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USB メモリを活用した新サービスメニュー搭載 

セルフサービス向けデジタルカラー複合機『bizhub C353CS』 新発売 

 

2008 年 7 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（本社：東京都千代田区、社長：木谷 彰男、以下

コニカミノルタ）は、2008 年 8 月 5 日より「bizhub(ビズハブ)」シリーズのセルフサービス向けの    

デジタルカラー複合機（カラーMFP）として、カラー/モノクロともに毎分 35 枚(A4 ヨコ)出力の     

『bizhub C353CS』を発売いたします。 

 

【発売日】：2008 年 8 月 5 日 

【価 格】 

  名  称 標準価格(税別) 搬入設置料金 

 『bizhub C353CS』 １,６６０,０００円 ５０,０００円 

※標準価格には、C353CS 本体、給紙キャビネット PC-204、オリジナルカバー OC-507 が含まれます。 

 

 今回発売いたします『bizhub C353CS』は、既に発売しておりますオフィス向けカラーMFP「bizhub 

C353/C253/C203」に搭載している豊富な機能と高い生産性をお客様が簡単な操作でご利用いただけるよ

うセルフサービス向けに開発したカラーMFP です。 

 

本製品は、普段、コピー機を利用されないお客様など幅広い年齢層の方に簡単・快適な操作を提供す

るやさしい画面設計の大型カラー液晶タッチパネルを装備し、パネルに表示される操作手順に従うだけ

で迷うことなく使いたい機能をご利用いただけます。操作パネルの表示は、4カ国語（日・英・中・韓）

に対応しているので、コンビニエンスストアやホテル、学校など外国の方が利用される店舗・施設でも

管理者の方の手を借りることなくセルフでお使いいただくことが可能です。 

また、ビジネスをはじめプライベートでもデータを扱うシーンが増えてきた最近の状況を反映し、紙文

書のデータ化やプリント出力を手軽にご利用いただくために、USBメモリにデータを保存できるスキャ

ン機能とUSBメモリに保存されたデータをプリント出力できる 2 つの新しいサービスメニューを用意い

たしました。また、従来機の機能も継承し、ファクス送信・PCプリント※機能も搭載し、多彩なメニュ

ーを取り揃えています。 

さらに、オフィスや学校で要望の多かった両面コピー機能や自動原稿送り装置※にも対応いたしました。 

 

 コニカミノルタは、お客様の利便性が向上する機能や他店との差別化が図れるサービスメニューの一

層の充実化を図り、多様化するご要望と期待に応えてまいります。 

 
※2008 年度冬対応予定。 
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【主な特長】 

 

1. 簡単で快適な操作性を追求した設計思想 

○わかりやすい操作手順と大型カラー液晶タッチパネルを採用 

搭載している大型カラー液晶タッチパネルは、文字も大きく押しやすいボタン表示と、シンプルな画面

構成で、パネルのメッセージに従うだけで迷うことなく使いたい機能がご利用できるユーザーフレンド

リーな操作を実現しています。 

○4カ国語対応 

パネルの表示言語は日本語以外に、英語・中国語・韓国語に対応。外国のお客様でもストレスを感じる

ことなく、安心してご利用いただけます。 

 

2. USB メモリを活用した新サービスメニューを用意 

 オフィス、学校やプライベートなどいろいろなシーンで広く利用されている USB メモリを活用した

新しいサービスメニューを用意。原稿をスキャンして USB メモリに保存する「スキャン」機能、USB

メモリ内のデータをパソコンを介さずにダイレクトにプリントする「USB メモリプリント」機能を搭

載。ネットワーク環境を準備する必要がなくサービスメニューの拡充が行えます。 

   

