C352CSは、毎分35枚出力の高速４連タンデムエンジンを採用
しているので、枚数の多いカラーコピーもスピーディに処理。
しかも、
ファーストコピーはカラー9秒以下、モノクロ7秒以下で
すばやく出力。お客さまをお待たせしません。
また、
コニカミノルタ独自の画像処理技術と、
新開発デジタルトナー
により、
とっても美しい出力。解像度1,800dpi相当×600dpiと
256階調の高画質だから文字も写真も美しく再現します。

硬貨での販売に加えて、千円札やプリペイドカード方式
を併用して組み合わせることも可能です。また、領収書
が必要なお客さまには、領収書発行機能で自動発行す
ることもできますから、ビジネスでご利用になるお客さま
▲プリペイドカード

も安心です。＊オプション

高速カラー複合機でありながら、モノクロ機並みのコンパクト設計を
実現。モノクロコピー機を設置していたスペースにもフィットします。
また、コンパクトサイズながら、
４段の給紙トレイ
（250枚トレイ1段と
550枚トレイ3段）を標準装備した大容量給紙設計で、異なるサイズ
の用紙を最大1,900枚まで収納できるほか、手差しトレイからはがき
の給紙も行えます。

コピー出力などの操作が完了した
後は、メモリ内のデータを自動消去
します。プリントアウトはI D とパス
ワードで保護され、他の人からジョブ
リストも見られることがありませんので、
お客さまも安心です。

初めての人にもやさしく使っていただける工夫も随所に。対話型操作で
かんたんです。また、角度可変型のコントロールパネルなど隅々まで考え
たユニバーサルデザイン仕様ですから、多くのお客さまにご利用いただけ
ます。もちろん、お店にもやさしい使いやすさも追求しました。
トナー交換
はカートリッジ式を採用し、手をよごすことなくスピーディに。また、もしも
の紙詰まりも、ほとんどの場合、右側の一ヵ所を開放することでスムーズに対処できます。

遠隔診断システムできめ細かなサービスを実施。
当社の遠隔診断システムは、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、マシントラブルを未然に
防ぐ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
コニカミノルタ
ます。また、毎月のカウンタチェックなども、お客様の手を煩らわ
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診断・解析
○故障自動通報
○消耗品自動管理・通報
○カウント自動検針

※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。

サービス拠点
○サービス実施
○稼働状況の

使いやすく確実な課金ができるセルフサービス・カラー

課金システムに対応したプリンタとしても使用できる

課金システムに対応した

Windows PCからの画像読み込みに対応したスキャ

コピー機として、お店で活躍します。画質がきれいで、

ため、インターネットやパソコンのドキュメントをプリ

スーパーG3FAXの送信

ン機能（TWAIN）を

写真やCDジャケットなどのコピーに適したコピーモー

ントしたい、出張先で書類をプリントしたいといった

機能をオプションで用意。

標準装備しました。

ドも用意しているので、

お客さまのニーズにも応えられます。パソコンからの

急にFAXを送る必要が

幅広いお客さま層に

プリントも、簡単な操作でご利用いただけます。

※キーカウンタが必要
です。

できたというお客さまのリクエストにも応えられます。

ご利用いただけます。

※オプションのFAXキットFK-502が必要です。
※FAXの受信は、課金されません。

料金を投入し、原稿をセットします。

コピーモードを選びます。

フルカラー、
単色カラー
（4色）、
白黒コピー、応 用コピーの
いずれかを選びます。

フ ル カラ ー コピ ー

単色カラーコピー

白 黒コピ ー

デジタル高画質でカラー原稿を忠実
に美しくコピー。通常のカラー印刷物
や資料をコピーするための「フルカラー
標準」と、スナップ写真などを美しく
拡大コピーしたい場合に便利な「フ
ルカラー写真」の2モードがあります。

白黒原稿に色をつけてコピーした
い場合に便利なモード。レッド、
ブ
ルー、
グリーン、セピアの4つのカ
ラーバリエーションから、お好みの
カラーでコピーできます。

白黒コピーをとりたい場合のモー
ド。デジタルならではの高画質機
能によって、再現性の高いコピー
が行えます。

コピー後のセキュリティにも配慮。
出力後
出力後のコピーデータはメモリ
から自動的に消去。お客さまの
情報漏洩を防ぎ、安心してお使
いいただけます。

フルカラーを選択した
場合、 お札はコピー
厳禁!! とメッセー
ジが表 示されま
す。内容をよく確
認した上で、
［確
認］キーを押して
ください。

用紙サイズ、倍率などを設定し、
スタートボタンを押します。

バ ラ エ テ ィ 豊 か な コ ピ ー 機 能
写真を用紙いっぱいに拡大コピーできます。

1枚の原稿を複数に焼き増しします。

Lサイズ、ハイビジョンサイズ（16:9）、DSCサイズ、は
がきサイズのカラープリント
（写真）を、指定した定型
サイズ用紙のフルサイズに拡大コピー。画面に白フ
チの幅を設定することも可能です。

