務はもちろん、出力環境の効率化にも効果を発揮します。

Dispatcher Phoenix

bizhubからスキャン文書やファクス受信文書の指定フォルダーへの
保存からリネーム処理まで、一連の「仕分け」作業を効率化。紙文書の
電子化を促進し、面倒なスキャン作業や手間のかかるファクス受信
文書の管理をまとめて解決します。

仕分け名人 V2

スキャンデータのOOXL形式へのファイル変換、PDFの高セキュリ
ティー機能、音声ガイダンスなどの機能をbizhubに追加するオプショ
ン。ドキュメントの活用促進、データ運用上の安全性、ユーザビリ
ティーの向上など、さまざまな観点から多様な機能をラインナップして
います。

i-Option

セキュリティー
向上アプリ・サービス

ニーズ
モバイル連携bizhub連携 クラウド連携 業務効率化対象ユーザー

規模

小～大

小～大

小～中

小～大

小～大

中～大

小～中

小～大
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INFO-Palette Cloud

プロダクションプリントお客様支援

詳しくはP4へ

詳しくはP4へ

詳しくはP4へ

詳しくはP9-10へ

OPS (Optimized Print Services)

マネージドITサービス
IT-Guardians

サービス

※対応機種や価格など詳しくは各製品カタログまたはホームページ（www.konicaminolta.jp/business/）をご覧ください。

文書管理 ワークフロー
改善 文書の電子化 出力

ソリューション コスト削減 管理負荷削減 出力機器の管理
コスト削減 コンサルティング



7070
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

75
枚/分  A4ヨコ

本体標準価格＜税別＞ 

3,900,000円

「シンプル」「安心」「便利」なオフィスワークを提供。
あなたのビジネス・プロセス、ワークスタイルを進化させます。

新しいワークスタイルと時間をあなたに。
オフィスワーカーの創造性を高めるbizhub iシリーズ

安心
オフィスの情報をしっかり守る

i シリーズは i Generation（ジェネレーションZ）の『 i 』に由来しています。i シリーズがデジタルネイティブの
感覚に呼応した、オフィスにおける新しい価値を提供することを象徴し、名付けました。

シンプル
はたらくをもっとシンプルに

便利
新しいをいつまでも

ユーザーインターフェース（UI）を全面的に
見直し、操作パネルをシンプルでモバイル
ライクなデザインにリニューアル。使いやす
さはワークスタイルをスマートにします。

従来の複合機の機能に加えて、IoTデバイ
スに求められるセキュリティー機能を搭載。
オフィス内で行き交うデータを強固に保護
し、IT管理者の負担を軽減します。

コニカミノルタがbizhubの稼働状況や
トナー残量を遠隔管理。ファームウェアの
自動更新やリモート監視などの様々なサ
ポートやクラウドサービスを提供します。
常に最新のシステムでガバナンスをサポー
トし、経営者の不安や課題を解決します。



※一部の製品写真はオプション装着時のものです。 ※各製品には搬入設置料が別途必要です。詳しくは各製品カタログまたは
 ホームページ（www.konicaminolta.jp/business/）をご覧ください。

本体標準価格＜税別＞
4,598,000円

Premium

7070
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

75
枚/分  A4ヨコ

本体標準価格＜税別＞
748,000円

2828
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

28
枚/分  A4ヨコ

本体標準価格＜税別＞
248,000円

本体標準価格＜税別＞
3,080,000円

本体標準価格＜税別＞
650i : 2,430,000円 / 550i : 2,210,000円
450i : 1,820,000円 / 360i : 1,450,000円
300i : 1,160,000円

