デジタル孔版印刷機

ストレスのないプリントワークを目指して
使いやすさにこだわったデジタル孔版印刷機

■600×600dpi/A3モデル

■400×400dpi/A3モデル

■300×600dpi/A3モデル

■300×600dpi/B4モデル

快適な操作性と格段のスピードが
さらに効率的なプリントワークを実現します
多 様な環 境で多くの人に快 適にお使いいただくために、
視 認性に優れた操 作パネルを装 備 。
最高毎分150枚の高速プリントと大容量1,500枚給排紙システムが
プリント時間を大幅に短縮。
使いやすさにこだわったデジタル孔 版印 刷 機 C Dシリーズは、
優れたユーザビリティと高 速 性 能で、 時 間 や 手 間 といった、
見えないコストも削 減します。

写真はCD85DPにオプションのキャビネットと自動原稿送り装置を装着したものです。

毎分150枚の高い生産性
デジタル孔版印刷機ならではの高速印刷性能。
標 準の3 速で1 0 0 枚 / 分、5 速で1 3 0 枚 / 分に加
え、
「TOP SPPED*」設 定により1 5 0 枚 / 分もの
高い生 産性を実現し、最大給紙容量の1,500枚
でも、
わずか10分程度でプリントが完了します。
*B4サイズ以下の場合。
※写真はCD85DPのものです。CD55DP/CD52DPでは印刷位置の上下調整は手動になります。

USBメモリーからダイレクトプリント
C Dシリーズに 接 続され ていない パソコンか
らでも、あらかじめ U S Bメモリーにデ ータを
保 存 することで、
ダイレクトにプリントすることが
できます。
*オプション

わかりやすいインターフェイス
多くの 人 に 快 適 にお 使 いいただけるよう、操
作 パネルの 色 彩 、配 置 、高さなどを配 慮。
また、消耗品の交換方法など、基本的な操作方
法を液晶パネルでわかりやすくガイダンスして、初
めてのかたでもとまどうことなく使いこなせます。

Usability
より多くの人にわかりやすく、使いやすく

※写真はCD85DPのものです。CD55DP/CD52DPでは印刷位置の上下調整は手動になります。

視認性に優れた操作パネル

ショートカットで使いたい機能に素早くアクセス

操作パネルの色彩やボタンの配置から、パネルの高さや角度に至るま

よく使う機能を最大5個まで、
ショートカットに登録して、初期画面にア

で、
より多くの人に快適にお使いいただけるように配慮されています。

イコン表示することができます。

また、万一のトラブルの場合や、消耗品の交換が必要な場合、
「お知ら
せランプ」が本体の情報をわかりやすく表示し、その操作手順を液晶画
面でご案内します。

■ショートカットに設定できる機能
編集：プレビュー、多面印刷、
ブック影消し、90°
回転、原稿編集、再製版機能
特殊：メモリー機能設定、用紙の種類、重送検知、製版開始位置設定*、短冊用紙、省インクモー
ド、機密保持、原稿濃度読取、
インターバルプリント、区分け/原稿別プリント、原稿置きミ
ス検知
周辺：USBメモリー、
オンラインモード*、
テープクラスター 、排紙受けサイズ
環境：情報

