
※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：カラー出力時の場合は25秒以内
※3：A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
※4：210g/㎡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。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。

インクジェット用紙は対応していません。
※5：52～59g/㎡、210g/㎡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。

※BookPro 5000CMKⅡシステムの搬入設置費用には以下の内容が含まれます。
PS5000CMKⅡセットアップ／BookPro（ソフト）のインストール／スキャナー
ドライバーのインストール／複合機のプリンタードライバーインストール、同時設
置の場合上記オプション設置料が含まれます。
※出力用複合機については各カタログを参照ください。

※1：ガラス押えスイッチキットを使用される場合には、別途原稿ガラス押えキットと
ハンドスイッチをご用意ください。

※2：ハンド・フットスイッチのスイッチ動作は、左右のプレビュー用のスキャンスイッ
チになりますのでスイッチは2つご用意ください。

＊複合機［対応機種］+推奨タッチパネル及びパソコンが別途必要になります。

フルカラー・フェイスアップブックコピーシステム

原稿は上向きにセット、操作はタッチパネルでスムーズに

シンプル設計のフルカラーブックコピーシステム

bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e

■寸法図（単位：mm）

●スキャナー部（PS5000CMKⅡ）

●出力部は各カタログをご参照ください。

600mm

673mm

614.3mm

827mm

〈正面〉 〈側面〉

対応
複合機 上記以外の複合機およびプリンターのセット販売はできま

せんのでご了承ください。

75,000円／年■年間保守料金〈税別〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●BookPro 5000CMKⅡシステム構成

■システム標準価格〈税別〉

PS5000CMKⅡ+BookPro（ソフト）+複合機［対応機種］+推奨タッチパネル
及びパソコン

1,850,000円PS5000CMKⅡ+BookPro（ソフト）・・・・・・・・・・・・・・・・

280,000円

50,000円

20,000円

20,000円

原稿ガラス押えキット（MKⅡ用）

ガラス押えスイッチキット※1

ハンドスイッチ（MKⅡ用）※2

フットスイッチ※2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■オプション価格〈税別〉

50,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・BookPro 5000CMKⅡシステム
［ PS5000CMKⅡ +BookPro（ソフト）］

50,000円・・・・・・・出力用複合機
（bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e）

■搬入設置料金〈税別〉

BookPro 5000CMKⅡの主な仕様
■出力部（bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e）

■スキャナー部（PS5000CMKⅡ）
光源
イメージセンサー
原稿サイズ
光学解像度
出力解像度
階調
原稿モード
重量
機能
インターフェイス
オプション

蛍光灯
CCDエリアセンサー：1054万画素
A3、B4、A4、B5、A5
360dpi
200/240/300/360/400/600dpi
フルカラー、グレースケール、モノクロ2値
ブック原稿、シート原稿、立体物
36kg
ブック補正、原稿とじ部除去、枠消し、センターリング、指消し
USB2.0
原稿ガラス押えキット、フットスイッチ、ハンドスイッチ

■コントローラPC
動作環境

OS（32bit版のみ）

CPU
メモリ
HDD

Windows Vista Business SP2以上
Windows 7 Professional SP1以上
Core2 Duo 2Ghz以上
2GB以上
1GB以上の空き容量

■タッチパネル液晶モニター
解像度 1024×768

型式
カラー対応
読取り解像度
書き込み解像度
階調数
メモリー容量
HDD容量
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 主電源ONから
（23℃、定格電圧時） 副電源ONから
ファーストコピー カラー
タイム※3 モノクロ
連続複写速度 A4ヨコ・B5ヨコ
（カラー/モノクロ） B4
 A3
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※4

連続複写枚数
両面コピー

排紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥行×高さ）
機械占有寸法（幅×奥行）
質量

名称
デスクトップ
フルカラー
600dpi×600dpi
1,800dpi相当×600dpi
256階調
2GB（2048MB）
250GB
シート・ブック・立体物（重さ最大2kg）
A3
本 体:SRA3、A3～A5　※SRA3は第2トレイのみ
手差し:SRA3、A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒（洋形1号、2号、4号、6号）※1、