モノクロ

75
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

65
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

55
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

45
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

36
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

30
枚/分  A4ヨコ

本体標準価格＜税別＞
287： 900,000円
227： 800,000円

本体標準価格＜税別＞
99,800円

モノクロ

40
枚/分  A4タテ

本体標準価格＜税別＞
2031 ：498,000円
2031f ：728,000円

モノクロ

20
枚/分  A4ヨコ

本体標準価格＜税別＞
718,000円

モノクロ

18
枚/分  A4ヨコ

Fieryイメージ
コントローラー
標準装備モデル

本体標準価格＜税別＞
4,250,000円

モノクロ

100
枚/分  A4ヨコ

4040
カラー

枚/分  A4タテ

モノクロ

40
枚/分  A4タテ

A4

3333
カラー

枚/分  A4タテ

モノクロ

33
枚/分  A4タテ

A4

A4

企業内集中印刷（CRD）向け

本体標準価格＜税別＞
548,000円

モノクロ

40
枚/分  A4タテ

A4

本体標準価格＜税別＞
C650i : 2,750,000円
C550i : 2,550,000円
C450i : 2,250,000円

本体標準価格＜税別＞
C360i : 1,600,000円
C300i : 1,390,000円
C250i : 1,250,000円

本体標準価格＜税別＞
1,090,000円

5555
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

55
枚/分  A4ヨコ

6565
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

65
枚/分  A4ヨコ

4545
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

45
枚/分  A4ヨコ

3030
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

30
枚/分  A4ヨコ

3636
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

36
枚/分  A4ヨコ

2525
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

25
枚/分  A4ヨコ

企業内集中印刷（CRD）向け

モノクロ

28
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

22
枚/分  A4ヨコ

2015年度
グッドデザイン賞

受賞

● シンプルコピー画面

07/08

モノクロ複合機　オフィスのモノクロ出力需要に応える、高機能モノクロ専用複合機

カラー複合機　ワークフローを快適にする、高速＆高画質の先進のネットワーク複合機

操作パネルに、シンプルなデザインの新GUI（Graphical User 

Interface）を採用しました。ハードキーレス、パネルバイブレー
ションにより、使い慣れたスマートフォンやタブレットのような操
作性を実現することで、さまざまな ITサービスを簡単に使うこと
ができます。
ユーザー利用頻度の高い機能を中心に構成した最小限の機能と
画面遷移で、シンプルな操作性を実現しています。

New UI 搭載により操作性が向上した、使いやすい新パネルデザイン



価値を生み出す高生産ワークフローを創造する製品・サービス

「Accurio」ブランド
コニカミノルタは、印刷会社の重要な命題に最適なソリューションを提供し、業容と収益の拡大に貢献したいと考えて
います。このような考えのもと、「Accurio（アキュリオ）」は、「すべての印刷会社の信頼できるパートナーでありたい」と
いう、コニカミノルタの強い決意と意志を、しなやかに表現しています。

プロダクションプリント＆グラフィック

製品から技術サポート、コンサルティングまで、
3つの価値提供を通じてお客様をトータルに支援します。

製品から技術サポート、コンサルティングまで、
3つの価値提供を通じてお客様をトータルに支援します。

技術サポート
による価値の提供お客様

コンサルティングによる価値の提供
◆増販増客 ◆生産性向上 ◆コスト最適化提案

製品・サービス
による価値の提供

コニカミノルタ
製品・サービスによる価値の提供

技術サポートによる価値の提供

短納期でのオーダー、在庫レスのための少ロット印刷など、オ
フセット印刷ではカバーできない昨今のニーズに対し、デジタ
ル印刷ならではの最新鋭の技術でお応えします。

導入前のトレーニングから設置時の操作説明、デジタル印刷
システム製品サポート『リモートセンター』など、導入から運用
まできめ細やかなサポート体制を整えています。

コンサルティングによる価値の提供 デジタル印刷システムの導入を検討されている企業、すでに導
入されて運用されている企業に対して活用方法をご紹介し、導
入前の不安や運用後のお悩みを解決します。

本体標準価格＜税別＞ 
C14000 : 46,000,000円
C12000 : 38,000,000円
大きさ（幅×奥行×高さ） ：
 1,191×932×1,620mm
質量 ： 約560kg

