
 
 
 
 

快適なプリント環境を実現する、インテリア感覚のスタイリッシュ＆コンパクト 
A4 モノクロレーザプリンタ「PagePro（ページプロ） 1400W」を発売 

 
2005 年 11 月 1 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、小規模オフィスやパーソ

ナルユースに最適な、インテリア感覚のスタイリッシュ＆コンパクト A4 モノクロレーザプリンタ

「PagePro 1400W」を発売致します。 
 

商品名 PagePro 1400W 

希望小売価格（税別） 29,800 円 

発売日 11 月下旬 

当初月産台数 国内向け・海外向け合計 50,000 台/月 

   
2005 年のローエンド（毎分 20 枚以下）モノクロレーザプリンタの世界出荷台数は約 1,000 万台と見

込まれており、レーザプリンタ市場全体の約 5 割を占めています。ビジネスシーンではモノクロからカ

ラードキュメントへのシフトが急速に進んでいますが、低ランニングコスト/デスクサイド印刷を実現す

るコンパクトで経済的なモノクロプリンタについては、今後も安定した需要が期待されています。 
 
 今回発売する「PagePro 1400W」は、すでに発売している「PagePro 1300」シリーズのデザインコ

ンセプトである「スタイリッシュ＆コンパクト」をさらに追及したデザイン性と高信頼性を併せ持つ、

インテリア感覚の A4 モノクロレーザプリンタです。 高い性能と 3 万円を切るお求めやすい価格設定

により、小規模オフィスやご家庭でも気軽にご利用いただくことができます。 
 
＜主な特長＞ 

１. デスクサイドに違和感なく設置できる、世界最小レベルのコンパクト設計 
  容積 20%減、設置面積 15%減を実現*しました。圧迫感がなく、狭い場所にも設置しやすい設計にな

っています。 
*当社従来機比。トレイを閉じた状態 

 
２. 細部にまでこだわったスタイリッシュなデザイン 
 鮮やかなブルーとホワイトのコントラスト、足元からトップに向けて緩やかに広がっていく柔らかな
ラインとバランスが、都会的でありながら繊細で親しみやすい、インテリア感覚のスタイリッシュなデ
ザインを実現しました。 
 
３. ハイパフォーマンス 
   USB2.0 (Hi-Speed)標準対応、毎分 16 枚の高速印刷、ファーストプリント 13 秒以下のパフォーマン

スを実現しました。 
 
４. ハイクオリティな画質 
 1,200dpi×600dpi の美しい高品質印刷が可能です。 
 
５. 購入しやすい価格設定 
高いクオリティでありながら、お客様がお求めやすい価格を実現しています。本体に加え、トナーカ

ートリッジもお求めやすい価格設定で、小規模オフィスやご家庭でも気軽にご利用いただけます。 
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６. 使いやすく機能豊富なプリンタドライバ  
プリント設定に矛盾がある場合の禁則表示やヒント表示などの表示機能を追加、わかりやすいユーザ

インターフェースで、さらに使いやすくなりました。 
 
７. 消耗品の交換が簡単なカートリッジ方式を採用 
   フロントアクセス設計で交換が簡単な小型消耗品カートリッジを採用しました。 
 
８. 環境への配慮（エコマーク認定商品*）  

PagePro 1400W は環境への配慮を実践する環境配慮型製品です。「グリーン購入法」、「国際エネルギ

ースタープログラム」に適合し、「エコマーク」についても認定を取得しております。 
*エコマーク認定商品とは、環境保全に役立つ商品 として (財)日本環境協会が認定した商品です。 
 
 
 
＜主な仕様＞ 

機種名 PagePro 1400W 

プリント方式 電子写真、半導体レーザビーム方式 

プリント速度 16 枚/分＊1
（A4） 

プリント解像度 1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi 

ファーストプリント時間 13 秒以下＊2

ウォームアップ時間 10 秒以下（節電モードからの時間） （電源 OFF からのスタートは 21 秒以下） 

搭載メモリ 標準 8MB（増設不可） 

インターフェイス USB2.0 (Hi-Speed) 