インデックス紙、
長尺紙(幅:210～297mm、長さ:457～1,200mm) ※プリント時のみ

先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前/奥側3mm以内

1：1±0.5%以下
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%単位で設定可能）
25%～400%（0.1%単位で設定可能）
本体：ユニバーサルトレイ550枚×2段（64g/㎡）
マルチ手差し：165枚（64g/㎡）
本体:52～256g/㎡
マルチ手差し：60～300g/㎡
1～9,999枚
ノンスタック方式
用紙サイズ:SRA3、A3～A5、B6タテ、A6タテ、はがき、A3ワイド（311×457mm）
対応用紙坪量:52～256g/㎡※5
250枚（C554e/C454eはオプションの排紙トレイOT-506装着時）
AC100V 15A（50/60Hz）
1.5kW以下
615×685×898mm（本体＋ADF） 615×685×771mm（原稿ガラス面まで）
937×685mm　※手差しを開いた状態
約101kg（本体+ADF） 約85kg（本体）

bizhub C554e bizhub C454e bizhub C364e bizhub C284e bizhub C224e

23秒以内※2
23秒以内※2
4.6秒以下
4.1秒以下
55枚/分
30枚/分
27枚/分

25秒以内
25秒以内
5.5秒以下
4.6秒以下
45枚/分
25枚/分
22枚/分

20秒以内
20秒以内
6.9秒以下
5.3秒以下
36枚/分
20枚/分
17枚/分

20秒以内
18秒以内
7.7秒以下
5.9秒以下
28枚/分
15枚/分
13枚/分

20秒以内
18秒以内
8.3秒以下
6.9秒以下
22枚/分
15枚/分
13枚/分

お問い合わせは、当社へ。

本紙の記載内容は2016年4月現在のものです。 9251-0501-70 1604T P8

国内総販売元

製造元

0120-805039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。

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub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、Windows Vista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。※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画面はハメコミ合成です。※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。※BookPro 5000CMKⅡ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、本体の製造中止後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。※万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存データが消失する場合があります。大切なデータは、パソコンおよびメディアでの保存・運用をお願い致します
｡また、重要な書類の原本は必ず別途保管してください｡

●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。

※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。

安全にお使いいただくために

ご注意

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。

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://www.konicaminolta.jp



KAKINくんシリーズ〈別売〉と
組み合わせて、課金システム
を構築できます。プリペイド
カード、ICカード対応など、
用途に合わせた運用ができ、
便利で新しいサービスを展開
できます。

EPICWIN（別売ソフトウェア）※を利用するこ
とで、読み取った原稿をデータとして保存でき
ます。編集や管理が容易に行え、データの二次
活用や共有がスムーズに行えます。

原稿台はブックコピーのために開発された左右分
割可動式。原稿台の左右及び中央部が上下にスラ
イドするため、分厚い書籍をどのページで開いても、
左右のページがフラットになるようにセットできます。

文献や書籍を上向きのまま読み取り。
原稿を傷めることなく
簡単・きれいにコピーできます。

貴重な文献や、取扱いの難しい古い書物のコピー。
「破損や劣化を心配せず、もっとスムーズにできないだろうか。」
分厚い書籍やバインドされた資料のコピー。
「重く厚みのある書籍も、手間を掛けずにきれいにできないだろうか。」
BookPro 5000CMKⅡは、そんな声に応える新しいコピーのスタイル。
大切な文献や多ページの書籍、また立体物まで効率よくコピーできます。

通常の複合機の場合、原稿を持ち上げて下向きにセット。複数ペー
ジをコピーする場合には、その都度セットしなければなりません。ペー
ジ数が多く重たい書籍などは、時間も掛かり大変な作業となります。

BookPro 5000CMKⅡは原稿を上向きにセット。複数ページをコピー
する場合にも原稿を持ち上げる必要なく、ページをめくるだけで次々
とコピーできるので、作業効率が大幅に向上します。

