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赤黒ツインカラー出力※

※1422Wはオプション
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※表紙、およびこのページの製品写真は、オプションを装着したものです。

1422W シリーズ　モデル一覧
 1422W 1422W SP 1422W SPF
コピー ● ● ●
プリンター ○ ● ●
カラースキャナー ○ ● ●
ファクス - - ●
赤黒ツインカラー
コピー/プリンター 

○ ● ●

自動原稿送り装置 - ● ●
原稿カバー ● - -

インナー1ビントレイ ○ ○ ●
●＝標準　○＝オプション　－＝非対応

A2サイズでスキャンもコピーもプリントも。
直感的に操作できる大型10.1インチタッチパネル搭載で、
さらに便利に進化した1422Wシリーズ。

フリックやドラッグなど、スマートフォンのような直感的な操作が可能な大型10.1

インチ操作パネルを新搭載。
A2サイズのフルカラースキャナーを搭載し、ポイントが一目でわかる赤黒ツイン
カラー出力と相まって、快適で効率的なドキュメント環境を提供します。



直観的に操作できる新型タッチパネル

10.1インチの大型フルカラータッチパネルを搭載

し、タブレット端末やスマートフォンでなじみのあ

る、フリックやドラッグ、ピンチイン/ピンチアウトと

いった指先での直感的な操作が可能です。

赤黒ツインカラー出力対応※

CAD図面等のプロッター出力時のみでなく、Excel、

Word、PDFといったオフィスドキュメントも赤黒ツ

インカラーで出力できます。ポイントをおさえた高品

質なドキュメントの作成が可能です。
※1422W SP/ 1422W SPFは、標準で使用できます。
　1422Wは、オプションのA2コントローラーTG5および赤現像ユニット TG4が必要です。

A2サイズフルカラースキャナー搭載※

A2サイズ対応のフルカラースキャナーを搭載し、一

般文書はもちろん、地図や写真、加筆修正した図面、

押印文書などをカラーのまま保存、配布でき、情報

資産をペーパーレスで活用できます。
※1422W SP/ 1422W SPFは、標準で使用できます。
　1422Wは、オプションのA2コントローラーTG5が必要です。



視認性に優れたフルカラータッチパネルを搭載

10.1インチフルカラータッチパネルを搭載。タブレット端末やスマートフォンのよう
に、フリック、ピンチイン/アウト、ドラッグといった直感的な操作がおこなえます。
ファクスの宛先など、数字の入力が多い場合には、外付けハードテンキー※も利用
可能です。

※ テンキーデバイス TG5およびテンキーデバイス取付けユニット TG5が必要です。

幅広い用紙をスムーズに補給

標準で6WAY、最大1,900枚の大量
給紙ができます。用紙サイズははが
き※からA2まで収納可能です。給紙
トレイは順手でも逆手でも握りやす
い、フリーグリップタイプ。わずかな
力で開くことができ、用紙補給の負
担を低減します。
※ 手差しトレイのみ対応。

手差し50枚
（A2以下）

550枚
（A3以下）

250枚
（A2以下）

機能利用制限と利用量制限

登録されたユーザーごとに、コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、ドキュメン
トボックスの各機能の利用を制限することができます。また、各利用者ごとにコ
ピー、プリントの上限度数を制限でき、ランニングコストの抑制にも貢献します。

機密印刷

機密印刷機能を使用すると、あらかじめ設定したパスワードを操作パネル上で入
力するまで印刷を保留するため、出力した文書の持ち出しや取り違いを抑止し、情
報を守ります。

強制セキュリティー印字

ユーザー認証を設定すると、コピー、ファクス、プリンター、ドキュメントボックスか
らの印刷時に、印刷日時や出力者情報などを強制的に印字することができ、情報
漏えいを抑止します。
※ ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。

安心の暗号化システム

データの暗号化にはAES256bit/SHA-2を、スキャン to E-MailやＩＰＰ印刷、
Web Image Monitorによる通信にはFIPS 140-2対応のSSL通信を行い、情報
の盗み見を防ぎます。またS/MIME機能でメッセージの暗号化と電子署名の添付
ができ、メール送信経路での改ざんやなりすましを防ぎます。

HDD残存データ消去/HDD暗号化機能 

コピー、スキャナーによる原稿読み取りや、パソコン出力時のHDD残存データな
どを上書き消去（逐次消去/一括消去）することができます。また、アドレス帳や蓄
積文書、認証データなどは暗号化してからHDDに保存するため、HDD抜き取り
による情報漏えいも防止します。

