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フルカラー/モノクロ共に毎分 65 枚の高速出力 

高速デジタルカラー複写機 

「bizhub PRO C6500」 新 発 売 

2006 年 7 月 18 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:木谷 彰男、以下コニカミノルタ）はフルカラ

ー/モノクロ共に毎分 65 枚(A4 横)の高速デジタルカラー複合機『bizhub PRO C6500』を 9 月中旬より

発売致します。 

 
【価格（税別）】 

名  称 本体標準価格 搬入設置料金 

bizhub PRO C6500 

bizhub PRO C6500P＊ 

４,０００,０００円 

３,８００,０００円 

 ６３，０００円 

 ６０，０００円 

＊スキャン機能を省いたプリント専用モデル。2007 年初頭発売予定 

 
今回発表しました『bizhub PRO C6500』は、ライトプロダクション市場をメインターゲットにしたコニカミノ

ルタとしては２機種目の高速デジタルカラー複合機です。03 年発売以降、“オンデマンドカラーマシン”とし

て好評を得ております現行機種『bizhub PRO C500』の機能・性能強化を図り、高速、高画質、高信頼性

を実現しています。エンジンは省スペース化を可能にする縦型タンデム方式を継承し、フルカラー/モノク

ロ共に毎分 65 枚（A4 横）の出力スピードを実現しました。また、新開発の定着システム採用による用紙対

応力の向上、給送性の改善による印字位置の向上などライトプロダクション市場に不可欠な精度を更に

高めました。オプションのラインアップは、コンパクトタイプのモノクロ高速複合機『bizhub 750/600』と同レ

ベルのオプションと、よりプロフェッショナルなユーザー向けを対象とした『bizhub PRO 1050』のオプション

も使用可能な設定と致しました。また、多様なメディア（印刷用紙）への対応を可能としながら最大通紙サ

イズ 330×487 ㎜、最大印字領域 318×480 ㎜を実現しています。 そして新開発の重合法トナー（デジタ

ルトナーHD）と画像安定化技術の採用により、連続出力時の濃度変化、色変動が極めて少なく安定した

高画質出力を可能としました。 

なお、当製品は「エネルギースタープログラム」、「RoHS」の各基準に適合しております。 

 

コニカミノルタは、拡大するライトプロダクション市場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幅広くお応えしてまいります。 

 

 

※｢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。  
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【 主な特長 】 

① 毎分 65 枚＊(A4 横)の高速出力 
４ドラム縦型タンデムエンジンにより幅 786 ｍｍ×奥行き 992 ｍｍの省スペース化をかなえながらフル
カラー・モノクロ共に 65 枚の高速出力を実現しました。また、現像部をはじめ定着部、画像処理プログ
ラム、メディア対応力を強化した大容量給紙オプションを新規開発、対応用紙坪量をはじめ各主要項
目の新設・現行機種からの改善をはかり、よりハイボリュームユーザー向けの“オンデマンドカラーマ
シン”としての精度を高めました。 
＊ 設定は等倍、マニュアル（濃度・用紙サイズ・倍率・カラーモード）、片面、原稿台読込み、光沢モードOFF 

       フェイスアップ排紙、トレイ１使用時 

 

② 選択可能なシステム構成 
『bizhub PRO C6500』はインラインのフィニッシング機能を重視したプロモデルと、コンパクトデザインの
フィニッシング装置と内蔵型プリンタコントローラを組み合わせたエントリーモデルを設定し、ユーザー
ニーズに合わせた選択を可能と致しました。 
よりヘビーユーザーには毎分 105 枚（A4 横）のモノクロ高速機 『bizhub PRO 1050』でご好評頂いてお
りますフィニッシングオプションを採用。中綴じ、大量スタックタイプのフィニッシングをはじめ、「くるみ製
本加工」＊にもインラインで対応致します。省スペースを望まれるユーザー向けにはコンパクトタイプの
フィニッシングオプションを適用し、より市場ニーズにあったマシン構成での導入をご提案致します。ま
たカラー出力に最適な新開発の重合法トナー（デジタルトナーHD）の採用により更に忠実な色再現を
可能としました。プリンタ専用モデルも 2007 年初頭より展開致します。   

