
デジタルフルカラー複合機

ファクスファクス
※オプション

Fax

カラーコピーカラーコピー

Copy
20 枚/分（A4ヨコ）

カラー/モノクロ

ネットワークプリンターネットワークプリンター

Network
Print
標 準

ネットワークスキャナーネットワークスキャナー

Scan
標 準
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い ろ い ろ 使 え る ネ ッ ト ワ ー ク ・ カ ラ ー 複 合 機

FAX拡張！

毎分20枚！

FAX拡張！

毎分20枚！
カラーも
モノクロも
カラーも
モノクロも

bizhub C200は、コンパクトなボディに、コピー/プリント/スキャン/FAX※ 4つの機能をオールインワン! 
手軽に使えるコピー機としても! 多機能な複合機としても! オフィスにあわせてご使用いただけます。
※FAXはオプションです。

迷惑FAX防止機能や受信
FAXを出力せずにデータで
PCに転送する機能により、無
駄な出力を省きペーパーレス
を実現します。さらに、ネット
ワークを使って通信するIPア
ドレスFAXにも対応し、通信コ
スト削減にも役立ちます。

ランニング
コスト削減！

快速プリント！
※オプション

カラーもモノクロも、プリント
時もコピー時も、毎分20枚
（A4ヨコ）の速さで、業務効率
をアップします。ファーストコ
ピータイムもカラー13.5秒／モ
ノクロ10秒とスピーディです。
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FAX カラー
スキャナー

カラー
プリンター カラー/

モノクロ
コピー

1台に！

が 、 こ こ ま で 身 近 に な っ た 。

コンパクト
デザイン！

操作パネル！

カラーコピーはもちろん、カラー
プリンター、カラースキャナー、
FAXの機能をこの１台にオール
インワン。幅620×奥行688mm
を実現したコンパクトボディで、
オフィスのスペースを最小限に
抑えることができます。

大型液晶タッチパネルを搭載
し、使いやすさを向上しまし
た。また、パネルの角度を上下
3段階で変更でき、使う人に合
わせた角度でご使用いただけ
ます。

コンパクト
デザイン！

操作パネル！

※写真はオプションを装着したものです。

スペース
削減！

使いやすい！
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コンパクトで使いやすいデザインです。

使う人に合わせて設定できる
■角度可変型の大型コントロールパネル

使う人に合わせて、上下3段階に高さが設定できるチルトタイ
プのコントロールパネルを搭載。手のひらで簡単に角度調節が
行えます。さらに、大型のタッチパネルを採用していますので
直感的に操作していただけます。

どんなオフィスにもよく似合う
■ブラック&ホワイトのコンパクトボディ

さまざまなオフィスを研究して生まれたシンプルで斬新なブ
ラック&ホワイトのコンパクトボディを採用。周囲と調和し、ど
こに置いてもよく似合います。

トナー交換も楽にできる
■フロントアクセス構造

トナーカートリッジの交換も本体
を動かすことなく前面から行える
フロントアクセス構造を採用して
います。

使いやすさを追求した
■ユニバーサルデザイン

給紙トレイのグリップは、上下どちらからも握りやすいフリー
グリップタイプを採用。排紙トレイの色は紙を見分けやすい
グレー色とし、取り出しやす
い溝加工を施しています。
コントロールパネルのス
イッチ類は押しやすいサイ
ズと配置を追求し、スイッチ
の表示文字も見やすさを考
えたコントラストに設定する
など、機器の隅々にまでユ
ニバーサルデザインという
考え方を導入しています。

DESIGN & 
         USABILITY

620mm

688mm

1,061mm

選択したボタンを押していくだけの
使いやすい大型液晶タッチパネル

スタートボタンには赤緑色弱の方にも
識別しやすい青色LEDを採用

液晶タッチパネルの文字がグンと
大きく見やすく表示される拡大表
示ボタン

※液晶パネルの画面は
　ハメコミ合成です。

＜拡大表示画面＞
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5 6
7 83 4

■従来トナーとデジタルトナーＨＤとの比較（当社基準）

従来トナー

ドット ライン テキスト

デジタルトナーHD

1 2 1 2 3 4

1 2 1 21 2
3 4

1 2
3 4

1 2 7 8

または

表

裏

表 裏

速く、美しく、多彩にアウトプットします。

カラーもモノクロもスピーディで美しい
■高速・高画質出力

カラー、モノクロともに毎分20枚（A4ヨコ）の高速出力を実現。
訴求力のあるカラードキュメントを鮮やかに、高画質で出力
します。ファーストコピータイムはカラーで13.5秒以下、モノ
クロで10秒以下と、1枚だけの急ぎのプリントでも素早く出力し
ます。

さまざまなPCとつながる
■ネットワークプリント機能標準搭載

PCLモードでもPSモードでも使えるネットワーク
プリント機能を標準搭載しました。Windowsや
Macintoshなど、さまざまなOSのPCが混在する
ネットワーク環境で手軽にご使用いただけます。

