
 

 

 
 
 

コピー･プリント･スキャン機能をコンパクトボディに凝縮した 

A3 デジタル複合機（16 枚/分・A4 ヨコ）『1611』新 発 売 

 

2004 年 2 月 9 日   

コニカミノルタホールディングス株式会社 

              コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 

                      コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 

 

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（社長：太田義勝）2004 年 2 月 25 日より毎分 16 枚

（A4 ヨコ）出力のコンパクト多機能デジタル複合機『1611』を発売致します。 

 
【本体標準価格(搬入設置料)<税別>】「1611」： 388,000 円 (19,000 円) 

【発売日】：2004 年 2 月 25 日 

【販売目標台数】：12,000 台/年間   

 

昨今、SOHOや小規模事業所においては、コピー・プリンタ・スキャナに対応した省スペースの複合機

へのニーズが急速に高まっております。今回発売致します『1611』は、コピー単機能機と同等の価格帯
でありながら、ローカルプリント機能、ローカルスキャン機能を標準搭載＊したコストパフォーマンスの

高いモデルです。コンパクトなボディに、オフィスワークで欠くことの出来ない基本機能を凝縮。限ら

れたオフィススペースで効率的なオフィスワークを実現します。また使いやすいユニバーサルデザイン

を採用しており、誰もが簡単に心地よく使用することができます。＊近日対応予定 

 

当製品は、「グリーン購入法」「エネルギースタープログラム」の各基準に適合しており、「エコ

マーク」も現在認可申請中です。 

コニカミノルタは、イメージング領域において必要不可欠な商品とサービスのご提供により、益々

多様化するお客様のご要望とご期待に応えてまいります。 

 

 【 主な特長 】 

１．インナー排紙のコンパクト設計 

 インナー排紙機構によるコンパクトなボディを実現。排紙トレイの突き出しのない省スペース設

計で、SOHO を始めとする、限られたオフィススペースで効率的なパフォーマンスを発揮します。 

 

２．充実した基本機能 

 原稿の向きと用紙の向きが異なる場合でも自動的に画像回転しミスコピーを防ぐ「90 度回転コピ

ー機能」*1をはじめ、ソータを必要としない「電子ソート・交互ソート機能」＊2、2 枚もしくは 4

枚の原稿を 1面にまとめて出力する「2in1/4in1 機能」＊等々、オフィスで必要不可欠な基本機能



を備えたオールインワンモデルです。また、厚紙やOHP用紙などの特殊用紙やはがき･封筒も給紙

可能なマルチパーパスカセットを標準装備しています。 
＊１ A4 または B5 で出力した場合のみのみ有効です。 

＊2 オプションの自動原稿送り装置 AF-120 が必要です。交互ソートではさらにオプションの給紙ユニット PF-126 が必要です。 

 

２．GDIプリンタ機能を標準搭載＊ 

Windows 対応の GDI プリンタ機能を標準搭載しているので、オプションのコントローラがなく

ても気軽にパソコンからの出力が行えます。さらにオプションのプリンタコントローラ

Pi1601e を装着すれば、毎分 16 枚（A4 ヨコ）の出力スピード、電子ソート機能による高生
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産性を実現します。＊近日対応予定 

GDI コントローラとは 

GDI とはグラフィック・デバイス・インターフェイスの略で、パソコン側で作られたイ

メージデータを PDL（ページ記述言語）に変換せずに、そのまま受け取って出力するコ

ントローラです。プリンタは送られたデータをそのまま印字します。データ処理はパソ

コン側が行うためプリンタコントローラをシンプルにすることが出来ます。 
．ローカルスキャン機能を標準搭載＊

パソコンと USB 接続することで、TWAIN 対応のローカルスキャナとして活用することが出来ま

す。A3 サイズまでの原稿に対応しているので、ブック原稿のスキャニングも可能です。 

＊近日対応予定 

．使いやすいユニバーサルデザイン 

オペレーションパネル LCD の角度可変をはじめ、誤操作の少ない押しやすいボタン形状、大き

くはっきりとした説明文字表記など、だれもが心地よくお使いになれるように随所に配慮がな

されています。 

．環境負荷の少ない複合機 

国の定めるグリーン購入法の規格をクリアーしているほか、国際エネルギースター・プロ グラ

ム基準に適合した商品です。また（財）日本環境協会の、製造段階、梱包発送、回収システム、

再利用、成分、騒音、電気消費、安全性などの分野で環境への負荷が少ない製品であるエコマー

クの認可申請中です。 
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【 本体仕様 】 

 主な機能/コピー機能  

 製品名  1611 

 形式  デスクトップ及びコンソール（給紙オプション段数による） 

 読取り解像度  600dpi 

 書き込み解像度 600dpi 

 メモリ容量  32MB（オプションで最大96MBまで増設可能） 

   格納ページ数 標準26面以上 最大315枚以上（FaxNo.4チャート使用

時） 

 階調  256階調 

 複写原稿  シート、ブック、立体物（厚さ30㎜ 重さ3kgまで） 

 最大原稿サイズ A3 

 
複写サイズ 

用紙サイズ A3、B4、A4/A4タテ、B5/B5タテ、A5/A5タテ、ハガキ、 

非定形紙Max.297×432mm 

  画像欠け幅 先端/後端/手前/奥側：各4mm以内  

 ウォームアップタイム 30秒以下（条件：23゜c・定格電圧） 

 ファーストコピータイム 7.0秒（条件：A4ヨコ、本体排紙皿、トレイ1、等倍、ストレート排紙

を選択） 

 連続複写速度  16枚/分(A4）、13.3枚/分(A4R)、18.3枚/分(B5)、14.7枚/分(B5R) 

   7.7枚/分(B4）、7.1枚/分(A3) 