 ＊2007 年春対応予定  

     

③ 縦型操作部採用による操作性向上 
操作性の向上を目指し従来の横型タッチパネルから 12.１インチの縦型大型液晶タッチパネルを採用。 
複雑な調整やフィニッシィング設定なども直感的に操作可能な画面展開をガイドによりスムーズな操作を可能 
に致しました。基本画面はコピー・スキャナ・ジョブ管理・マシンステイタスの４画面から構成され、使用状況に応
じてデフォルト画面のユーザー設定を可能にするなどユーザーカスタマイズが可能な仕様と致しました。 

 

④ 新規開発システムにより画質安定性、用紙対応力ともに向上 
定着方式はじめ給送機構の見直しを図り、より高い用紙対応力を実現しました。また、独自の画像安定化 
技術と調整作業の実施タイミングにより生産性を確保しつつ安定した画像出力が可能です。更に表裏見当 
精度向上メカニズムや用紙に対するインパクトを最小限に抑える機構も新規採用しております。対応用紙斤 
量は片面で従来機種の 64～256 ｇ/㎡を最大 300/㎡に、両面に於いても 209g/㎡から 256 ｇ/㎡に拡張しま
した＊１。対応サイズにおいてはハガキ＊２の両面印刷まで可能と致しました。紙種は、普通紙、上質紙、カラー
紙のほかコート紙対応の幅も拡充致しました。また、新開発の重合法トナーとオイルレス定着により、よりテカリ
の少ないオフセット印刷に近い仕上がり感を実現しました。 
＊１ 「手差し」にて   ＊２ R 方向にて 

 

⑤ 豊富なオプションをラインナップ 

プロモデルとして最大 50 枚の用紙まで中綴じ可能な SD-501 をはじめ、マルチ折りユニット、くるみ製本機＊大
容量２段給紙ユニットなど『bizhub PRO 1050』との共通オプション群を設定。中綴じ・中折りまで自動化した
ブックレットフィニッシャーFS-607、最大 2500 枚収容可能な大容量給紙トレイ LU-202 などコンパクトタイプのフ
ィニッシングオプションを採用したエントリーモデルなど用途に応じて選択可能なラインナップをとり揃えました。 

＊2007年春対応予定 

 
⑥ 高速プリンタコントローラ採用  

プリンタコントローラはプロモデル向けに外付型の IC-303、IC-304＊１の２タイプを設定。エントリーモデルには、  
IC-408＊２の内蔵型を設定し市場対応力を向上致しました。IC-303 はＥＦＩ製の高性能ＲＩＰを採用。
PentiumⅣ 3.2 ＧＨｚの CPU に RAM 1 ＧＢ、160GB のハードディスクを搭載し、大容量となるカラーデータに
も充分に対応可能なスペックを有しております。 
＊１ 2007 年春対応予定   ＊２ 2006 年末対応予定 
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【bizhub PRO C6500の主な仕様】 

形式 コンソール 

カラー対応 フルカラー 

解像度 

 

