
 

 

 

大型カラー液晶パネルで操作性を向上した 

デジタルモノクロ複合機 『bizhub 751』/『bizhub 601』 

新 発 売 

 

2008年 11月 26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 12 月 8 日より「bizhub（ビズハブ）」シリーズのモノクロ高速機とし

て、毎分 75 枚/60 枚（A4 ヨコ）出力のデジタル複合機『bizhub 751』/『bizhub 601』を発売いた

します。 

 

【発売日】：2008年 12月 8日 

【価 格】 

  名  称 本体標準価格(税別) 搬入設置料金(税別) 

 bizhub 751 ２,５００,０００円 ４５,０００円 

 bizhub 601 ２,１００,０００円 ４５,０００円 

 

今回発売いたします２機種は、『bizhub 750』『bizhub 600』の後継機で、高速出力などその高生産性は

踏襲しながら、新たに大型カラー液晶タッチパネルを搭載。加えて、色覚の個人差を超えた使いやすさを

目指すカラーユニバーサルデザインの考え方を導入し、コピースタートボタンに赤緑色弱の方でも識別し

やすい青色 LED を採用するなど、ますます複雑になるワークフローへの対応を、操作性と視認性の側面か

らもサポートいたします。 

さらに、オフィスにおける空間提案に挑戦したデザインや操作性・メンテナンス性の高さが評価され 2008

年度グッドデザイン賞を受賞したデジタルモノクロ複合機bizhub 501/421/361のスタイリッシュデザイン

を採用。本体の背面にも処理を施しオフィスの中心にも設置できるよう配慮いたしました。 

また、コニカミノルタが長年培ってきた技術に基づき信頼性を高めた統合制御システム「bizhub OP(Open 

Platform)」を搭載。ネットワーク機能・スキャン機能・BOX機能※などの一括コントロールと電子化し

たドキュメントの効率的なワークフローを実現するデジタルモノクロ複合機です。 

なお、今回の２機種でも、環境に配慮し、(財)日本環境協会からエコマークの認定を受けているほか、

グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、エコリーフ環境ラベルなどの国内外の基準に適

合しております。 

 

 

 ※オプション対応 
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【 主な特長 】 

１．スタイリッシュ･デザイン 

ブラックボディに印象的なホワイトラインを施したデザインは、オフィスにおける空間提

案に挑戦したデザインや操作性・メンテナンス性の高さが評価され2008年度グッドデザイン

賞を獲得したbizhub 501/421/361のデザインを継承し、オフィス空間との調和を追求いた

しました。また、本体背面デザインにもこだわり前/側面と同様の処理を施すことにより、

オフィスのセンターでも設置できるよう配慮し、利便性を優先した新しいオフィスレイア

ウトでのワークフローを提案いたします。 

 

２．大型カラー液晶パネルで操作性向上 

より優しく、より使いやすいインターフェースとして、本体操作パネルに8.5型 WVGA（800

×480ドット）の大型カラー液晶パネルを採用いたしました。良く使われる機能をアイコ

ン表示に設定できるなど、高い視認性でユーザーフレンドリーな操作性を実現しています。

さらに HDD※に蓄積したデータのプレビュー表示が可能となり、データの内容を確認した

上でプリント出力やデータ送信が行えます。 

※オプション 

 

３．片面/両面ともに毎分75/60ページ（A4ヨコ）の高速出力＆大容量給紙 

両面印刷時やオプションのフィニッシャー利用時にも、片面印刷と同等の毎分75ページ/60ペー

ジ（A4ヨコ）の高速アウトプットを実現しています。 

コピーの書き込み解像度は1200dpi相当×600dpi、さらにプリント時は2400dpi相当×600dpiと、

高印字品質を実現。小さな文字や細線、階調を多く含む画像も見やすく鮮明に出力いたします。 

さらに、パンチや製本印刷はもちろん、中綴じ、三つ折り、Z折り機能をはじめ、カバー紙や表紙

の挿入など、ファイリング作業を大幅に効率化させる多彩なフィニッシングオプションをご用意

いたしました。 

 