用紙の節約に貢献する
■両面・集約コピー/プリント機能

用紙の片面に2ページまたは4ページ分の原稿を集約。さらに
両面にコピー/プリントすることで、用紙1枚に最大で8ページ
分を集約でき、用紙を効率的に削減します。

※両面機能拡張にはオプションの拡張メモリーEM-310、自動両面ユニット
AD-505が必要です。

豊富な用紙種類・サイズに対応した
■大容量給紙設計

本体標準トレイで250枚（80g/m2）の給紙容量を確保。さらに、
オプションの給紙キャビネットPC-105とPC-405、マルチ手差し
給紙ユニットMB-502を装着することで、合計3,350枚（80g/m2）
の大容量給紙を可能にします。また、すべての給紙トレイで
256g/m2の厚紙に対応していますので、カード紙など使用でき
るメディアの幅も広がります。

低温定着で色再現性の高い
■デジタルトナーHD

高画質で定評あるコニカミノルタのデジタルトナー（重合法ト
ナー）を採用。粒子表面の平滑性をアップし、転写性能と再現性
を大幅に向上させています。また、コスレ、剥がれに強く、印刷
インキに相当する耐退色性もあるので、長期保存を前提とした
ドキュメントの印刷にも適しています。

低コストでインパクトある文書を
■2色コピー／プリントとモノカラーコピー

低コストで訴求力のあるカ
ラー出力を実現する 2色カ
ラーコピー／プリント機能と、
21色の中から1色が選べるモ
ノカラーコピー機能も搭載。
※2色プリントは、PCLドライバーのみ
の対応です。

ソーターなしで実現した
■電子ソート／交互ソート機能

複数枚原稿の仕分け時、ページ
順に1部ずつ出力する電子ソート
機能と自動で1部ずつタテ・ヨコ
交互に入替えて排紙する交互
ソート機能を搭載しました。
※交互ソートはコピー機能のみ。用紙サイ
ズはA4/B5/A5/B6のみ。給紙トレイに
タテ・ヨコ両方のセットが必要です。

部門ごとにランニングコストを管理する
■部門管理機能

最大50の部門別に、カラー印刷／ブラック印刷／カラースキャン
の使用制限やカラー印刷／ブラック印刷の使用枚数制限を設定
可能です。使用状況も把握でき、コスト管理に便利な機能です。

コピー・プリントに関連するその他の機能
●良く使う手順を登録しておけるプログラム登録。
●白紙ページを印刷しない白紙抑制プリント機能。
※PCLドライバーのみの対応。

●出力時のパスワードを設定できるセキュリティー印刷。
※拡張メモリーEM-310が必要。

●PDF/TIFFファイルをアイコンにドラッグ&ドロップするだけで
ダイレクトにプリントできるPageScope Direct Print機能。

COPY & PRINT

2色カラー モノカラー
（シアン）

［標準］
最大A3ワイド 

250枚（80ｇ/m2）

［オプション PC-105］
最大A3 

500枚（80ｇ/m2）

［オプション PC-405］
最大A4 

2,500枚（80ｇ/m2）

［オプション マルチ手差し 
  MB-502］
最大A3ワイド
100枚（80ｇ/m2）

■電子ソート ■交互ソート 
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G3FAXに
自動切り替え送信

インターネットFAX送信
またはIPアドレスFAX送信

送信
エラー×

外出先 取引先

本社 支社

インターネット
インターネット

公衆回線

A社 B社

海外

C社

公衆回線

社内LAN

インターネットFAXFAX受信文書自動転送

IPアドレスFAXPC FAX送信

G3FAX

G3FAXInternet FAX機

Internet FAX機

外出先PC

FAX受信文書自動転送
FTP SMB

E-mail

1 2

3

さまざまなスタイルにあわせてオ

一般電話回線で高速・高画質送信を実現した
■スーパーG3 FAX

国際標準スーパーG3規格と標準規格の高効率データ圧縮伸
長方式（JBIG）の採用で、一般の加入電話回線で2秒台の高速
電送を実現。スピーディな処理で通信コストを低減します。
※A4判700文字程度の原稿を標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）で、スーパー
G3モード（ITU-T V.34準拠）、28.8kbps以上、JBIG符号化方式で送った場合の速
さです｡これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれません。ま
た実際の通信時間は原稿内容、相手機種、回線状況・状態により異なります｡

イントラネットの活用で通信費を削減する
■IPアドレスFAX

イントラネット内のbizhub間で高画質に原稿を送受信できる
IPアドレスFAX機能。ダイレクトSMTP送信により、メールサー
バーがない環境でも利用可能です。既存ネットワークが活用でき
イニシャルコストが不要、かつ通信費の大幅な削減が行えます。
※カラー原稿の送受信には対応していません。
※相手先のbizhubが IPアドレスFAXに対応している必要があります。