■お知らせランプ
多面印刷

ブック影消し

青＜動作中＞

橙＜消耗品チェック＞ 赤＜エラー＞

毎分150枚の高速プリント

ダイレクトプリントで高画質

印刷スピードを「はやい」に設定すると毎分130枚でプリントできます。

USBメモリーマネージャー*1を追加すると、CD

さらに速い「TOP SPEED」*では毎分150枚の高速プリントが可能で、

シリーズと接続されていないコンピューターか

約6分半で1,000枚のプリントが完了します。

ら、USBメモリーにプリントデータを保存する

* 「TOP SPPED」はB4以下の用紙サイズで有効です。

ことでダイレクトプリントができます。*2
また、標準の USB2.0 インターフェイスのほ

＜プリント完了までの所要時間＞

か、LANユニット*1の装着により、100BASE-TX/10BASE-Tイーサ

プリントスピード

ネット接続による高品質なオンラインプリントが可能です。

おそい
45枚/分

約22.5分

標準
100枚/分

*1 オプション。
*2 プリントできるデータ形式は印刷用ユーティリティで作成したデータ形式のみとなります。

約10.5分

速い
130枚/分

約8分

USBメモリー

TOP SPEED
150枚/分

約6.5分
5

10

15

20

（分）

※1,000枚プリント時。製版時間を含む。

イーサネット

Features
ストレスのない、快適なプリントワークのために
600dpiの高精細プリント*

用紙を揃え、静音化するジョガー&バキューム機構

CD85DPでは読み込み/書き込みとも、600dpiのプリントが可能。写

排出された用紙の衝突と反動の力を利用した「ジョガー機構」
と、排紙

真や細線を含んだ原稿などを、
より高品質でプリントできます。

トレイ先端のブラシストッパーで用紙先端を保持しながら、
ファンで空

またCD52DPは解像度300dpiながら開孔率は600dpi相当。文字や

気の流れをコントロールする「バキューム機構」を搭載。静音化と安定

絵などの曲線部分もなめらかに表現します。

した用紙揃えが可能です。

* CD85DPのみ。CD65DPは400dpi、CD55DP/CD52DPは300×600dpiとなります。
排出された用紙

バキュームファン

ブラシストッパー

600dpi

300dpi
※イメージ

大容量1,500枚給排紙

用紙の種類に合わせて細かな調整が可能

給紙トレイ・排紙トレイには最大で1,500枚積載可能。大量プリント時の

給紙圧は3段階、サバキ調整は15段階、補助サバキ高さは15段階と、

追い積みや取り出しの手間を低減します。

用紙の厚さや種類に応じてきめ細かく調整可能。給紙ミスや用紙先端
のキズを軽減します。

安定した給紙を実現する3リング機構

排版マスター処理も手を汚さずワンタッチ

給紙部には「3リング機構」を装備。3つのリングが用紙の反りをおさえ

使用済みマスターは排版ロールを取り出して傾けるだけ。手や衣服を

て、薄紙から封筒まで、
さまざまな用紙を安定して搬送します。

汚すことなく廃棄できます。

3リング給紙機構

Security
万一の際にも機密を守る、安心のセキュリティー
IDとパスワードによる利用制限

機密保持

オプションの暗証管理システムを利用する

機密保持を設定すると、
次に製版するまでプリントキーとテストプリント

と、最大で100人分のIDとパスワードを登

キーをロックし、再プリントを制限します。また、
プリントに空のマスター

録でき、
利用者の管理と制限が可能です。

をセットすることも可能で、
重要文書等の機密漏えいを抑止します。

High Productivity
プリントミスを減らし、高い生産性をサポート
刷り始めから鮮明なファインスタート

プリントミスを低減するプレビュー機能

ファインスタート機能を設定すると、長時間使用していなかった場合

製版前に液晶画面に印刷イメージを

や、
ドラム交換後のプリントでも、1枚目から安定して鮮明なプリントが

表示して確認することができ、製版/プ

可能です。

リントミスを低減します。

最適プリント
室温やプリントスピードを設定することで、自動的に最適なプリント結
果が得られるよう調整します。

重送検知*

インターバルプリント

万一、用紙を複数枚給紙してしまった場合でも、重送検知機能を設定す
れば、動作を停止して液晶パネルに重送をお知らせします。

「1枚ごと」に設定して、裏
1秒~99秒のインターバルを設定できます。

テープクラスタ（オプション）装着時には、重送部分にテープを挿入し

プリントを続行しながら1組ごと
移りを防いだり、
「区分け」*に設定して、

て、
プリントを続行します。

に間紙を挿入したり、取り出しの作業が行えます。

* CD85DP、CD65DPのみ対応。

* テープクラスタ（オプション）使用時は「区分け」は使用できません。

Editing Functions
多彩な編集機能
拡大/縮小

多面印刷

用紙や原稿に応じて、
さまざまな拡大/縮小プリントができます。

1枚の用紙に同じ原稿を、2面/4面/8面/16面にプリントしたり、2枚の

すこし小さめ、
オートズーム*、50〜500%までの任意倍率、天地/左右

原稿を1枚の用紙に集約する
「2in1」やタテ×ヨコの面数を任意に指定

を個別に指定することも可能です。

してプリントできます。切取線を追加することも可能です。

* CD85DP、CD65DPのみ対応。

A

A

A

＜70%＞ ＜115%＞

A

A

＜122%＞

＜141%＞

A
＜任意変倍＞

メイクアップ
メイクアップ機能を使用すると、原稿を直接修正することなく、
タッチパ
ネル上で多彩な編集が可能です。
■文字：写真混在原稿などで文字エリアを指定して、
より鮮明なプリントができます。
■消去：消去するエリアを指定して、必要な部分のみをプリントすることができます。
また「消去エリア入れ替え」で、消去するエリアを反転させることができ、手軽
に2色プリントを行えます。
* 2色プリント時は別途カラードラムユニットが

