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両面印刷（標準）

オプションの給紙ユニット PF-P16
550枚
用紙サイズ：A4、A5、B5、レター、リーガル

標準トレイ
250枚
用紙サイズ：A4 ～ A6、
レター、リーガル

手差しトレイ
100枚
用紙サイズ：
A4 ～ A6、
レター、リーガル、
郵便はがき、封筒

最大
900枚
（75 g/m2）

389 mm

374 mm

約0.15m²

プリンターの状態が分かるLCDを採用

操作パネルには、見やすいLCD
を採用しました。プリンターの
稼働状態を分かりやすく文字で
お知らせします。

給紙ユニットの増設が可能

コンパクトな設置スペースで、大量給紙を実現する550枚給紙ユニットと本
体と合わせて最大900 枚の給紙が可能です。
※ 対応用紙坪量：本体給紙トレイ 最大120g/㎡、　 手差しトレイ 最大216g/㎡

トナー交換も手軽なフロントアクセス設計

トナー交換や用紙補給がしやすいフロントアクセス設計を採用。本体を移動
させたり、持ち上げることなく、手軽にスピーディーにトナー交換や用紙補給
ができます。

能率を向上させる毎分36 枚の高生産設計

A4サイズを毎分36枚の速度で出力する高生産設計。一般オフィスから、大
規模オフィスまで、さまざまなシーンで活躍します。とくに、出力負荷の高い
ワークグループでの使用にも充分耐え、能率を向上させます。

机の上でも置けるコンパクト設計

高生産機でありながら、bizhub 

3602Pの設置面積はわずか
389 mm × 374 mmとたいへん
コンパクト。スペースが限られた
デスクトップにでも設置していた
だけます。

用紙の節約に最適な集約印刷

複数ページの原稿を用紙1ページに集約して印刷することができる集約印
刷機能を搭載。自動両面印刷と組み合わせて使用することで、用紙の使用
量を大幅に削減することができます。

用紙を効率的に使う自動両面出力設計

コンパクトなボディに自動両面印刷機能を標準装備しています。大量ページ
も効率的に出力し、用紙の節約にもつながります。
※両面は90g/㎡までのA4、レター、リーガルのみ可能

小さなボディに大きなパフォーマンス
スタイリッシュでコンパクトなモノクロレーザープリンター



タブレット /
スマートフォン

ダウンロード

プリントプリ
ント

Konica Minolta Mobile Print /
Mopria Print Service /

AirPrint /
Konica Minolta Print Service

クラウドサービス

社内無線LAN

Google

Cloud Print※
1

※1 Googleアカウントの登録が必要です。

寸法図（単位 :mm）

399  

260

374256

正面 右側面

節電効果の高いエコモード

電力消費を抑えることができるエコモードを搭載。使用環境に合わせた節
電が可能です。

無線LAN 環境での使用が可能

無線LAN 機能を標準装備。オフィスの有線LANはもちろん、無線LAN環境
にも接続することができ、設置場所の自由度が広がります。
※ 対応規格：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
 　有線LANと無線LANは同時に使用できません。

環境に合わせて設定できる静音モード

静かなオフィスで使用される場合に適した、静音モードを搭載。プリンター
稼働時の静粛性を最優先し、動作音を極力小さくする設定が可能です。
※ 印字速度が低下します。

Windows / Mac 用の2 種のプリンタードライバー

プリンタードライバーは、ビジネスでよく使われるPCLのほかに、
PostScript3 互換にも標準で対応。WindowsやMacが混在する環境でも、
幅広くご活用いただけます。

bizhub 3602Pの主な仕様

消耗品価格

幅広い対応で世界各国の環境基準に適合

地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・
導入を目的とした「国際エネルギースタープログラム」や、環境意識の高い欧
州など世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献し
ています。

TEC値の基準を大幅クリアしCO2排出量を削減

TEC値は1.4kWhを達成。国際エナジースタープログラムVer.2.0が定める
基準を大幅にクリアした省電力設計です。これにより、CO2 排出量も大幅に
削減しています。

エコマーク商品
省エネ・3R設計
エコマーク認定番号

14 155 040

※ご購入時、約1,500枚印刷可能なトナーカートリッジを同梱しています。（ISO・IEC19752準拠）
※記載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。

※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■基本機能 ■給紙ユニット PF-P15（オプション）

備考
トナーカートリッジ
トナーカートリッジ
イメージングユニット

TNP74
TNP58
IUP26

約3,000枚印刷可能（ISO・IEC19752準拠）
約15,000枚印刷可能（ISO・IEC19752準拠）
約60,000枚（1ジョブあたり3ページの間欠印刷時）

12,000円
45,000円
16,000円

商品名 価格 (税別 )