原稿を1枚の定型サイズ用紙内に2列に並べた状態
で、可能な数だけ連続して等倍コピー。写真やCDジャ
ケットなどの焼き増しに便利です。

A4用紙に4コマ分を連写します。
原稿をA6サイズに自動変倍し、4コマ分をA4用紙に
連写コピー。はがきサイズのダイレクトメールや案内
状などが簡単に
作成できます。

はがきに直接コピーできます。
手差しトレイに官製はがきをセットすれば、直接コピー
することが可能。オ
リジナリティに富ん
だフルカラーで、年
賀状や招待状など
が作成できます。

CDジャケットを大きくコピーできます。
CDやCDシングルのジャケットなど、不定形サイズの
原稿をお好みの大きさに拡大コピーすることができ
ます。

Summer Music

Summer Music

■主な仕様
コピー機能

複数の PCからも正確に課金できます。
カラー/白黒、用紙サイズなどを設定し
ます。

操作パネルでIDとパスワードを入力すると、一致したドキュメントだけが
表示され、お客さまが出力指示したデータを確実にプリントアウトします。

用紙サイズやカラー/白黒出力の単価が設定可能。
「プリント課金システム」によって、用紙のサイズやカラー/白黒など条
件に合わせた単価の設定が可能。ご利用環境に応じた課金が行えます。
※単色カラープリントはできません。

印刷後のセキュリティにも配慮
出力後のプリントデータはメモリから自動的に消去。お客さまの情報漏
洩を防ぎ、安心してお使いいただけます。

カラー/白黒それぞれの枚数に
応じて、料金を投入します。

◎システム構成例

※等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラスの場合

利用者PC

利用者PC

利用者PC

プリントするデータを選び、出力します。

C352CS
+
セルフサービス用課金装置
KAKINくんシリーズ
+
利用者PC

形式
デスクトップ
読取り解像度
600 dpi
書き込み解像度
1,800 dpi 相当×600 dpi
階調数
256階調
HDD
40GB
メモリ容量
1GB
複写原稿
シート、
ブック、立体物（2.0kgまで）
最大原稿サイズ
A3
、不定形紙
複写サイズ 用紙サイズ
A3、A4、B4、B5、
はがき
（100×148mm）
画像欠け幅 先端：4mm以内、後端：3mm以内、手前/奥側：3mm以内
ウォームアップタイム
77秒以内（条件：23℃・定格電圧）
フルカラー時：9秒以下（A4ヨコ）、
モノクロ時：7秒以下（A4ヨコ）
ファーストコピータイム※
連続複写 フルカラー時 35枚/分
（A4ヨコ）
、35枚/分
（B5ヨコ）
、20枚/分
（B4）
、17枚/分（A3）
速度
モノクロ時
35枚/分
（A4ヨコ）
、35枚/分
（B5ヨコ）
、20枚/分
（B4）
、17枚/分（A3）
複写倍率
固定 等倍 1:1±0.5%以下
拡大 1:1.15 /1.22 /1.41 /2.00/4.00
縮小 1: 0.87/0.82/0.71
ズーム
25%〜400%（1 %単位）
縦横独立変倍 25%〜400%（1 %単位）
給紙方式
本体
4段トレイ
（250枚×1、550枚×3） ≪64g /m2 紙≫
マルチ手差し 100枚
連続複写枚数
1〜100枚
電源
AC100V・15A（50Hz/60Hz）
最大消費電力
1.5kW以下
大きさ
（幅×奥行×高さ） 849×755×1,050mm
質量
約127kg
機械占有寸法（幅×奥行） 991×755mm（手差しトレイを開いた状態）

プリント機能
形式
CPU
メモリ
用紙サイズ
連続プリント速度
解像度
ページ記述言語
対応プロトコル
対応OS

内蔵型
PPC750FX/600MHz（C352CS本体と共有）
1GB（C352CS本体と共有）
A3、A4、B4、B5、
はがき
（100×148mm）
、不定形紙
連続複写速度と同じ
（但し、同一原稿の場合）
1,800dpi相当×600dpi
PCL6、PostScript3互換
TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk
PCL：Windows 2000、Windows XP
PS：MacOSX（10.2 /10.3 /10.4）
内蔵フォント
PCL：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
PS：日本語2書体（HGゴシックB、HG明朝L） 欧文136書体
10BASE-T/100BASE-TX
インターフェース 標準
コンパチブル、Nibble、ECP対応）
、USB2.0
オプション パラレル（IEEE1284準拠、

FAX機能（オプション）
対応OS
Windows2000
Windows XP
MacOS X
（10.2 /10.3 /10.4）

原稿サイズ
受信サイズ
相互通信
走査線密度
伝送時間
通信速度
符号化方式
適用回線

A3、B4、A4
A3〜A5
ECM / G3（スーパーＧ３）
G3: 8×3.85、8×7.7line/mm
2秒台（V.34, JBIG ）
2.4kbps - 33.6kbps
MH / MR / MMR / JBIG
加入電話回線、
ファクシミリ通信網（G3）

