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多彩な機能でワークフローを効率化 

デジタル複合機『bizhub 350/250/200』新発売 

2005年 8月24日 

     

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）は、モノクロ毎分35枚/25枚/20枚（A4
横）のデジタル複合機『bizhub＊ 350/250/200』の3機種を2005年9月2日より発売いたします。 

＊「bizhub」は、「活用するあらゆる人々を、さまざまなビジネスシーンの中枢、中核を担う存在にする」という基本コンセプ

トが込められたコニカミノルタデジタル複合機の新しい商品ブランドです。 

 

【発売日】    2005年 9月 2日 

【目標販売台数】 3機種合計 25,000台/年間 （国内） 

【本体価格】 

商 品 名 標準価格(税別) 搬入設置料金(税別) 備 考 

bizhub 350 1,050,000円 30,000円

bizhub 250 820,000円 30,000円

bizhub 200 770,000円 30,000円

コピー/プリンタ/ 

スキャナ機能標準 

 
今回発売いたします『bizhub 350/250/200』は、充実したネットワーク機能でオフィス文書を電子データ
化し、一元管理することによりワークフローの改善を可能にしました。従来の出力スピードの高速化・フィ
ニッシング機能の充実による作業時間短縮といった量的生産性のみならず、文書の管理、社内･外とのコミュ
ニケーションなど、ワークフローをあらゆる角度から総合的に見直すことによる「知的生産性の向上」を提
案致します。 
オフィス文書を電子化する多彩なネットワークスキャナ機能を標準搭載。別売のドキュメント管理ソフトウ
ェア「PageScope Workware」と連携することで、電子データによる文書管理が効率的に行えます。 
また、電子データで一元管理することにより、オフィス内のネットワークを利用したデータ共有が促進でき
るほか、文書を送信する際も直接Eメールに添付したり、また相手が一般電話回線を利用したファクス機の場
合も「PC-FAX」で直接ファクス送信*することが可能です。 
さらに通信コストを大幅に削減できるネットワークFAX機能を強化しました。「インターネットFAX」機能をは
じめ、イントラネットを利用した「IPアドレスFAX」*機能や「IP中継FAX」*機能により中継先から電話回線
を利用した送信を行うことで社内や遠方への通信コストの削減効果を発揮します。ネットワークに障害が発
生した際には自動で電話回線を使った通信に切り替えて送信しますので情報伝達の確実性が確保できます。 
コンパクトなビルトインフィニッシャー*に中綴じ機*を利用した簡易製本出力、さまざまなセキュリティ機
能など、オフィスの生産性を総合的に向上させる商品となっております。 
トナーには、粒子が小粒径で均質性に優れたコニカミノルタ独自製法による重合法トナー（デジタルトナー）
を採用。文字・画像の再現性に優れるだけでなく、製造時の環境負荷への低減も実現しています。 
* オプション対応 

 
コニカミノルタは、進化するデジタル化・ネットワーク化にいち早く対応し、イメージングの領域でお客
様に感動創造を与え続ける革新的企業、そして、高度な技術と信頼で市場をリードする新しいグローバル企
業を目指してまいります。 
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【主な特長】 

1.多彩な出力ニーズに応える快適ペーパーハンドリング 
 均質・小粒径の重合法トナーの採用や、出力の生産性を落とすことなく利用できる標準装備の両面ユニ
ットなどにより、毎分35枚（A4ヨコ）＊の高精細・高画質と快適出力を実現しています。また、簡易製
本や小冊子などの後工程を効率化できるフィニッシャーや中綴じ機もオプションでご用意しています。      
* bizhub250：毎分25枚、bizhub200：毎分20枚 
 

 PCL6およびPostScript3互換の高速・高画質ネットワークプリンタを標準搭載。マルチプラットフォー
ム環境下でもオプションを追加することなく出力することが可能です。また、USB2.0準拠（Full-Speed）
ポートの標準搭載も快適出力をサポートします。 
 

2.通信コストの削減に貢献する様々なFAX機能 
 通信コストを大幅に削減可能な IP アドレス FAX 機能。イントラネットを活用することで、社内の FAX
通信費をゼロにすることができます。コピー画質と同等の600dpiでの通信や、一般回線を利用した場合
と違和感の無い操作性・即時性も効果を発揮します＊。 
* オプション装着時 