製品名
プリント方式
プリント速度※1

解像度
CPU
ファーストプリントタイム※3

ウォームアップタイム※4

内蔵フォント

メモリー（標準）
ハードディスク
インターフェース
対応OS

用紙
サイズ※8

用紙
種類※8

給紙容量
（75g/㎡）

排紙容量
両面印刷※11

印字可能領域（右記範囲除く）
外形寸法 (幅×奥行×高さ)
質量
稼働音※12

動作環境
電源
最大消費電力
TEC値
エネルギー消費効率※13

装置寿命

片面印刷
両面印刷

PCL
PS

PCL

PS

XPS

標準トレイ
手差しトレイ

オプショントレイ
標準トレイ
手差しトレイ
オプショントレイ
標準トレイ
手差しトレイ
オプショントレイ
最大

bizhub 3602P
電子写真、半導体レーザービーム方式
36枚/分（A4）
19面/分（A4）
デフォルトモード：600dpi×600dpi、高画質モード：1,200dpi×1,200dpi※2

Gemstone2 (Dual Core 1GHz)
6.5秒（スリープモードからは9秒）
90秒以内
日本語2書体（HGゴシックB、HG明朝L）※5欧文89書体
日本語2書体（HGゴシックB、HG明朝L）※5欧文158書体
512MB
̶
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T※6、USB2.0、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac※6

Windows 7※7 / 8.1※7 / 10※7

Windows Server 2008※7 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
Windows 7※7 / 8.1※7 / 10※7

Windows Server 2008※7 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
Mac OS X （10.10 / 10.11）
macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)、macOS Mojave (10.14)
Windows 7※7 / 8.1※7 / 10※7

Windows Server 2008※7 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
A4～ A6、リーガル、レター、不定形紙（幅：105～ 216mm、長さ：148～ 356mm）
A4～ A6、郵便はがき、封筒※9、リーガル、レター、
不定形（幅：76.2～216mm×長さ：127～356mm）
A4～ A5、リーガル、レター
普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙※10 （60 ～ 120g/m2）
普通紙、再生紙、郵便はがき、封筒、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙※10 （60 ～ 216g/m2）
普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙※10 （60 ～ 120g/m2）
250枚
100枚
PF-P15：250枚、PF-P16：550枚
本体給紙トレイ250枚+550枚給紙トレイ（オプション）×1+手差しトレイ100枚＝900枚
150枚
標準（A4、リーガル、レターのみ）
上下左右4mm（封筒の封部分は保証外）
399×374×260mm
約13.9kg（本体のみ、消耗品含む）
動作時 :54dB、スタンバイ時：14dB
温度：10 ～ 32℃、湿度：8 ～ 80％（結露しないこと）
AC100V 8.6A (50/60Hz)
520W
1.4kWh
72kWh/年　区分：プリンター C
22万面または5年

※1 A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバの設定やお客様の使用条件により異なります。小サイズ紙の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印字速度に制限があります。
※2 出力速度が低下します。
※3 データ処理終了から排紙完了までの時間です。
※4 製品開梱時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化時等によっては、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。
※5 オプションが必要です。
※6 有線LANと無線LANは同時に使用できません。
※7 32 ビット（x86） / 64 ビット（x64） 環境に対応。
※8 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。事前に試し刷りされることをお薦めします。
※9 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
※10 レーザープリンター用のものを使用してください。
※11 用紙厚は60～ 90g/㎡となります。
※12 ISO7779に基づく実測値であり、記載はバイスタンダ（近在者）位置の音圧レベル。
※13 省エネ法（平成25年３月１日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

オプション価格

給紙ユニット
給紙ユニット
日本語フォントカード

PF-P15
PF-P16
UK-P18

250枚給紙ユニット　最大1段まで追加可能
550枚給紙ユニット　最大1段まで追加可能
256MBフラッシュメモリーおよび、日本語フォント追加カード

50,000円
75,000円
24,000円

2,000円
2,000円
2,500円

商品名 備考価格 (税別 ) 取付料金 (税別 )

さまざまな端末からのプリントに対応

ドライバーを介さずに、各種プリントサービスに対応。より簡単で手軽にモ
バイルとの連携が可能になりました。

用紙種類
用紙サイズ
給紙容量
電源
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙（60 ～ 120 g/㎡）
A4、A5、B5、リーガル、レター
250 枚（75g/㎡）
本体より供給
389×374×95mm
約4.2kg

■給紙ユニット PF-P16（オプション）
用紙種類
用紙サイズ
給紙容量
電源
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

普通紙、再生紙、片面専用紙、特殊紙、色紙、厚紙、ラベル紙（60 ～ 120 g/㎡）
A4、A5、B5、リーガル、レター
550 枚（75g/㎡）
本体より供給
389×374×126mm
約4.7kg