大きさ（幅×奥行×高さ） ：
本体＋フィーダー＋搬送ユニット
＋インク供給装置：
5,369×2,947×2,325mm
質量 ： 約8,100kg

140140
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

140
枚/分  A4ヨコ

120120
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

120
枚/分  A4ヨコ

AccurioPress
C14000

AccurioPress
C12000

C14000: AD-20-1180
C12000: AD-20-1181あなたのビジネスの

新たな事業拡大へ

HIGH-VOLUME 
PRODUCTION

新たな印刷ビジネス
領域を切り開く

GROWTH
WITHOUT
COMPROMISE

29インチ枚葉UVインクジェット印刷機
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プロダクションプリントシステム

8181
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

81
枚/分  A4ヨコ

100100
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

110
枚/分  A4ヨコ

7171
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

81
枚/分  A4ヨコ

8181
カラー

枚/分  A4ヨコ

モノクロ

81
枚/分  A4ヨコ

本体標準価格＜税別＞
C4080 ： 8,200,000円
C4070 ： 6,050,000円
大きさ(幅×奥行×高さ）：
(C4080/C4070) 800×903×1,076mm
質量 ： (C4080/C4070) 約312kg

本体標準価格＜税別＞
19,000,000円
大きさ(幅×奥行×高さ）：
 800×1,138×1,041mm
（本体のみ、操作部・排紙皿・ワーキング
テーブル・背面ダクトを含まず） 
質量 ：約335kg

本体標準価格＜税別＞
6136 ：10,400,000円
6136P：9,450,000円
6120 ： 8,700,000円
大きさ（幅×奥行×高さ）：
（6136/6120）990×910×1,200mm
（本体+ADF、操作部含まず）
（6136P）990×910×1,020mm
（本体のみ、操作部含まず）
質量 ： （6136/6120）約369kg /（6136P）約345kg

本体標準価格＜税別＞
8,050,000円
大きさ（幅×奥行×高さ）：
800×903×1,041mm
（本体のみ、操作部含まず）
質量 ： 約313kg

モノクロ

136
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

136
枚/分  A4ヨコ

モノクロ

120
枚/分  A4ヨコ

印刷業向け製品

印刷現場を変革  オプション類

印刷関連ソフトウェア

ケミカルレスCTPシステム

BLUE EARTH
疑似網点インクジェットプルーフ

Falbard AQUA

入力したCTP用RIPで網点化された高解像度1bit TIFFをデスクリーニング処理しないア
ルゴリズムによりインクジェットプルーフの中では最高グレードの擬似網点品質を実現し
ました。また、高精度カラーマッチング、ワンストップのサポート体制、使い勝手を重視した
GUIなどが充実。適切で効果的な色の品質管理を実現します。

※製品写真はオプション装着時のものです。※各製品には搬入設置料が別途必要です。詳しくは各製品カタログまたは
 ホームページ（www.konicaminolta.jp/business/）をご覧ください。

Web to Printを活用しクライアント内シェアを高める

In2site
印刷業界経験者が導入から運用までを
トータルサポート。

優れた環境適性を持ちながら、印刷現場の業務効率向上を実現する画期的なCTPシステ
ムです。アルカリ現像液を一切使用しないガム洗浄処理の採用をはじめ、補充量や温調の
ばらつきに影響されない安定した再現性、高い検版性、高品質と高安定性を実現。さらに
省スペース設計で、優れたメンテナンス性も備えています。

クラウド・カラーマネジメント・システム

AccurioPro Cloud Eye
複数拠点間の様々な印刷機をクラウドを介
して管理することで、一元的なカラーマネジ
メントを実現。

カラーマッチングの作業効率を向上

Accurio Color Manager Print
カラーチャートがない印刷物も、スキャナー
とIQ-501により作業を5分で完了。栗菓子
作業を最小化。

6136: AD-18-945
6136P: AD-18-946

6120: AD-18-947

C38hc: AD-18-1086

印刷ワークフローのスキルレス・自動化を促進

AccurioPro Flux
Essential/Premium
Essentialはエントリーモデル。メイクレディ、出力管理を
含む基本的なプリプレスツールを提供します。Premium
はEssentialの機能に加え、自動化、レポート機能、社内各
所からのジョブ入稿機能が含むプロフェッショナルモデル
です。