 

 IP中継FAX機能を利用することで、中継先まではイントラネットの活用により通信費をかけず、中継先
から G3FAX 送信を行わせることで、長距離への通信費を抑えることができます。また、複数持たなけれ
ばならなかった電話回線を集約することも可能です＊。 

* オプション装着時 
 

 海外や遠距離への通信コスト削減に威力を発揮するインターネット FAX 機能(W-Net FAX 規格)を標準装
備。フルモード、600dpi送受信の対応により、幅広い利用を実現します。 
 

 オプションの FAX キットを装着することで、スーパーG3 対応の FAX 送受信が可能。PC からもダイレク
トに FAX 送信が行えるため、無駄な出力を省き用紙コストを削減すると共に、画質劣化の無い FAX 送信
を実現しています。 
 

3.ドキュメントの管理に威力を発揮するスキャナ/ボックス機能 
 サーバへのドキュメント蓄積に効果的なScan to FTP機能、サーバレス環境に威力を発揮するScan to SMB
機能や社外への文書配信にも対応できるScan to E-mail機能を標準搭載。汎用性のあるファイルフォー
マットTIFF/PDFから選択できます。 
 

 オプションの大容量ハードディスクを装着することで、スキャンデータはもちろん、プリントデータや
コピー文書＊を保存することで、ドキュメントの管理や 2 次利用＊をサポートします。また、FAX の送信
文書も蓄積することができるので、通信管理の幅を大きく広げます。 
* 2006年春対応予定 
 

 受信した FAX 文書は相手先番号や受信ポートなどによって自動で振り分けが可能、サーバや各自の PC
へ効率的にデータ配信することができます。これにより、無駄な紙出力を抑制できるだけでなく、受信
文書の取り忘れや取違いを防いだり、他人に見られたくない文書などを各々のPCで閲覧したり、効果的
なデータ運用を実現いたします。 
* オプション装着時 

 

 必要に応じて、PCから簡単にスキャンボタンを登録できる「らくらくスキャナ」*をご用意しています。 
スキャナ利用はもちろん、FAX 受信文書の転送時には、自動で相手先や日付などによる仕分け機能、サ
ーバの共有フォルダに蓄積した場合などはクライアントへポップアップにより着信通知をすることがで
き便利です。 
* オプション 
 

 別売のドキュメント管理ソフトウェア「PageScope Workware」を利用すれば、様々なデータやスキャン
データをPDFファイルにて一元管理することができます。クライアントPC上でコピーや移動、削除、結
合などか可能です。また、傾き補正や下地色除去、解像度変更、明るさ・コントラスト補正、写真画像
補正といった多彩な編集機能がデータの効率的かつ有効な活用をサポートします。 
 

4.ユニバーサルデザインによる快適操作性 
 操作パネルは、使用環境に合わせて 7 度、27 度、45 度の 3 段階に調節できます。液晶部分の拡大表示
モードや押しやすいボタン形状、用紙の視認性を高めるアースカラーを基調とした配色、順手・逆手の
どちらでも握りやすい形状の給紙カセットグリップなど、誰もが心地よく使用するための細部まで行き
届いたユニバーサルデザインを実践しています。 
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【主な仕様】 