柔軟な個人認証システム

8桁までの数字を使うユーザーコー
ド認証に加え、ユーザーIDとパス
ワードを使用した認証システムも使
用できます。また、ネットワーク接続
されたWindowsのドメインコント
ローラーやLDAPサーバーと連携し
て、既存の認証システムを利用する
ことも可能です。

角度調整可能な操作パネル

より多くの人に快適にお使いいただけるように、操
作パネルにチルト機構を搭載。20°から90°まで調
整できます。 20°

90°

不正コピー抑止地紋印刷機能

特殊な地紋を埋め込んで印刷する不正コピーガー
ド機能を標準装備。出力物をコピーすると埋め込ま
れた任意文字や日時などの牽制文字が浮かび上が
り、情報漏洩を防ぎます。
※ 牽制文字はRPCS/PS3ドライバーで設定することが
できます。

やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクス

よく使用される機能を操作パネル上部に大きなアイコンで配置した、わかりやす
いインターフェイスの「やさしくコピー」「やさしくスキャナー※1」「やさしくファクス
※2」を新搭載。初めてお使いの方でも、直感的な操作で使用することができます。

※1 1422Wは、オプションのA2コントローラーTG5が必要です。
※2 1422W SPFのみ使用可能。

やさしくコピー やさしくスキャナー やさしくファクス

フリック

ピンチイン/ピンチアウト ロングタッチ

ドラッグ

テンキーデバイス TG5

不正コピー抑止イメージ

Usability

ユーザーフレンドリーな操作性で多くの人に使いやすくユーザーフレンドリーな操作性で多くの人に使いやすくユーザーフレンドリーな操作性で多くの人に使いやすく

Security

オフィスの情報資産を守る、確かなセキュリティーオフィスの情報資産を守る、確かなセキュリティーオフィスの情報資産を守る、確かなセキュリティー
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A2サイズに8ページを集約して印刷 中央に切り込みを入れて折る

しおり折り印刷

A5サイズの
冊子が完成

■使いやすいRPCSドライバー
用紙サイズや給紙方法など、あらか
じめ設定してすぐ呼び出せる「かんた
ん設定」と、多彩な機能を細かく設定
できる「項目別設定」をタブの切り替
えで素早く行うことができます。
■CAD出力に特化した
　RP-GL/2ドライバー※

ペンごとの幅や濃度、ハードクリップ
範囲の設定など、CAD出力特有の機
能をサポートするドライバーです。
※ Windowsのみ対応。

■AutoCADに最適化した
　HDIドライバー
CADソフトウェア「AutoCAD20XX

シリーズ※」用のドライバーです。ラス
ター/ベクター混在データでも高速
で快適な出力が可能です。
※  「AutoCAD」および「AutoCAD20XXシリーズ」はオートデスク社の製品です。
■RTIFFダイレクト出力
TIFFイメージおよびCALSラスターファイルのダイレクト出力が可能です。
■Adobe PostScript3※

PDFファイルの高速出力や、Macからの出力をサポートします。
※ オプションのPS3カード  TG5が必要です。
※ 1422WではA2コントローラー TG5が必要です。

多様なプリンター・プロッター言語に対応

従来のCAD図面に加え、Excel、Word、PDFなどのオフィスドキュメントでも、よ
り訴求力の高い赤黒ツインカラー出力※2が可能です。
また、定型およびユーザー設定のスタンプや、CAD出力時に指定したペン設定や
イメージデータを赤色出力することができます。
※1 1422Wでは赤現像ユニット TG4が必要です。RPCS、RPGL/2出力時のみ対応。
※2 定型スタンプは1度に1種類のみ印字可能です。

赤黒ツインカラー出力※1

複数枚の原稿を1枚の用紙に印刷する「集約印刷」※1や、小冊子が作成できるよう
にページを配置する「製本印刷」ができます。また、A2用紙の片面に8ページ印刷
して、ステープルや糊を使用せずに小冊子が作成可能な「しおり折り印刷」に対応
しました。オプションのフィニッシャー TG5※2を使用すると、65枚※3まで可能な、4
種類のステープルとじと、20枚の中とじ、5枚の重ね二つ折り、2穴パンチ穴加工と
いった、さらに多彩な仕上げ製本を快適に行えます。フィニッシャーには最大で
2,000枚までスタック可能です。
※1 RPCSドライバーのみ対応。
※2 フィニッシャー TG5の取り付けには中継ユニット TG5が必要です。
※3 用紙の種類によりステープル可能枚数は異なります。
※ A2、B3サイズの用紙には対応していません。詳しくはオプション仕様をご確認ください。

多彩な仕上げ製本に対応

操作パネル側面にあるスロットにUSBメモ
リー※やSDカード※を挿して、直接出力する
ことが可能です。
※ すべてのメディアの動作を保証するものでは
ありません。