企業の販促施策におけるお悩みを解決

Printバル
プリントメディア、デジタルメディア、どちら
も提供している「印刷会社」だからこそ提
供、活用することができるマーケティング
オートメーション。

デジタル加飾印刷

AccurioShine 101
設置場所を選ばないコン
パクトな卓上型でありなが
らも、箔によるリアルで高品位なメタリック
表現を簡単操作で実現します。

印刷現場の生産性向上を支援

IQ-501/TU-510
「人手と専門性」が必要な専門的な操作を
独自技術で自動化し、現場の負担と作業時
間を軽減。収益性の高い環境構築に貢献
します。

デジタルラベルプリンター

AccurioLabel 230
経済性だけではなく高い生産性と画像品
質、操作性を有するデジタルラベルプリン
ター。ビジネスの拡大や既存アナログ機と
の併用に理想的なシステムです。

オフィス環境にも導入しやすい100V適合モデル

C4080: JR-AI-20110E
C4070: JR-AI-20111E



教育機関・印刷業向け
チラシ、DM作成などに活躍するデジタル孔版印刷機シリーズ

建築・設計事務所等向け
広幅複合機シリーズ

コンビニ・図書館・文教向け
セルフサービス用課金装置

一般企業・官公庁向けマイクロフィルムスキャナー
一般文書から大型図面までの“マイクロフィルム”活用に幅広く対応した
「汎用型」マイクロフィルムスキャナーシステム

図書館・公文書館向け
書類や冊子等をデジタル化するフェイスアップスキャナーシステム

公共施設・盲学校向け
視覚障がい者支援用 立体コピーシステム

公共施設から店舗まで
専門的なニーズに応える各種機器をラインアップ 専門機器

※写真はEIです。※写真はSV-3です。 ※写真はPV-1です。

A3 プリント
Win ※CD54DPはB４サイズのみ

※「標準接続はUSB」

フェイスアップ（原稿上向き）スキャナーシステム

A3出力対応カラーブックコピーシステム
高画質マイクロフィルムスキャナーシステム

毎分200枚、大容量1,500枚排紙の高速デュプリケーター

※写真のPCは別売

CD87DP/CD67DP
CD57DP/CD54DP

EPICWINシリーズ

BookPro 5000C MK II

省スペース型マイクロフィルムスキャナーシステム

SL1000

MicroDAXシリーズ

※ 一部製品写真はオプション装着時のものです。

システム標準価格＜税別＞
1,850,000円
※複合機・ＰＣ・デスクは含まれません。

セルフサービス用課金装置

KAKINくん

本体標準価格＜税別＞
KAKINくん【SV-3】 : オープン価格
KAKINくん 電子マネー【EI】 : 115,000円
KAKINくん Card【PV-1】 : オープン価格

本体標準価格＜税別＞ 
980,000円

本体標準価格＜税別＞
CD87DP ： 1,750,000円
CD67DP ： 1,530,000円
CD57DP ： 1,115,000円
CD54DP ： 915,000円

本体標準価格＜税別＞
Ａ2対応: EPICWIN7300C : 3,200,000円
Ａ3対応: EPICWIN5000C MK II : 1,950,000円

本体標準価格＜税別＞
Ａ3対応 : Micro DAX 7000MK II :1,838,000円
Ａ4対応 : Micro DAX 6000MK II :1,282,000円

多彩な機能を備えたA2サイズ対応モデル

1422W / 1422W SP / 1422W SPF

赤黒
ツインカラー
出力

ファクス
オプション

コピー カラー
スキャン

オプション

プロッター
WinA2

1422Wはコピーのみ
1422W SPはプリンター・カラースキャン、赤黒ツインカラー機能付き
1422W SPFはプリンター・カラースキャン・赤黒ツインカラー・FAX機能付き