４．ネットワーク機能 

いままでの IPv4 に加え、128bit の広大なアドレス空間をもつ次世代インターネットプロ

トコル IPv6 に対応。IPv6 環境ではインターネットに接続されたすべての機器に固有のア

ドレスを割り当てることができるので、インターネットを通じて機器同士のダイレクトな

通信が可能になるほか、高速ルーティングや拡張ヘッダによる高度な処理、セキュリティ

機能の向上を実現します。また通信速度を 1Gbps に高めた Gigabit Ethernet に対応し大

容量データ通信を可能にします。 
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５．セキュリティ機能 

セキュリティ機能を強化すると認証の工程が増え、使いやすさや効率性に影響を及ぼすこ

とがあります。そこでセキュリティを強化しながらもスムーズに認証を行える、社員証な

どに使われる非接触ICカード認証※や、「なりすまし」を防ぐことができる指静脈を利用

したバイオメトリクス認証※をオプションで準備いたしました。また、権限レベルにより

利用できる機能が限定される権限設定を活用して、FAXや E-mailの宛先登録に制限を持た

せるなど、きめ細かなセキュリティマネジメントにも対応しております。 

※認証装置取付には、WT-504と HD-510が必要です。 

 

６．ユニバーサルデザイン 

給紙トレイのグリップは、上下どちらからも握りやすいフリーグリップタイプを採用。排

紙トレイは紙を見分けやすいグレー色とし、取り出しやすいよう溝加工を施しています。

コントロールパネルのスイッチ類は押しやすいサイズと配置を追求し、スイッチの表示文

字も見やすさを考えたコントラストに設定いたしました。また、スタートボタンとデータ

ランプには、赤緑色弱の方にも識別しやすい青色LEDを採用するなど隅々にまでユニバー

サルデザインの考え方を導入し、NPO法人 CUDO（カラーユニバーサルデザイン機構）の認証

を取得しています。 

 

7．環境への配慮 

（財）日本環境協会から、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とエコマークの認定を受け

ています。また、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、エコリーフ環境ラ

ベルなど環境配慮を推し進めるための国内外の基準に適合しております。 

IH(Induction Heating)技術を採用した定着機構と低温度での定着を可能とした新開発のデジタ

ルトナーにより、ウォームアップタイム30秒以下を実現するとともに、エネルギー消費効率の

向上も図っております。 

 

   ＊ エコマーク認定番号05117011 

       * エコリーフ環境ラベル登録番号 bizhub751：AA-08-074/bizhub601：AA-08-075 
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【本体仕様】 
製品名     bizhub 751 bizhub 601 

形式     コンソール   

読取解像度     600dpi×600dpi   

書き込み解像度   1200dpi相当×600dpi   

階調     256階調   

メモリ     1GB   

複写原稿     シート、ブック、立体物（厚さ最大30mm、重さ最大6.8kgまで） 

最大原稿サイズ   A3   

複写サイズ 用紙サイズ 本体：A3～A5ヨコ、郵便はがき 最大用紙サイズ：314×458mm 

      手差し：A3～B6タテ、郵便はがき 最大用紙サイズ：314×458mm 

  画像欠け幅 先端/後端：3mm以内 手前/奥側：2mm以内 

ウォームアップタイム   30秒以内（室温20℃）   

ファーストコピータイム※ 2.9秒以下 3.3秒以下 

連続複写速度（枚/分） 75枚/分（A4ヨコ） 60枚/分（A4ヨコ） 

     75枚/分（B5ヨコ） 60枚/分（B5ヨコ） 

     41枚/分（B4） 34枚/分（B4） 

      35枚/分（A3） 30枚/分（A3） 

複写倍率 固定 等倍 1：1±0.5%   

    拡大 1：1.154/1.224/1.414/2.000   

    縮小 1：0.866/0.816/0.707/0.500   

  固定任意 3種類設定可能   

  ズーム   25%～400%（0.1%単位で選択可能） 

  縦横独立変倍 25%～400%（0.1%単位で選択可能） 

給紙方式/給紙量   

本体トレイ4段（上段左1,650枚＋上段右1,100枚＋ユニバーサルトレイ

550枚×2）64g/㎡紙 

マルチ手差し100枚 80g/㎡紙 

対応用紙坪量   トレイ：60～200g/㎡ 手差し：50～200g/㎡ 

連続複写枚数   1～9,999枚   

両面コピー     スイッチバック反転＋ノンスタック方式 用紙サイズ：A3～A5ヨコ 

      対応用紙坪量：60～200g/㎡   

排紙容量     150枚（オプションの本体排紙トレイOT-505装着時） 

電源     AC100V・15A（50Hz/60Hz)   

エネルギー消費効率   105Wh/h 55Wh/h 

最大消費電力   1.5kW以下（フルオプション時）   

大きさ（幅×奥×高）   886×859×1,140ｍｍ（本体＋ＡＤＦ）※手差し収納時 

機械占有寸法（幅×奥） 1,275×859mm（本体＋ADF+OT-505）※手差しを開いた状態 

質量     約 224kg（本体＋ADF)   