 複写倍率 固定  等倍 1:1±1.0%以下 

    拡大 1:1.15/1.22/1.41/2.00 

    縮小 1:0.50/0.70/0.81 

  固定任意 4種類（サービスマン設定） 

  ズーム 50%～200%（1%単位） 

  縦横独立変倍 50%～200%（2%単位） 

 給紙方式 本体 最大700枚（300X2段＋100枚）  

   オプション：ユニバーサル給紙カセット（300枚） 

  マルチ手差し オプション：100枚  80ｇ/㎡ 

 対応用紙坪量 本体 60～157g/㎡ 

  マルチ手差し 60～157g/㎡ 

 連続複写枚数  1～99枚 

 電源  AC100V・10A(50Hz/60Hz) 

 最大消費電力  1,000W 

 大きさ（幅×奥×高） 599×620×520㎜（本体＋原稿カバー)                             

 質量  約38kg（本体のみ） 

 機械占有寸法 599×620㎜  
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給紙ユニット PF-126 （オプション） 

 形式  給紙ユニット 

 原稿サイズ  A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 

 対応用紙坪量  60～90g/㎡ 

 給紙容量  300枚（64g/㎡） 

 電源  本体より供給 ： DC24V・DC5V  

 最大消費電力  消費電力 ： 9W以下 

 大きさ（幅×奥×高） 590×558×108mm 

 質量  約5.5kg 

 

自動原稿送り装置 AF-12 （オプション） 

 形式  自動原稿送り装置 

 原稿サイズ  A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5、A5タテ 

 原稿の種類  普通紙：50～110g/㎡  

 収容可能枚数  50枚 （80ｇ/㎡） 

 原稿交換速度  16枚/分（A4ヨコ） 

 電源  本体より供給 ： DC 24V・DC5V       

 最大消費電力  消費電力 ： 36W以下 

 大きさ（幅×奥×高） 598×102×483mm 

 質量  約6.3kg 

 

主な機能/プリンタ機能 

  GDIコントローラ（標準） 
＊近日対応予定 

プリンタコントローラPi1601e（オプ

ション） 

形式  内蔵型 内蔵型 

CPU    SH3 

メモリ 標準 本体メモリと同じ 16MB 

 オプショ

ン 

  64MB又は128MB 

プリントサイズ  A3、A4、A5、B4、B5、B6、ハガキ A3、A4、A5、B4、B5、B6、ハガキ 

連続プリント速度 16枚/分(A4:300x300dpi)、 

12枚/分(A4:600x600dpi) 

16枚/分(A4:600x600dpi)   

解像度  300dpi×300dpi, 600dpi×600dpi 600dpi×600dpi 

ページ記述言語   GDI PCL5e/6 

対応プロトコル オプショ

ン 

TCP/IP（IPP、HTTP)、IPX/SPX TCP/IP（IPP、HTTP)、IPX/SPX 

対応OS 標準 Windows98/Me、

WindowsNT4.0/2000/XP 

Windows95/98/Me、

WindowsNT4.0/2000/XP 

内蔵フォント 標準   欧文53書体  

インターフェー

ス 

標準 USB、IEEE1284（パラレルポート） USB、IEEE1284（パラレルポート） 

 オプショ

ン 

10Base-T/100Base-TX(Ethernet) 10Base-T/100Base-TX(Ethernet) 
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主な機能/スキャナ機能（標準）＊近日対応予定    

形式  白黒スキャナ 

読取サイズ  最大A3 

読取解像度 600/300/150dpi 

対応OS  Windows98/Me、Windows2000/XP 

ドライバ  TWAIN 

インターフェイス USB 

＊WindowsおよびWindows NTは米国マイクロソフト社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。 

＊その他の社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

 

オプション価格 

商品名 標準価格（税別） 取付料金（税別） 備考 

自動原稿送り装置 AF-12 〔AF-12〕 100,000 円 4,500 円  

給紙ユニット PF-126 〔PF-126〕 50,000 円 4,500 円  

ジョブトレイ JS-204 〔JS-204〕 24,000 円 9,000 円  

マルチ手差し MB-6 〔MB-6〕 26,000 円 4,500 円  

コピーデスク CD-1H 〔CD-1H〕 50,000 円 2,300 円  

増設メモリ(32M) M32-5 〔M32-5〕 15,000 円 4,500 円  

増設メモリ(64M) M64-4 〔M64-4〕 30,000 円 4,500 円  

防湿ヒータ 1A  18,000 円 2,300 円  

プリンタコントローラ Pi1601e 〔Pi1601e〕 67,000 円 9,000 円 近日発売予定 

ネットワーク I/F カード NC-6 〔NC-6〕 45,000 円 4,500 円  

 

保守契約料金：コピーキットシステム契約またはスポットシステム契約 

標準価格（税別） 

1611 コピーキット 料金 

A4 判画像密度 6%(白黒比)2,500 カウント相当分 

＊コピー、ファックス、プリンタ出力時の合計カウント 

22,500 円 

A4 判画像密度 6%(白黒比)5,000 カウント相当分 

＊コピー、ファックス、プリンタ出力時の合計カウント 

41,500 円 

・感光体の貸与料、部品の交換、調整に必要な費用および保守サービス料金は上記キット価格

に含まれる。但し用紙代は含まれない。 

・上記標準価格の有効期限は契約日より 5 年間。5 年間経過後のキット標準価格は別途定めた

料金とする。 

＊第三者既使用機は除く。 
 
 

 

---------------------------------------お問い合わせ------------------------------------- 

  報道関係： 

コニカミノルタホールディングス株式会社 広報グループ     TEL.03(6250)2100 

 

お客様： 

コニカミノルタ ビジネスソリューションズ株式会社 企画本部  TEL.03(5205)7765 