3. パスワードで安心のプリント機能（2008 年度冬対応予定） 

インターネットカフェや学校などパソコンがネットワーク接続された環境で便利なPCプリント機能

をご用意。お客様はパソコンから印刷指示の際、ID、パスワードを入力します。設定したID、パスワ

ードをbizhub C353CSの操作パネルから入力するとプリントが開始されるので、誤って他のお客様の

プリント文書を持ち帰ることや、プリント文書の放置・取り忘れが抑止でき、セキュアなプリントサ

ービスを提供できます。また、ホテルなどビジネスで利用されるお客様が多い施設では、お客様の持

ち込みパソコンからドライバレスでプリントするホテルプリント機能（bizmic My Printer※）で利便

性の高いサービスが提供できます。 

 

 ※ドライバレスプリントシステム「bizmic My Printer」との連携により実現いたします。 

 

4. 管理者の方にも配慮した機能を搭載 

○ 節電モード 

消費電力を抑える節電モード機能を搭載。利用者の少ない時間帯に節電モードにすれば、電気代

を抑えることができます。 

○ 機械の状態を知らせる LED ランプ 

本体の前面に LED ランプを配置。用紙切れや用紙詰まりなどマシンの状態を、離れたところから

でもわかるように光でお知らせします。 

○ 用紙の抜き取りを防ぐ「キャビネットロック」（オプション） 

給紙トレイに用紙の抜き取りを防ぐロック部材を取付けて、鍵で施錠することができます。 

○ ジョブデータ自動消去 

読み込んだ画像データは、自動的にメモリから消去されます。お客様の大切な情報の流出を抑止

し、お客様にも管理者の方にも安心です。 

 

5．豊富な課金装置オプション 

ご利用の環境や店舗・施設の運用管理形態に応じて選べる豊富な課金装置のオプションを用意。 

省スペースタイプの硬貨専用のコインベンダー（SV-1）に加えて、紙幣対応のコインベンダー （SV-2）

は大容量の金庫タイプの為、売上金の回収業務の負荷も軽減できます。さらには、両機種とも、領収

書発行にも対応しているので、ビジネスでの利用など領収書の必要なお客様にも安心してご利用いた

だけます。 

また、ご利用されるお客様がある程度限定され、利用頻度やリピーター率の高い学校やレンタルオフ

ィスでは、小銭の用意が不要なプリペイドカード式の課金装置（PV-1）が便利です。 
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【本体仕様】 

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 

メモリ容量 1GB 

HDD 60GB（標準） 

複写原稿 シート、ブック、立体物（最大 2.0kg） 

最大原稿サイズ A3 

複写サイズ 用紙サイズ A3、A4、B4、B5、はがき（100×148mm）、不定形紙 

 画像欠け幅 先端：4mm、後端：3mm、手前/奥側：3mm 

ウォームアップタイム（23℃、定格電圧時） 75 秒以下（電源 ON からの時間） 

ファーストコピータイム※ カラー：9秒以下、モノクロ：7秒以下 

連続複写速度 フルカラー 35 枚/分（A4 ヨコ・B5 ヨコ）、20 枚/分（B4）、17 枚/分（A3）

 モノクロ 35 枚/分（A4 ヨコ・B5 ヨコ）、20 枚/分（B4）、17 枚/分（A3）

複写倍率 固定 等倍 1:1±0.5%以内 

  拡大 1:1.15/1.22/1.41/1.63/2.00/4.00 

  縮小 1:0.93/0.87/0.82/0.71/0.61/0.50/0.25 

 ズーム 25%～400%（1%単位で選択可能） 

 縦横独立変倍 25%～400%（1%単位で選択可能） 

給紙方式/給紙量 本体 トレイ 4段（ユニバーサルトレイ 550 枚×4段）64g/㎡紙 

 本マルチ手差し 150 枚 80g/㎡ 

連続複写枚数 1～999 枚 

電源 AC100V・15A（50Hz/60Hz） 

最大消費電力 1.5kW 以下 

大きさ（幅×奥行×高さ） 643×852×1,059mm 

質量 約 129kg 

機械占有寸法（幅×奥行） 991×852mm 

※ A4 ヨコ、等倍、上段給紙トレイ、原稿ガラスの場合 
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【スキャン機能】※オプション 