※A4 ヨコ、等倍、第 2 給紙トレイ、原稿ガラス面からの読取りの場合 
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自動原稿送り装置（標準装備） 
原稿送り装置の種類 自動両面原稿送り装置 

原稿の種類 普通紙・特殊紙（50～200g/㎡紙） 

原稿サイズ 最大A3、A3～A5、B6タテ、はがき 

原稿積載量 100枚（80g/㎡紙）120枚（64g/㎡紙）同系列、異系列混載原稿対応 

原稿交換速度 片面：75枚/分（A4ヨコ）※コピー時 

電源   本体より供給 

大きさ（幅×奥×高） 625×576×154mm 

質量   約 12.9kg 

 

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 

読取り解像度 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 

原稿読み取り速度（A4 ﾖｺ）※１ 75枚/分（600/300dpi)、65枚(400/200dpi) 

インターフェース Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

対応プロトコル SMTP/FTP/SMB/WebDAV 

出力フォーマット TIFF/PDF/XPS 

対応OS※２ WindowsNT4.0SP6/2000/XP/Server2003/Vista/ 

  XP x64/Server2003 x64/Vista x64 

※１：自動原稿送り装置使用時 ※２：HDD TWAINドライバの対応OS 

 

プリンタ機能（オプションのIC-208装着時） 

形式   内蔵型 

連続プリント速度   本体仕様に準ずる 

解像度   2,400dpi相当×600dpi 

メモリ   本体と共用 

ページ記述言語   PCL6、PostScript3互換 

内蔵フォント PCL 日本語4書体（HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L）

    欧文80書体 

  PS3 日本語4書体（HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L）

    欧文136書体 

対応プロトコル   TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、IPP、Ethertalk 

対応OS PCL WindowsNT4.0SP6/2000/XP/Server2003/Vista/ 

    XP x64/Server2003 x64/Vista x64 

  PS Windows2000/XP/Server2003/Vista/XP x64/Server2003 x64/ 

    Vista x64/MacOS9.2 

  PS-Visual Windows2000/XP/Server2003/Vista/XP x64/Server2003 x64/ 

    Vista x64/Mac OSX(10.2/10.3/10.4[intel版含む]) 

  XPS WindowsVista/Vista x64 

インターフェース 標準 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

  オプション USB2.0準拠(High-Speed) 
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ファクス機能（オプションのFAXキット装着時） 

伝送規格 G3、スーパーG3 

適用回線 一般加入回線、ファクシミリ通信網（G3) 

通信解像度 600×600dpi、16dot/mm×15.4line/mm、 

  
8dot/mm×15.4line/mm（受信のみ）、 

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

通信速度 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/ 

  16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400bps 

符号化方式 JBIG、MMR、MR、MH 

送信原稿サイズ 最大A3（長尺原稿最大1,000mm、超高精細時は460mmまで：自動原稿送り使用時）

記録サイズ 最大A3、最小A5 

伝送時間 2秒台※ 

短縮ダイヤル 1000件、HDD装着時：2000件 

プログラムダイヤル 200件、HDD装着時：400件 

グループ登録 100件 

順次同報通信 最大600件 

※A4判700文字程度の当社標準原稿を、標準的画質（8dot/mm×3.85line/mm）、スーパーG3モードでJBIG送信した場合 

 

インターネット FAX 機能（オプションの IC-208＋HD-510 装着時） 

通信プロトコル 
TCP/IP、SMTP、POP3、Simpleモード、Fullモード（ITU-T37及びW-NETFAX準拠）

に対応 

送信原稿サイズ 最大A3（長尺原稿最大1,000mm：自動原稿送り使用時） 

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

データフォーマット TIFF-F 

宛先登録 メールアドレスを短縮ダイヤルに登録（最大1,000件、HDD装着時最大2,000件）

同報（順次同報） 最大605宛先（宛先がインターネットFAXのみの場合：最大505宛先） 

データ圧縮方式 MH/MR/MMR 

 

IPアドレスFAX機能（オプションのFAXキット＋IC-208＋HD-510装着時） 

送信プロトコル TCP/IP、SMTP 

送信原稿サイズ 最大A3（長尺原稿最大1,000mm、自動原稿送り使用時） 

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

データフォーマット TIFF-F 

宛先登録 IPアドレスを短縮ダイヤルに登録（最大1,000件、HDD装着時最大2,000件） 

同報（順次同報） 最大605宛先（宛先がIPアドレスFAXのみの場合：最大505宛先） 

データ圧縮方式 MH/MR/MMR 

 

