Ａ4 Windows ® 専用カラーレーザープリンタ

magicolor 2300DL
■主な仕様

■オプション/消耗品

製品名

magicolor 2300 DL

製品番号

製品名

仕様

プリント方式

電子写真、半導体レーザービーム方式

1710518-200

給紙ユニット

A4専用：500枚

カラー

4枚/分 A4*1 (両面印刷時: 4頁/分 A4*1)

1710519-100

両面プリントユニット

A4、
レターのみ対応

モノ

16枚/分 A4*1 (両面印刷時: 10頁/分 A4*1)

2600634-300

128MB増設メモリ

128MB

解像度

600 x 600dpi、1200 x 600dpi、2400 x 600dpi

2600634-401

256MB増設メモリ

256MB

CPU

PowerPC405 200MHz

1710117-001

Q-Media

A4、50枚

ファーストプリント時間

14秒 (モノクロ)、25秒 (カラー)

1710517-005*4

大容量トナーカートリッジ
（ブラック）

ウォームアップ時間

180秒以下

1710517-006

大容量トナーカートリッジ
（イエロー）

約4,500枚（A4/5%連続印刷時）*1

メモリ

標準

32MB

1710517-007

大容量トナーカートリッジ
（マゼンタ）

約4,500枚（A4/5%連続印刷時）*1

最大

印刷スピード

OHPシート

約4,500枚（A4/5%連続印刷時）*1

288MB

1710517-008

大容量トナーカートリッジ
（シアン）

約4,500枚（A4/5%連続印刷時）*1

搭載メモリスロット

1基 (拡張用スロット)

1710517-002*5

トナーカートリッジ
（イエロー）

約1,500枚（A4/5%連続印刷時）*1

インターフェイス

Ethernet (100Base-TX/10Base-T)、IEEE1284双方向パラレル、USB

1710517-003*5

トナーカートリッジ
（マゼンタ）

約1,500枚（A4/5%連続印刷時）*1

ネットワークプロトコル

TCP/IP

1710517-004*5

トナーカートリッジ
（シアン）

約1,500枚（A4/5%連続印刷時）*1

対応OS*2

Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XP

1710520-001

ドラムカートリッジ

約45,000枚（モノクロ）、約11,250枚（カラー）*2

1710522-001

廃トナーボトル

約25,000枚（モノクロ）、約6,250枚（カラー）*3

用紙サイズ

標準トレイ
(多目的トレイ)
給紙ユニット*3

A4
推奨上質紙、普通紙 (60〜90g/m2)、再生紙 (60〜90g/m2)*4、

用紙種類
標準トレイ
(多目的トレイ)
給紙ユニット*3
給紙容量

A4〜官製ハガキ、不定形 (幅92〜216mm) x (長さ148〜356mm)

ラベル紙 (60〜163g/m2)*6、
官製ハガキ、封筒*5、
OHPフィルム (Q-Media)、厚紙 (91〜163g/m2)
推奨上質紙、普通紙 (60〜90g/m2)、再生紙( 60〜90g/m2)*4

標準トレイ

200枚 (官製ハガキ: 50枚、OHP: 50枚、厚紙: 50枚、

(多目的トレイ)

ラベル紙: 50枚、封筒: 10枚)

給紙ユニット*3

500枚

最大給紙容量

200枚 (フェイスダウン)

両面印刷*7

オプション (A4、
レターのみ対応)

外形寸法 (幅x奥行x高)*8

356 x 500 x 392mm

質量

25.7Kg (消耗品含まず)、28.5Kg (消耗品含む)

動作環境

■外形寸法図

700枚 (オプション装着時)

排紙容量

ノイズレベル

*1：印刷の仕方により、印刷枚数は異なります。間欠印刷時、厚紙印刷時には印刷可能枚数は少なくなります。 *2：A4連続印刷時。
印刷の仕方により、印刷枚数は異なります。間欠印刷時、厚紙印刷時には印刷可能枚数は少なくなります。
*3：A4/5%連続印刷時。印刷の仕方により、印刷枚数は異なります。間欠印刷時、厚紙印刷時には印刷可能枚数は少なくなります。
*4：標準同梱品のトナーカートリッジ（ブラック）の印刷可能枚数は約1,500枚（A4/5%連続印刷時）となります。 *5：標準同梱品