インターネット経由でFAXを送る
■インターネットFAX

メールアドレスを指定し、FAXデータをE-mailの添付ファイル
として送受信。インターネットメールの環境があれば利用でき、
遠隔地や海外との通信が多い場合にコスト削減に役立ちます。
※カラー原稿の送受信には対応していません。
※相手先がインターネットFAXに対応している必要があります。

安心で快適な送受信のために
■誤送信防止機能／迷惑FAX防止機能

CSI信号で相手先を確認してから送信を開始するので誤送信
の防止になる相手先確認送信機能と、ナンバーディスプレイ機
能を利用して、登録した番号や非通知番号からの受信を拒否す
る迷惑FAX受信拒否機能を搭載しています。
※ナンバーディスプレイ機能を利用するには、ナンバーディスプレイの契約が必要です。

受信FAXをPCに転送、無駄な出力を防ぐ
■PC-FAX受信

受信したFAXをデータとしてPCに転送し、内容を確認すること
ができるので不要なプリントを削減できます。さらに、転送先は
Fコード/ナンバーディスプレイ/ダイアルインなどの相手先情
報に応じて設定が可能です。
※PCに転送する際のファイル形式はTIFFになります。

プリントせずにPCから直接FAX送信できる
■PC-FAX送信

PCで作成した文書は、プリントアウトせずに直接FAX送信が可
能で、ペーパーレス化を促進するとともに汚れやかすれのない
美しい状態で相手に送ることができます。

通信の確実性を高め安心な
■IP／G3FAX相手先自動変更

インターネットFAX/IPアドレスFAXの送信時に、ネットワーク
障害が起こった場合は、登録してあるG3FAX※に自動的に相手
先を変更。通信の
確実性を高めます。
※事前にサブアドレスの
　登録が必要です｡

FAX & SCAN
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FAX

Scan to SMB

Scan to E-mail

E-mail

Scan to FTP

LAN上のPC

FTPサーバー

G3/インターネットFAX

IPアドレスFAX

ＦＡＸの受信時に便利な
■受信FAXお知らせランプとジョブセパレーター

受信FAXの出力をランプが光って教えてくれる受信ＦＡＸお知
らせランプ※1と、出力先をトレイで振り分けできる便利なジョブ
セパレーター※2もご用意しました。
※1 オプションの自動両面原稿送り装置ＤＦ-612が必要です。
※2 オプションのセパレーターJS-505が必要です。

紙文書のデータ化に便利な
■ネットワーク対応カラースキャナー

カラー毎分20枚・モノクロ毎分40枚（A4ヨコ、300dpi）の高速
ネットワークスキャンが可能。紙文書のデータ化を促進するこ
とによりキャビネット内のファイリングスペース削減に繋がると
ともにオフィスレイアウトを有効に使うことが可能となります。

紙文書をデータ化して送れる
■スキャン&センド

紙文書をスキャン（デジタルデータ化）し、PDF/TIFF/JPEG
の各フォーマットでスピーディに送信します。

■ Scan to E-mail
指定したアドレスへE-mailの添付ファイルとして送信できま
す。多数の相手先に一斉に送信できるので、文書の回覧や通知
が素早く行えます。
■ Scan to SMB
直接クライアントPCの共有フォルダへ送信できます。
Windowsの標準機能で専用ソフトやサーバーが必要ないの
で、手軽にスキャンが行えます。
■ Scan to FTP
スキャンしたデータをFTPサーバーの指定したフォルダに送信
できます。サーバーにデータを保存できるので、大容量のデー
タを共有するのに最適です。
■ TWAIN Scan
ネットワーク上のPCから、TWAIN機器に対応した各種アプリ
ケーションを通じてスキャンが行えます。

1度の操作でさまざまな相手に送る
■ユニバーサルセンド

一度のスキャンで、FAXへの送信、PCへの送信、E-mailでの送
信といった複数の相手先へ同時に送信が可能で、相手先の受
信環境に合わせ効率の良い同報送信が行えます。また、FAX送
信しながら原稿を自分のPCへ送信し保存するなどの活用もで
きます。

FAX宛先やメールアドレス情報の一元管理に
■PageScope Data Administrator

ネットワーク上のPCからFAX宛先やE-mailアドレスを一括し
て登録できます。さらに、C200上に登録されたアドレス情報を
PCでバックアップすることや再登録することも可能です。
※Windows専用です。