本体仕様 

機種名 bizhub350 bizhub250 bizhub200 

形式 デスクトップ 

解像度 600×600dpi（読取り・書き込み） 

階調 256階調 

標準 192MB 
メモリ容量 

最大 320MB（オプションの128MBメモリ装着時） 

ハードディスク 40GB（オプション） 

複写原稿 シート、ブック、立体物（2.0kgまで） 

最大原稿サイズ A3 

トレイ A3～A5、B6タテ 
複写サイズ 

手差し A3～A5、B6タテ、A6タテ、はがき 

トレイ 普通紙、再生紙 
複写紙種類 

手差し 普通紙、再生紙、厚紙、薄紙、OHP、はがき、封筒、ラベル用紙

画像欠け幅 先端/後端：4mm 手前/奥側：4mm 

ウォームアップタイム 
主電源ONより 24秒以下 （室温23℃） 

副電源ONより 14秒以下 （室温23℃） 

ファーストコピータイム 4.8秒以内 5.3秒以内 

A4ヨコ 35 25 20 

A4タテ 27 19 17 

B5ヨコ 40 27 22 

B5タテ 30 22 18 

A3 20 14 13 

連続複写速度 

（枚/分） 

B4 23 17 15 

等倍 1：1±0.1%以下 

拡大 1：1.154/1.224/1.414/2.000 
固定 

倍率 
縮小 1：0.866/0.816/0.707/0.500/0.930（小さめ） 

任意設定倍率 3種類設定可能 

ズーム 25%～400%（0.1％単位） 

複写 

倍率 

縦横独立変倍 25%～400%（0.1％単位） 

給紙方式/給紙量 本体トレイ：550枚×2段（64g/㎡）＋手差し150枚（80g/㎡）

対応用紙坪量 本体トレイ：56～90g/㎡、手差し：50～210g/㎡ 

連続複写枚数 1～999枚 

両面コピー 
ノンスタック方式 

用紙サイズ：A3～A5タテ  対応用紙坪量：56～90g/㎡ 

インターフェース Ethernet100Base-TX/10Base-T、USB2.0準拠（Full-Speed） 

電源 AC100V 13.2A±10％ 50/60Hz共通 

最大消費電力 1.35kW±10％ 

大きさ（幅×奥行×高さ） 677×710×718mm 

機械占有寸法（幅×奥行） 987×710mm（手差しトレイを開いた状態） 

質量 約74 kg 
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スキャナ機能（標準装備） 

形式 白黒スキャナ 

読取サイズ 本体仕様に準ずる 

読取解像度 200×100/200×200/400×400/600×600dpi 

読取速度*1 片面 70枚/分（A4ヨコ、200dpi）、41枚/分（A4ヨコ、600dpi）

機能 Scan to E-mail/FTP/SMB/HDD*2 

インターフェイス Ethernet100Base-TX/10Base-T 

対応プロトコル SMTP、FTP、SMB 

出力フォーマット TIFF（シングルページ/マルチページ選択可能*3）、PDF 

対応OS Windows98SE/Me/ NT4.0 SP6/2000/XP 
*1 オプションのDF-605装着時  *2 オプションのHD-504装着時  *3 Scan to FTP/SMB/HDD時 

  

 

プリンタ機能（標準装備） 

形式 内蔵型 

連続プリント速度 本体仕様に準ずる 

解像度 600×1,500dpi相当 

メモリ容量 192MB（本体と共通） 

ハードディスク 40GB（本体と共通）*1 

ページ記述言語 PCL6、PostScript3互換 

PCL 

日本語4書体 

（HG明朝L/HGP明朝L/HGゴシックB/HGPゴシックB）、 

欧文80書体 
内蔵フォント 

PS3 日本語2書体（HG明朝L/HGゴシックB）、欧文136書体 

インターフェース 
Ethernet100Base-TX/10Base-T、USB2.0準拠（Full-Speed）、 

IEEE1284*2 

対応プロトコル 
TCP/IP、IPX/SPX（NDS対応）、SMB(NetBEUI)、LPD、 

IPP1.1、Apple Talk（PAP） 

対応OS 
Windows98SE/Me/NT4.0 SP6/2000/XP/Server2003 

MacOS9.2、MacOSⅩ（10.2または10.3） 

*1 オプションのHD-504装着時  *2 オプションのEK-502装着時 

 

 

インターネットFAX機能（標準装備） 

通信プロトコル 
TCP/IP、SMTP、POP3 

インターネットFAX（T.37 FullMode）に対応 

送信確認/能力交換 インターネットFAX（T.37 FullMode）に対応、DSN/MDN使用 

送信原稿サイズ A3/B4/A4 

解像度 200×100/200×200/400×400/600×600dpi 

データフォーマット 電子メール形式：MIME 添付ファイル形式：TIFF-F 

送信宛先指定 メールアドレスを直接入力または最大540件 登録可能 

同報（順次同報） 最大300宛先 

データ圧縮方式 MH、MR、MMR 
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FAX機能（オプションのFK-503装着時） 