※ 32GB以下のSDカードに対応。
※  出力可能なファイル形式はJPEG/TIFF/PDFとなります。また、ファイルのバージョン
やフォーマットによっては出力できない場合があります。

メディアプリント

パソコンから本体のハードディスクへ文書を蓄積できます。蓄積した文書は操作
パネル上で印刷設定の変更が可能です。保存印刷機能では、製本印刷や両面印
刷など、後処理を含めた印刷ジョブを保存でき、手軽に同じ仕上がりの印刷物が
作成できます。 

保存印刷

クイックレスポンスで高い生産性をサポート

A2機でありながら、電源投入からのウォームアップは60秒※1。ファーストコピーは
5.3秒※2、連続コピーは40枚/分※3でプリントワークを素早く快適にこなせます。
※1 室温23℃での弊社計測値です。使用環境により異なる場合があります。また、赤現
像ユニット TG4使用時は90秒です。

※2 A4ヨコ、片面、等倍、原稿ガラス、第1給紙トレイ使用時。
※3 A4ヨコ、片面時。

Mac OS に標準対応

「PostScript® 3TMエミュレーション」を搭載。Mac OSからの出力に標準対応し
ています。
※ オプションのPS3カード  TG５使用時と搭載フォントが異なります。

Network Printer & Plotter

製図プロッターとしても、
ネットワークプリンターとしても、オフィスで活躍
製図プロッターとしても、
ネットワークプリンターとしても、オフィスで活躍
製図プロッターとしても、
ネットワークプリンターとしても、オフィスで活躍



スキャン to
ハードディスク

HDD

SD

E-Mail

E-Mail

http://****

スキャン to
E-Mail

スキャン to
URL

スキャン to
フォルダー

スキャン to
メディア

B
原稿

600dpiの高画質フルカラースキャ
ナーを搭載。A2サイズまでスキャン可
能。一般文書はもちろん、地図や写真、
パース図や加筆した図面などもカ
ラーで原寸のまま保存することができ
ます。また、見開き原稿を1ページごと
に分割したり、指定ページ数でファイ
ルを分割したりといった、便利な機能
も搭載しています。
■スキャナー変倍機能
サイズの異なる文書が混在する原稿でも、同一サイズに揃えてスキャンすること
ができます。
■見開き原稿スキャン
原稿を見開きでスキャンして、左右1ページずつに分割して保存することが可能です。
※ 原稿ガラスでの読取時のみ利用可能です。
■ファイル分割機能
あらかじめ指定した枚数ごとに、スキャンしたページを分割してファイルに保存す
ることができます。
※ 1422W SP/ 1422W SPFは、標準で使用できます。
　1422Wは、オプションのA2コントローラーTG5が必要です。

離れた場所にある本機の状態を確認したり、ネットワークに関する設定を変更で
きます。ファイル形式の異なる複数のデータを一括出力できるWeb Printing 

Tool機能※を搭載。専用のアプリケーションをインストールすることなしに、Web

ブラウザーを介しパソコンに保存されたデータを一括出力できます。
※ 推奨Webブラウザー
Windows環境：Internet Explorer 8.0以降
※ ご使用のパソコンにJava 7以降がインストールされている必要があります。

Web Image Monitor

スキャンした画像を本体に蓄積するだけでなくUSBメモリーやSDカードに直接
保存したり、添付ファイルとしてメールを送信することもできます。
■スキャン to フォルダー
スキャンした画像を共有フォルダー（SMB）や、FTPサーバーに直接保存できます。
■スキャン to ハードディスク（ドキュメントボックス蓄積）
内蔵HDDのドキュメントボックスに、最大3,000文書（1文書あたり1,000ページ
まで※）蓄積できます。
※ ドキュメントボックスに蓄積できる最大ページ数は合計で3,000ページです。
■スキャン to メディア
スキャンした文書をパソコンを使用せず
に、直接USBメモリー※やSDカード※に
保存することが可能です。
※ すべてのメディアの動作を保証するもの
ではありません。
※ 32GB以下のSDカードに対応。
■スキャン to E-Mail
操作パネルから「件名」「送信者」「メール本文」「ファイル名」を指定してEメール
が送信できます。
■スキャン to URL
スキャンした文書をハードディスクに蓄積し、Web Image Monitorからダウン
ロード可能なURLをEメールで送信できます。