PCからC200を管理できる
■Assistant tool for C200

ネットワーク上のPCから
Webブラウザを介して
C200にアクセス。ユー
ザー・管理者別に各種
の設定が行えるので便利
です。

FAX・スキャンに関連するその他の機能
●FAX原稿の向きと送信時の向きを合わせる回転送信、受信
時のデータの向きと用紙の向きを合わせる回転受信機能。

●よく利用する相手（FAX・スキャンの送信先）の番号を最大
300カ所登録できるワンタッチダイアル。

●FAX用の電話回線を2回線に増設できるマルチポートFAX機能。
※2回線増設には、FAXキットFK-507に加え、回線拡張キットML-504が必要
です。

●送信先のアドレスやFAX番号と送信方法を組み合わせて30
件登録できるプログラム送信。

●Scan to E-mail時のSMTP認証／POP before SMTP認証。
●Scan to E-mail相手先のLDAP検索に対応。

フィスをスリムアップします。
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Ecology Design 環境デザイン

寸法図（単位：mm）

bizhub C200の主な仕様

■グリーン購入法の基準をクリア。
国の定めるグリーン購入法の基準をクリアしています。

■環境配慮を押し進めるための、国内外の基準に適合。
●環境負荷の少ない複写機としてエコマーク認定。
（財）日本環境協会から、製造段階、梱包発送、回収システム、再利用、成分、騒
音、電気消費、安全性などの分野で環境への負荷が少ない製品である認証を受
けています。

〈お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ〉

■おことわり　確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

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。 http://bj.konicaminolta.jp

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

〔お客様相談室〕

本体標準価格（搬入設置料）〈税別〉　bizhub C200……… 780,000円（40,000円）
※上記搬入設置料はコニカミノルタビジネスソリューションズ（株）が設置した場合の実費例です。
※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。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、bizhub、PageScope、EmperonロゴおよびEmperon、CS Remote CareおよびCSRC、デジタル
トナーは、コニカミノルタ株式会社の登録商標又は商標です。※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録
商標または商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintoshおよ
びMacOSは、Apple Computer,Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録
商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる
場合があります。※本紙掲載の操作パネルの液晶部分ハメコミ合成です。※本紙掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別
途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub C200をご購入の際は保守サービスシステムの契約
を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※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、複写機の製造中止後7年間です。※用紙の表面に薬品を塗布したインクジェットプリンター用紙などはご使用できません。※このカタログに記載
されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。

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。 法律で禁止されている紙幣などのコピーを防止するため、C200には偽造防止機能を搭載しています。
※著作権の目的となっている書籍・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使用するためにコピーする以外は禁じられています。

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート（MSDS、Material 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。

http://konicaminolta.jp/pr/msds/

■デジタルトナーHD with Biomass。
資源循環型社会に向け開発され、材料に植物由来成分を含む重合法トナーです。低温で定着す
ることにより消費電力の削減に貢献します。

■特定有害物質を削減し、RoHS指令に対応。
EUで制定された電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限に関する指令、RoHSに対応
しています。

■電力消費を押さえる節電モードを搭載。
一定時間C200を使用しない場合、節電モードに切り替わる低電力モード、スリープモードを
搭載し、電力消費を抑えています。

注意

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、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いくだ
さい。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、
ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 火災、感電、故障などの原因となることがあります。

エコマーク認定番号
05117010

お問い合わせは、当社へ。

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、国内販売会社であるコニカミノルタビジネスソリューションズおよびその子会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈国内総販売元〉

〈製造元〉

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1

基本機能／コピー機能
デスクトップ
フルカラー
600×600dpi
1,800dpi相当×600dpi
256階調
標準：576MB＋オプション：512MB
シート、ブック、立体物（最大2.0kg）
A3
A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき（100×148mm）、封筒（洋形1号、2号、4号、6号）※1
最大311.1×457.2mm、最小90×139.7mm
先端：4.2mm、後端：3mm、手前/奥側：3mm
90秒以下（主電源ONからの時間）
カラー：40秒以下、モノクロ37秒以下（主電源ONの状態で、副電源ONからの時間）
カラー：13.5秒以下、モノクロ：10秒以下
20枚/分（A4ヨコ・B5ヨコ）、11.1枚/分（B4）、9.8枚/分（A3）
20枚/分（A4ヨコ・B5ヨコ）、11.1枚/分（B4）、9.8枚/分（A3）
1:1±0.5%
1:1.154/1.224/1.414/2.000
1:0.866/0.816/0.707/0.500
3種類設定可能
25%～400%（0.1%単位で選択可能）
25%～400%（0.1%単位で選択可能）
トレイ1段（250枚×1） 80ｇ/m2

60～256g/m2

1～999枚
250枚
AC100V・12A（50Hz/60Hz）
1,250W以下
173kWh/年  区分：複合機a  
620×688×648mm
620×688mm
約68kg

プリンター機能（標準機能）
形式
連続プリント速度 
解像度
メモリー
ページ記述言語
内蔵フォント PCL
 PS3
対応プロトコル
対応OS PCL

 PS3

インターフェース

※1 ： 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
※2 ： A4ヨコ、等倍、原稿ガラスの場合
※3 ： 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
※4 ： 省エネ法（平成25年３月１日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