A

A A

A A A A

A A

A A A A

＜4面＞

＜16面＞

掛け、地紋を追加できます。
■白黒反転：エリアを指定して、白黒を反
転させます。

C D

A A A A

＜2in1＞

区分け/原稿別プリント
指定したプリント枚数を1組として、枚数と組数を指定してプリントする
「区分けプリント」
と、原稿ごとに枚数を指定してプリントする
「原稿別プ
リントが可能です。区分けプリント時はテープクラスター *を装着する
と、
1組ごとにテープを挿入して、仕分けを行うことも可能です。
* オプション。
＜区分け＞

＜原稿別プリント＞

必要です。

■袋文字 / 模様：袋文字を作成したり、網

CD

A A A A

A
原稿

A

A

1セット目
2セット目
4枚×2組 3枚×3組

CD
原稿

C
原稿C
4枚×2組

D
原稿D
4枚×2組

Ecology
環境に優しく、コストは低く
省エネモード/オートパワーオフ

エネルギースタープログラム

一定時間無操作の状態が続くと、消費電力を通常の待機時の約1/2に

オフィス機器の省エネルギー化を推進する「国際エネルギースタープ

する「 省エネモード」と、本 機 の 電 源をオフにする

ログラム」の基準に適合しています。

「オートパワーオフ」機能を搭載。
また、省エネボタンを押すと、設定時間前でも省エネ
モードに移行することができます。

グリーン購入法
デジタル孔版印刷機 CDシリーズは、環境負荷低減に資する製品とし

省インクモード

て、
国が定めるグリーン購入法の規格を満たしています。

原稿読み取り濃度を変更して、
インクを最大20%程度節約することが
できます。
※印刷イメージが若干薄くなります。
※再製版、
オンラインプリント、USBメモリーマネージャー（オプション）
では設定できません。

エコマーク
使用済みインクパックをコンパクトに廃棄
インクパックは使用後には約1/5になる

（財）日本環境協会より、低廃棄物、再資源化、省エネなど、環境負荷の
低い製品であることが認定され、
エコマークを取得しています。

減容設計。廃棄の手間と環境負荷を低
減します。
認定番号：05130011

プリントワークをより快適に、スムーズするオプション
●自動原稿送り装置

●オート排紙台

複数の原稿をまとめてプリントす

指定した用紙のサイズに合わせ

る際に便利な、自動原稿送り装置

て、
自動でフェンスの位置を調整し

です。最大100枚まで積載可能。

ます。

●LANユニット

●テープクラスター

ネットワークプリンターとして使用可能にする、

区分けや原稿別プリントで設定し

100BASE-TX/10BASE-T対応のイーサネット

た枚数ごとにテープを挿入して仕

インターフェイスです。

分けします。

※LANユニットを装着すると、USB接続は使用できなくなります。

●USBメモリーマネージャー

●ハガキ封筒専用給紙ユニット

USBメモリーから直接プリントで

搬送力をさらにアップする「縦リン

きます。印刷用ユーティリティーを

グ」を装備した、小サイズ紙専用の

パソコンにインストールして使用し

給紙ユニットです。

ます。

●暗証管理システム

●キャビネット

IDとパスワードを設定して、利用者

用紙や消耗品が収納可能な、

を制限することができます。最大

本体下に設置するキャビネッ

で100件登録可能。

トです。

■デジタル孔版印刷機CDシリーズの主な仕様
CD85DP

型式名称

CD65DP

CD55DP

CD52DP

床上式

形式

型式名称
その他機能

CD85DP

CD65DP

CD55DP

CD52DP

トリミング）、
インターバルプリ
ショートカット設定（5アイコン）、原稿編集（メイクアップ、
ント
（2モード、
タイマー設定）、液晶反転表示設定、
ブザー設定（3モード、音量調整）、最