読み取り・書込み：６００dpi×６００dpi 

プリントデータ処理：１８００相当×６００dpi 

諧調 ２５６階調 

原稿種類 シート・ブック・立体物 

最大原稿サイズ 定型紙：Ａ３  不定型紙：３０３㎜×４３８㎜（プラテンのみ） 

用紙サイズ 本体トレイ： Ａ３～Ａ５Ｒ 

１４０×１８２㎜～３３０～４８７㎜ 

手差しトレイ：Ａ３～Ａ６Ｒまたはハガキ 

１００×１４８㎜～３３０×４８７㎜ 

複写サイズ 定型紙：最大Ａ３ 最小：Ａ５Ｒ、Ａ６Ｒまたはハガキ（手差し） 

不定型紙：３３０㎜×４８７㎜ 

最大印字領域 ３１８×４８０㎜ 

画像欠け幅（表面） 先端/後端：各４ｍｍ以下 手前/奥：各３ｍｍ以下 

ウォームアップタイム ４５０秒以内（室温２０℃） 

ファーストコピータイム *1 フルカラー：６．５秒以下 モノクロ：５．０秒以下 

連続複写速度 

（枚／分） 

フルカラー：３６枚（Ａ３）、４１枚（Ｂ４）、６５枚（Ａ４）、６５枚（Ｂ５）   

モノクロ  ：３６枚（Ａ３）、４１枚（Ｂ４）、６５枚（Ａ４）、６５枚（Ｂ５） 

複写倍率      等倍 

              拡大 

              縮小 

             ズーム 

              任意    

１：1 

１：１．１５４/１．２２４/１．４１４/２．０００ 

１：０．５００/０．７０７/０．８１６/０．８６６ 

２５％～４００％（０．１％単位） 

３種類 

濃度調整 自動・マニュアル 

給紙方式 ３段トレイ（５００枚×３）＋手差し（２５０枚連続可能）  ※ ８０ｇ/㎡紙 

対応用紙坪量 本体トレイ：６４～２０９ｇ/㎡  （Ａ４サイズ以上であれば２５６ｇ/㎡まで対応可） 

手差し：６４～３００ｇ/㎡ 

※ 反転排紙、両面出力：６４～２５６ｇ/㎡ 

※ コート紙については紙種、環境により制限が出る場合があります。 

連続複写 １～９９９９枚 

両面印刷 ノンスタックADU 

使用電源 ＡＣ２００Ｖ・２０Ａ（５０Ｈｚ/６０Ｈｚ共用） 

最大消費電力 ２７８０Ｗ 

騒音 作動時：７８ｄＢ以下 

アイドリング時：５８.５ｄＢ以下 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ７８６㎜×９９２㎜×１０５６㎜ 

質量 約３６０ｋｇ（本体のみ） 

機械占有寸法 （W×Ｄ） １ , ５ ０ ２ ㎜ × ４ , ０ ６ １ ㎜   本 体 +DF-609+PF-601+RU-503 ＋ LS-501 ＋

SD-501+IC-303   

＊１ 全トレイ、原稿台読み込み、マニュアル設定、標準プロセススピード、ストレート排紙時 
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【オプション仕様】 
 

自動両面原稿送り装置 【ＤＦ‐６０９】 

原稿サイズ 
Ａ３～Ｂ６Ｒ 
１２８×１３９㎜～２９７×４３１㎜ 

原稿坪量 片面：３５～２１０ｇ/㎡ 
両面：５０～２１０ｇ/㎡ 

積載可能枚数 最大１００枚 （８０ｇ/㎡） 

原稿交換速度 片面：３９枚/分（Ａ４） 両面：２６枚/分（Ａ４）  

電源 本体より供給 

最大消費電力 ６０Ｗ 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ５８８㎜×５１９㎜×１３５㎜（給紙皿除く） 

質量 約１４.５㎏ 

 
２段給紙トレイ 【ＰＦ-６０１】 

形式 大容量２段給紙ユニット 

対応用紙坪量 上段：６４～２５６ｇ/㎡ 
下段：６４～３００ｇ/㎡ 

用紙サイズ 
上段：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、不定形紙 
下段：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、Ａ６Ｒ、はがき、 

不定形紙 

給紙容量 ３,０００枚×２段 （８０ｇ/㎡） 

電源 別電源 

最大消費電力 １００Ｗ 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ９４７㎜×７５０㎜×１,０４５㎜ 

質量 約１７０ｋｇ 

 
大容量スタッカー 【ＬＳ-５０１】 

形式 グリッパー搬送による水平スタック方式の大容量スタッカー 

対応用紙坪量 ストレート、シフトモード：５０～２４４ｇ/㎡ 
サブトレイモード：５０～３００ｇ/㎡ 

用紙サイズ 
ストレート、シフトモード：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ａ５、ワイド紙、不定形紙 
サブトレイモード：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、はがき、 

ワイド紙、不定形紙、タブ紙 

積載容量 

５,０００枚 Ａ４サイズ以上 
２,０００枚 Ｂ５、Ａ５ 
３,０００枚 コート紙、用紙長３８０㎜以上 
サブトレイ：２００枚 

電源 別電源 

最大消費電力 １４３Ｗ以下 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ７８５㎜×７２３㎜×１,０２０㎜ 