動作時

54dB (A) 以下

スタンバイ時

39dB (A) 以下

動作時

温度: 10℃〜35℃、湿度: 15%〜85%

保存時

温度: 0℃〜35℃、湿度: 10%〜85%

電源

500mm
392mm

AC100V±10%、50/60Hz ±3%

消費電力

最大1,100W以下、動作時平均: カラー450W以下、

356mm

356mm

＜正面図＞

＜上面図＞

モノクロ600W以下、待機時: 250W以下、節電モード時: 30W以下
関連規格

VCCIクラスB情報技術装置適合、
国際エネルギースタープログラム適合、
グリーン購入法適合

*1: A4同一原稿連続印刷時 *2: NEC-9801シリーズ、PC-9821シリーズには対応しておりません。ALPHA、MIPS上で稼動する
Windows NT4.0、Windows 2000には対応しておりません。Windows NT4.0は、Service Pack6.0以降を推奨しております。
*3: オプション *4: 使用される紙種、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し印刷されることをお薦めします。
*5: 洋形0号、洋形2号、洋形6号が使用可能です。封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷方法によっては、
しわが目立つ場合があ
りますので、事前に試し印刷をすることをお薦めします。なお、封の部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。
*6: レーザープリンタ用のものを使用して下さい。 *7: 普通紙のみ対応 *8: 本体のみ。用紙サポート、排紙サポートは含まれません。

ECOLOGY & SERVICE
コニカミノルタプリンティングソリューションズでは省エネ・資源節約で
オフィスや地球環境の改善に取り組んでいます。

国際エネルギースタープログラム承認の低消費電力を実現
プリントジョブを一定時間受信しない場合には、自動的にプリンタ本体の消費電力を抑
制する「節電モード機能」を搭載。国際エネルギースタープログラムに適合しています。

使用済みカートリッジを無償で回収
コニカミノルタプリンティングソリューションズでは、産業廃棄物の削減徹底化と資源のリサイクル活用がプリ
ンタメーカーとしての使命と考え、無償で使用済みのトナーカートリッジを回収しています。詳細については、
弊社のホームページをご覧いただくか、弊社営業担当者までお問い合わせください。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「ユーザーマニュアル」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。
●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続を行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

グリーン購入法にも適合
「magicolor 2300 DL」は、2001年に施行された、国などによる環境物品等の調達の推進等に関する
法律（グリーン購入法）で定めている「特定調達物品等」にも適合しています。

※記載の仕様は2003年10月1日のものです。 ※KONICA MINOLTA及びKONICA MINOLTAロゴは日本およびその他の国における
コニカミノルタ ホールディングス株式会社の登録商標または商標です。
※Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。
※Windows®の正式名称は、Microsoft Windows operating systemです。
※会社名、商品名、書体名等は各社の商標または登録商標です。 ※製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更させていただく場合があります。
※このカタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
※詳しい性能や仕様、制約条件等については、販売担当者にご確認ください。
※保守サービスのために必要な保守用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造終了後、
７年間です。

当製品に関するお問い合わせ先

販売代理店：

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号
商品に関するお問い合わせ資料の請求は

■インターネットのホームページで製品情報や技術情報の提供を行っております。

http://printer.konicaminolta.jp
■E-mailでのお問い合わせ、
カタログ・サンプルのご請求も承っております。

info@bpj.konicaminolta.jp

高画質印刷をはじめ、コンパクトボディの中に多彩な高機能を満載。
カラーレーザープリンタの進化形、ついに登場です。
●2400dpi x 600dpiの高画質印刷
●次世代トナー「重合法トナー」採用
●省スペース化を実現するコンパクト設計
●カラー最大4枚/分、モノクロ16枚/分※の高速プリント
●Ethernet、USB、IEEE1284（パラレル）標準装備
※ A4同一原稿連続印刷時

コンパクトサイズながら、超リアルな
ドキュメント出力。この1台が、オフィスやショップ
のプリンティング環境を大きく変える。

高解像度・高画質印刷
2400dpi × 600dpiの高画質印刷
カラー複写機・プリンタで培った当社独自のカラーマッチング技術と、2400dpi x 600dpiの高
解像度により高画質印刷を実現しました。細かな文字もシャープにかつリアルに再現。
ドキュメ
ントの説得力を大きく向上させます。

次世代トナー「重合法トナー」を採用
※の採用により、
小粒径で、粒子の大きさや形が均一である「重合法トナー」
これまで以上の鮮明
なラインと、なめらかな諧調の美しい画質を生み出します。また、
トナー内部にワックス成分を含
有させることで、オイルレス定着を実現。消耗品の交換点数削減にも寄与します。

さらに美しく、よりコンパクトになったカラーレーザープリンタの進化形、
magicolor 2300 DL。手軽さ、品質、経済性…etc. ビジネスからショップまで、
一人ひとりのユーザーニーズすべてを充たす快適機能がここにあります。

重合法トナー

従来のトナー
※従来とは全く異なるトナー方式で
製造されたトナーで、従来と比較し
て小粒径で形状が均一となってい
ます。用紙への転写効率にすぐれ、
印字部周辺へのトナーの飛び散り
が少なく、
ドットや曲線の再現性を
向上させます。