製版方式

感熱デジタル製版方式

製版時間

18秒（A4横、100%） 15秒（A4横、100%） 18秒（A4横、100%） 20秒（A4縦、100%）

適イメージ設定（気温、印刷速度入力で印刷圧自動調整）、90°
回転機能、色分解機能（オ

解像度

読み取り解像度：

ンラインプリンタドライバに機能搭載）、操作設定メモリ機能（操作パネル全設定、9メモ

読み取り解像度：

（主走査方向×副走査方向） 600dpi×600dpi

400dpi×400dpi

書き込み解像度：

書き込み解像度：

リー）、多面印刷（2、4、8、16面取り、任意：最大5×5=25面取り、2in1）、
ブック影消し
（調

読み取り解像度：300dpi×600dpi

整機能付き）、再製版機能（最後の製版イメージを記憶、再読取無しで製版可能：オンラ

書き込み解像度：300dpi×600dpi

400dpi×400dpi
600dpi×600dpi
原稿固定式/自動原稿送り装置による原稿移動式
原稿読取方式
自動原稿送り装置 原稿種類
64〜128g/㎡
（ADF）
原稿積載容量 100枚（64g/㎡）

イン含む、状態お知らせランプ
（3色表示）、省インクモード、省エネモード、
オートパワー
オフ、
オートリセット、原稿プレビュー表示機能、給紙圧調整、サバキ圧調整、補助サバキ
高さ調整、機密保持機能、速度別プレス圧自動コントロール機能、初期設定、用紙の種類
設定：
（オート*5・普通紙・厚紙）、短冊用紙設定（メカ部品はオプション）、
リピートカウンタ

印刷方式

孔版印刷方式

選択、
ファインスタート
（3モード）、
プレプリント、区分け/原稿別プリント枚数入力機能、

使用原稿

原稿固定式：シート、
ブック
（10kg以下）

イ ンク 補 給 モ ード（ 強 制 的 に イ ンク 供 給 、補 給 完 了 で 自 動 停 止 ）、オ ン ラ イ ン

MAX.297mm×432mm（自動原稿送り装置使用時は最小100mm×148mm）
290mm×423mm
250mm×355mm
給紙容量*1
1,500枚（64g/m2：一般上質紙）
水平配置ジョガー&バキューム方式
排紙台
排紙容量*1
1,500枚（64g/m2：一般上質紙）
最大：297mm×432mm
（排紙台の制限による）*2
用紙サイズ
最小：100mm×148mm*3
2
上質紙45g/㎡〜210g/m（四六判
用紙種類
39〜180kg）
給紙圧調整機能（3段階⇒薄紙・普通紙・厚紙）
サバキ調整機能（15段階⇒薄紙〜普通紙〜厚紙）
補助サバキ高さ調整機能（15段階⇒薄紙〜普通紙〜厚紙）
印刷速度
45〜130枚／分（5段階可変）、150枚／分（TOP SPEED）*4
等倍：100%
印刷倍率
定型変倍：70、81、86、115、122、141%
独立変倍：縦横独立変倍（50〜500%）
周囲余白：90〜99%
任意ズーム：50〜500%
オートズーム：50、57、61、70、81、86、
−
100、115、122、141、163、173、200%
印刷位置調整 天地（上下）方向 電動15mm（0.5mm単位でパネル表示）
電動10mm（0.5mm単位でパネル表示） 手動10mm
左右方向

（USB2.0Full-Speed対応）、
日付時刻設定

原稿サイズ
印刷面積

画像モード
（原稿種類）

文字・写真・文字多め／写真少なめ・

各種検知

原稿サイズ検知、用紙サイズ検知
重送検知、厚紙設定検知

−

用紙有無検知、マスター残量計測、マスター切れ検知、排版ロール容量計測、排版満杯
検知、
インク切れ検知、
原稿置きミス検知（ON/OFF切替可、原稿有無検知も含みます）
パソコンインターフェース*6 USB2.0 Full-Speed、
イーサネット
（100Base-TX/10Base-T）
・Windows XP Professional/Home Edition
・Windows Vista(32bit/64bit)
・Windows 7
（32bit/64bit）
・Mac OS X
（10.3/10.4/10.5/10.6/10.7）
オプション

自動原稿送り装置、
カラードラムユニット
（A3、B4）、
テープクラスタ、
キーカードカウンタ
（ビルトインタイプ）、暗証管理システム、USBメモリーマネージャー、LANユニット、
ハガ
キ･封筒専用給紙ユニット、
オート排紙台、
短冊紙対応キット