質量 約１１０ｋｇ 

 
中綴じユニット 【ＳＤ-５０１】 

形式 小口断裁・マルチ折り付き中綴じ装置 

中綴じ/中綴じ断裁 ：５０～２４４ g/㎡ 

重ね二つ折り ：５０～２４４ g/㎡ 

重ね三つ折り ：５０～９１ g/㎡ 

対応用紙坪量 

サブトレイ出力 ：５０～３００ g/㎡ 

中綴じ/ 
中綴じ断裁 

：Ａ３、Ｂ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５Ｒ、ワイドサイズ、不定形紙 

重ね二つ折り ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５Ｒ、ワイドサイズ、不定形紙 

重ね三つ折り ：Ａ４Ｒ 

用紙サイズ 

サブトレイ出力 
 

：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、Ａ６Ｒ 
ハガキ、ワイド紙、不定形紙、タブ紙 
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中綴じ枚数 ５０～８１ｇ/㎡   
８２～９１ g/㎡   
９２～１３０ g/㎡  
１３１～１６１ g/㎡
１６２～２０９ g/㎡
２１０～２４４ g/㎡

：５０枚 
：３０枚 
：２０枚 
：１５枚 
：１０枚 
：５枚 

ステイプル位置 可変可能（９０～１６５㎜） 

中綴じ機能 

ステイプル方式 インラインクリンチ方式 

断裁枚数 ５０枚×２（８０ｇ/㎡） 断裁機能 

断裁個所 小口のみ 

重ね折り機能 折り種類 中折り、内三つ折り 

 重ね枚数 中折り 
５０～８１ｇ/㎡ 
８２～１３０ｇ/㎡ 
１３１～２４４ｇ/㎡ 

 
５枚 
３枚 
２枚 

三つ折り 
５０～８１ｇ/㎡
８２～９１ｇ/㎡ 

 
５枚 
３枚 

サブトレイ：２００枚 

束排紙トレイ 

中
綴
じ 

：５０冊以上 
：３０冊以上 
：２０冊以上 
：２０冊以上 
：１５冊以上 
※ 収納ｶｾｯﾄの扉を外すことによ

り上記数量以上の排出可能

２～１０枚綴じ   
１１～２０枚綴じ  
２１～３０枚綴じ 
３１～４０枚綴じ  
４１～５０枚綴じ 

中
折
り 

３０束 ― 

積載枚数 

三
つ
折
り 

２０束以上 ― 

電源 別電源 

最大消費電力 ２７０ W 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） １,１７０×７７５×１,０２０㎜（奥行きは中綴じトレイ収納時） 
中綴じトレイ引き出し時：1,441（奥行き）㎜ 

質量 ２６３ kg 

 
ステイプルフィニッシャー 【ＦＳ‐５0３】 

形式 自動ステイプル 

ステイプルモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ａ５、ワイド紙、 
不定形紙、タブ紙 

ストレート、シフトモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、 
ワイド紙、不定形紙、タブ紙 

サブトレイモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、 
Ｂ６Ｒ、Ａ６Ｒ、ハガキ、ワイド紙、不定形紙、タブ紙 

用紙サイズ 

ステイプル、ストレート、シフトモード ：５０～２４４ｇ/㎡ 
対応用紙坪量 

サブトレイモード ：５０～３００ｇ/㎡ 

最大積載枚数 

＜メイントレイ＞ 
ストレート、シフトモード：３,０００枚（Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ） 

１,５００枚（Ａ３、Ｂ４） ５００枚（Ａ５、Ｂ６） 
ステイプルモード：１,０００枚 

＜サブトレイ＞２００枚（同一サイズ） 

ステイプルモード種類 コーナー 手前/奥   センター（２ヶ所） 

綴じ枚数（普通紙） 最大１００枚                            ※用紙長 400mm 以下 
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５０～８１ｇ/㎡*   
８２～９１ g/㎡*   
９２～１３０ g/㎡   
１３１～１６１ g/㎡  
１６２～２４４ g/㎡ 