カラー最大4枚/分、モノクロ16枚/分※の高速プリント
最大4枚/分、モノクロ16枚/分※の高速プリントエンジンと、200MHz RISCプロセッサを搭載
した高速コントローラにより、出力作業の効率化を大幅に高めます。
※ A4同一原稿連続印刷時

Ethernet、USB、パラレルを標準装備。ネットワークへの導入が

ワークグループへの導入に最適！

煩雑な作業なしに簡単・スピーディーに行え、ワークグル ープ単
位での導入に最適です。また、プリンタの動作確認や管理など、使

省スペース

い勝手もさらに向上。ネットワーク環境で、よりスムーズなプリン

コンパクトボディ設計

ティング環境を実現します。

約54％の省スペース化（当社従来機体
積比・69.8L）、約64％の軽量化（当社
従来機重量比・28.5kg）を達成したコ
ンパクトかつスタイリッシュなボディを実
現しました。設置面積も約71％削減さ
れ（ 当社従来機面積比・0.178m 2 ）、
SOHOなど、小規模オフィス内で最大の
ネックとなっていた設置スペースの問題
を一挙に解決します。

当社従来機比較

■ magicolor 2200 DeskLaser ■ magicolor 2300 DL

＜正面＞

356mm

＜側面＞

392mm

for Business

ネットワーク装備だから、

500mm

2400dpi×600dpiの高解像度。粒子の形状を均一にした重合

for Service industry

高画質印刷だから、
メニュー作成などにも最適！

法トナーの採用により、写真画像や文字の微妙なニュアンスまで
を見事に再現。目を見張るビジュアルの精緻さ、美しさだから表
現力が違う。ホテルやレストランのメニュー作成、イベント案内な
どに大きな効果を発揮します。

多彩なオプション
両面プリントユニット
オプションの両面プリントユニットを使えば、用紙コスト・ファ
イルスペースを1/2に削減する「自動両面カラープリント」
を実現。ページ数の多い企画書や各種マニュアルなど、オン
デマンド印刷にも最適です。また、簡単に小冊子が作成可能
な「小冊子（袋とじ）印刷」もサポートしています。

給紙ユニット（A4/500枚）
オプションの給紙ユニットを装着すれば、標準トレイと併せて
最大700枚もの大量給紙が可能。チラシやDMなど、大量の
プリントが必要な時に効果を発揮します。

カラーレーザープリンタの常識を打ち破る、コンパクトなボディを

for Small Office

コンパクトボディだから、

ついに実現。オフィスから個人事務所、ショップまで、もう設置ス

わずかな設置スペースでＯＫ！

提案書、パンフレットなどをフルカラーで作成することにより、訴

ペースで頭を悩ます必要はありません。プレゼンテーション資料、
求力をアップさせることができます。

使い勝手を向上させる快適機能も満載
Ethernet(100Base-TX/10Base-T)、USB、
IEEE1284に標準対応
Ethernet(100Base-TX/10Base-T)を標準装備することにより、
ネットワークへの導入も簡単・スムーズに。導入作業に煩わされるこ
となくネットワーク環境での快適プリントを実現します。また、USB、
IEEE1284とも標準搭載しています。

Ethernet
(100Base-TX/
10Base-T)
USB
IEEE1284
パラレル

1枚にまとめて印刷できるN-up機能
複数ページにわたる原稿を1枚の用紙にまとめて印刷することができます。試し刷りや書類を
コンパクトにまとめたいときに便利。オプションの両面印刷と併用することにより、用紙削減効
果がさらにアップします。

for Store

最大700枚もの大量給紙 ※を可能にした他、A5からA4サイズは

15ヶ国語OS対応プリンタドライバ標準添付

多彩なペーパーハンドリングだから、

もちろん、厚紙、ハガキ、封筒、ラベルといった多種多様な用紙へ

販促ツール作成にも効果的！

のプリントにも対応。多彩なペーパーハンドリング機能が、チラシ

日本語、英語、
フランス語、
ドイツ語、
イタリア語、スペイン語、
ポルトガル語、チェコ語、ロシア語、
ポーランド語、スロバキア語、ハンガリー語、韓国語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）をサポー
トし、多言語環境のオフィスにもスムーズに導入できます。

やPOP、DMなど、販促ツールの作成に大きな威力を発揮します。

低ランニングコストを実現

※給紙ユニット(オプション)装着時

A4用紙1枚あたり約3.35円(モノクロ)※、約15.39円(カラー)※という低ランニングコストを実
現しています。
※大容量トナーカートリッジ使用、A4/5％連続印刷時

A4サイズからレター・ハガキ・封筒まで幅広く対応
A4の普通紙はもちろん、官製ハガキや封筒、OHPフィルム、再生紙など、多種多様な用紙への
プリントが可能です。