※1 ： 原稿の種類やモードによって、読取り／画像取り込み速度は異なります。
※2 ： オプションの自動両面原稿送り装置使用時
※3 ： TWAINドライバーの対応OS

スキャナー機能（標準機能）
形式
読取りサイズ 
読取り解像度
原稿読取り速度※1※2

インターフェース
対応プロトコル
出力フォーマット
対応OS※3

フルカラースキャナー
本体仕様に準ずる
100/200/300/400/600dpi
カラー ： 20枚/分、モノクロ ： 40枚/分（A4ヨコ、片面、300dpi）
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
SMTP、FTP、SMB
TIFF、PDF、JPEG
Windows Vista/7/8/8.1

内蔵型
本体仕様に準ずる
1,800dpi相当×600dpi
本体と共用
PCL5e/5c、PCL XL、PostScript3互換
日本語4書体（ＨGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L）、欧文80書体
日本語2書体（ＨGゴシックB、HG明朝L）、欧文136書体
TCP/IP（LPD/LPR、IPP、SMB)、IPX/SPX、Apple Talk
Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/8.1/8.1 x64
Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Server 2012
Windows Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/8.1/8.1 x64
Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Server 2012
Mac OS9.2以上、Mac OSX（10.2,3,4,5,6,7,8,9,10）
Ethernet 10Base-T/100Base-TX、USB2.0相当

形式
カラー対応 
読取り解像度
書き込み解像度
階調
メモリー 
複写原稿
最大原稿サイズ
複写サイズ 用紙サイズ

 画像欠け幅
ウォームアップタイム
（23℃、定格電圧時）
ファーストコピータイム※2
連続複写速度 カラー
 モノクロ
複写倍率 固定　　等倍 
 　　　　拡大  
 　　　　縮小
 固定任意
 ズーム
 縦横独立変倍
給紙方式/給紙量   
対応用紙坪量※3 
連続複写枚数 
排紙容量
電源
最大消費電力
エネルギー消費効率※4

大きさ（幅×奥行×高さ）
機械占有寸法（幅×奥行）
質量 

インターネットファクス機能（オプションのFK-507装着時）
TCP/IP、SMTP、POP3、Simpleモード、Fullモード（ITU-T.37およびW-NET FAXに準拠）に対応
A3、B4、A4
200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
電子メール形式 ： MIME　添付ファイル形式 ： TIFF-F
メールアドレスを短縮ダイヤルに登録（最大300件）
最大210件
MH、MR、MMR

通信プロトコル
送信原稿サイズ
解像度 
データフォーマット
宛先登録
順次同報
データ圧縮方式

ファクス機能（オプションのFK-507装着時）
G3、スーパーG3
一般加入回線、ファクシミリ通信網（Ｇ3）
8dot/mm×3.85line/mm - 16dot/mm×15.4line/mm
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/
14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
MH、MR、MMR、JBIG
最大A3（長尺原稿※1：最大1,000mm、超高精細時は432mmまで）
最大A3
40枚/分（A4ヨコ、精細時）
2秒台
300件
30件
最大210件

伝送規格
適用回線 
通信解像度
通信速度

符号化方式
読取りサイズ
記録サイズ
原稿読取り速度※1

伝送時間※2

短縮ダイヤル
プログラムダイヤル
順次同報

IPアドレスファクス機能（オプションのFK-507装着時）
TCP/IP、SMTP
A3、B4、A4
200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
TIFF-F
IPアドレスを短縮ダイヤルに登録（最大300件）
最大210件
MH、MR、MMR

通信プロトコル
送信原稿サイズ
解像度 
データフォーマット
宛先登録
順次同報
データ圧縮方式

1,061

688

bizhub C200+DF-612+JS-505+AD-505+MB-502+
PC-105+PC-204

＜正面＞ ＜側面＞

bizhub C200+OC-508+
MB-502+PC-105+DK-504
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※1 ： オプションの自動両面原稿送り装置使用時
※2 ： A4判700文字程度の原稿を標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）で、スーパーG3モード（ITU-T V.34準拠）、28.8kbps以上、

JBIG符号化方式で送った場合の速さです｡



オプションシステム ＆ 価格表
※本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は別途申し受けます。