本体標準価格＜税別＞
1422W ： 1,990,000円
14212W SP ： 2,540,000円
14212W SPF ： 2,750,000円

インターネット
ファクスファクス

オプション
コピー カラー

スキャン

PartnerVision 
bizhub C250 i

システム標準価格＜税別＞
1,912,800円

プリント
Win/MacA3

18 155 052

※ロールフィルム対応は、別途オプション必要です。



クラウドサービス
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コンパクト＆高機能のプリンターシリーズ

紙文書をスキャン

Dispatcher Phoenix監視フォルダに格納

Dispatcher Phoenixモバイルアプリを利用

OCR情報でリネームし、ファイルサーバーへ格納

クラウドストレージへ格納

指定箇所を墨消しして出力

■Dispatcher Phoenixタスクフロー例

収集 処理 配信

一連の流れを自動化

xxx-2016.
xx.xx.pdf

PDF

xxx-2016.xx.xx.pdf
PDF

指定したスケジュール、
またはワンクリックでタスクを実行

設定した処理を実施

Dispatcher Phoenixサーバー

OCR処理 リネーム処理

バーコード読み取り フォーマット変換

アノテーション

プリント処理

ファイル転送

etc

XML

バーコードを読み取り、属性値とファイルを
業務システムへ格納

複合機のボタン1つでタスクを実行

プリンター

プリントA4 Win/Mac4040
カラー

枚/分  A4タテ

モノクロ

40
枚/分  A4タテ

プリントA4 Win/Mac

モノクロ

40
枚/分  A4タテ

※一部製品には搬入設置料が別途必要です。詳しくは各製品カタログまたはホームページ（www.konicaminolta.jp/business/）をご覧ください。

本体標準価格＜税別＞ 223,000円
大きさ（幅×奥行×高さ）：420×528×473mm
質量：約33.2kg

本体標準価格＜税別＞ 79,800円
大きさ（幅×奥行×高さ）：373×388×287mm
質量：約12.4kg

文書処理・仕分け・印刷ソリューション

複合機連携　モバイル/クラウドソリューション

Google Apps、Evernoteなどの
クラウドサービスと連携するアプリ
ケーション。複合機の操作パネルか
ら直接アクセスしドキュメントを活
用できます。複合機があればパソコ
ンを経由せず、いつでも、どこからで
もクラウドストレージにアクセスで
き、業務効率化をサポートします。

bizhub Connector

文書配信に関わるプロセスの自動化を実現するタスクオートメーションツール。Dispatcher Phoenix

シンプルで直感的なユーザーインターフェー
スで、モバイル端末とbizhubとの連携を簡
単にし、スキャンデータの取り込みやクラウ
ドストレージへの保存・共有、ドキュメント、
写真の印刷などがスピーディーに、セキュア
に行えます。認証印刷およびセキュリティー
印刷に対応していますので、機密文書のプリ
ントも安心です。

モバイル端末にbizhubのパネルを
そのまま表示して操作を可能にする
アプリケーションです。オフィスの離
れた場所からでもbizhubのパネル
を直接操作して設定や登録などを
行うことができます。

AD-19-1099

18 155 051

Android端末から直接bizhubを
経由して印刷できるアプリケー
ションです。印刷プラグインとして
Android 4.4から搭載された印刷
機能として動作します。AirPrintやMopria、Google Cloud 