製品名 保証内容保証期間 ※定期交換部品および消耗品、消耗部品、外装カバー類は無償保証の対象外となります。
※保証期間内であっても離島、山間部は別途交通費が必要になる場合があります。

※1 定期交換部品を含みます。
※オプション品のみの加入はできません。
※日本語フォントカードはbizhub 3602P本体の保守に含まれます。

ご購入後、1年間 オンサイト（訪問）
による無償修理

bizhub 3602P本体
オプション 給紙ユニット（PF-P15）
 給紙ユニット（PF-P16）

製品名
bizhub 3602P本体
オプション 給紙ユニット（PF-P15）
 給紙ユニット（PF-P16）

保守契約料金（税別）
30,000円

3,000円
3,000円

■年間保守契約（保証期間終了後1年間）

※1 印刷枚数を保証するものではありません。使用条件、使用環境により交換時期が早まることもあります。
※2 スポット修理料金の場合、サービス実施機関のサービスエンジニアが部品交換を行うため、別途作業料がかかります。
※定期交換部品の交換はサービスエンジニアが実施します。
※年間保守に入られている場合においても、月間平均枚数3,000枚（普通紙）以上ご使用になられ、交換を行う場合は別途料金が必要と
なります。

定期交換部品 部品寿命（交換時期）※１ 標準価格（税別）※2

約200,000 ページ
約200,000 ページ
約200,000 ページ
約200,000 ページ

ピックタイヤ（２個入り）
給紙ローラー /分離パッド
転写ローラー
定着ユニット

※消耗品および定期交換部品は別途料金が必要になります。
※修理には修理箇所以外の点検作業を含みません。修理箇所以外の点検が必要な場合は別途見積りとなりますのでお問い合わせください。
※技術料金：5,000円/30分。30分未満は30分として計算します。
※部品代金：弊社規定の交換部品代金。
※離島、山間部は別途見積りますのでお問い合わせください。

保証期間終了後（税別）
基本料金（10,000円）＋技術料金（5,000円/30分）＋部品代金

■スポット修理料金
保証期間終了後の修理において、保守契約をお申込みいただいていない場
合に必要となる修理料金です。

■定期交換部品

6,385 円
6,675 円
4,835 円

52,800 円

※１

保守サービス
製品保証内容

保守契約

●年間保守契約には、故障修理時に発生する費用（交通費、技術料金、部品代金）が含まれています。
●消耗品および、消耗部品は別途料金が必要になります。
●保守サービスの受付対応時間（9:00-18:00）以外の時間における保守サービスは契約に含まれておりません。
●離島および山間部については別途料金が必要となる場合があります。
●定期点検はありません。

保守契約のイメージ

購入 1年 2年 3年 4年 5年

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後1年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させていただきます。
修理の際には同梱されている保証書の提示が必要になります。

年間保守製品保証

無償修理 有償修理

年間保守 年間保守 年間保守 スポット修理

保守契約は、保証期間終了後1年単位の年間保守契約がございます。
契約期間内に故障が発生した場合は、オンサイト（訪問）での修理を行います。年間保守契約は、購入後5年間を経過しますと加入することはできません。
5年以降はスポット保守となります。

※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。
※特殊作業（クレーン車使用等）の場合は、別途料金が必要となります。

お問い合わせは、当社へ。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideasおよびbizhubは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※Windowsは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です。※Windows Serverは、米国Microsoft Corporation.の米
国の登録商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems 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。※Mac、Mac OS 、OS X、macOS Sierra、AppStoreおよびAirPrintは、Apple 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。※App Storeは、Apple Inc.
が運営するiPhone、iPad、iPod touch向けアプリケーションソフトウエアのダウンロードを行なえるサービスの名称です。※Google、Android、Google Play およびGoogle Cloud Printは、Google Inc.の商標または登録商標です。※iOS は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc. の
商標または登録商標です。※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があり
ます。※本誌掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub 3602Pをご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただ
きます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※ 万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積され
たデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします）

●ご使用の前に取扱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。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、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コピーする以外は禁じられています。

本紙の記載内容は2019年7月現在のものです。 9251-1092-20

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

安全にお使いいただくために

ご注意

本体標準価格（標準搬入設置料）〈税別〉
bizhub 3602P　　　　　　69,800円（15,000円）

国内総販売元

製造元
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

0120-805039お客様相談室

おことわり　確認のためお問い合わせ内容を録音させていただいております。ご了承ください。
　　　　　    消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

受付時間は土、日、祝日を除く 9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。http://konicaminolta.jp

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の安全データシート（SDS、Safety Data Sheet）をインターネット上に掲載しております。
お使いいただく前に内容をご確認ください。
http://konicaminolta.jp/pr/msds/


