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The essentials of imaging

magicolor ® 6110 Print System
A3ワイド/1200dpi ポストスクリプト3互換カラーレーザープリンタ�

MINOLTA-QMS独自のマルチプロトコル・ネットワークインターフェ
イス「CrownNet （100Base-TX/10Base-T含む）」を標準装備。
TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI/NetBIOSも自動識
別。スイッチの切り替えなどの操作は不要です。またマルチプラット
フォーム・ネットワーク対応、Windows®、Macintosh、UNIXなどか
らのデータも一様に受信できます。さらに複数のプリントジョブを同
時受信、並行処理が可能な真のマルチタスク処理を実現。強力な
ネットワークと快適なオフィス環境を提供します。 

「Page Scope （v.3.5）」は、ネットワーク管理者の作業効率を大
きく向上させるブラウザベース、グラフィカルなネットワーク管理ソフト
（RFC1759プリンタMIBサポート）です。セキュリティ機能、情報提
供機能にすぐれ、プリンタステータスのモニタおよび各種パラメータ
の設定が管理者のコンピュータから簡単に行えます。 

�
�
「Crown View」は、お使いのWebブラウザでプリンタをモニタでき
るユーティリティです。トナーなどの消耗品の残量を表示できるほか、
プリントのジョブステータスをデスクトップ上で把握できます。 

A4カラー印刷で1枚約11.5円（各色5％のトナー使用で連続印刷）、
A4モノクロ印刷で2.6円を実現。本体価格と相まって、モノクロ
プリンタとカラーインクジェットプリンタ併用のランニングコストに
更に近づきました。 

�
�
色鮮やかで美しい高精細1200×1200dpiを標準とし、独自の高解
像度技術とライセンス契約によるアグファモノタイプ社の最新カラー
スクリーン技術の導入によりハイクオリティを実現しています。�

�
インターネットを経由して遠隔地に設置されているプリンタから出力
可能。使用するプリンタは、URLで指定できます。 

 

高度なネットワーク機能とハードディスクを標準装備した、�
マルチプラットフォーム・プリンタ。�
�Crown III Technology搭載�

ネットワークプリンタを一元管理�
「Page Scope（v.3.5）」標準添付�

Webブラウザ上でプリンタの状態を確認できる�
「Crown View」機能�
�
�

Windows®
  2000対応、�

IPP（Internet Printing Protocol）�

リアルな高解像度を可能にする�
1200×1200dpiを標準装備�

低ランニングコスト�

MINOLTA-QMS

Print Systemシリーズ�



主な仕様

magicolor ® 6110 Print System

標準商品構成
・プリンタ本体（CrownNetネットワークI/F内蔵）・電源ケーブル・トナーカートリッジ:CMYK各1、CMY/4,250枚、K/7,000枚、（A4片面イメージ率5％