大容量給紙ユニット（オプション） 

型番 LU-405 LU-406 

用紙種類 普通紙・特殊紙（60～200g/㎡） 

用紙サイズ A4、B5 最大314×223mm A3～A4 最大314×459mm 

給紙容量 5,000枚（64g/㎡） 4,500枚（64g/㎡） 

電源 本体より供給   

最大消費電力 83W以下 100W以下 

大きさ（幅×奥×高） 430×639×690mm 670×639×695mm 

質量 約30kg 約 42kg 
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フィニッシャー[FS-524/FS-525]（オプション） 

型番   FS-524 FS-525 

用紙サイズ   A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 最大314×458mm 

使用可能用紙 普通紙・特殊紙（50～200g/㎡） 

トレイ容量 ストレート又は 3,000枚：A4、B5 1,500枚：B4、A3  

  オフセットモード 500枚：A5、B6タテ   

  ステープルモード 2～9枚綴じ：100部（A3は 50部）、 

    10～20枚綴じ：50部、21～30枚綴じ：30部 

    31～40枚綴じ：25部、41～50枚綴じ：20部 

    - 51～60枚綴じ：15部 

    - 61～100枚綴じ：10部 

  サブトレイモード 200枚   

ステープルモード種類 コーナー１ヶ所、手前1ヶ所、センター２ヶ所 

ステープル枚数 最大５０枚（60～90g/㎡） 最大100枚（60～80g/㎡） 

マニュアルステープル対応 PI-504装着時可能   

装着可能オプション PK-502、PK-503、PI-504、ZU-605 

電源   本体より供給   

最大消費電力 80W以下   

大きさ（幅×奥×高） 674.5×656×990mm   

質量   約 60kg   

 

フィニッシャー[FS-610]（オプション） 

型番   FS-610 

用紙サイズ   A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 最大314×458mm 

使用可能用紙 普通紙・特殊紙（50～200g/㎡） 

トレイ容量 ストレート又は 2,500枚：A4、B5 1,500枚：A3、B4 500枚：B6タテ、A5 

  オフセットモード   

  ステープルモード 
2～9枚綴じ：100部（A3は 50部） 10～20枚綴じ：50部 21～30枚

綴じ：30部 

    31～40枚綴じ：25部 41～50枚綴じ：20部 

  
ブックレットモー

ド 

中綴じ：5枚折りで20冊（A4タテは15冊）  

中折り：3枚折りで33冊（A4タテは25冊） 

  三つ折りモード 1枚折りで50冊 

  サブトレイモード 200枚 

ステープルモード種類 コーナー1ヶ所（45度）、手前1ヶ所、センター2ヶ所、中綴じ 

ステープル枚数 最大50枚（60～80g/㎡）、中綴じ：最大20枚（60～80g/㎡） 

中折り/三つ折り枚数 最大3枚（80g/㎡時） 

マニュアルステープル対応 PI-504装着時可能 

装着可能オプション PK-502、PK-503、PI-504、ZU-605 

電源   本体より供給 

最大消費電力 80W以下 

大きさ（幅×奥×高） 674.5×656×990mm 

質量   約 65kg 
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シフトトレイ[SF-602]（オプション） 

用紙サイズ A3～A5、B6タテ、A6タテ、はがき 最大：314×458mm 

使用可能用紙 普通紙・特殊紙（52～216g/㎡） 

トレイ容量 1,250枚：A4、B5 500枚：A3、B4 100枚：B6、A5、はがき 

電源 本体より供給 

最大消費電力 48W以下 

大きさ（幅×奥行×高さ） 400×600×480mm 

質量 約14kg 

 

フィニッシャー装着オプション 

品名 パンチキット パンチキット パンチZ折りユニット 

型番 PK-502 PK-503※ ZU-605 

用紙種類 普通紙・再生紙     

パンチ穴数 2穴     

パンチ用紙サイズ A3～A5     

パンチ紙坪量 60～128g/㎡   60～90g/㎡ 

Z折り用紙サイズ -   A3、B4 

Z折り紙坪量 -   60～90g/㎡ 

電源 フィニッシャーより供給   AC100V、1.2A 

大きさ（幅×奥行×高さ） フィニッシャー内蔵型   169×660×930mm 

質量 約2kg 約 3kg 約 38kg 

※用紙の片寄りに対してセンターを合わせる機能付き。 

インターシート/差込ページ/章分け/カバーシート機能とパンチ機能との併用が可能。（PK-502では併用不可。） 

 