マスター
（220版）
インク
（1,000ml）
電源

85DP マスター A3
85DPインク ブラック、85DPインク カラー（全5色）
AC100V±10%、50/60Hz 2.4A

85DP マスター B4

150W
240W
19.5W
8W

130W
230W
19.5W
8W

消費電力
製版時
最大
待機時
省エネ時

145W
240W
19.5W
8W

135W
240W
19.5W
8W

エネルギー消費効率

インク供給方式

完全自動コントロール
（1,000ml/本）黒・カラー全て1,000ml

21.2Wh/h
21.3Wh/h
20.9Wh/h
13.3Wh/h
13.3Wh/h
13.4Wh/h
使用時：1,360mm（W）x688mm
（D）x1,080mm
（H）
収納時：770mm（W）x688mm
（D）x1,080mm
（H）

カラー印刷方式

ドラムユニット交換方式

自動原稿送り装置装着時

マスター供給方式

ロール原紙自動
（220版/本）

使用時：1,360mm（W）x688mm
（D）x1,222mm
（H）

マスター排版方式

全自動排版（排版容量55版）

収納時：770mm（W）x688mm
（D）x1,222mm
（H）

濃度調整

写真多め／文字少なめ・えんぴつ・網点（粗い）
・網点（細かい）

プリンター機能時

読取濃度5段階（液晶パネル内設定）、製版濃度5段階（液晶パネル内設定）

プリンター非動作時

印刷濃度5段階（操作パネル上、液晶パネル内設定）

大きさ

320×240クラスフルドットマトリクス液晶（コントラスト調整付）、OKモニター（液晶グラ

表示パネル

重量

21.0Wh/h
14.4Wh/h

本体：約102kg
自動原稿送り装置付本体：約106kg

フィック、漢字／イラスト表示）、
タッチパネル
（タッチシート上乗せ式）
使用温度範囲

10℃〜 30℃

*1 用紙の種類等の条件により、1,500 枚積載できない場合があります。 *2 給紙 / 本体としては320mm×450mm 通紙可能。 *3 制限付きで50mm×148mmまで可能：横微動不可で用紙先端センサー OFFまたは、専用部品の取付けが必要となります。
*4 TOP SPEEDはB4サイズ以下で使用してください。 *5 オート設定はCD85DP/CD65DP のみ対応（給紙圧レバーにて厚紙設定検知）。 *6 イーサネットはオプションです。また、イーサネットを取り付けると、USB 接続は使用できなくなります。

■本体標準価格（搬入設置料）<税別>
CD85DP・・・・・・・・・1,635,000円（ 35,000円）
CD65DP・・・・・・・・・1,435,000円（ 35,000円）
CD55DP・・・・・・・・・1,075,000円（ 35,000円）
CD52DP・・・・・・・・・ 885,000円（ 35,000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。

①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・ハガキ、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。
②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。
このカタログに掲載の全商品の価格、
および料金には消費税は含まれておりません。
ご購入の際には、消費税を別途申し受けますのでご了承ください。
上記搬入設置料及びオプションの取付費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。搬入
設置料は搬入条件等により追加料金が必要になる場合があります。
お客様のご要望による機械の移動は有償となります。
※商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。
※マスターの耐刷枚数は用紙・環境で大きく異なります。印刷結果をご確認の上、必要に応じてマスターを交換してください。
※コート紙、上質紙、
はがき等のインク吸収性の悪い紙ではうら汚れが発生する場合があります。
※このカタログの液晶表示画面は機能説明のためのもので、実際の画面とは異なります。
※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。
※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本機械製造中止後、7年間です。
（株）の登録商標です。
※KONICAMINOLTAはコニカミノルタ
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※その他のブランド名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
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ご注意
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安全にお使い頂くために
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。

このカタログは植物油インキを使用しています。

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。

※本紙の記載内容は2014年1月現在のものです。 9251-2648-30

1401KSC

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。

85DP 自動原稿送り装置
120,000円

キーカードカウンタ5

LANユニット FS-100U2
72,000円

85,000円

テープクラスタ

50,000円
暗証管理システム

75,000円

USBメモリーマネージャー
15,000円

オート排紙台

120,000円

※USBメモリーは付属していません。

CD85DP・・・1,635,000円
CD65DP・・・1,435,000円
CD55DP・・・1,075,000円
CD52DP・・・ 885,000円
＊原稿カバーと排紙トレイが標準装備されています。
※ご購入の際は85DP キャビネットが別途必要です。

ハガキ・封筒専用給紙ユニット

40,000円

85DP キャビネット
35,000円

85DP カラードラムユニット A3
（CD85DP/CD65DP/CD55DP用）
138,000円
85DP カラードラムユニット B4
（CD52DP用）
120,000円