給紙キャビネット［PC-105］ 50,000円
2段目トレイ、550枚（64g/m2）の用紙がセットできます。

セパレーター［JS-505］
20,000円

ワーキングテーブル
［WT-503］
10,000円

自動両面ユニット［AD-505］
70,000円

FAXキット［FK-507］
120,000円

回線拡張キット
［ML-504］
120,000円

ハンドセット［HS-502］
38,000円
TEL/FAX切替機能付きです。

FAX済みスタンプユニット
［SP-503］
5,000円

拡張メモリー［EM-310］
30,000円
512MBメモリーが増設できます。

オリジナルカバー［OC-508］
10,000円

自動両面原稿送り装置［DF-612］
 130,000円
一度に70枚までの原稿をセット
できます。

給紙キャビネット［PC-104］
100,000円
ユニバーサルサイズで550枚
（64g/m2）×1段の用紙がセット
できます。

給紙キャビネット［PC-204］
150,000円
ユニバーサルサイズで550枚
（64g/m2）×2段の用紙がセット
できます。

給紙キャビネット［PC-405］
250,000円
A4用紙を2,500枚までセットでき
ます。

専用デスク［DK-504］
50,000円
引き出しになっていて収納がで
きます。

bizhub C200 本体
780,000円

250枚×1段トレイ
コピー＆ネットワークプリンター/スキャナー標準

マルチ手差し給紙ユニット［MB-502］ 26,000円
100枚までセットできます。

選 択

選 択



 名　称 使用可能プリント 標準価格

  A4サイズ 6％標準原稿2,500カウント相当分 各色 22,500円  ※コピー・ファクス・プリント出力時の合計カウント
 bizhub C200カラーコピーキット （ＣＭＹＫ）
  A4サイズ 6％標準原稿5,000カウント相当分 各色 41,000円  ※コピー・ファクス・プリント出力時の合計カウント

カラーコピーキットシステムをご契約いただきますと、本機専用の下記コピーキット（シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）およびブラック（K）の4色）をご
購入（ただし、イメージングユニットは貸与）いただくことによって保守サービスを実施します。機械が万一故障した場合は、専門サービス技術者が訪問し修理
いたします。必要に応じて故障箇所以外の調整やイメージングユニット、部品の交換を行います。

● 初回は、シアン（C）・マゼンタ（M）・イエロー（Y）・ブラック（K）全4色のコピーキットを同時にご購入いただきます。
● 全4色のコピーキットをご購入いただいている期間が保守サービスの対象期間となります。
● 追加のコピーキットは、各色コピーキットを使い切った際に、1本ずつご購入いただきます。

＊各コピーキットに表示されているカウント数は、画像比率6%・A4サイズの原稿を出力した場合の標準出力カウント数で、カウント数を保証するものではありません。画像比率、出力サイズ、
用紙等により出力カウント数は増減し、コピーキットのトナー消費量も異なります。

＊機械の電源投入時等にも、画像安定化（機械の定期自動メンテナンス機構）を行なうため、コピーキットのトナーを一定量消費します。

＊イメージングユニットの貸与料、部品の交換、調整に必要な費用および保守サービス料金は、上記のキット価格に含まれております。ただし、用紙代は含まれておりません。
＊コピーキットの消費期限は使用開始の日から12ヶ月です。
＊トナーの交換は、お客様に実施いただきます。
＊ご契約終了時には、イメージングユニットをご返却していただきます。
＊上記の標準価格の有効期限はご契約日より5年間です。
＊ご契約日より５年経過後は、コピーキット価格を据え置いた上、「追加年間保守プラン」または、「更新期間追加基本料金プラン」から１年毎に契約更新をしていただき追加保守料金を請
求させていただきます。
　＜追加年間保守プラン：追加保守料金（税別）＞
　・2,500カウントキットご契約時　６年目：15,000円　７年目：20,000円
　・5,000カウントキットご契約時　６年目：27,000円　７年目：36,000円
＊第三者既使用機は除きます。
＊推奨紙は、コニカミノルタCFペーパー（カラー画像）、コニカミノルタＪペーパー（モノクロ画像）になります。
＊記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

カラーコピーキットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連商品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引受けするシステムです。イメー
ジングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただきます。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。
スポットシステムをご契約の場合は、CSRCサービスは原則お受けできません。

スポットシステム

保守サービス

〔カラーコピーキットシステムのしくみ〕

〔カラーコピーキットシステム料金 （税別）〕
シアン(C)、マゼンダ(M)、イエロー(Y)、ブラック(K)でそれぞれ2,500カウント相当か5,000カウント相当のコピーキットいずれかを選択してください。
※但し、シアン・マゼンタ・イエローは同一カウント相当分のキットを選択してください。

bizhub C200をご購入の際には、 保守サービスシステムとしてカラーコピーキットシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

〔初回キット購入例〕

C200 カラーコピーキットCMYK4本セット カラーコピーキット
追加購入（1本から可能）

トナーがなくなるまでが保守の対象期間

C

M

Y

K

同時に
ご購入

キットを再購入で保守継続

トナー残量多 少 トナー残量多 少

ブラック（K）コピーキット

例 2,500カウント相当 2,500カウント相当 2,500カウント相当 2,500カウント相当 90,000円

例 5,000カウント相当 2,500カウント相当 2,500カウント相当 2,500カウント相当 108,500円

シアン（C）コピーキット マゼンタ（M）コピーキット イエロー（Y）コピーキット 標準価格（税別）

1
2

＜更新期間追加基本プラン：追加保守料金（税別）＞
訪問出張作業のご要請の都度、10,000円を申し受けます。また部品代も別途請求させていただきます。
上記更新プランのいずれもお申込みされない場合は、スポットシステム契約をご選択ください。