適用回線 一般加入回線、NCC回線、ファクシミリ通信網（G3） 

走査線密度 
16dot/mm×15.4line/mm、8dot/mm×15.4line/mm 

8dot/mm×7.7line/mm、8dot/mm×3.85line/mm 

通信速度 
33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200 

16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps 

符号化方式 JBIG/MMR/MR/MH 

通信モード スーパーG3 

送信原稿サイズ 
最大A3 

（オプションのDF-605装着時、最大1,000mmまで） 

記録サイズ A3/B4/A4ヨコ/A4タテ/B5ヨコ/A5ヨコ 

伝送時間 2秒台 

メモリ容量 本体と共通 

短縮ダイヤル 540件 

ワンタッチダイヤル 540件（短縮ダイヤルの内数） 

プログラムダイヤル 30件（短縮ダイヤルの内数） 

順次同報送信 最大300ヶ所 

 

 

IPアドレスFAX機能（オプションのFK-503またはSU-501装着時） 

通信プロトコル TCP/IP、SMTP 

送信原稿サイズ A3/B4/A4 

解像度 200×100/200×200/400×400/600×600dpi 

データフォーマット TIFF-F 

送信宛先指定 PCのIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤルに登録（最大540件） 

同報（順次同報） 最大300宛先 

データ圧縮方式 MH、MR、MMR 

 

 

自動原稿送り装置DF-605（オプション） 

原稿送り装置の種類 自動両面原稿送り装置 

原稿種類 普通紙・特殊紙（片面：35～128g/㎡ 両面：50～128g/㎡） 

使用紙サイズ A3～A5、B6タテ 

原稿積載量 最大80枚（80g/㎡） 同系列/異系列混載原稿対応 

原稿交換速度 41枚/分（片面、A4ヨコ） ※コピー時 

使用電源 本体より供給 

大きさ（幅×奥行×高さ） 582×558×145mm 

質量 約10kg 

 

 

給紙キャビネット（オプション） 

型番 PC-202 PC-402 

用紙種類 普通紙（60～90g/㎡） 

用紙サイズ A3～B6 A4 

給紙段数容量 550枚×2段（64g/㎡） 2,500枚（80g/㎡） 

電源 本体より供給 

最大消費電力 15W以下 48W以下 

大きさ（幅×奥行×高さ） 570×548×263mm 

質量 約22kg 約 26kg 
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フィニッシャーFS-508（オプション） 

用紙種類 普通紙・特殊紙(50～210g/㎡) 

用紙サイズ A3～B6タテ、A6タテ 

標準 
ノンソート/ソート/グループ/ 

ソートステープル/グループステープル 
モード 

パンチ機能*1 
ノンソートパンチ/ソートパンチ/グループパンチ 

ソートステープルパンチ/グループステープルパンチ 

第1トレイ 200枚（普通紙50～90g/㎡、A4以下） 

20枚（厚紙、OHP、はがき、封筒、ラベル用紙） 
最大積載枚数 

第2トレイ*2 1,000枚（普通紙50～90g/㎡、A4以下） 

20枚（厚紙、OHP、はがき、封筒、ラベル用紙） 

種類 コーナー奥1箇所、手前1箇所、センター2箇所 

枚数 最大50枚 

用紙サイズ A3～A5ヨコ 
ステープル 

対応用紙坪量 56～90g/㎡ 

装着可能オプション 排紙トレイOT-601、パンチユニットPU-501 

中綴じ機SD-502*3、メールビンキットMT-501*3 

電源 本体より供給 

最大消費電力 66W以下 

大きさ（幅×奥行×高さ） 319（435）×558×573mm ※（）内はトレイ引出し時 

質量 約21.4kg 

*1 オプションのPU-501装着時  *2 第2トレイの積載量は装着オプションにより異なります 

*3 併用できません 

 

 

フィニッシャー装着オプション 

型番 PU-501 SD-502 MT-501 

パンチ穴数/ビン数 2穴 1ビン 4ビン 

用紙種類 普通紙（56～90g/㎡） 

用紙サイズ A3～B５ A3/B4/A4タテ 

B5タテ 

A4/B5/A5タテ 

最大積載枚数 - 200枚または20部 125枚×4ビン 

ステープル枚数 - 最大15枚 - 

電源 フィニッシャーより供給 

大きさ（幅×奥行×高さ） 114×461×136mm 445×203×478mm 340×509×387mm 

質量 約1.9kg 約 9.3kg 約 8kg 

 