対応 OS Windows 98SE＊3/Windows Me＊3/Windows 2000＊4/Windows XP＊3

用紙サイズ 
A4、B5 (JIS)、A5、リーガル、レター、封筒＊5 ＊6  

官製ハガキ＊7
、往復ハガキ＊7

、不定形(幅：76～216mm）×（長さ：127～356mm） 

用紙種類 普通紙（60～90g/m2
）、再生紙（60～90g/m2）、OHPフィルム、官製ハガキ＊７、封筒＊5 ＊6

、

厚紙＊5
（91～163g/m2

） 

給紙容量 給紙トレイ：150 枚、（官製ハガキ＊7
：50 枚、封筒＊5 ＊6

、厚紙＊5 、レターヘッド：10 枚、OHP

フィルム：5 枚） 

最大給紙容量 150 枚 （マルチパーパストレイ） 

排紙容量 最大 100 枚（フェイスダウン） 

両面印刷 手動両面印刷＊8  

外形寸法（幅×奥行×高さ） 354mm(W)×269mm(D)×240mm(H)＊9   
一部突起を除く 

質量 約 6.3kg（消耗品含まず） 

ノイズレベル 
動作時：54dB 以下 

スタンバイ時：39dB 以下 

使用環境 
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） 

電源 AC100V、50/60Hz 

消費電力 

動作時：900W（最大）、平均：390W 以下 

スタンバイ時：45W 

節電モード時：8W 以下 

関連規格 
VCCI クラス B 情報技術装置適合、国際エネルギースタープログラム適合、 

グリーン購入法適合  エコマーク認定商品 
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＊1 A4 同一原稿連続印刷時。用紙の種類・サイズ、ドライバの設定などのプリント条件によっては印刷スピードが低下する 
 場合があります。はがき等の小サイズ紙や幅の狭い用紙では連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。  
＊2 A4、レター、1200dpi×600dp での印刷時。  
＊3 NECPC-9801シリーズ、PC-9821シリーズ上で稼動するWindows 98/ Windows Me/ Windows XPには対応していません。

＊4 NEC PC-9801 シリーズ、PC-9821 シリーズ、ALPHA、MIPS 上で稼動する Windows2000 には対応していません。 
＊5 使用される紙種、使用環境により、印刷品質が異なる場合があります。事前に試し印刷をすることをおすすめします。 
＊6 洋形 6 号、洋形 2 号、長形 3 号 、長形 4 号の使用が可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒のご使用はでき 
 ません。封筒の紙種、保管、印刷環境によりしわが目立つ場合がありますので、事前に試し印刷をすることをおすすめし

ます。 
＊7 紙質、サイズ等により使用できないものがあります。 折り目のある往復はがき、インクジェット用のハガキのご使用は 

 できません。  
＊8 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。 
＊9 給紙トレイと排紙トレイが閉じられた状態。 

 
 
■消耗品の標準価格（税別） 

トナーカートリッジ 標準ページで平均 2,000 枚印刷可能＊1＊3  ¥7,000 
ドラムカートリッジ 約 20,000 枚印刷可能＊2＊3  ¥10,000 

 
＊1 JIS X 6931（ISO/IEC 19752)に基づく公表値 
 JIS X 6931（ISO/IEC 19752)とはモノクロ電子写真式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験

方法を定めた国際規格です。 
＊2 A4連続印刷時 
＊3 間欠印刷時など、印刷の仕方により印字可能ページ数は異なります。 
 

 
●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または商標です。 
●その他記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
―――――――――――――――――お問い合わせ先――――――――――――――――― 

 
（一般紙、経済誌） （業界紙/誌、専門誌、一般誌）  

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

コニカミノルタプリンティングソリューションズ株式会社 
マーケティング部 TEL  03-5205-7823 

お客様 コニカミノルタプリンティングソリューションズ株式会社 TEL  03-5205-7818 

インターネット コニカミノルタホームページ http://konicaminolta.jp 
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