ポストインサーター[PI-504]（オプション） 

形式 フィニッシャー外付け型、カバー紙給紙トレイ 

給紙トレイ数 上下2段 

使用可能カバー 普通紙・特殊紙（50～200g/㎡) 

カバー紙サイズ 
上段：A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 

下段：A3、B4、A4、A4タテ、B5、B5タテ、A5 

カバー総積載量 上段/下段ともに：200枚（110g/㎡紙）または厚み30mm以下 

使用電源 30W 

大きさ（幅×奥×高） 511×620×220mm 

質量 約10.5kg 
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オプション価格（税別） 

商 品 名 標準価格 取付料金 

フィニッシャー*1 〔ＦＳ－５２４〕 ３５０，０００円 ５，０００円

フィニッシャー*1 〔ＦＳ－５２５〕 ５００，０００円 ５，０００円

フィニッシャー*1 〔ＦＳ－６１０〕 ５５０，０００円 ５，０００円

シフトトレイ*1 〔ＳＦ－６０２〕 ８５，０００円 ５，０００円

排紙トレイ*1 〔ＯＴ－５０５〕 １０，０００円 －

ワーキングテーブル 〔ＷＴ－５０４〕 １０，０００円 －

パンチキット*2 〔ＰＫ－５０２〕 ３０，０００円 ５，０００円

パンチキット*2 〔ＰＫ－５０３〕 ６０，０００円 ５，０００円

ポストインサーター*3 〔ＰＩ－５０４〕 １２０，０００円 ５，０００円

パンチZ折りユニット*3 〔ＺＵ－６０５〕 ５８０，０００円 １０，０００円

大容量給紙ユニット（A4）*4 〔ＬＵ－４０５〕 ３００，０００円 ５，０００円

大容量給紙ユニット（A3）*4 〔ＬＵ－４０６〕 ４００，０００円 ５，０００円

ハードディスク 〔ＨＤ－５１０〕 ８０，０００円 １０，０００円

セキュリティキット*5 〔ＳＣ－５０６〕 ８５，０００円 ５，０００円

イメージコントローラ 〔ＩＣ－２０８〕 １５０，０００円 ３０，０００円

ローカル接続キット 〔ＥＫ－７０３〕 ４０，０００円 ２，５００円

751/601FAXキット   １５０，０００円 １０，０００円*6

FAXキット*6 〔ＦＫ－５０２〕 １４０，０００円 １０，０００円*6

FAXハンドセットTYPE-A*7   １１，０００円 ２，３００円

生体認証装置*8 〔ＡＵ－１０１〕 ５９，８００円 －

ICカード認証装置*8 〔ＡＵ－２０１〕 ５９，８００円 －
 

*1：排紙オプションは必ずご選択ください。同時取付はできません。 

*2：同時取付はできません。 

*3：取付の際は、FS-524/FS-525/FS-610の何れかが必要です。 

*4：同時取付はできません。 

*5：取付の際は、HD-510が必要です。 

*6：751/601FAXキットとFAXキットを同時に装着する場合、取付料金は両オプション合わせて10,000円です。 

*7：取付の際は、WT-504が必要です。 

*8：取付の際は、WT-504と HD-510が必要です。 

※：オプション複数取付の場合は、それぞれ取付料金を申し受けます。 
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保守契約料金（月額）：チャージシステム（トナー料金込み） 
基本料金 １７，２００円／月（２，０００カウント分含む） 

コピー・プリント枚数／月 単価 

２，００１～５，０００カウント ６．１円 

５，００１～２０，０００カウント ５．１円 

２０，００１～５０，０００カウント ４．６円 

コピー/プリント 

単価 

５０，００１カウント以上 ４．１円 

*１ヶ月のカウントが基本料金に満たない場合でも基本料金（月額）をお支払頂きます。 

*契約有効期限は契約日より最長５年間とし、５年経過後は再契約させて頂きます。 

（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。） 

*ご請求は、カウンター数値から算出され、１ヶ月単位で行います。 

（ただし、通過逓減方式により、各層の料金帯を必ず通過し、計算いたします。） 

*チャージシステム料金には、感光体及び現像剤の貸与料、 

トナー及び消耗品類（保守サービスにおける消耗交換部品、但し用紙を除く）の供給が含まれています。 

*記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。 

*推奨紙は、コニカミノルタＪペーパーとなります。 

 

スポットシステム 
機械の修理と感光体、トナー、部品、その他の関連商品の供給および高官をお客様のご要請の都度、有償でお引き

受けするシステムです。 感光体、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合せください。 

 

 

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

 