主なオプションの仕様

●カラーコピーキットシステムにお申し込みいただくと、無償で以下のサービスにもお申し込みいただけます。

遠隔診断システムCS Remote Care (CSRC)

当社の遠隔診断システムCSRCは、通信回線を利用した先進のサポート

ネットワーク。万が一の故障を当社のサービス管理システムに即時通報

するとともに、マシンのダウンタイムを最小限に抑えるアラーム情報機能

を備え、お客様の『最大満足』を追求しています。ワンランク上のサポート

体制＆アフターケアも、高性能のひとつだとコニカミノルタは考えます。

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。
※通信に関わる費用は当社にて負担致します。
※接続環境(電話回線またはネットワーク環境）の維持費用は含まれません。

遠隔診断システム CS Remote Care できめ細かな保守サービスを実施

故障通報*・稼働情報

＊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。

通信回線
（FAX/E-mail）

コニカミノルタお客様

■自動両面原稿送り装置［DF-612］
型式
原稿種類

原稿サイズ
原稿積載量
原稿交換速度
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

■セパレーター［JS-505］
用紙種類

用紙サイズ

トレイ容量

電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

上段トレイ ： 普通紙（60～90g/m2） 
下段トレイ ： 普通紙（60～90g/m2）、
 厚紙（91～256g/m2）、特殊紙
上段トレイ ： A3～A5タテ 

下段トレイ ： A3～A5、B6タテ、A6タテ、はがきタテ
上段トレイ ： 50枚（普通紙） 
下段トレイ ： 150枚（普通紙）、20枚（厚紙）
本体より供給
40W以下
423×477×130mm

約5kg

自動両面原稿送り装置
普通紙（片面：38～128g/m2、
 両面および混載：50～128g/m2）
A3～A5タテ　　
70枚（80g/m2）
20枚/分（A4ヨコ、片面、コピー時）
本体より供給
55W以下
551×511×118mm

約8.1kg
■給紙キャビネット［PC-405］
用紙種類
用紙サイズ
給紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）
A4ヨコ 

2,500枚（80g/m2）
本体より供給
45W以下    

600×578×301mm   

約28kg  

■給紙キャビネット［PC-204］
用紙種類
用紙サイズ
給紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）
A3～A5タテ 

550枚×2段（64g/m2）
本体より供給
15W以下    

600×578×301mm   

約28kg  

■給紙キャビネット［PC-104］
用紙種類
用紙サイズ
給紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）
A3～A5タテ 

550枚×1段（64g/m2）
本体より供給
15W以下    

600×578×301mm   

約24kg  

■自動両面ユニット［AD-505］

■マルチ手差し給紙ユニット［MB-502］
用紙種類
用紙サイズ

給紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）、特殊紙
A3～A5、B6タテ、A6タテ、はがきタテ、封筒（洋形1号、2号、
4号、6号）※、最大311.1×457.2mm、最小90×139.7mm

100枚（普通紙）、20枚（厚紙）
本体より供給
27W以下
472×456×102mm

約2.9kg

用紙種類
用紙サイズ

電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙（64～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）
A3～A5タテ、最大311.1×457.2mm、
最小139.7×176mm

本体より供給
31W以下
156×438×343mm

約3.2kg

 

■給紙キャビネット［PC-105］
用紙種類
用紙サイズ
給紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）
A3～A5タテ 

550枚×1段（64g/m2）
本体より供給
16W以下    

600×578×168mm   

約14.7kg  

 

※ 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。



国　　内
総販売元

本紙の記載内容は2015年2月現在のものです。 9251-1015-91

プリンター出力セットアップ（LAN経由）  3,000円／1ソフトウエア・台 プリンタードライバーのインストールと設定、LPRソフト（WindowsのStandard TCP/IP Port含む）の
   インストールとポート設定（弊社出力機以外の場合は4,000円／台）
   但し、本体の設置料金にパソコン1台分のドライバーのインストール／設定／操作指導を含んでおりま
   すので、2台目以降のセットアップ時の料金になります。

プリンタードライバーインストール（ローカル接続）  2,500円／1ソフトウエア・台 プリンタードライバーのインストールと設定
LPRソフトウエアインストール  2,500円／台 LPRソフト（WindowsのStandard TCP/IP Port含む）のインストールとポート設定
プリンター共有セットアップ  3,000円／台 ネットワーク内に設置されたプリンターの共有設定
Eメール設定  2,000円／台 1アカウントの追加と設定（MS-Outlookシリーズに限る）
スキャナー設定  2,500円／台 弊社複合機に関わる、Scan to SMBのクライアントパソコンの設定と複合機側のワンタッチの作成
スキャナー設定およびセキュリティーソフトの設定  3,000円／台 弊社複合機に関わる、Scan to SMBのクライアントパソコンの設定と複合機側のワンタッチの作成、
   およびセキュリティーソフトの設定変更

