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美しさが違うポストスクリプト3互換。A4カラーレーザプリンタ

Win Mac Linux
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■コンパクト・省スペース設計  ■Emperon搭載・高速＆高画質プリント  ■インテルMac対応
■ポストスクリプト3互換・PSフォント標準搭載・マルチOS対応  ■ネットワーク標準対応
■簡単セットアップ・イージーメンテナンス  ■低ランニングコスト
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＊1：A4同一原稿連続印刷時。 ＊2：標準給紙トレイからの給紙時。 ＊3：ハードディスクキットの装着が必要です。 ＊4：Ethernetとパラレルインターフェースは同時使用できません。（切り替えが必要） ＊5：PageScope Web Connectionを使用時のみ対応可能です。 ＊6：NEC 
PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズで稼動するWindows 98、Windows Me、Windows XPには対応しておりません。 ＊7：NEC PC-9801シリーズ､PC-9821シリーズ、ALPHA、MIPS上で稼動するWindows NT4.0、Windows 2000､Windows Server 2003には対応
しておりません。 ＊8：Windows NT4.0はService Pack6.0以降を推奨しております。 ＊9：Windows 2000はService Pack4.0以降を推奨しております。 ＊10：Windows XPはService Pack1.0以降を推奨しております。 ＊11：本対応ドライバはCD-ROM同梱されて
おりません。対応ドライバにつきましては弊社ホームページよりダウンロードしてください。 ＊12：Linux OS対応の詳細は弊社ホームページをご覧ください。 ＊13：使用される紙質、使用環境により、印刷品質が異なる場合があります。 ＊14：紙質、サイズ等により使用できないもの
があります。 ＊15：推奨OHPフィルム「3M OHPフィルムCG3700」をご使用ください。 ＊16：レーザプリンタ用のものを使用してください。 ＊17：洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形6号、長形4号が使用可能です。封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。 
＊18：用紙種類は60～90g/m2の普通紙のみ可能です。 ＊19：ダストカバー非装着時は53dB以下となります。 ＊＊製品開梱時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数値以上の時間がかかる場合があります。
※お客様のご使用条件、プリンタの状態により印刷にズレが生じる場合があります。（用紙搬送方向±2mm、用紙斜行±1mm/100mm、画像の伸縮±1mm/100mm）

■高速・高画質・高機能を実現するEmperon搭載

■ポストスクリプト3互換、PSフォント標準搭載

コンパクトボディに凝縮した多機能－高速・高性能ネットワークプリンタ

独自開発の次世代プリントテクノロジー「Emperon」を搭載。プリントデータを高速処理
すると共に、9600dpi相当×600dpiという高画質出力を実現しています。

高品位プリントを実現するポストスクリプト3互換。フォントは日本語2書体、欧文136書体。
オプションのハードディスクキット増設で市販のCIDフォント＊がダウンロードできます。

■低ランニングコストと簡単メンテナンスを実現
使うほどに差のつくカラー約14.04円＊、モノクロ約3.04円＊という低ランニングコストを
実現。フルフロントアクセス設計なのでメンテナンスも簡単に行えます。

Windows、Macintosh、Linux環境に対応。さらに、Ethernet、USB2.0（High-Speed）、
IEEE1284に標準対応。さまざまなネットワーク環境にもスムーズに導入できます。

■多彩な使用環境で活躍できるマルチOS対応

＊1：メモリ増設の目安については弊社ホームページをご覧ください。（http://printer.konicaminolta.jp） ＊2：A4サイズ、5%イメージ
率、片面、普通紙連続印刷時。上記の印刷枚数は目安です。印刷の仕方により、印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外
の印刷モード時、および、節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返しにより、印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷
可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。イメージ率が低くトナー消費量が少ない場合
にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。また、カラー印刷においてイメージ率が低い場合、複数色のカートリッジ
が同時になくなることがあります。＊定期交換部品（有償）の詳細、搬入・設置・保守料金につきましては弊社ホームページ
（http://printer.konicaminolta.jp）をご確認ください。 ＊記載の金額には消費税は含まれておりません。