：１００枚 
：６０枚 
：５０枚 
：４０枚 
：２５枚 

マニュアルステイプル対応 可能 

電源 本体より供給 

最大消費電力 １１０Ｗ以下 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ５４４㎜×７２３㎜×１,０２０㎜（幅はメイントレイ含まず） 

質量 約８０ｋｇ 

 
 
マルチ折りパンチユニット【ＦＤ‐５0１】 

機能 パンチ・折り機能 

パンチ穴数 ２穴：６．５φ（穴ピッチ 80 ｍｍ） ３穴：８φ（穴ピッチ 108 ｍｍ）  

パンチモード 
 

：＜２穴＞Ａ３，Ｂ４，Ａ４，Ａ４Ｒ，Ｂ５，Ｂ５Ｒ，Ａ５， 
Ａ５Ｒ、タブ紙 

＜３穴＞/Ａ３，Ｂ４，Ａ４，Ｂ５、タブ紙 

折りモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４Ｒ、不定形紙 

ＰＩモード ：Ａ３，Ｂ４，Ａ４，Ａ４Ｒ，Ｂ５，Ｂ５Ｒ，Ａ５、ワイド紙、タブ紙、 
不定形紙  

ストレートモード ：Ａ３，Ｂ４，Ａ４，Ａ４Ｒ，Ｂ５，Ｂ５Ｒ，Ａ５，Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、 
ワイド紙、不定形紙、タブ紙 

サブトレイモード ：Ａ３，Ｂ４，Ａ４，Ａ４Ｒ，Ｂ５，Ｂ５Ｒ，Ａ５，Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、Ａ６Ｒ、
ハガキ、ワイド紙、不定形紙、タブ紙 

用紙サイズ 

パンチモード ５０～２０９ｇ/㎡ 

折りモード 
・ 中折り､内三つ折り､外三つ折り、Ｚ折 
・ 四つ折り、観音折り 

 
５０～１３０ｇ/㎡ 
５０～９１ｇ/㎡ 

ＰＩモード ５０～３００ｇ/㎡ 

ストレートモード ５０～２４４ｇ/㎡ 

対応用紙坪量 

サブトレイモード ５０～３００ｇ/㎡ 

折り種類 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Ｚ折り、ダブルパラレル、観音折り 
電源 別電源 

最大消費電力 １８０Ｗ 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ４００㎜×７２３㎜×１,２３１㎜ 

質量 約１３０ｋｇ 

 
 
搬送ユニット 【ＲＵ-５０３/５０４】 

形式 用紙冷却及びデカーラー機能付き搬送ユニット 

対応用紙坪量 ６４～３００ｇ/㎡（デカーラー時：２０９g/㎡） 

用紙サイズ 
Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、Ａ６Ｒ、はがき、ワイド紙、 
不定形紙、タブ紙 

電源 
ＲＵ-５０３：本体より供給 

ＲＵ-５０４：別電源 
最大消費電力 ９０Ｗ以下 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） １７５㎜×７２３㎜×１,０２０㎜ 

質量 
ＲＵ-５０３：約３３ｋｇ 

ＲＵ-５０４：約３５ｋｇ 
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ブックレットフィニッシャー 【ＦＳ‐６０７】 
形式 自動ステイプル 

ステイプル  ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、ワイド紙、 
不定形紙、タブ紙 

ストレートモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、 
ワイド紙、タブ紙、不定形紙 

シフトモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、ワイド紙、タブ紙 

不定形紙 

中綴じ/中折りモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４Ｒ、ワイド紙、不定形紙 

三つ折りモード ：Ａ４Ｒ 

サブトレイモード ：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ、Ｂ６Ｒ、 
Ａ６Ｒ、ハガキ、ワイド紙、タブ紙、 
不定形紙 

用紙サイズ 

 

対応用紙坪量 
ステイプル、中綴じ、中折り、三つ折りモード 
ストレート、シフトモード 
サブトレイモード  

：６０～１０５ｇ/㎡ 
：６０～３００ｇ/㎡ 
：５０～３００ｇ/㎡ 

最大積載枚数 

＜メイントレイ＞ 
ストレート、シフトモード：２,５００枚（Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ） 

