
製品名 Workplace Hub Smart

型式 デスクトップ

カラー対応 フルカラー

読取り解像度 600dpi×600dpi

書き込み解像度 1,800dpi相当×600dpi

階調数 256 階調

メモリー容量 8GB(8,192MB)

SSD 容量 256GB

複写原稿 シート、ブック、立体物 ( 重さ最大 2kg)

最大原稿サイズ A3

複写サイズ 用紙サイズ 本体:SRA3※1 (320×450 mm)、A3～A5、不定形用紙(第1トレイ:幅；90～297 mm、郵便はがき、
封筒※2 長さ:148 ～431.8 mm、第2トレイ:幅；139.7～320 mm、長さ:182～457.2 mm)
手差し:SRA3(320×450 mm)、A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒※2、インデックス紙、
長尺紙 (幅:210～297 mm、長さ:457～1,200 mm)※3

画像欠け幅 先端:4.2 mm 以内、後端:3 mm 以内、手前 / 奥側 3 mm 以内

ウォームアップタイム
(23℃、定格電圧時)

主電源 ONから カラー 13秒以内、モノクロ12秒以内

副電源 ONから カラー 13秒以内、モノクロ12秒以内

ファーストコピータイム
※4

カラー 6.1 秒以下

連続複写速度 モノクロ 4.6 秒以下

A4ヨコ・B5ヨ
コ

36 枚 / 分

B4 20 枚 / 分

A3 18 枚 / 分

複写倍率 固定 等倍 1:1±0.5％以下

拡大 1:1.154/1.224/1.414/2.000

縮小 1:0.866/0.816/0.707/0.500

固定任意 3 種類設定可能

ズーム 25%～400%(0.1% 単位で設定可能)

縦横独立変倍 25%～400%(0.1% 単位で設定可能)

給紙方式/給紙量
(Jペーパー)

標準 本体トレイ2段(ユニバーサルトレイ570枚×2段)＋マルチ手差し: 165枚

対応用紙坪量※5 本体 : 52～256g/m2   マルチ手差し: 60～300g/m2

排紙容量 250 枚

連続複写枚数 1～9,999 枚

両面コピー ノンスタック方式 用紙サイズ:SRA3(320×450 mm)、A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき
対応用紙坪量 :52～256g/m2 ※6

電源 AC100V 15A(50/60Hz)

最大消費電力 1.5kW 以下

エネルギー消費効率※7 80kWh/ 年

大きさ(幅×奥×高) 615×688×779 mm(原稿ガラス面まで)

機械占有寸法(幅×奥) 937×688 mm(手差しの補助トレイを開いた状態)

質量 約 84kg ( 複合機本体のみ、消耗品含まず )

※1 第2トレイのみ。 ※2 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。
※3 コンピュータ－からのプリントのみ対応しています。 ※4 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
※5 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。

インクジェット用紙は対応していません。
※6 52～59g/m2、210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
※7 複合機部はエナジースター取得基準を満たしております。

Workplace Hub Smartの仕様

通信プロトコル 送信:SMTP、受信:POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応

送信原稿サイズ A3、B4、A4

解像度 モノクロ時:200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
カラー時:200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi

データフォーマット モノクロ時:TIFF-F カラー時:TIFF( RFC3949のProfile-Cに準拠 )

宛先登録 メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件)

同報(順次同報) 最大605宛先(インターネットファクスのみの場合:最大505宛先)

データ圧縮方式 モノクロ時:ＭＭＲ／ＭＲ／ＭＨ カラー時:JPEG

形式 フルカラースキャナー

読取りサイズ 本体仕様に準ずる

読取り解像度 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi

原稿読み取り速度
(A4ヨコ)

片面(カラー /モノクロ):80ページ/分(300dpi時)※1、100ページ/分(200dpi時)※2

両面同時読み取り(カラー /モノクロ)※2:160ページ/分(300dpi時)、200ページ/分
(200dpi時)

インターフェース Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、IEEE 802.11a/b/g/n/ac※3

対応プロトコル TCP/IP(FTP、SMB、SMTP、WebDAV)(IPv4/IPv6)

出力フォーマット TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML(pptx、xlsx※3、docx※3)、XPS、
コンパクトXPS、サーチャブルPDF※3、PDF/A※3、リニアライズドPDF※3

対応ＯＳ※4 Windows 8.1※5 / 10※5

※1 自動原稿送り装置使用時（DF-714、DF-632）※2 自動両面同時読取り原稿送り装置使用時（DF-714）
※3 オプション ※4 TWAINドライバーの対応OS ※5 32 ビット（x86） / 64 ビット（x64）環境に対応。