A2サイズ対応のフルカラースキャナー 多彩なスキャン機能で業務フローに柔軟に対応

様 な々ファイル形式で保存できるので、スキャンした文書をスムーズに運用できます。
■高圧縮PDF
従来より高圧縮、高品質な画像圧縮が可能なJPEG 2000方式に対応し、ファイル
サイズがよりコンパクトな高圧縮PDFを生成します。
■PDF/A
電子文書長期保存のための国際標準（ISO 19005）準拠であるPDF/Aに対応。
■パスワード付暗号化PDF
機密文書などに適した、暗号化PDFやパスワードの設定ができます。
※ 暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。
■デジタル署名付PDF
デジタル署名を付与してPDFをスキャンでき、偽造や改ざんから文書を守ります。
■汎用画像フォーマット
白黒2値：シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF

フルカラー/グレースケール：JPEG、シングルページTIFF、シングル/マルチページ
PDF

多様なファイルフォーマットに対応

ドキュメントボックス内にフォル
ダーを作成して、個人や部署、案件
の種別などによって整理し蓄積する
ことができます。
またWeb Image Monitorへアク
セスして、蓄積した文書の検索やダ
ウンロードすることも可能です。
※ フォルダーは200件まで作成できます。また、サブフォルダーを作成することはできま
せん。

ドキュメントボックス

スキャンした原稿の文字情報をOCR（光学式文字認識）で読み取り※、透明テキス
トとしてPDFファイルに埋め込んで、原稿に含まれる文字情報の検索や二次利用
することが可能です。
※ OCR変換モジュール TG5に加え、1422WではA2コントローラー TG5が必要です。
※ 本機能で使用できるファイル形式は［PDF］または、PDFファイル設定の［高圧縮

PDF］、［PDF/A］です。
※ 横向きや斜め向きの文字は認識されません。また解像度［100dpi］では使用できません。

テキスト検索ができるPDFファイルを作成可能

文字入り原稿 OCR設定をしてPDFに変換
作成されたPDFにテキスト
データが埋め込まれます。

Full Color Scanner

A2サイズ対応のフルカラースキャナーが
オフィスのペーパーレス化を促進
A2サイズ対応のフルカラースキャナーが
オフィスのペーパーレス化を促進
A2サイズ対応のフルカラースキャナーが
オフィスのペーパーレス化を促進



A2サイズまでの原稿を等倍のまま送受信が可能です。縮小コピーの手間や、細線
や文字が読み取りにくくなることもなく、業務の効率化に貢献します。
※ 14XXWシリーズ同士の場合。

A2サイズの等倍送信

ファクスで送信する際に、送信文書をパソコンのフォルダーに保存することができ
ます。送信結果や日付、ユーザー名等の情報をファイル名に付加でき、送達の記
録としても役立ちます。

送信文書バックアップ

プリンターから印刷するように、パソコンから直接ファクスを送信することができ
ます。プリントをしてから送信する必要がないので、画質の劣化を最小限に留め、
ペーパーレス化にも貢献します。本体と同様のセキュリティー機能を設定するこ
ともできます。

ペーパーレスファクス

アドレス帳には最大2,000件、宛先
を登録することができます。さらにグ
ループを設定することができ、1グ
ループには最大500件※1、メモリー
送信では最大2,000件※1の宛先を
設定することが可能で、大量送信す
る場合にも効率的に作業できます。
また、「やさしくファクス」※2では読み
がなでソートすることもでき、より便利に使いこなすことができます。
※1 グループ登録は最大で100グループです。同報送信できる宛先は最大500件です。
※2 一部の機能は対応していません。

見やすい宛先表

ファクス送信の前に、読み取った原
稿を操作パネル上でプレビューする
ことができます。
原稿の向きや欠けがないかを確認
してから送信できるので、ミスによる
再送信の手間を軽減します。

送信前プレビュー

番号の押し間違いによる誤送信や同報送信の制限など安心のセキュリティー機
能を搭載しています。
■宛先の繰り返し入力※1

テンキーからファクス番号を直接入力する場合、誤送信を防
ぐために複数回入力するように設定できます。
■送信設定確認機能※2

宛先の番号や件数などを、送信前に画面上で確認できます。
■同報送信禁止機能※1

複数宛先への同報送信や、グループ宛先への送信を禁止することができます。
■宛先利用制限機能
登録済みの宛先にのみ送信できるように、直接入力を制限することができます。
※1 カスタマーエンジニアによる設定となります。
※2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示させることも可能です。

ファクスセキュリティー

リモート電源オフ

Web Image Monitorの管理ツールを使用して、本体を直接操作することなく主
電源を切ることができます。

エコマーク商品
省エネ・3R設計
エコマーク認定番号

17 155 059

さまざまな環境基準に適合

・環境影響化学物質の削減（RoHS指令に適合）
・「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合※