ソフトウエアインストール（単体アプリケーション）  3,000円／台 1ソフトウエアのインストールと動作確認　　　
  4,000円／台 MS-Officeのインストールと動作確認
ソフトウエアインストール（総合ソフトウエア）  6,000円／台 基本CD-ROM

  3,000円／台 付属CD-ROM

ソフトウエアアンインストール  2,000円／1ソフトウエア・台 MS-Officeのアンインストール（アンインストール機能付のものに限る）
バンドルソフトウエアインストール  2,500円／1ソフトウエア・台 弊社出力機バンドルソフトウエアのインストール設定と接続の確認
   (弊社複合機に関わるScan to HDDおよびScan to FTPのクライアントパソコンの設定を含む）
セキュリティーソフトウエアインストール  5,000円／1ソフトウエア・台 セキュリティーソフトウエア（Norton Anti Virus、ウイルスバスター等）のインストールと設定

 サービス名 設定料金（税別） サービス内容

 サービス名 設定料金（税別） サービス内容

■本体標準価格  bizhub C200 ……………… 780,000円（標準搬入設置料金40,000円）＜税別＞

＊上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタビジネスソリューションズ（株）が設置した場合の実費例です。

アプリケーションインストール料

クライアント環境設定料

製造元

機能別必要オプション

拡張メモリー（512MB） ［EM-310］ 30,000円 4,000円 画像メモリー、コピー/プリント/スキャン/ファクス機能共通で使用

    カラー写真を含むような多枚数原稿の読込みや複数のプリントジョブ受付け時にメモリー不足と 

    なる場合がありますので、メモリーの拡張を推奨します。

自動両面原稿送り装置 ［DF-612］ 130,000円 4,000円 

オリジナルカバー ［OC-508］ 10,000円 ＿ 

給紙キャビネット ［PC-105］ 50,000円 4,000円 2段目トレイ（550枚×1段）

給紙キャビネット ［PC-104］ 100,000円 5,000円 550枚×1段、装着には2段目トレイ（PC-105）が必要です。

給紙キャビネット ［PC-204］ 150,000円 5,000円 550枚×2段、装着には2段目トレイ（PC-105）が必要です。

給紙キャビネット ［PC-405］ 250,000円 5,000円 2,500枚LCT、装着には2段目トレイ（PC-105）が必要です。

専用デスク ［DK-504］ 50,000円 2,000円 装着には2段目トレイ（PC-105）が必要です。

マルチ手差し給紙ユニット ［MB-502］ 26,000円 4,000円 100枚手差し

セパレーター ［JS-505］ 20,000円 4,000円 上段/下段に機能別排紙、下段はシフトが可能。装着には拡張メモリー（EM-310）が必要です。

自動両面ユニット ［AD-505］ 70,000円 4,000円 装着には拡張メモリー（EM-310）が必要です。

FAXキット ［FK-507］ 120,000円 10,000円 G3ファクス/インターネットFAX/IPアドレスFAX機能拡張

回線拡張キット ［ML-504］ 120,000円 5,000円 G3ファクス2回線目拡張

ハンドセット ［HS-502］ 38,000円 4,000円 TEL/FAX切替機能付

FAX済みスタンプユニット ［SP-503］ 5,000円 1,000円 

ワーキングテーブル ［WT-503］ 10,000円 ＿ 原稿置き台

オプション 価格（税別） 取付料金（税別） 備　考

設置時、自動両面原稿送り装置（DF-612）またはオリジナルカバー（OC-508）が必要です。

両面コピー/プリント
シフト仕分け
セキュリティー印刷
複数部数一括プリント※1

プリントジョブ連続受信※2

G3FAX

2回線FAX

TEL/FAX自動切り替え機能
PC-FAX送信
PC-FAX受信（受信文書PC転送）
インターネットFAX

IPアドレスFAX

拡張メモリー
［EM-310］

自動両面ユニット
［AD-505］

セパレーター
［JS-505］

FAXキット
［FK-507］

ハンドセット
［HS-502］ 

回線拡張キット
［ML-504］

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

コピー/
プリント

機能
必要オプション

プリント

ファクス

※1： 例えば、10ページものの原稿を2部印刷した場合、拡張メモリー未装着時は10ページ×2部で20ページ分のデータをC200に送ります。メモリー装着時は10ページ分のデータが送られ、このデータを2部プリントします。
※2： 拡張メモリー未装着時は、1つ目のプリントジョブを処理中に2つ目のジョブを受けられません。

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1