１,５００枚（Ａ３、Ｂ４） ５００枚（Ａ５、Ａ５Ｒ、Ｂ６） 
平綴じモード：１,０００枚 
中綴じモード：５枚綴じ、２０冊以上（用紙長２９９㎜以上２９９㎜以下は１５冊） 
中折りモード：３枚折り、３３冊以上（〃 ２９９㎜以下は２５冊） 
三つ折りモード：１枚折り、５０冊以上 

＜サブトレイ＞１００枚 

ステイプルモード種類 コーナー 手前/奥   センター（２ヶ所）  中綴じ 

平綴じ （普通紙） 

６０～８０ｇ/㎡    
８１～１０５ g/㎡  

：５０枚 
：３０枚 

中綴じ （普通紙） 

綴じ枚数 

６０～１０５ g/㎡   ：２０枚 

折り枚数 

中折り 
６０～１０５ g/㎡ 
三つ折り 
６０～８０ｇ/㎡    
８１～１０５ g/㎡ 

 
：１～３枚 
 
：１～３枚 
：１枚 

マニュアルステイプル対応 ＰＩ-５０２装着時可能 

装着可能オプション ＰＩ-５０２、ＰＫ-５１１ 

電源 本体より供給 
最大消費電力 ８０Ｗ 
大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ４２４㎜×６５６㎜×９９０㎜ 

質量 約６５ｋｇ 

 
マルチビンカバーシートフィーダ 【ＰＩ-５０２】 

適用機種 ＦＳ-６０７ 

機能 フィニッシャーへのカバー給紙 

対応用紙坪量 ５０～２００ｇ/㎡ 

用紙サイズ 
上段：Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、ワイド紙、不定形紙 

下段：Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、 
ワイド紙、不定形紙 

スタック容量 ２００枚×２段 

電源 フィニッシャー本体より供給 

最大消費電力 ３０Ｗ以下 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ５１１㎜×６２０㎜×２２０㎜ 

質量 約１０.５ｋｇ 
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パンチキット（フィニッシャー内蔵型） 【ＰＫ-５１１】 

適用機種 ＦＳ‐６０７ 

パンチ穴数 ２穴、φ６.５ｍｍ 

対応用紙坪量 ６０～１２８ｇ/㎡ 

用紙サイズ Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、Ｂ５Ｒ、Ａ５、Ａ５Ｒ 

電源 フィニッシャー本体より供給 

最大消費電力 ４０Ｗ以下 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） １３０㎜×４７０㎜×１１５㎜ 

質量 約３.０ｋｇ 

 
大容量給紙トレイ 【ＬＵ-２０２】 

形式 大容量給紙トレイ 

対応用紙坪量 ６４～３００ｇ/㎡ （３００ｇ/㎡は指定紙） 

用紙サイズ 
Ａ３、Ｂ４、Ａ４、Ａ４Ｒ、Ｂ５、はがき、不定形紙 
※はがきは別途オプションが必要 

給紙容量 ２,５００枚 （８０ｇ/㎡） 

電源 本体より供給 

最大消費電力 ７０Ｗ以下（除湿ユニット含まず） 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） ７１０㎜×６３９㎜×４７７㎜ 

質量 約４０ｋｇ 

 
除湿ユニット 【ＨＴ-５０３/ＨＴ-５０４】 

形式 
給紙オプション用除湿ユニット 
（ＨＴ－５０３：ＬＵ－２０２用、ＨＴ－５０４：ＰＦ－６０１用） 

電源 本体より供給 

最大消費電力 ＨＴ－５０３：２９４Ｗ以下 ＨＴ－５０４：５８６Ｗ以下 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ） １９７㎜×８２㎜×２９３㎜（ファンヒーターユニット） 

