A 4 ／ 1200dpiモノクロレーザプリンタ

16ppm
1200dpi×600dpi
Front Access
USB 2.0 Hi-Speed

http://printer.konicaminolta.jp

美しさと高性能が調和したコンパクトボディに、
デスクサイドで活躍する機能を凝縮。
2.0
＊1：16枚/分。Ａ4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時

＊2：Windows 98 SE / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP

Stylish and Compact

Friendly

細部にまでこだわり洗練されたスタイリッシュなデザイン。世界最小クラスのコンパクトな
省スペース設計により、
レイアウト変更などにもスムーズな対応ができます。

本体に加え、トナーカートリッジもお求めやすい価格を設定。イージーメンテナンスに
配慮し、一体型*消耗品カートリッジとフロントアクセスを採用しています。

Quality

Performance

1200dpi 600dpiの高解像度と最適チューニングされたグレースケールにより、
テキスト
や線画はもちろん、画像データもくっきりと鮮明に印刷します。

A4サイズ毎分16枚の高速プリント、
ファーストプリント13秒以下というスピーディな
パフォーマンスが、デスクサイドに快適なプリント環境を実現します。

主な仕様

＊トナーカートリッジ・ドラムカートリッジの交換は別々におこないます。

本体

製品名

PagePro 1400W

プリント方式

電子写真、半導体レーザビーム方式

印刷スピード

16枚/分＊1（A4縦）

プリント解像度

1200dpi 600dpi、600dpi 600dpi

ファーストプリント時間

13秒以下＊2

ウォームアップ時間

10秒以下（節電モードからの時間。電源OFFからのスタートは21秒以下）

メモリ

標準8MB（増設不可）

インターフェース

USB2.0（Hi-Speed）

製品番号

製品名

9J03011

PagePro 1400W

標準価格（税別） JANコード
￥29,800

4538462004657

製品構成
プリンタ本体・トナーカートリッジ・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

オプション/消耗品
製品番号

製品名

標準価格（税別） JANコード

備考

9J04201 トナーカートリッジ

￥7,000

4538462004664

標準試験ページで平均2,000ページ＊1印刷可能
＊2に基づく公表値
JIS X 6931（ISO/IEC 19752）

￥10,000

4538462004947

＊3
約20,000枚（A4/普通紙/片面連続印刷可能枚数）

対応OS

Windows 98 SE＊3 / Windows Me＊3 / Windows 2000＊4 / Windows XP＊3

4519401 ドラムカートリッジ

用紙サイズ

A4、B5（JIS）、A5、
リーガル、
レター、封筒＊5＊6 官製ハガキ＊7 、往復ハガキ＊7 、

用紙種類

上質紙、普通紙（60〜90g/m2）、再生紙（60〜90g/m2）、官製ハガキ＊7 、

＊1：標準試験ページをA4普通紙に片面連続印刷した場合の印刷可能ページ数です。間欠印刷、用紙サイズ、用紙タイプ等の印刷条
件や印刷モードによって印刷可能枚数が少なくなることがあります。
（間欠印刷とは一定の間隔をおいた印刷のことです）本体同梱品
トナーカートリッジの印刷可能ページ数は約1,000ページです。 ＊2：JIS X 6931（ISO/IEC 19752）とはモノクロ電子写真式プリ
ンタ用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。＊3：間欠印刷、用紙サイズ、用紙タイプ等の
印刷条件や印刷モードによって印刷可能枚数が少なくなることがあります。

不定形（幅：76〜216mm）（長さ：127〜356mm）
封筒＊5＊6 、OHPフィルム、厚紙＊5（91〜163g/m2）

給紙容量

給紙トレイ：150枚

（官製ハガキ＊7：50枚、封筒＊5＊6 、厚紙＊5：10枚、OHPフィルム：5枚）

最大給紙容量

150枚（マルチパーパストレイ）

排紙容量

最大100枚（フェイスダウン）

両面印刷

手動両面印刷＊8

外形寸法（幅 奥行 高さ）

354 269 240mm（一部突起を除く）＊9

質量

約6.3kg（消耗品含まず）

ノイズレベル
動作環境

外形寸法図

動作時

54dB以下

スタンバイ時

39dB以下

動作時

温度：10℃〜35℃、湿度：15％〜85％（結露しないこと）

保存時

温度：0℃〜35℃、湿度：10％〜85％（結露しないこと）

（単位はmm）
正面図

電源

AC100V、50/60Hz

消費電力

動作時：900W（最大）、平均：390W以下 / スタンバイ時：45W / 節電モード時：8W以下

関連規格

【コニカミノルタの純正品をご利用ください。】 コニカミノルタは高い品質を誇るプリンタをお客様にお届けしています。これらの
製品は純正トナーカートリッジを使用したときに最高のプリント品質と信頼性の高さを発揮できるよう開発・設計されています。
純正品以外のものをご利用になりますとプリンタ本体への悪影響やプリンタ品質の低下をひきおこし、機能を十分に発揮できない
場合があります。また、純正品以外のトナー・トナーカートリッジのご利用により、故障が発生した場合につきましては、保証期間内
であっても有償修理となりますので、ご了承ください。

側面図

背面図

240

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、
エコマーク認定商品

354

269

354

＊1：A4、普通 紙、同一原稿連 続印刷時。用紙の種類・サイズ、ドライバの設 定などのプリント条 件によっては印刷スピードが低下する場合があります。ハガキ等の小サイズ紙や幅の狭い用紙では、連 続印刷枚 数や印刷速 度に制限があります。＊2：A4、レター、
1200dpi 600dpiでの印刷時。＊3：NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ上で稼動するWindows 98 / Windows Me / Windows XPには対応していません。＊4：Windows 2000 Serverには対応していません。NEC PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ、
ALPHA、MIPS上で稼動するWindows 2000には対応していません。＊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。事前に試し印刷をすることをおすすめします。＊6：洋形6号、洋形2号、長形3号、長形4号の使用が可能です。封部分に
糊付け加工が施されている封筒のご使用はできません。封筒の紙種、保管、印刷環境により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すすめします。＊7：紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット
用のハガキのご使用はできません。＊8：奇数ページのみを片面に印刷し、再度トレイより給紙して偶数ページを印刷する機能です。＊9：給紙トレイと排紙トレイが閉じられた状態。

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。
グリーン購入法にも適合

低電力モード消費電力5W
リ サ イ ク ル 設 計

部品を再使用・再資源化する
回収ルート確率

認定番号 第04122004号

認定番号 第05132033号

「エコリーフ」の認証を取得

「エコマーク」の認証を取得

「PagePro 1400W」は、
（財）日本環境協会より環境保全
型商品に対する認定証、
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

「PagePro 1400W」は、20 01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。

AD-05-063

「PagePro 1400W」は、
（社）産業環境管理協会（JEMAI）が運営する
環境ラベル「エコリーフ」の認証を取得しています。コニカミノルタは、
自社の判断でラベルを公開できる「システム認定」を受けています。

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

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。

保守サービス/年間保守契約

安全にお使いいただくために
● 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。

PagePro 1400W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たします。
詳細については、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。

※このカタログは2006年3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。※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。※Windows®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。※Windows®の正式名称はMicrosoft Windows operating system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、販売店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

〒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5F
TEL：06-6110-0655（大阪支社） FAX：06-6110-0656
■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

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。

B BPJ

B-1400-02

