A 4モノクロレーザープリンター

Stylish & Compact
リアル1200dpi の高画質、A4•20枚/ 分の高速プリント。
オフィス環境を、より快適に進化させるハイパフォーマンス。

▶A4サイズで20枚／分のハイスピード•プリント
▶美しさが際立つハイクオリティー画質
▶使う環境に応じて最適なパフォーマンスを発揮する快適性能
▶スタイリッシュ＆コンパクトなデザイン

認定番号 07122054

AD-04-046

高い次元で融合した美しさと高性能。
オフィスを進化させるデスクサイド•プリンター。
スタイリッシュでコンパクトなボディーに、ビジネスシーンで求められる多彩な高性能を凝縮。
ハイパフォーマンスな pagepro 1350W は、オフィス環境をより快適に進化させます。
印刷スピード*1

最大用紙サイズ

最大解像度

最大給紙

インターフェース
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本体標準価格（税別）

¥39,800

＊1 印刷スピードはA4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時。 ＊2 Windows XP x64/ Windows Vista x64には対応しておりません。

A4サイズで20枚／分*のハイスピード•プリント

リアル1200dpiの美しさが際立つハイクオリティー画質

高速プリントエンジン搭載で快適なデスクサイド•プリント環境をご提供します。

高解像度のリアル1200dpi＊と最適チューニングされたグレースケールで、
テキスト、線

＊A4、普通紙、同一原稿片面連続印刷時。

画はもちろん、写真などの画像データのプリントにもくっきり鮮明な品質が得られます。
＊1200dpi x 1200dpi時は10枚／分となります。

スタイリッシュ＆コンパクトなすっきりとしたデザイン

600dpi

1200dpi

細部にまでこだわったボディーデザインとカラーリングで、インテリア感覚の外観です。

深夜モード＊搭載で、
動作音が気になる環境でも安心
SOHO、ご家庭での使用に配慮し、深夜モードを搭載しました。静音印刷では動作音を

＊イメージ図

52dB以下に抑えて印刷します。＊深夜モード時、印刷スピードは10枚／分。
■主な仕様

■本体
pagepro 1350W

製品番号

JAN コード

製品名

標準価格
（税別）

プリント方式

電子写真、半導体レーザービーム方式

5250217-300

4538462004176

pagepro 1350W

￥39,800

印刷スピード *1

*2
モノクロ：20 枚/分（A4 縦）

プリント解像度

1200dpi×1200dpi、1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi

ファーストプリント時間*3

13 秒以下 *4

ウォームアップ時間

21 秒以下

メモリー

8MB（増設不可）

インターフェース

IEEE1284 双方向パラレル（ECP 対応）、USB1.1

対応OS

Windows XP*5/ Windows Vista*5*6/ Windows 7*6/ Windows 7 x64*6

製品名

A4、B5、A5、
レター、
リーガル、郵便ハガキ

用紙サイズ
用紙種類*7

*9

■オプション／消耗品

不定形（幅：76〜216mm× 長さ：127〜356mm）

製品番号

JAN コード

製品名

標準価格
（税別）

1710566-004

4538462003810

トナーカートリッジ 3,000 枚
（A4/5% 連続印刷時）

￥10,500

1710567-004

4538462003827

大容量トナーカートリッジ 6,000 枚
（A4/5% 連続印刷時） ￥21,000

1710568-001

4538462003834

ドラムカートリッジ 20,000 枚
（A4 連続印刷時）

￥10,000

※標準同梱品のトナーカートリッジの印字可能枚数は、約 1,500 枚
（A4/5% 連続印刷時）
です。
コニカミノルタ pagepro 1350W*1 は、コニカミ
ノルタ指定の純正消耗品

＊2

をご使用いただくことで最良の画像品質・製品性能が得られるように設計されています。
コニカミノルタ指定の

郵便ハガキ*9、封筒 *8*10、
上質紙、普通紙
（60〜90g/㎡）、再生紙 *8（60〜90g/㎡）、

また、コニカミノルタ指定の純正消耗品
純正消耗品以外をご使用の場合には製品性能が得られない場合＊3 がありますのでご注意ください。

（91〜163g/㎡）
ラベル紙 *11、OHP フィルム、厚紙 *8

以外をご使用になられたことによる品質トラブル等につきましては、
製品保証対象外となります。

給紙容量

標準トレイ：150枚（郵便ハガキ*9：50枚、封筒*8*10、ラベル紙 *11、 厚紙 *8：10枚、OHPフィルム：5枚）

＊1：日本国内取り扱い製品（製品番号 :5250217-300）が対象です。＊2：日本国内取り扱い製品（トナーカートリッジ：製品番号 1710566-004、

最大給紙容量

150枚（給紙トレイ）

大容量トナーカートリッジ : 製品番号 1710567-004、およびドラムカートリッジ : 製品番号 1710568-001）が対象です。＊3：コニカミノルタ指定

排紙容量

最大 100 枚（フェイスダウン）

の純正消耗品以外をご使用の場合、
装置内部の清掃・保護機能が働き、
結果として製品性能
（印字スピード）
は低下します。

両面印刷

手動両面印刷 *12

寸法図

本体寸法（幅×奥行×高さ） 387×291×283mm*13
約 6.1kg（消耗品含まず）

質量
稼動音
動作環境

単位：mm

動作時

54dB 以下
（深夜モード時は 52dB 以下）

スタンバイ時

35dB 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）

側面図

正面図

背面図

283

AC100V±10%、50/60Hz

電源
消費電力

動作時：900W（最大）、平均：400W 以下 / 節電モード時：15W 以下

関連規格

エコマーク認定商品、VCCI クラス B 情報技術装置適合、
グリーン購入法適合

装置寿命

15 万面または 5 年

387

114

405

291

387

＊1：A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。
ドライバーの設定やお客様の使用条件により異なります。ハガキ等の小サイズ紙や封筒等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。 ＊2：1200dpi×1200dpi時は10枚/分となります。深夜モード時は10 枚/分となります。 ＊3：デー
タ処理終了から排紙完了までの時間です。 ＊4：1200dpi×1200dpi時は22秒以下となります。 ＊5：64ビット版には対応しておりません。 ＊6：本対応ドライバーはCD-ROMに同梱されておりません。対応ドライバー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。 ＊7：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すすめします。 ＊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すすめします。 ＊9：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。 ＊10：紙質、
サイズ等により使用できないものがあります。洋形6号、洋形2号、長形3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。 ＊11：レーザープリンター用のものを使用してくださ
い。 ＊12：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。印刷位置のズレが生じることがあります。 ＊13：給紙トレイと排紙トレイが閉じられた状態。 ＊対応プロトコルに関しては、弊社ホームページをご覧ください。

ECOLOGY & SERVICE

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。
「エコマーク」
の認証を取得

使用済みカートリッジを無償で回収
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
用がプリンター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。

純正トナーカートリッジのご使用をおすすめします。

07122019

pagepro 1350W 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。

「エコリーフ」
の認証を取得

AD-04-046

pagepro 1350W 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。

pagepro 1350W は、2001 年に施行された、
国等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。

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、無償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。）
※記載の仕様は2011年7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

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。

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登録商標および商標です。※Windows®、Windows Vista®、Windows® 7
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。※グリーン購入法適合およびRoHS指令適合についてのアイコンはコニカミノルタが独自にデザインしたものです。

お求め、お問い合わせは信用ある当店へ
販売代理店：
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-4
商品に関するお問い合わせ、資料のご請求

グリーン購入法にも適合

受付時間
9：00〜12：00/13：00〜17：00
（土・日・祝休業）

■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

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-1350W-2