質量 約１．５ｋｇ（ファンヒーターユニット） 

 
外付型プリンタコントローラ 【ＩＣ‐３０３】 

ＣＰＵ Ｉｎｔｅｌ Ｐｅｎｔｉｕｍ４ ３．２ＧＨｚ ＦＳＢ８００ＭＨｚ 

ＯＳ Windows ＸＰｅ 

ハードディスク １６０ＧＢ 

メモリ １ＧＢ（ＤＩＭＭ５１２ＭＢ×２） ２ＧＢまで拡張可能 

外部メディア ＣＤ－ROM、ＤＶＤ－ＲＯＭ 
連続プリント速度 連続複写速度と同じ 

解像度 ６００ｄｐｉ×６００ｄｐｉ 

ページ記述言語 Ａｄｏｂｅ ＰｏｓｔＳｃｒｉｐｔ３（３０１７） 
対応プロトコル ＴＣＰ／ＩＰ、ＡｐｐｌｅＴａｌｋ、ＩＰＸ／ＳＰＸ 

対応ＯＳ 
Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００（ＳＰ４以降）/ＸＰ（ＳＰ２以降）、 
Windows ２００３ Ｓｅｒｖｅｒ、 
Mac OS Χ（10.2.1, 10.2.3, 10.2.4 以降）、ＵＮＩＸ（Solaris 8 以降）、Ｌｉｎｕｘ 

内蔵フォント 
日本語フォント；モリサワ５書体 
欧文フォント；１３７書体 

インターフェース Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（１０/１００/１０００Ｂａｓｅ-Ｔ）×２ 

電源 １００-２４０Ｖ ５０/６０Ｈｚ 

最大消費電力 ４００Ｗ 

大きさ（W×Ｄ×Ｈ）/質量 ２４３㎜×５１８㎜×５０８／約１８Ｋｇ 
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＊ bizhub はコニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)の登録商標です。 

＊ Ｗｉｎｄｏｗｓ、Windows NT は米国ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの登録商標です。 

＊ Intel、Pentium は、米国インテル社の登録商標です。 

＊ PostScript は、アドビシステムズ社および、その子会社の各国での商標または登録商標です。 

＊ EFI、Fiery、は Electronic For Imaging,inc.の米国での登録商標です。 

＊ その他の社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

＊ 製品の仕様・概観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。 

＊ 本紙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、感光体、消耗品類、その他の関連商品は含まれておりません。 

 

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、官製はがき、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。 

 

【オプション価格（税別）】 

商 品 名 標 準 価 格 取 付 料 金
原稿カバー 〔ＯＣ-５０６〕 １５,０００円 ― 
自動両面原稿送り装置 〔ＤＦ-６０９〕 ２３０,０００円 4,500 円

本体用ＨＤＤ 〔HD-５０６〕 ２００,０００円 4,500 円

２段給紙ユニット 〔ＰＦ-６０１〕 ５００,０００円 5,000 円
平綴じステイプルフィニッシャー 〔ＦＳ-５０３〕 ８００,０００円 5,000 円
中綴じステイプルフィニッシャー 〔ＦＳ-６０７〕 ６００,０００円 5,000 円
中綴じユニット 〔ＳＤ‐５０１〕 ２,５００,０００円 15,000 円
カバーシートフィーダ 〔ＰＩ-５０２〕 １２０,０００円 5,000 円

パンチキット 〔ＰＫ-５１１〕 ６０,０００円 5,000 円

折りユニット 〔ＦＤ‐５０１〕 １,３５０,０００円 10,000 円

排紙トレイユニット 〔ＯＴ-５０２〕 ６１,０００円 5,000 円
大容量スタッカー 〔ＬＳ-５０１〕 １,４７０,０００円 5,000 円

大容量給紙トレイ 〔ＬＵ-２０２〕 ３４０,０００円 5,000 円

搬送ユニット 〔ＲＵ-５０３〕 ２５０,０００円 ――円
搬送ユニット（電源コード付き） 〔ＲＵ-５０４〕 ３００,０００円 ――円
除湿ヒーター（ＬＵ-２０２用） 〔ＨＴ-５０３〕 １３０,０００円 5,000 円
除湿ヒーター（ＰＦ-６０１用） 〔ＨＴ-５０４〕 ２００,０００円 5,000 円
プリンタコントローラ（ＥＦＩ） 〔ＩＣ-３０３〕 ２,４００,０００円 27,000 円
プリンタコントローラ（ＥＦＩ内蔵型） 〔ＩＣ-４０８〕 ２００６年末対応予定
プリンタコントローラ（Ｃｒｅｏ） 〔ＩＣ-３０４〕 ２００７年対応予定

 

 

 

------------------------------------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 