時） ＊本体同梱品は別売消耗品の半分の容量となります ・OPCベルトカートリッジ ・定着オイル ・クリーニングローラー ・廃トナーボトル ・

250枚ユニバーサル給紙カセット ・マニュアル ・ソフトウエアCD-ROM ・ユーザー登録申込はがき ・はがきアダプタ

カラープリント
速度6枚/分※

モノクロプリント
速度24枚/分※

最大用紙サイズ
A3ワイド

カラー
マネージメント

PostScript 3 ハードディスク
内蔵

モリサワ2書体 13ヶ国語OS対応
プリンタドライバ

64bit200MHz
RISC CPU

メモリ標準256MB
最大384MB

解像度
1200×1200dpi

100Base-TX
10Base-T

自動両面プリント
オプション

最大給紙1250枚
オプション

  CrownIII 
Technology

Mac OSWindows95/98/Me
NT4.0/2000/XP

UNIX ※A4同一原稿片面プリント時

プリント方式	 電子写真、半導体レーザービーム方式

プリント速度	 カラー約6枚/分、モノクロ約24枚/分＊1

解像度	 1200×1200dpi（標準）600×600dpi（切替可能）

CPU	 64ビット/200MHzRISC

エミュレーション	 ポストスクリプト3互換、PCL6、PDF、HP-GL、 Lineprinter

内蔵フォント	 モリサワ リュウミンL-KL、モリサワ 中ゴシックBBB

標準搭載メモリ	 256MB

最大搭載メモリ	 384MB（3基）

ハードディスク	 内蔵IDEハードディスク

インターフェイス	

ネットワークプロトコル	 TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI/NetBIOS

対応OS	 Windows95＊2＊3/98＊3/Me＊3/NT4.0＊4＊5/2000＊4 /XP＊3＊6　Mac OS＊7　UNIX

用紙の種類	 推奨上質紙、普通紙、OHPフィルム、ラベル紙、厚紙＊8、官製はがき

用紙のサイズ	

給紙容量　	 標準：250枚カセット   オプション：500枚カセット×2段装着可能

最大給紙用量	 1,250枚

排紙用量	 フェイスダウン250枚

両面プリント	 オプション

外形寸法	 幅615×奥行540×高420（mm）

重量	 約46kg（消耗品未装着）

ノイズレベル	 プリント時:55dB（A）以下　スタンバイ時:48dB（A）以下

動作環境	 温度：10℃～32.5℃　湿度：20％～80％

電源	 AC100V、50/60Hz

消費電力	 最大1,350W、動作時平均600W、スリープモード時35W以下

保証期間	 6ケ月間オンサイト無償修理

オプション 消耗品

当製品に関するお問い合わせ先

※記載の仕様は2002年3月5日のものです。※MINOLTA-QMS、magicolor及びMINOLTA-QMSロゴは米国MINOLTA-QMS Inc.の登録商標です。

※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・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。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「ユーザーズマニュアル」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、感電するおそれがあります。

＜複製禁止事項＞法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、官製はがきなど。●法律等で規定されている証紙類。
●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）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複製する以外は禁じられています。

＊1：A4同一原稿片面プリント時 ＊2：Windows®95 OSR2.0以上に対応 ＊3：NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ上で稼動するWindows®95/98/Me/XPには対応しません。＊4：NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、

ALPHA、MIPS上で稼動するWindows®NT3.51/4.0、Windows®2000には対応しません。 ＊5：ServicePack6.0以降に対応　＊6：XP対応詳細につきましては、弊社ホームページでご確認ください。＊7OS8.0以降に対応　　

＊8紙厚64～160g/m2に対応�

製品名

増設メモリ　64MB

増設メモリ　128MB

Time-of-Day Clock

セキュリティキー

Image Server（v.2.1.1）

500枚ペーパーフィーダ＊6

A3ユニバーサル250枚給紙カセット

両面プリントユニット＊7

専用プリンタ台

製品番号

2600634-200

2600634-300

2600515-100

4760003-901

2600661-100

1710364-001

1710363-001

1710371-001

1710388-001

JANコード

4538462002615

4538462002622

4538462001724

4538462001847

4538462002752

4538462002608

4538462002875

4538462002592

4538462002660

製品名

ファインエフシー　A4

ファインエフシー　A3

トナーカートリッジ（ブラック）

トナーカートリッジ（イエロー）

トナーカートリッジ（マゼンタ）

トナーカートリッジ（シアン）

OPCベルトカートリッジ

クリーニングローラーキット

廃トナーボトル

定着オイル

製品番号

825123000

1730760-001

1710362-001

1710362-004

1710362-003

1710362-002

1710365-001

1710367-001

1710368-001

1710366-001

JANコード

4538462000024

4538462002639

4538462002516

4538462002547

4538462002530

4538462002523

4538462002561

4538462002578

4538462002554

4538462002585＊6：500枚ユニバーサルカセット1個付属  ＊7：64MB以上増設/500枚ペーパーフィーダ必要 (A3,A4,レター,リーガル用紙のみ）

￥45,000

￥75,000

￥15,000

￥15,000

￥120,000

￥44,000

￥12,000

￥97,000

￥44,800

価格 価格

￥10,300

￥13,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥21,000

￥48,000

￥7,000

￥1,500

￥3,600

本体

製品番号

5250202-300

JANコード

4538462003025

価格

￥398,000

・標準カセット：A3ワイド、A3、A4、B4、B5（JIS）、Letter、Legal、ledger、
  Executive、官製はがき（同梱のハガキアダプタ使用） 
・オプション500枚カセット（ユニバーサル）：A3、A4、B4、Legal、Letter、Ledger
・オプション250枚カセット（A4専用）：A4、B5、Executive、Letter

Ethernet（100Base-TX/10Base-T）、

IEEE1284双方向パラレル、シリアル（RS-232C）

〒105-0014 東京都港区芝1丁目5番9号 住友不動産芝ビル2号館4F  
パートナ営業部 TEL:03-5439-2705  FAX:03-5439-2710

ミノルタ・キューエムエス株式会社

ミノルタ株式会社

西日本パートナ営業部
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町2番30号
TEL:06-6338-5702  FAX:06-6338-5703

お客樣ご案内窓口 営業時間 9：30～17：30（土・日・祝は定休日）0120-162414
いろによいよ

■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。

■E-mailでのお問い合わせ、資料・出力サンプルのご請求も承ります。

http://www.minolta-qms.co.jp

info@minolta-qms.co.jp