システム構成図

1

2

3

4

ブックコピー
スキャナー

タッチパネル
モニター

デジタル
複合機

原稿をセット1

印刷エリアを選択します。1

濃度を選択します。4

カラーモードを選択します。3

用紙サイズを選択します。2

BookPro 5000CMKⅡ
アプリケーション

印刷設定・指示2

出　力3

印刷開始

最大A3サイズまでの
ブック原稿やシート、
立体物をブックコピー
スキャナーで読み取り。

出力する複合機は、
ご使用頻度に応じた
機種を選択できます。

印刷設定や指示はマウスやキー
ボードを使わず、タッチパネル
モニターで行います。見やす
くシンプルな構成とプレビュー
機能を搭載し、直感的な操作
で悩まずコピーできます。

※オプション

お体の不自由な方には、ハンドスイッチ※やフットペダル※

により操作していただけます。

BookPro 5000CMKⅡはこの様な場所でお使いいただけます。

図書館で 美術館や
博物館で

分厚い本や価値のある文献も傷めることなく、素早くきれ
いにコピーできます。また課金システムを構築することで、
一般の利用者の方も満足なサービスを提供できます。

絵画などの美術本や展示品の立体物もカラー
コピー。色味の気になる原稿も美しく再現します。
また、額入りの作品もそのままコピーできます。

BookPro 5000CMKⅡのウレシイ特徴

「フルカラーコピー」でウレシイ！

美術品などはカラー設定で美しく 白黒写真は
グレー設定で効果的に

グレー
文字原稿は
白黒設定で見やすく

白黒カラー

フルカラーコピーに対応しているため、カラー原稿もより豊かな階調で再
現します。また、グレー、白黒での読み込みもでき、目的に合わせたカラー
設定を行えます。

「本を傷めない」からウレシイ！

上から押さ
えつけたら

「背」が割
れちゃった

…

気を付けて
たけど、

裏返したら
折れてた…

上向きセット方式
だから安心！

上向きセットにより原稿を押さえる必要がなく、無理な荷重がかからない
ため原稿の破損防止につながります。光源には蛍光灯を使用し、原稿の劣
化を低減する工夫を施しています。

「通常業務でも使える」からウレシイ！

デジタル複合機

＊スキャンしたブック画像は、PC保存及びFAXへ直接送信することは出来ません。

※オプション

ブックコピー

ネットワークプリンター

FAX機能（オプション）

通常コピー スキャン

一般の複合機と同じ機能を持っているため、ブックコピーだけでなく通常業
務においても幅広くご利用いただけます。コピー機やネットワークプリンター
としての利用や、FAX機能※の拡張もでき、用途を選ばず活用できます。
1台でブックコピーと通常の複合機とを切り分けて使えるため、省スペース
化や業務効率の向上にもつながります。

「ブック補正機能」でウレシイ！

通常の取込み画像 ブック補正処理後の画像

とじ部影除去 センタリング

指消し 枠消し

ブック原稿特有の湾曲やとじ部の文字組みなどを自動で補正するほか、
とじ部影除去や枠消し、指消し機能等のデジタル補正機能を搭載。さまざま
な原稿を自動的に美しく再現します。

本のとじ部に発生する影を自動で除去します。

原稿両端を押さえている指を検知し、指部分
のみを自動でマスキングします。

画像が中心にくるように自動で位置補正します。

原稿サイズと画像範囲を読み取り、原稿範囲
外の影などを自動でマスキングします。

左右分割可動式原稿台を採用 原稿のデータ保存が可能

※別途ソフトウェアをセットアップする専用PCが必要となります。

原稿を読み取り PCにデータ保存

データ保存

課金システムの
構築が可能

＊写真はKAKINくん［SV-1S］
＊詳細は担当営業にお問い合わせください。

企業の
資料室で

研究
施設で

士業
事務所で

模型や標本など精密
な立体物も、高画質に
コピーします。

重く分厚い法律書
物も、上向きで快適
にコピー。

バインドされた大量の資料をばら
すことなくコピー。ページをめくる
だけで素早くコピーできます。