安全にお使いいただくために
※記載の仕様は2006年11月現在のものです。※KONICA MINOLTAおよびKONICA MINOLTAロゴ、The essentials of imaging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。※magicolorはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商標です。※Windows®は米国
Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。※Windows®の正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。※Apple、
Macintosh、MacOSは、Apple Computer, 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。※その他記載の会社名、商品名、書体名等はそれぞれの会社の登録商標
または商標です。※製品の仕様および外観は、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年です。

● ご使用の前に「取り扱い説明書」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。
● 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。

純正品以外のトナーカートリッジをご使用になると、安定した性能を発揮できない場合があります。また、純正品以外のご使用により不具合が生じた場合は、無料保証期間内であっても有償となります。
（純正品以外のトナーカートリッジのご使用が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。純正品以外のトナーカートリッジをご使用の際はご留意ください。）純正トナーカートリッジのご使用をおすすめします。 

コニカミノルタでは、
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。

（財）日本環境協会による
エコマークを取得
magicolor 2550のトナーカートリッジ
は、生産から廃棄までのライフサイク
ル全体を通し、環境への負荷が少なく
環境保全に役立つ商品に使用が認め
られるエコマークを取得しています。

国際エネルギースタープログラム
適合の低消費電力を実現
プリントジョブを一定期間受信しない場
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 グリーン購入法にも適合

06132003

部品を再使用・再資源化する
回収ルート確立

コニカミノルタでは、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。

magicolor 2550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。

オプション/消耗品

主な仕様 本体
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オプション装着時側面図標準スペック正面図 標準スペック上面図

外形寸法図

エ ン ペ ロ ン

電子写真､半導体レーザビーム方式（カラー４サイクル）

9600dpi相当 x 600dpi

モノクロ：13秒  カラー：22秒（A4縦）
平均52秒以下、最大61秒以下（23℃ 定格電圧時）

Windows 98SE＊6/Windows Me＊6/Windows NT4.0＊7＊8/ Windows 2000＊7＊9/Windows XP＊6＊10/
Windows XP x64＊10＊11/Windows Server 2003＊7/Windows Server 2003 x64＊11/Mac OS 9（9.1以降）/
Mac OS X（10.2、10.3、10.4）/Mac OS X 10.4.4以降（Intelプロセッサ搭載Macintosh）/Linux＊12

700枚（オプション装着時）

推奨上質紙、普通紙（60～90g/m2）、再生紙＊13（60～90g/m2）、官製ハガキ＊14、
厚紙＊13（91～163ｇ/m2）、OHPフィルム＊15、ラベル紙＊16、封筒＊17

上下左右4.2mm（封筒の封部分は保証外）を除く

A4、A5、B5（JIS）、レター、エグゼクティブ、官製ハガキ
不定形（普通紙 幅：92～216mm × 長さ：198～356mm）
不定形（厚紙、ラベル紙、OHPフィルム　幅：92～216mm × 長さ：148～297mm）

200枚（官製ハガキ＊14、OHPフィルム＊15、ラベル紙＊16：50枚、封筒＊17：10枚）

200枚（フェースダウン） 

430 × 395 × 349 mm 
約18kg（消耗品含まず）／約20kg（消耗品含む）

52ｄB以下（ダストカバー装着時）＊19

35ｄB以下

温度：10～35℃、湿度：15～85％（結露しないこと）
AC100V、50/60Hz

最大消費電量：1100W以下、動作時平均：カラー 450W以下、モノクロ 600W以下、
待機時：250W以下、 節電モード時：27W以下

オプション（A4、レターに対応）

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

A4

推奨上質紙、普通紙、再生紙＊13（60～90ｇ/m2）

500枚（最大1段）

256MB（オンボード：128MB、メモリスロット１基に128MB差込み済み）、メモリオプションにより最大640MBまで増設可能

Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）＊4、USB2.0（High-Speed）、
IEEE1284準拠パラレルインターフェース＊4

カラー：5枚/分（A4縦） モノクロ：20枚/分（A4縦）　
両面印刷時＊2 カラー：5面/分 モノクロ：11.4面/分

プリント方式
印刷スピード＊1

プリント解像度
PowerPC 300MHzCPU

ファーストプリント時間＊2

ウォームアップ時間＊＊

ポストスクリプト3互換、PCL6（XL2.1）、PDF1.4コマンドレベル＊3エミュレーション
日本語フォント PCL：2書体、PS：2書体（HG明朝、HGゴシック）　
欧文フォント PCL：80書体、PS：136書体