形式 内蔵型

連続プリント速度 本体仕様に準ずる1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。

解像度 1,800dpi相当×600dpi（スムージング時）または1,200dpi×1,200dpi（1,200dpiモード時）

メモリー容量 8GB（8,192MB）

ページ記述言語 PCL6、PostScript3互換、XPS

内蔵フォント PCL 日本語4書体（HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L）、欧文80書体

PS 日本語2書体（HGゴシックB、HG明朝L）、欧文137書体

対応プロトコル TCP/IP、SMB、LPD、IPP1.1、SNMP

対応OS※1 PCL Windows 8.1※2 / 10※2

Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019

PS Windows 8.1※2 / 10※2

Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
Mac OS X（ 10.11）、macOS Sierra（ 10.12）、macOS High Sierra (10.13)、
macOS Mojave (10.14）、macOS Catalina（10.15）

XPS Windows 8.1※2 / 10※2

Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019

インターフェース Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0（High-Speed）/1.1、IEEE 
802.11a/b/g/n/ac※3

※1 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。 ※2 32 ビット（x86） / 64 ビット（x64）環境に対応。 ※3 オプション

基本機能／コピー機能 インターネットファクス機能（標準装備）

スキャナー機能（標準装備）

プリンター機能（標準装備）

CPU Intel Xeon Silver 4109T (2.0GHz、 1P/8C）※1

メモリー 64GB※2

HDD 1.0TB x ４ (HW RAID5)  =  実効容量 3.0TB※3

ネットワーク Ethernet 1Gb対応 x  １

消費電力 202.38W (最大) 

ソフトウエア機
能

基本
OS

OS種別 Windows Server 2016

仮想サーバー Microsoft Hyper-V

最大VM数
３VM（３ゲストOS）
（コニカミノルタ専用として上記以外に１VMを占有）

VM

OS種別 Windows Server 2016

vCPU 2Core

仮想メモリー 8GB

HDD 350GB

ネットワーク Ethernet 1Gb対応 x  １ポート

環境
条件

動作時 温度: 10～35 ℃、湿度:8 ～ 90% ただし結露しないこと

保管時 温度:-30～60 ℃、湿度:5 ～ 95% ただし結露しないこと

※1 各アプリケーション用には、仮想CPUの割り当てになります。※2 各アプリケーション用には、8GBの仮
想メモリ割り当てになります。※3 各アプリケーション用には、約300Gbyteが割り当てられます。

サーバー部機能（標準装備）

ご注意
※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。

安全にお使いいただくために
●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。
●給紙キャビネットおよび専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。

※KONICA MINOLTA、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、Workplace HubおよびWorkplace Hub Smartロゴはコニカミノルタ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。※Windows、Windows Server、SharePointおよびMicrosoft Office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。※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。※iOSの商標は、Cisco 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。※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。※Workplace Hub Smart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、SSD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）

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。

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

国内総販売元

製造元

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

お問い合わせは、当社へ。

Workplace Hubの提供モデル

企業のDX支援を行うオールインワンITサービス

Workplace Hub Smart

Workplace Hub Platform Ready
アプリケーション

実行基盤

遠隔監視

遠隔保守

従量課金

Workplace Hub プラットフォーム
Workplace Hub
複合機一体型

複合機、サーバー一体型でご提供します。クラウド型、オンプレミス型のアプリケーションやサービスに加え、複合機の機能もご利用い
ただけます。Workplace Hub プラットフォームによって遠隔での保守、監視を行います。

クラウド型、オンプレミス型、様々な
アプリケーションをご用意しています。

遠隔監視、遠隔保守などが組み込まれたコニカミノルタジャ
パンオリジナルのプラットフォームです。

複合機とWorkplace Hubの一体型タイプ

設置に必要な環境
電源 以下の２口の電源が必要

複合機部 ：AC100V 15A(50/60Hz) 最大消費電力 1.5kw以下
サーバー部：AC100V 8A(50/60Hz)

ネットワーク 以下の2口のネットワークが必要
複合機部 ：100BaseT以上
サーバー部：1000BaseT以上

正面

Workplace Hub Smart
(DF-714 + DK-519 + SV-101、防音フード装着状態)