・グリーン購入法適合商品
・「エコマーク」の複写機基準に適合
※ 1422W SP/1422W SPFのみ。1422Wは基準対象外です。

取得している環境ラベルの一例

バイオマスプラスチック採用

ウエス用ポケット部分に、とうもろこしなどのバイオマス資源を原料とした植物由
来プラスチックを採用。限りある資源を有効利用し、企業の環境保全活動を推進
します。

eco指数を見える化して、環境負荷低減を促進

インフォメーション画面には、本体
の総印刷枚数や利用者ごとの印刷
枚数、両面印刷率、集約利用率、用
紙削減率や、管理者からの任意の
メッセージを表示することができま
す。

FAX

A2サイズを等倍のまま送受信が可能A2サイズを等倍のまま送受信が可能A2サイズを等倍のまま送受信が可能

Ecology

人と社会に優しい環境性能人と社会に優しい環境性能人と社会に優しい環境性能

※ ファクス機能は1422W SPFに標準装備。



1422W/1422W SP/1422W SPFの主な仕様

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。
http://konicaminolta.jp/pr/msds/

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマークは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Server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。※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、Mac OS XおよびAppleTalkは、Apple 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。※W-NET FAX Direct SMTP及びFASEC 1は一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会の登録商標です。※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。※本誌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。※本誌掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。※本誌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。※1422W/1422W SP/1422W SPF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。※ 万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします）

本紙の記載内容は2020年6月現在のものです。  9251-1089-11 2006KSC

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。

※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。ご注意

お問い合わせは、当社へ。

このカタログには植物油インキを使用しています。

国内総販売元

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

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。

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。

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://konicaminolta.jp

●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。

安全にお使いいただくために

基本機能／コピー機能
1422W
コンソール
2GB

320GB

赤黒2色※1

シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ：A2（420×594mm）、17×22"（431.8×558.8mm）
定形：A2～はがき（100×148mm）、17×22"～5 1/2×8 1/2"

不定形：幅100～432mm、長さ128～594mm

先端：3±2mm（赤画像：5±2mm）、後端：2±2mm、奥・手前：2±2mm

本体給紙トレイ：52～105g/㎡（45～90kg） 手差し：52～157g/㎡（45～135kg）
両面時：64～105g/㎡（55～90kg）
読み取り：600dpi×600dpi 書き込み：600dpi×600dpi

256階調
60秒、但し赤現像ユニット装着時は90秒（室温23℃の場合）
5.3秒
A2タテ：14枚 、A3ヨコ：26枚 、A4ヨコ：40枚
B3タテ：18枚 、B4ヨコ：28枚 、B5ヨコ：41枚
1：1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差：等倍±0.5％以下
25～400％（0.1％単位の任意選択）
550枚×2段＋250枚×3段+50枚（手差し）
-

999枚
AC100V、15A、50/60Hz共通
1.5kW以下
780×854×1,098mm※6

1,273×864mm

196kg以下

製品名
形式
メモリー容量
HDD容量
カラー対応
複写原稿
複写サイズ

 画像欠け幅
用紙紙厚

解像度
階調
ウォームアップタイム※2

ファーストコピータイム※3

連続複写速度（毎分）※4

複写倍率 固定
 ズーム
給紙方式/ 標準
給紙量（67g/㎡） オプション
連続複写枚数 

電源
最大消費電力 

大きさ（幅x奥x高）※5

機械占有寸法（幅x奥）※8

質量

1422W SP

799×854×1,242mm※7

218kg以下

1422W SPF

221kg以下
※1 1422Wで赤黒2色出力を行う場合は、オプションの赤現像ユニット TG4が必要です。※2 ご使用環境やご使用状況により、数値が
異なる場合があります。 ※3 A4ヨコ、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラス、胴内排紙の場合。 ※4 A2タテ、A3ヨコは第3～5給紙使用
時。※5 操作部が床に対して垂直の場合。 ※6 高さは原稿カバーまで。 ※7 自動原稿送り装置含む。 ※8 手差しトレイ開放、手差し延長
トレイ開放時、操作部を床に垂直な状態から62度回転させた場合。

プリンター機能※1422WはオプションのA2コントローラー TG5が必要です。
内蔵型
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
連続複写速度と同速
600dpi×600dpi

RPCS、PostScri pt® 3™エミュレーション、PDF Direct エミュレーション
Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe®

TCP/IP※1（FTP、IPP、SMB）
Windows® 7/8.1/10 、Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

Mac OS X（10.10/10.11）、macOS Sierra（10.12）、macOS High Sierra (10.13)、
macOS Mojave (10.14)

イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） 
メディアプリント：USB2.0※2、SDカードスロット※2

RP-GL/2、RP-GL、RTIFF

明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige 

Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier New 4書体、Arial 4書体、Times New Roman4