内蔵フォント

標準（トレイ1）

オプション（トレイ2）

搭載メモリ
オプション 40GBハードディスク

インターフェース

対応OS

用紙
サイズ

用紙
種類

印字可能領域

最大給紙容量
排紙容量

給紙
容量

両面印刷＊18

外形寸法（幅×奥行×高さ）
質量

ノイズ
レベル

動作時

スタンバイ時
動作環境

電源

消費電力

関連規格

標準（トレイ1）

オプション（トレイ2）

オプション（トレイ2）
標準（トレイ1）

製品番号

A00V003 ￥138,000

製品名 製品構成本体標準価格

4538462005005

ＪＡＮコード

製品番号
1710585-200 給紙ユニット

製品名 ＪＡＮコード

1710586-100 両面プリントユニット
1420157-002 256MB増設メモリDIMM＊1

1420157-003 512MB増設メモリDIMM＊1

1710591-001 ドラムカートリッジ

1710588-004 大容量トナーカートリッジ －ブラック（K）
1710588-005 大容量トナーカートリッジ － イエロー（Y）
1710588-006 大容量トナーカートリッジ － マゼンタ（M）
1710588-007 大容量トナーカートリッジ － シアン（C）
1710588-001
1710588-002

トナーカートリッジ － イエロー（Y）
トナーカートリッジ － マゼンタ（M）

1710588-003 トナーカートリッジ － シアン（C）

8918-311 コニカミノルタCFペーパー
7712-4790 コニカミノルタＮＲ-Ａ100

1710595-002 カラートナーバリューパック
1710595-003 ブラックトナーバリューパック

magicolor 2550

標準価格
￥40,000
￥30,000
￥30,000
￥65,000

￥38,400
￥22,000

￥27,000

￥14,000
￥15,000
￥15,000
￥15,000
￥10,000

￥10,000

￥7,500
￥5,750

￥10,000

4538462004114
4943105001151

4943105000994

4538462004022
4538462004039
4538462005616
4538462005623
4538462005593
4538462004954
4538462004961
4538462004077
4538462004084
4538462004091
4538462004107
4538462004046
4538462004053
4538462004060

プリンタ本体・トナーカートリッジ（ブラック、イエロー、マゼンタ、シアン）・ドラムカートリッジ
・ユーザー登録カード・電源ケーブル・マニュアル・Utilities & Documentation CD-ROM

仕様

256MB　magicolor 2550専用
512MB　magicolor 2550専用

9J05113 ハードディスクキット ￥50,000 40GB（ブラケット＆ケーブル付）

モノクロ：約45,000枚（連続印刷時）＊2　カラー：約11,250枚（連続印刷時）＊2

約4,500枚（連続印刷時）＊2

約4,500枚（連続印刷時）＊2

約4,500枚（連続印刷時）＊2

約4,500枚（連続印刷時）＊2

約1,500枚（連続印刷時）＊2

約1,500枚（連続印刷時）＊2

約1,500枚（連続印刷時）＊2

推奨上質紙、Ａ4、2,500枚（500枚×5）
推奨再生紙、Ａ4、2,500枚（500枚×5）

大容量トナーカートリッジ［イエロー（Y）/マゼンタ（M）/シアン（C）：3本セット］
大容量トナーカートリッジ［ブラック（K）：2本セット］

Ａ4対応（最大増設1段まで）
Ａ4、レター対応

※標準同梱品の各トナーカートリッジの印字可能枚数は約4,500枚＊2（Ａ4/5％連続印刷時）となります。  

＊ トナーバリューパック使用時。標準トナー使用時はカラー約15.51円、モノクロ約3.71円。A4、普通紙／各色5%原稿片面連続印刷。
 ドライバの設定やお客様のご使用条件により異なります。（用紙代別）

＊ メーカーにより使用できないフォントがあります。

B

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-4 住友不動産日本橋ビル10F
TEL：03-5205-7818（代表）　FAX：03-5205-7819

〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-3-10 西本町インテスビル11F
TEL：06-6110-0655（大阪支社）　FAX：06-6110-0656

当製品に関するお問い合わせ先

B-2550-01

地球環境に配慮して、このカタログには
再生紙と大豆インクを使用しています。

■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。
sales@bpj.konicaminolta.jp

BPJ