PrintといったiOSやAndroidに標準搭
載しているモバイル端末からの印刷機能
にも対応しました。

プリント

直接プリント

直接スキャン アップロード

クラウド
サービス利用

ダウンロード

タブレット / スマートフォン
スキャン

Konica Minolta 
Mobile Print

Konica Minolta 
Print Service

bizhub Remote Access

19 155 001



多種多様なマシンの連携で、
お客様のワークフローを最適化します。

PRODUCT LINE UP

連続複写速度

本
体
標
準
価
格

bizhub 
PRO 1100

bizhub 550 i

bizhub C750 i

bizhub C750 i Premium

AccurioPress C4070

bizhub 750 i

bizhub C650 i
bizhub 650 i

bizhub 360 i

bizhub 4050 i

bizhub 4050 i

bizhub C250 i

bizhub C287 i

bizhub 227

bizhub 1843f
bizhub 2031

bizhub 2031f

bizhub 4020 i

bizhub C550 i

bizhub C450 i

bizhub 450 i

bizhub C360 i
bizhub C300 i

bizhub C3320 i

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
A4ヨコ

/分

A4ヨコ
/分

カラー /モノクロ複合機 詳細はP.07-08

連続複写速度

本
体
標
準
価
格

60 70 80 250125

プロダクションプリントシステム 詳細はP.09-P.10

カラー機
モノクロ機

カラー機
モノクロ機

bizhub 300 i
bizhub 287

AccurioPress C14000

AccurioPress 6120

AccurioPress C12000

AccurioPress C7100

AccurioPress C4070

AccurioPress C83hc
AccurioPress C4080

AccurioPress 6136

AccurioPress 6136P



カ
ラ
ー
複
合
機

モ
ノ
ク
ロ
複
合
機
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機種一覧 / 価格表

bizhub C3320 i

bizhub C4050 i

248,000円

748,000円

A4

A4

33 *1

40 *1
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45

55

65

70

71

33 *1

40 *1
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AD-19-1098

*1：複写速度（枚 /分A4タテ）　●：対応　○：オプション　—：対応なし

18 155 051

18 155 051

AD-15-662

AD-19-1096

AD-19-1095

AD-19-1178

AD-19-1177

AD-19-1176

18 155 052

18 155 052

C4080: JR-AI-20110E
C4070: JR-AI-20111E

18 155 052

18 155 052

18 155 052

18 155 052

AD-19-109718 155 052

18 155 052

17 155 014

19 155 001

19 155 054

19 155 055

19 155 055

19 155 055

19 155 055

19 155 055

19 155 055

05 117 011

AD-15-54216 155 017

AD-15-54314 155 057

16 155 059

16 155 095

製品
種別 商品名

機能
環境関連

複写速度（枚/分A4ヨコ）
カラー速度 コピー プリンター ファクス スキャナー 両面印刷 インターネット

ファクスモノクロ速度

本体標準価格
＜税別＞

最大
用紙サイズ

bizhub C750 i
Premium

AccurioPress 
C4070

bizhub C287 i

bizhub C250 i

bizhub C300 i

bizhub C360 i

bizhub C450 i

bizhub C550 i

bizhub C650 i

bizhub C750 i

498,000円
728,000円

1,090,000円

1,250,000円

1,390,000円

1,600,000円

2,250,000円

2,550,000円

2,750,000円

3,900,000円

6,050,000円

A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

330.2mm×
487.7mm

※各製品には搬入設置料が別途必要です。詳しくは各製品カタログまたはホームページ（www.konicaminolta.jp/business/）をご覧ください。

4,598,000円

99,800円

548,000円

718,000円

　

800,000円

900,000円

1,160,000円

1,450,000円

1,820,000円

2,210,000円

2,430,000円

3,080,000円

4,250,000円

SRA3 / A3

A4

A4

A3

A3

A3

A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3

SRA3 / A3
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—
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bizhub 4020 i

bizhub 4050i

bizhub 1843f

bizhub 2031/2031ｆ

bizhub 227

bizhub 287

bizhub 300 i

bizhub 360 i

bizhub 450 i

bizhub 550 i

bizhub 650 i

bizhub 750 i

bizhub PRO 1100



環境に対する社会要請が高まる中、業務効率を最大化すること、そして
事業成長につながるイノベーションを創出することが望まれています。
しかし、個社だけの取り組みでは限界があります。企業の枠を超えて
連携、共創することで、環境課題の解決を飛躍的に高めることができる
と考えています。各企業が実践で得た知見やノウハウを共有・活用し、

環境デジタルプラットフォーム

https://konicaminolta.jp/pr/msds複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の安全データシート（SDS、Safety Data Sheet）を
インターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。