書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク
欧文136書体、日本語平成2書体（平成明朝体TMW3、平成角ゴシック体TMW5）、
JIS2004対応フォント日本語2書体（HG明朝L、HGゴシックB）
25％～400％（RPCS時）

形式
メモリー容量
プリントサイズ
連続プリント速度（毎分）
解像度
ページ記述言語 標準
 オプション
対応プロトコル
対応OS

インターフェース

エミュレーション
内蔵フォント 標準

 オプション

変倍率
※1 IPv4/IPv6対応。IPv6はネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
※2 USB、SDカードインターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。 

カラースキャナー
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
モノクロ：40ページ/分 カラー：40ページ/分
モノクロ：2階調 グレースケール：256階調 フルカラー：RGB各256階調
イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、
スキャンtoメディア：USB2.0（Aタイプ）※2、SDカードスロット※2

読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi

対応プロトコル：SMTP

出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A

読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi

対応プロトコル：SMB、FTP

出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A

読み取り解像度：100～1,200dpiの範囲で指定可能※3

対応プロトコル：TCP/IP（IPv4/IPv6）
対応OS：Windows® 7/8.1/10 、Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016

形式
メモリー容量
最大原稿読み取りサイズ
読み取り速度※1 

階調
インターフェース

メール送信

ファイル送信

ネットワークTWAINスキャナー

※1 A4ヨコ、200dpi時。 ※2 USB、SDカードは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。
※3 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。

スキャナー機能 ※1422WはオプションのA2コントローラー TG5が必要です。

平面走査（シート原稿、ブック原稿両面用）
4MB（オプション装着時：最大60MB）※1

アナログ：加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX）、Fネット（G3サービス）
デジタル※2：INSネット64、Fネット（G4サービス）、デジタル交換内線（基本インターフェース）
8×3.85本/mm（ふつう字）、8×7.7本/mm（小さな字）、8×15.4本/mm※1、16×15.4本/mm（微細字）※1

33.6K / 31.2K / 28.8K / 26.4K / 24.0K / 21.6K / 19.2K / 16.8K / 14.4K / 12.0K / 9,600 / 7,200 

/ 4,800 / 2,400bps（自動シフトダウン方式）
MH、MR、MMR、JBIG※2　

G3

定形サイズ：最大A2 または17×22"

不定形サイズ：最大 幅432mm、長さ594mm

A2、A3、A4、A5、B3、B4、B5、レター、リーガル、ダブルレター
約3秒（JBIG通信時:2秒台）

走査方式
メモリー容量
適用回線

走査線密度
通信速度

符号化方式
通信モード
読み取り原稿サイズ

記録紙サイズ
電送時間※3

※1 FAXメモリー TG5が必要です。 ※2 通信条件により利用できない場合があります。 ※3 A4、700文字程度の原稿を標準画質
（8×3.85本/mm）で送った時の速さです。ただし、画像情報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間
は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。
※ 1422W SPFで利用可能。

FAX機能

適用回線
伝送制御手順

通信モード
送信原稿サイズ

走査線密度 フルモード時
 シンプルモード時
メール送信機能

メール受信機能

イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
送信：SMTP手順、TCP/IP（IPv4/IPv6※1）通信
受信：POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP（IPv4/IPv6※1）通信
シンプルモード、フルモード
フルモード時：A3、B4、A4

シンプルモード時：A4（A3/B4はA4に縮小して送信）
200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、200×400dpi※2、400×400dpi（微細字）※2

200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）
メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。
すべてメモリー送信。
TIFF-F（MH、MR※3、MMR圧縮※3）の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。
ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出
力。すべてメモリー受信。

※1 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。 ※2 FAXメモリー TG5が必要です。 
※3 フルモード時。
※ 1422W SPFで利用可能。

W-NET FAX機能

イーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
SIP、JT-H.323V2

TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP/IP通信
定形サイズ：最大A2または17×22"

不定形サイズ：最大 幅432mm、長さ594mm

8×3.85本/mm・200×100dpi（ふつう字）、8×7.7本/mm・200×200dpi（小さな字）、
8×15.4本/mm・200×400dpi※、16×15.4本/mm・400×400dpi（微細字）※
IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。
VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。
JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。
VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。

インターフェース
対応プロトコル
伝送制御手順
送信原稿サイズ

走査線密度

IP-ファクス送信機能

IP-ファクス受信機能

※ FAXメモリー TG5が必要です。
※ 1422W SPFで利用可能。

IP FAX機能

本体標準価格（標準搬入設置料）〈税別〉
1422W－ 1,990,000円（38,000円）
1422W SP－ 2,540,000円（50,000円）
1422W SPF－ 2,750,000円（59,000円）
※上記搬入設置料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。
※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。