機能 USB メモリに保存 

読取りサイズ A3、A4、B4、B5、その他（30×30～432×297mm） 

読取解像度 標準（200dpi×200dpi）、高画質（400dpi×400dpi） 

対応ファイル形式 PDF、JPEG 

USB メモリ USB 1.1/2.0 

 

【USB メモリプリント機能】※オプション 

連続プリント速度 本体仕様に準ずる 

解像度 本体仕様に準ずる 

対応ファイル形式 PDF（ver1.6 まで）、JPEG、TIFF 

USB メモリ USB 1.1/2.0 

 

スキャン・USB メモリプリントのご利用について 

・USB メモリの種類によっては、ご利用できない場合があります。 

・暗号化やパスワードロックなどセキュリティ機能を搭載した USB メモリはご使用できません。

・万一のデータ破損に対する補償はできませんので、USB メモリ内のデータは必ずバックアップ 

をしてからご利用ください。 

 

 

【ファクス機能】※オプション 

送信サイズ 最大 A3 

受信サイズ※ A3～B5 

相互通信 ECM/G3(スーパーG3) 

走査線密度 G3:8×3.85、8×7.7 line/mm 

200dpi×200dpi、400dpi×400dpi 

相手機の能力に応じて、いずれかの走査線密度で通信されま

す。 

伝送速度 2 秒台（V.34、JBIG) 

符号化方式 MH/MR/MMR/JBIG 

通信速度 2.4kbps-33.6kbps 

適用回線 加入電話回線、ファクシミリ通信網（G3） 

※受信した FAX に対する課金はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オプション価格】 
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商品名 標準価格（税別） 取付料金（税別） 

FAX キット 〔FK-502〕 140,000 円 10,000 円

オプション搭載キット 〔MK-711〕 10,000 円 － 

デバイス接続 I/F キット 〔EK-603〕 35,000 円 2,500 円

ワーキングテーブル 〔WT-502(USB)〕 17,000 円 － 

ワーキングテーブル 〔WT-502〕 10,000 円 － 

セキュリティキット 〔SC-503〕 85,000 円 5,000 円

給紙キャビネットロック 〔CL-501〕 50,000 円 2,500 円

ダイヤル錠  1,600 円  

KAKIN くん 〔SV-1〕 280,000 円        2,000 円※

KAKIN くん Ex 〔SV-2〕 320,000 円  2,000 円※

KAKIN くん Card 〔PV-1〕 258,000 円  2,000 円※

ベンダー接続ケーブル J(CS)  14,000 円 － 

紙幣拡張モジュール B  130,000 円        2,000 円※

領収書プリンタキット A  130,000 円 2,000 円※

領収書プリンタキット B  130,000 円 2,000 円※

ベンダーシリアル併設ケーブル  8,000 円 － 

※ 課金装置と同時取付けの場合の価格です。納品後の取付の場合は、5,000 円となります。 

※ オプション複数取付けの場合は、それぞれの取付料を申し受けます。 

 

【保守契約料金】 

 チャージシステム料金 

 bizhub C353CS 

最低料金/月 4,000 円 

モード フルカラーコピー 

単色コピー 

フルカラープリント モノクロコピー 

モノクロプリント 

カウント単価 @40 円 @40 円 @8 円 
※ フルカラーコピー/フルカラープリント/単色コピー/モノクロコピー/モノクロプリントモードの各月間カウント料金の合計を

ご請求させていただきます。 

※ 合計金額が最低料金を下まわる場合は、最低料金をご請求させていただきます。 

※ 上記料金には、イメージングユニットの貸与料、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。  

※ 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。 

※ 契約有効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 

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連商品の供給およ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。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいた

だきます。   

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――――――――――――――――― 

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 

 