 

 

＊bizhub、PageScope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です。 

＊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。 
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【オプション/消耗品価格】 

■オプション 

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 DF-605 180,000円 4,000円  

オリジナルカバー OC-502 8,000円 -  

給紙キャビネット PC-402 250,000円 5,000円 2,500枚、A4サイズのみ

給紙キャビネット PC-202 150,000円 5,000円 550枚×2段 

専用デスク DK-501 50,000円 2,000円  

フィニッシャー FS-508 180,000円 5,000円 ステープルFS、2ビン排紙

メールビンキット MT-501 100,000円 4,000円 FS-508用、4ビン 

中綴じ機 SD-502 150,000円 5,000円 FS-508用、中折/中綴じ 

パンチユニット PU-501 50,000円 3,000円 FS-508用、FS内蔵型 

排紙トレイ OT-601 7,000円 2,000円
FS-508用、1ビン追加 

合計3ビン 

セパレータ JS-502 20,000円 4,000円
本体：250 枚、ビン：100

枚 

FAXキット FK-503 120,000円 10,000円 G3ファクス、SU-501同梱

回線拡張キット ML-502 120,000円 5,000円
FK-503用、G3ファクス 

2回線拡張 

ハンドセット HS-501 38,000円 4,000円 TEL/FAX切換機能付き 

済みスタンプユニット SP-501 5,000円 1,000円 約10,000回分×1個 

スキャナユニット SU-501 24,000円 2,500円

らくらくスキャナ/IP フ

ァクス拡張、32MB メモリ

含 

拡張メモリ32MB EM-303 15,000円 4,000円

拡張メモリ64MB EM-304 30,000円 4,000円

拡張メモリ128MB EM-305 60,000円 4,000円

本体メモリ拡張、コピー/

プリンタ/ファクス機能

共通 

ハードディスク HD-504 80,000円 4,000円 40GB 

セキュリティキット SC-503 後日発売 HDDデータの暗号化 

ローカル接続キット EK-502 12,000円 3,000円 セントロ接続用 

防湿ヒータ 1C 18,000円 2,500円  

*同時装着出来ないオプションもあります。 

 

■消耗品 

商 品 名 標準価格(税別) 備 考 

交換用スタンプ  1,100円 約10,000回分×1個 

ステープル針 MS-5D 4,800円 FS-508用、5,000針×3個 

ステープル針 MS-2C 4,400円 SD-502用（中綴じ用）、2,000針×4個 

 

【保守契約料金】 

bizhub350/250/200をご購入の際には、保守サービスシステムとして、チャージシステム契約

またはスポットシステム契約のいずれかを選択して頂きます。 
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■チャージシステム（月額） 

基本料金/月 

8,000円（1,000カウント分含む） 

月間コピー/プリント枚数単価 

1,001～5,000カウント @6.5円 

5,001～10,000カウント @6.0円 

bizhub350 

10,001カウント以上 @5.5円 

基本料金/月 

2,490円（300カウント分含む） 

月間コピー/プリント枚数単価 

301～1,000カウント @7.8円 

bizhub250/200 

1,001カウント以上 @7.3円 

※上記料金には、感光体および現像材の貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。  

※基本料金は、月間カウント料金の合計がbizhub350は 8,000円、bizhub250/200は 2,490円に満たない場合に 

適用されます。 

※ご請求は、カウンタ数値から算出され、1ヶ月単位で行います。 

 （但し、通過低減方式により各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。） 

※契約期間は契約日より最長5年間とし、5年経過後はチャージ料金を変更させていただきます。 

  （6年目は8%、7年目は12%チャージ料金をアップさせていただきます） 

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご購入の際は、別途申し受けます。 

 

■スポットシステム 

ご契約時に、感光体・現像材・トナーをご購入いただきます。機械の修理と感光体・現像材・

トナー・部品、その他の関連商品の供給及び交換をお客様のご要請の都度、有償でお引受けす

るシステムです。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。 

 

 

---------------------------------------本件に関するお問合せ先----------------------------- 

 

報道関係：コニカミノルタホールディングス（株）広報グループ  

                 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） 

フリーダイヤル０１２０－８０５０３９ 

 