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。

■オプションシステム & 価格表

■寸法図（単位：mm）
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■1422W ■1422W SPF+フィニッシャー TG5+中継ユニット TG5　装着時■1422W SP+ サイドトレイ TG4　装着時

※操作パネルが床に垂直な状態から62 度回転させた場合。

1422W：原稿カバーが標準装備
1422W SP/1422W SPF：自動原稿送り装置が標準装備

■オプションシステム & 価格表

中継ユニット TG5

・・・・・・45,000円

拡張データ変換ボード TG5

・・・・・・50,000円

PS3カード TG5

・・・・・・145,000円

OCR変換モジュール TG5

・・・・・・50,000円

※　　　　は、内部に取り付けるオプションです。

選択

フィニッシャー TG5

・・・・・・500,000円

インナー1ビントレイ TG5

・・・・・・50,000円
（1422W SPFに標準装備）

原稿置き台 TG4

・・・・・・15,000円

サイドトレイ TG4

・・・・・・10,000円

赤現像ユニット TG4

・・・・・・80,000円

（1422W SP/SPFに標準装備）

ステープル針 MS-177（中とじ用）
・・・・・・4,400円

ステープル針 MS-601（平とじ用）
・・・・・・4,800円

テンキーデバイス TG5

・・・・・・15,000円

（1422W SP/SPFに標準装備）

A2コントローラー TG5

・・・・・・260,000円

ハンドセット TG3

・・・・・・10,000円

テンキーデバイス取付けユニット TG5

・・・・・・5,000円

FAX機能オプション（1422W SPFに装着可能）

FAXメモリー TG5

・・・・・・80,000円



1422W/1422W SP/1422W SPFをご購入の際には、保守サービスシステムとして、チャージ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頂きます。
■チャージシステム
機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

1ヶ月のカウント数が、基本料金に満たない場合でも、基本料金（月額）をお支払いただきます。
※チャージシステム料金には、感光体および現像材の貸与料、消耗品類（保守サービスにおける消耗
交換部品、但し黒/赤トナーと用紙代を除く）の供給が含まれています。

※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います（但し通過低減方式により、各層の
料金帯を必ず通過し、計算いたします）

※A2サイズは2カウント、その他のサイズは1カウント進みます。両面出力は片面ごと、サイズに応じ
てカウントいたします。2色モードも同様です。
※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内
を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態に
より保守サービスの提供が困難と当社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外
となります。また、その場合システム料金を改定させていただくことがございます。また、機器の部
品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただき次回の契約更
新が最終の更新となります。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

※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。

■スポットシステム
機械の修理と感光体、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、有償でお引き受けするシステムです。
感光体、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、販売担当者にお問合せください。

■保守サービス

チャージシステム料金（月額）
基本料金 2,000円 /月（200カウント含む）

コピー /プリント単価 コピー・プリント数 /月 単価
  201~500カウント 8.0円
  501~1,000カウント 7.5円
  1,001カウント以上 7.0円

消耗品価格（別売）
黒トナー  8,160円 A4・6%原稿 12,000枚相当分
赤トナー  3,700円 A4・6%原稿 1,100枚相当分

9251-1089-11　2006KSC本紙の記載内容は2020年6月現在のものです。

■本体標準価格  ・・・・・・・・・・・・・・・・
　　・・・・・・・・・・・・・・
　　　 ・・・・・・・・・・・・・

1422W
1422W SP
1422W SPF

1,990,000円（標準搬入設置料金 38,000円）＜税別＞
2,540,000円（標準搬入設置料金 50,000円）＜税別＞
2,750,000 円（標準搬入設置料金 59,000円）＜税別＞

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1

 消耗品名 標準価格 備　　　考
ステープル針 MS-601（平とじ用 ） 4,800円  5,000針×3　
ステープル針 MS-177（中とじ用 ） 4,400円  2,000針×4　

■消耗品（フィニッシャー TG5用）

 オプション名称 標準価格  取付料金  1422W 1422W SP 1422W SPF  備　　　考
フィニッシャー　TG5 500,000円 9,000円 ○ ○ ○ 2,000枚中とじ対応フィニッシャー。パンチや二つ折りも可能です。装着には中継ユニット TG5が必要です。
中継ユニット TG5   45,000円 