右側面



Workplace Hub でIT導入・運用の課題を解決！

2020年4月より働き方改革関連法の時間外労働の罰則付き上限規制（中小企業）が施行されました。企業を取り巻く経営課題は以下の4つが挙げられます。これらの課題は1つでも発生すると、残りの3つの課題も
連なって発生してしまいます。1つの経営課題のみに焦点を絞るのではなく、4つの経営課題すべてに対し、総合的な施策をとることが大切だと考えられます。

様々な課題を解決するためにはITツールの導入が欠かせませんが、ライセンス費用を含めたコストが高額で導入ができない、導入効果がわからない、ITの選定や管理をするスタッフがいないなどが原因で、
導入が進められないという中小企業のみなさまのために、Workplace Hubをご用意しました。Workplace Hub Smart は、ドキュメント情報が集中する複合機とサーバーを一体型にすることで、複合機の機能
とITサービス、IT保守・運用をシームレスに統合したオールインワンサービスを提供します。

中小企業を取り巻く複合的な課題

働き方改革関連法が大企業は2019年4月から、中小
企業は2020年4月から施行となりました。各社法令
対応を含めた取り組みが必要です。

中小機構が実施したアンケート調査(※1)で、人手不足
が経営に大きなインパクトを与えていることが明ら
かになっています。

ITの利活用は生産性向上・効率化の効果が出やすいと
されていますが、コストや管理面で導入のハードル
が高い印象が強く残っています。

テレワークなど会社以外の場所で働く機会が増え、
情報漏えいなどのリスク対策をする必要がでてきま
した。

Ｑ.「人手不足」を感じていますか？

はい
73.7%  (786)

いいえ
26.3%  (281)

7割以上が実感

解決するポイントは？

業務の最適化 働く環境の見直し

働く環境を求職者へアピール 雇用の促進

時間外労働の上限規制1

有給休暇の消化義務2

同一労働同一賃金3
など

解決するポイントは？

労働時間の把握・管理 働く環境の見直し

有給休暇の取得状況の把握業務の最適化

解決するポイントは？

業務の最適化 ITツールの導入

解決するポイントは？

アンチウイルス

オンプレミス型のWorkplace Hubでは最大
で3つのアプリケーションを専用の仮想領域
でご利用いただけるので、サーバー管理の
負荷を低減します。
※クラウド型アプリケーションには仮想領域数の制限はあり
ません。

サーバー運用コストの最適化

サーバーが増えて管理が
手間なのよねえ

コニカミノルタジャパンが、サーバーの
管理を遠隔保守・遠隔監視で行うため
IT管理者の負荷を軽減できます。

IT人員の負荷軽減

複数のITを導入すると管理する
スタッフへの負担が大きい…

働く環境の見直し

コストの負担が大きい！

アプリケーション・ライセンスは必要時に追加
や削減が可能。面倒な追加注文も不要です。ま
た、従量課金制度の利用により、ライセンスの
管理や運用管理の手間も解消します。

導入コストの最適化

ファイヤーウォール

Wi-Fi環境VPN

多層防御

POINT IT投資有無別企業の売上高 (※2)

(百万円)

IT投資あり 2,369

IT投資なし 1,140

※1 調査実施期間：平成29年3月 調査対象：中小機構メルマガ会員約37,000社うち有効回答企業数 1,067社 ※2 出典：中小企業白書2016 (中小企業庁) 

情報セキュリティー体制に関する課題
(※2)

スキル・ノウハウ不足 62.8％

人手不足 46.8％

経費面 43.4％

その他 13.4％

(％)

1.労働力不足 2.働き方改革関連法への対応 3.生産性向上・効率化 4.セキュリティー対策

0                    20                   40                    60                  800               500          1,000          1,500         2,000        2,500

セキュリティー対策をまとめて行
えるから安心して仕事ができる！

Workplace HubのラインナップのWPHセキュ
リティサービスやエンドポイントサービスを
別途ご利用頂くことで最新のセキュリティー
を提供します。働き方改革に向けたテレワー
クを安心して実施頂けます。
※WPH Smartの標準機能ではございません。別途WPHセキュリ
ティサービス/エンドポイントサービスをお申し込みいただく
ことでご利用いただけます。

セキュリティーの最適化

実行基盤

遠隔監視

遠隔保守

従量課金

Workplace Hub
プラットフォーム

Workplace Hub
複合機一体型

遠隔監視、遠隔保守などが組み込
まれたコニカミノルタジャパンオ
リジナルのプラットフォームです。

Workplace Hubアプリケーションに加え
複合機の機能もご利用いただけます。

クラウド型、オンプレミス型、様々な
アプリケーションをご用意しています。

Workplace Hub Platform Ready
アプリケーション

(複数回答)


