A4/1200dpi モノクロレーザープリンタ
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マルチな高性能を、コンパクトに凝縮。
コストも魅力のベストバリュープリンタ。
●ビジネスをスピードアップする、クラス最高レベルの16枚/分＊高速プリント。
●美しくクリアなドキュメントを出力する、高精細1200×1200dpiプリントクオリティ。
●Windows®&Macintosh®に対応。インストールもスムーズなUSB接続対応。
●ドキュメントづくりの効率を向上させる、多彩なペーパーハンドリングやモニタ機能。
＊1200dpiプリント時は8枚/分となります

モノクロ
プリント速度
16枚/分※

最大給紙
最大用紙サイズ 最大解像度
A4
1200×1200dpi 750枚
オプション

Windows®
Macintosh®
対応

メモリ
標準16MB
最大144MB

※A4同一原稿プリント時

￥59,800

標準価格

（税別）

USB標準

I/F

一人一人のデスクサイドで活躍できる、コンパクトなハイパフォーマンス。
ビジネスをスピードアップする、
クラス最高レベルの16枚/分＊高速プリント。

16PPM

高速プリントエンジンと独自のプリントプロセス処理により、高解像度600dpiで16
枚/分*の高速出力を実現しました。様々なアプリケーションからのドキュメント出力を
＊1200dpiプリント時は8枚/分となります
あなたのデスクサイドで快適にサポートします。

Specifications

主な仕様

機種名

PagePro 1250E

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

16枚/分 A4縦＊1
600×600dpi、1200×1200dpi＊2

解像度
CPU

美しくクリアなドキュメントを出力する、
12 00dpi
高精細1200×1200dpiプリントクオリティ。
リアル1200×1200dpiに対応。写真やイラストを忠実に表現する高精細印刷を
可能にしました。また600dpi時にも解像度補正機能により1200相当×600dpi
で文字や曲線を滑らかに表現。説得力のあるドキュメントを作成できます。

PowerPC RISC Processor

ファーストプリント

15秒

ウォームアップ時間

21秒（電源投入時） 7秒以下（節電モード）

エミュレーション

ポストスクリプトレベル2互換、PCL6、PCL5e

内蔵フォント

80欧文フォント
（PCLフォント45書体、PS2フォント35書体）
標準16MB

搭載メモリ

Windows®&Macintosh®に対応。
インストールもスムーズなUSB接続対応。

USB

I/F

搭載メモリスロット
インターフェイス

対応OSは、多くのSOHOで使用されているWindows®&Macintosh®。
インターフェイスには、USB（1.1）のほかパラレル（IEEE1284）
も
装備し、柔軟なセットアップに応えます。また、
エミュレーションも、最
新のPCL6及びポストスクリプトレベル2互換をサポートしています。

IEEE1284双方向パラレル、USB（1.1）
Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP、MacOS 9.0以降＊3

対応OS

・標準カセット：A4、A5、B5（JIS）、Letter、Legal、Executive、官製はがき、封筒
・手差しトレイ：A4、A5、B5（JIS）、Letter、Legal、Executive、官製はがき、封筒
＊4：A4
・給紙カセットユニット
（500枚）

用紙サイズ

2

・標準カセット／手差しトレイ：上質紙、普通紙（60〜90g/m ）、OHPフィルム、
2 ＊5
2 ＊5
厚紙（90〜163g/m ）
、官製はがき＊6、
ラベル紙＊6、封筒＊6＊7、再生紙（60〜90g/m ）

USB、パラレルポート

ドキュメントづくりの効率を向上させる、
多彩なペーパーハンドリングやモニタ機能。

用紙の種類

2

＊4：上質紙、
・給紙カセットユニット
（500枚）
普通紙（60〜90g/m ）

大量給紙&大容量トナーカートリッジ。

250枚カセット

標準

一度にセットできる用紙は最大750枚* 1 。大容量トナーカートリッ
ジの使用により、6,000枚* 2の大量印刷が可能。SOHOニーズ
も余裕でカバーします。
多彩なペーパーハンドリング。