フィニッシャー
TG5 に含む   ○ ○ ○ フィニッシャーと本体トレイへの排紙を仕分けします。フィニッシャー TG5装着時に必要です。

インナー1ビントレイ TG5  50,000円 9,000円 ○ ○ ● 本体内に1ビンを増設し、機能別排紙が可能 。※ 1422W SPFは標準搭載。
原稿置き台　TG4  15,000円 2,300円 ○ ○ ○ 原稿などを置く台。
サイドトレイ　TG4  10,000円 2,300円 ○ ○ ○ 外付けの排紙トレイ。フィニッシャーTG5との同時装着はできません。
テンキーデバイス TG5 15,000円 2,000円 ○ ○ ○ 外付けタイプのハードテンキー。装着には、テンキーデバイス取付けユニット TG5が必要です。
テンキーデバイス取付けユニット TG5 5,000円 

テンキーデバイス 
　TG5に含む　 ○ ○ ○ 置き台として、テンキーデバイス TG5の装着時に必要です。

ハンドセット TG3  10,000円 2,300円 － － ○ 1422W SPF用。
赤現像ユニット　TG4 80,000円 4,500円 ○ ● ● 赤黒ツインカラーコピー/プリンター機能拡張 ※ 1422W SP、1422W SPFは標準搭載。
A2コントローラー TG5 260,000円 22,500円 ○ ● ● プリンター/プロッター/スキャナー機能拡張 ※1422W SP、1422W SPFは標準搭載。
PS3カード TG5 ※  145,000円 4,500円 ○ ○ ○ Adobe社のPostScript3、PDFダイレクト出力が可能です。
OCR変換モジュール TG5※ 50,000円 2,500円 ○ ○ ○ スキャナー機能で透明テキスト付PDFの生成が可能です。
拡張データ変換ボード　TG5※ 50,000円 2,300円 ○ ○ ○ ドキュメントボックスに蓄積したコピーやプリントデータをパソコンにダウンロードする際に必要です。
FAXメモリー TG5  80,000円 4,500円 － － ○ ファクスのメモリーを60MBに拡張（A4標準原稿 約4,800枚蓄積）。「微細字」での送受信が可能です
※1422Wに装着する場合、A2コントローラーTG5が必要です。

■オプション ●＝標準　○＝オプション　－＝非対応

■オプション・消耗品
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。

■オプション仕様
●フィニッシャー TG5
上トレイ 収納可能サイズ A3～A5ヨコ、B4 ～B5、 11×17"～5½×8½"
  用紙紙厚52～157g/㎡（45～135kg）
 トレイ容量※ 250枚（A4、8½×11"以下）　
  50枚（B4、8½×14"以上）
シフトトレイ 収納可能サイズ 収納可能サイズA3～A5ヨコ、B4～B5、 11×17"～5½×8½"
  用紙紙厚52～157g/㎡（45～135kg）
 トレイ容量 2,000 枚（A4ヨコ、8½×11"ヨコ）
  1,000 枚（A3、A4タテ、B4、B5、11×17" ～8½×11"タテ）
  500 枚（A5ヨコ）
  100 枚（5½×8½"）
ステープル 可能サイズ A3、A4、B4、B5、11×17" ～8½×11"
  用紙紙厚52～105g/㎡（45～90kg）
 可能枚数※ 65枚、サイズ混載時65枚
 位置 手前、奥1カ所とじ、奥1カ所斜めとじ、２カ所とじ
中とじトレイ 可能サイズ A3、A4タテ、B4、B5タテ、11×17"～8½×11"タテ
  用紙紙厚64～105g/㎡（55～90kg）
 可能枚数※ 20枚
 重ね二つ折り可能枚数※ 5枚
 収納可能枚数※ 2～5枚/30部、6～10枚/15部、11～15枚/10部、16～20枚/6部
パンチ 可能サイズ A3～A5ヨコ、B4、B5、11×17" ～ 5½×8½" タテ
  用紙紙厚52～105g/㎡（45～90kg）
 位置 2穴
最大消費電力 67W以下（電源は本体から供給） 
大きさ（幅×奥×高） 657×730×980mm（幅寸法は、トレイ含む） 
質量  約61kg

●インナー 1ビントレイ TG5
収納可能サイズ A2～ A6タテ、B3～ B6、17×22"～5½×8½"、不定形サイズ
用紙紙厚 64～105g/㎡（55～90kg）
トレイ容量※ 100枚（A3以下）、50枚（A3を超えるサイズ）
大きさ（幅×奥×高） トレイ部：595×545×80mm
 排紙部：180×535×190mm
質量 トレイ部：約1.7kg
 排紙部：約1.5kg

●サイドトレイ TG4
トレイ容量 20枚（A2、B3、17x22"）
 100枚（A3、11x17”）
 250枚（B4以下）
大きさ（幅×奥×高） 435×430×40mm
質量 約1kg

※ 用紙紙厚 67g/㎡の場合。
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