外部オプション
内部オプション

■本体標準価格＜標準搬入設置料金＞

CD85DP・・・1,635,000円＜35,000円＞
CD55DP・・・1,075,000円＜35,000円＞

CD65DP・・・1,435,000円＜35,000円＞
CD52DP・・・ 885,000円＜35,000円＞

※原稿カバー、排紙台、USBインターフェイス標準装備

■オプション&消耗品価格
●オプション ※備考欄に機種名の記載が無いものは各機種共通です。
商品名

85DP キャビネット
85DP 自動原稿送り装置
LANユニット FS-100U2
キーカードカウンタ5
暗証管理システム

USBメモリーマネージャー
ハガキ・封筒専用給紙ユニット
オート排紙台
テープクラスタ
85DP カラードラムユニット A3
85DP カラードラムユニット B4
●消耗品

標準価格
35,000円
120,000円
72,000円
85,000円
75,000円
15,000円
40,000円
120,000円
50,000円
138,000円
120,000円

設置調整料
ー
ー

5,000円
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

備

考

CDシリーズ用キャビネット。本体設置時に必要なオプションです。
最大100枚まで積載可能な自動原稿送り装置。
CDシリーズをイーサネット接続をする際に必要です。
製版枚数/印刷枚数のカウント集計、部門別管理が可能。
ユーザーIDとパスワードで利用者管理が可能。
USBメモリーから直接プリントが可能。
ハガキ/封筒の給紙安定性を向上します。
用紙サイズに合わせてフェンスを自動調整する排紙台。
仕分け印刷時、指定枚数ごとにテープを挿入します。
CD85DP/CD65DP/CD55DP用カラードラムユニット。
CD52DP用カラードラムユニット。

※備考欄に機種名の記載が無いものは各機種共通です。
商品名

標準価格

85DP マスター A3
85DP マスター B4
85DP インク ブラック
85DP インク ブルー
85DP インク レッド
85DP インク グリーン
85DP インク ブラウン
85DP インク グレー

15,200円
13,600円
19,800円
18,000円
18,000円
18,000円
18,000円
18,000円
800円

クラストテープ

備

考

1ロール220版×2巻入。CD85DP/CD65DP/CD55DP用。
1ロール220版×2巻入。CD52DP用。
1パック1,000ml×6個入。
1パック1,000ml×6個入。
1パック1,000ml×6個入。
1パック1,000ml×6個入。
1パック1,000ml×6個入。
1パック1,000ml×6個入。
10巻入り。テープクラスタ用テープ。

■クライアント環境設定料
サービス名
プリンター出力セットアップ
（LAN経由）

プリンタードライバーインストール
（ローカル接続）
LPRソフトウエアインストール
プリンター共有セットアップ

設定料金（税別）

サービス内容

3,000円／1ソフトウエア・台 プリンタ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、
プリンターコントローラ取付料金にパソコン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。
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。
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。
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。

※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
サービス名
ソフトウエアインストール
（単体アプリケーション）
ソフトウエアインストール
（総合ソフトウエア）

ソフトウエアアンインストール
バンドルソフトウエアインストール
セキュリティーソフトウエアインストール

設定料金（税別）
3,000円／台
4,000円／台
6,000円／台
3,000円／台
2,000円／1ソフトウエア・台
2,500円／1ソフトウエア・台
5,000円／1ソフトウエア・台

サービス内容

1ソフトウエアのインストールと動作確認。
MS-Officeのインストールと動作確認。
基本CD-ROM。
付属CD-ROM。
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）。
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。
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。

※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。

■保守サービス
CDシリーズの保証期間はご購入後1年間です。ただし、1年未満の場合でも100万プリント到達時点で保証期間を終了させていただきます。
保証期間以降は保守サービス契約またはスポットサービスをご用意しております。
●年間保守サービス

CD85DP/CD65DP
CD55DP/CD52DP

70,000円/年
65,000円/年

※年間保守サービスには下記のオプションも含みます。
85DP 自動原稿送り装置または原稿カバー（標準装備）、排紙台（標準装備）
※故障時の交換部品代を含みます。
（定期点検は含まれません）
●スポットサービス
機械の修理と部品、その他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サービスです。
交換する部品等は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。

本紙の記載内容は2014年1月現在のものです。 9251-2648-30

1401KSC