KAKINくん
SV-1
280,000円

KAKINくん Ex
SV-2
320,000円

KAKINくん
Card PV-1
258,000円

（取付料5,000円）

（取付料5,000円）

（取付料5,000円）

110×225×905mm, 10.8kg
カラー/単色カラー/モノクロ/大小サイ
ズでの販売価格設定可能
SV-1の取付には、ベンダー接続ケー
ブルJ（8,000円）が必要です。

184×145×871mm, 12.4kg
カラー /単色カラー/モノクロ/大小サイ
ズでの販売価格設定可能
SV-2の取付には、ベンダー接続ケー
ブルJ（8,000円）が必要です。

■ 領収書発行オプション
領収書プリンタキットＡ：
130,000円（取付料2,000円）

■ 領収書発行オプション
領収書プリンタキットB：
130,000円（取付料2,000円）
■ 紙幣拡張オプション
紙幣拡張モジュールB：
130,000円（取付料2,000円）

134×68×36mm
遠隔操作カウンタスイッチ
20ｍケーブル付属
（取付料2,500円）
枚数カウントのみ

レジカウンタ2
19,800円

キーカウンタ
6,000円

本体：110×250×194mm, 4.0kg
専用台：300×300×792mm, 5.1kg
プリペイドカード方式
カラー /単色カラー/モノクロ/大小サイ
ズでの度数設定可能
PV-1の取付には、ベンダー接続ケー
ブルJ（8,000円）が必要です。
コピーカード
（100枚）10,000円

■レジカウンタ取付キット
3,000円
レジカウンタ2取付用キット

POP看板

■キーカウンタ取付キット
10,000円
レジカウンタ2および
キーカウンタ取付用キット

1,500円

■キーカウンタソケット
7,000円（取付料2,000円）
キーカウンタ取付用

枚数カウントのみ

※C352CS本体の背面に
取付けます。

■ FAXキットFK-502
140,000円（取付料10,000円）

■ 寸法図

849

本体標準価格（搬入設置料）
〈税別〉
C352CS（コピーサービス専用機）………………………1,670,000円
（50,000円）

755

（単位：mm）

1,050

※標準価格には、C352CS本体、給紙キャビネットPC-203（H）、
オリジナルカバーOC-501、
ワーキングテーブルWT-501が含まれます。
※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、The essentials of imagingはコニカミノルタホールディングス
（株）の登録商標です。
※bizhubはコニカミノルタビジネステクノロジーズ（株）の商標です。
※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、
感光体、
消耗品類、
その他関連商品は含まれていません。
※bizhub C352CS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。
※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。

■正しい設置環境と使い方
1.コピー機の管理責任者をご選任ください。
2.コピー機はセルフサービス向けの機械（bizhub C352CS）をご選定ください。

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、官製はがき、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。

セルフサービス向けの機械とは、セルフサービス対応用の防犯技術（偽造）が加えられた特別仕様機です。

3.コピー機の設置場所は、基本的に受け付けカウンタの前や周辺など、係員の見通しのきく
場所にしてください。
4.コニカミノルタ所定の取扱説明書やコピー機に貼付している内容に準じた「コピー禁止事項」
と「偽造抑止語句」が記載されたポスターをご利用者の見やすい場所に掲示してください。

地球環境に配慮して、このカタログには再生紙と大豆油インキを使用しています。

偽造抑止語句
●本機には、
どこでコピーしたものかわかる偽造追跡機能が搭載されています。
●本機には、お札検知ブザーが搭載されています。

安全にお使いいただくために

5.管理責任者は「コピー禁止事項」を係員の皆様にもよくお知らせください。ご接客指導の一つです。
6.管理責任者は、受付カウンタの係員が在席しない時間帯及び設置場所の休（館）日には、
コピー機を使用できない状態にしてください。
7.コピー機貼付の「コピー禁止事項」ラベルが汚れたり、破損したりした場合は、至急サービス実
施店へ交換するようにお申し付けください。
8.設置場所が小売店舗内や、人の出入りが激しく係員がコピーの使用状況を常時確認できない場
合は、
コニカミノルタビジネスソリューションズが推奨する防犯カメラシステムを導入してください。

注意

●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。

お問い合わせは、当社へ。

※セルフ方式がキーカウンタやレジカウンタ2（遠隔スイッチ）で、防犯カメラシステムの導入が困難な場合は、
コピー機使用申込簿の作成とお客様の記名が必要です。
※セルフ方式がコインベンダー、プリペイドカードの場合は、受付カウンタ及びコピー機周辺を撮影・録画
できる防犯システムを導入してください。

「セルフサービス営業のご確認書」の提出について
コニカミノルタビジネスソリューションズでは、防犯の主旨から、
コピーサービスの営業にあたって
はご確認書を戴いております。防犯推進にご協力ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ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。国内グループ販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

〈お問い合わせはフリーダイヤルでお気軽にどうぞ〉

〈国内総販売元〉

商品に関するお問い合わせについては

〒103-0023
〈製造元〉

東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号

受付時間は土、日、
祝日を除く9:00〜12:00、
13:00〜17:00で
当社に関するご要望、
ご意見、
ご相談、
その他のお問い合わせについては
お受けします。

（お客様相談室）

■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。ご了承下さい。
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

本紙記載内容は2007年3月のものです。9251-0185-00
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