日本全国100拠点を超えるサービスネットワーク
アフターケアサービス お客様の管理負担を軽減するリモートサービス「KONICA MINOLTA iCARE」

故障通報・稼働情報
カウント自動検針

通信回線
（HTTP/E-mail/FAX）

お 客 さ ま コ ニ カ ミ ノ ル タKONICA MINOLTA iCare は、先進の遠隔診断リモート管理プラットフォームに
より、故障の未然防止や故障時の迅速な対応を実現。マシンのダウンタイムを最小
限に抑えることが可能です。カウンター数の自動データ送信により管理を簡素化。
故障時の自動通報、パーツや消耗品の状態を管理することで、適切なタイミングに
トナーの自動配送を行うなどお客様の手を煩わせないサポートとワンランク上の
アフターケアを提供します。ファームウェアの自動更新やパネル画面をお客様と共有
できる遠隔サポートなどのサービスも展開しています。
※トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

https://konicaminolta.com製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。

本紙の記載内容は2021年9月現在のものです。 9251-0740-98

※このカタログは事業者向けの商品・サービスの情報を提供しております。記載の価格には消費税が含まれてまれて 
 おりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。
※このカタログ記載の搬入設置料金は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。
 また、オプション取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。特殊作業（クレーン車使用等）の場合は、
　別途料金が必要となります。
※カタログ中のイメージカラーを使用している部分は実物の色と異なる場合がございます。
※複写機・複合機の感光体ドラム料金は本体価格に含まれておりません。別途必要となります保守契約料金に
 含まれております。
●KONICA MINOLTAはコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
●bizhub、bizhub PRO、bizhub PRESS、AccurioPress、bizhub essentials、仕分け名人、
 および i-Optionはコニカミノルタ株式会社の登録商標又は商標です。
●KAKINくんはコニカミノルタジャパン㈱の登録商標です。
●このカタログ記載のその他のブランド名および製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

ご注意 
●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、郵便はがき、政府発行の印紙類などを
　コピーすることは法律で禁止されています。
●著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、図面、映画および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使用するためにコピーする以外は禁じられています。
コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。
また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

〒105-0023　 東京都港区芝浦1-1-1

相互連携の中で効率的に環境課題の解決を図り、更に「共創」による
イノベーション創出を目指します。
環境デジタルプラットフォームは、企業の環境課題を解決すると共に
企業間で解決策を共創する「情報の利活用、共創」と即効性のある
ソリューションを提供する「環境ソリューション提供」で構成されます。

提供価値 ①

•業種横断的に情報交換を行うことで自社の環境経営 
 の立ち位置がわかり、課題を明確にできる。
•情報の利活用により自社の課題解決、更に共通の課題 
 に関しては解決策の共創を行う。

ワークショップでの議論を自社で活用
提供価値 ②

•共有された実践事例はナビゲーションMAPで見える 
 化され、課題解決のソリューションが利活用できる。
•全ての事例・ノウハウはシステム上でファイル共有され 
 ており、ソリューション利用のみの参加も可能。

ナビゲーションMAPで情報活用
提供価値 ③

•ソリューション提供企業の技術・ノウハウの提供による 
 課題解決を支援する。（マッチング）
•ナビゲーション MAP の活用により参加企業以外から 
 のソリューション探しが可能。

即効性のあるソリューション提供

環境ソリューション
共創サービス

環境ソリューション
提供サービス

ナビゲーション
MAPで情報活用

企業の環境課題を解決
企業間で解決策を共創

技術ノウハウを提供
マッチングで成約を支援

参加

課題 (ニーズ)

提供 ソリューション

運営企業（コニカミノルタ） 幹事企業（パナソニック）

事例/ノウハウ

環境経営ナビゲーションMAP
(解決策の道しるべ)

PF構築/運営

環境デジタルプラットフォーム

購入・活用
マッチング

参
加
企
業

WSでの議論を
自社で活用

提供価値 ① 提供価値 ②

提供価値 ③
即効性のあるソリューション提供

成功事例レビュー

情
報
利
用
企
業 

（
参
加
企
業
＋
参
加
企
業
以
外
）
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