最大144MB

1基（空きスロット1基）

給紙容量

最大給紙容量
500枚給紙
カセットユニット装着時
（オプション）

● 幅広い用紙対応:普通紙はもちろん、
ハガキ、封筒、厚紙、再生紙
などにもプリントでき、
オフィスの様々な用途に応えます。
●ミスプリントを減らす確 認 印 刷 機 能 :複 数 部 数を
印刷する際に、
まず一部のみを出力して確認可能。
用紙の無駄を省きます。
● 電子ソート機能:複数ページにわたるドキュメントを
必要な部数ごとにまとめてプリントでき、作業効率を
大幅に向上させます。* 3

750枚

排紙容量

マニュアルDuplex 機能＊8

両面プリント

389×441×259
約7kg（消耗品含まず）

重量

稼働時:54dB（A）以下

ノイズレベル
動作環境

待機時:30dB（A）以下

動作時／温度：10℃〜35℃ 湿度：15％〜85％

電源

保存時／温度：0℃〜35℃ 湿度：30％〜85％

AC100V、50/60Hz

消費電力

810W（最大）
、平均330W以下、
スリープモード15W以下

関連規格

ビギナーにもやさしいモニタ機能。

フェイスアップ＊420枚

フェイスダウン100枚

外形寸法（mm）幅×奥行×高

プリンタの状態をPC上から容易に確認できる、専用ユーティリ
ティソフトを標準で装備しています。

手差しトレイ：1枚

500枚カセット

オプション

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

保証期間

1年間持ち込みでの無償修理

＊1:同一原稿連続プリント時 ＊2:1200dpiプリント時は8枚/分 ＊3:Mac OS
X にはClassic環境でのみお使いいただけます。＊4:オプション ＊5: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。 ＊6:紙質、サイズ等により使用できないものがあります。 ＊
7:長形3号、4号に対応 ＊8:奇数ページのみを片面に印刷し、再度トレイに給
紙して偶数ページを印刷する機能です。

＊1 オプションの給紙カセットユニット装着時 ＊2 A4印字率5％の場合 ＊3 メモリ増設が必要です

A4/1200dpiモノクロレーザープリンタ

PagePro 1250E 標準価格 59,800 円（税別）
製品番号
本体

オプション

JANコード

製品名

価格（税別）

5250207-300

4538462003155

PagePro 1250E

¥59,800

1710514-001

4538462003162

給紙カセットユニット−A4

¥20,000

1710525-001

4538462003209

フェイスアップトレイ

2600634-200

4538462002615

64MB増設メモリ

¥45,000

2600634-300

4538462002622

128MB増設メモリ

¥75,000

¥2,500

製品番号

消耗品

JANコード

製品名

価格（税別）

1710399-002

4538462003186

トナーカートリッジ
3,000枚（A4/5％連続印刷時）

¥10,500

1710511-001

4538462003179

大容量トナーカートリッジ
6,000枚（A4/5％連続印刷時）

¥21,000

1710400-002

4538462003193

ドラムカートリッジ
20,000枚（A4連続印刷時）

¥10,000

＊本体同梱品トナーカートリッジは、約1,500枚です

PagePro 1250Eは、
ご購入後の1年間にわたって、持ち込みでの無償保証をい

● 定期交換部品及び消耗品は無償保証の対象外となります。

保守サービス／年間保守契約 たします。さらに、出張修理での安心の年間保守契約もご用意しています。詳細

● 無償保証期間内におきましても、
別料金にて出張修理をお受けします。

については、販売店もしくは弊社窓口、
またはホームページにてご確認ください。
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。

● 年間保守契約時におきましても、
離島や山間部等へは別途交通費が必要となります。

※記載の仕様は2003年10月のものです。※KONICA MINOLTAおよび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
ホールティングス株式会社の登録商標または商標です。※PageProはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の商標です。
※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。

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

0120-162834
■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

