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デジタルカラー複合機のラインアップを強化 

シンプルで身近になったカラーエントリーモデル 

『bizhub C200』 新発売 

 

2009 年 1 月 27 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、2009 年 1 月 30 日より「bizhub（ビズハブ）」シリーズの新製品として、 カラー/モノクロともに毎分   

20 枚（A4 ヨコ） 出力のカラー複合機『bizhub C200』を発売いたします。   

 

【発売日】：2009 年 1 月 30 日 

【価 格】 

名  称 本体標準価格（税別） 搬入設置料金（税別）

bizhub C200 780,000 円 40,000 円 

 

 今回発売いたします『bizhub C200』は、「シンプルで誰もが使いやすく」をコンセプトに開発されたカラーエン

トリーモデルで、コニカミノルタとして初のカラーコピーキット方式※1を採用したSOHO向けデジタルカラー複合

機です。 

コンパクトなボディにコピー/プリンタ/スキャナ/FAX※2の 4 つの機能を搭載したオールインワン・モデルとし

て、オフィスレイアウトを有効に活用できる省スペース設計に仕上げています。また操作パネルには上下 3 段

階に角度調整が行える角度可変型を採用、スイッチ類は押しやすいサイズと配置を追求、さらにコピースター

トボタンには色弱の方にも識別しやすい青色LEDを使用するなど誰もが使いやすいユニバーサルデザインの

考え方を導入しています。 

本製品は、お客様の使用用途にあわせて、最小構成から必要なオプションを追加することが可能です。 特

に FAX 機能については、迷惑 FAX 受信拒否・PC-FAX 送受信・IP アドレス FAX・インターネット FAX など充実

した機能を搭載しております。 

また、カラー毎分20枚･モノクロ毎分40枚(A4ヨコ、片面、300dpi)※３の高速スキャン機能を標準搭載し、紙文

書の電子化促進に貢献します。 

なお、本製品は環境に対する負荷を軽減する国際エネルギースタープログラムの基準をクリアしています。 

 

 コニカミノルタは、カラー出力分野における商品ラインアップの一層の充実を図り、多様化するお客様のご要

望とご期待に応えてまいります。 

 

※1：本機専用のコピーキット（シアン（C）、マゼンタ(M)、イエロー(Y)およびブラック(K)の 4 色）をご購入（ただし、イメージングユ

ニットは貸与）いただくことによって保守サービスを実施します。機械が万一故障した場合は、専門サービス技術者が訪問し

修理いたします。必要に応じて故障箇所以外の調整やイメージングユニット、部品交換を行います。 

※2：FAX 機能はオプション 

※3：スキャンの読取り速度はオプションの自動両面原稿送り装置 DF-612 装着時 
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【主な特長】 

 
1. スペース削減！コンパクトデザイン 

さまざまなオフィスを研究して生まれたシンプルで斬新なブラック＆ホワイトのコンパクトボディに、カラーコ

ピーはもちろん、カラープリンタ、カラースキャナ、FAX※の機能をこの1台に集約し、オフィスのスペースを最

小限に抑えることができます。 

新開発のコンパクトスキャナにより、自動両面原稿送り装置※を付けた場合でも、複合機本体のコンパクトさ

を損なわず、FAXなどの電子系オプションを搭載しても本体サイズは変わらないため、設置場所の自由度が

高まりました。 

※オプション 

 

2. CO2 削減！省エネ設計 

 環境に対する負荷の軽減を図り、国際エネルギースタープログラムの基準をクリアしました。機械の消費

するエネルギーを抑えることで CO2 の排出量を大幅に抑えた省エネ設計です。 

 

3. ランニングコスト削減！FAX 拡張 

誤送信の防止に繋がる相手先確認送信機能と、ナンバーディスプレイ機能を利用して登録した番号や非

通知番号からの受信を拒否する迷惑 FAX 受信拒否機能を搭載しています。 

また、受信 FAX を紙として出力せずにデータで PC に転送する「PC-FAX 受信」機能により、無駄な出力を

省きペーパーレスを実現します。転送先は、F コード/ナンバーディスプレイ/ダイアルインなどの相手先情報

に応じて設定が可能です。 

さらに、スーパーG3FAX を装備できると共に、サーバーなどを必要とせず既存のネットワークを利用して

送受信する「IP アドレス FAX」機能、メールアドレスを指定し、FAX データを E-mail の添付ファイルとして送受

信する｢インターネット FAX｣にも対応し、お客様の用途や環境に合わせたコスト削減にも役立つ通信方式を

ご導入いただけます。 

 

※ スーパーG3FAX/インターネット FAX/IP アドレス FAX 機能の拡張には、オプションの FAX キット FK-507 が必要です。 

 

4. カラーもモノクロも毎分 20 枚出力 

   カラーもモノクロもコピー・プリント時、毎分 20 枚（A4 ヨコ）出力の速さで業務効率をアップします。ファース

トコピータイムもカラー13.5 秒/モノクロ 10 秒とスピーディです。 

   また、PCL モードでも PS モードでも使えるネットワークプリント機能を標準搭載し、Windows や Macintosh

などの OS の PC が混在するネットワーク環境で手軽にご使用いただけます。 

 

5. 使いやすい！操作パネル 

操作パネルには、使う人に合わせて上下 3 段階に高さが設定できるチルトタイプを採用し、簡単に角度調

整が行えるとともに、大型の液晶タッチパネルを搭載していますので、直感的に操作していただけます。 

また、カラーユニバーサルデザインへの対応（色弱者対応）として、スタートボタンには青色 LED を採用し

ております。 
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【主な仕様】 

基本機能/コピー機能 

製品名 bizhub C200 

形式 デスクトップ 

カラー対応 フルカラー 

読取り解像度 600×600dpi 

書込み解像度 600×600dpi 

階調 256 階調 

メモリー 標準：576MB＋オプション：512MB 

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 

用紙サイズ 
A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、郵便はがき(100x148mm)、封筒 

最大 311.1×457.2mm、最小 90×139.7mm 複写サイズ 

画像欠け幅 先端：4.2mm、後端：3mm、手前/奥側：3mm 

主電源 ON から 90 秒以下 ウォームアップタイム 

（23℃、定格電圧時） 副電源 ON から カラー：40 秒以下、モノクロ：37 秒以下 

カラー 13.5 秒以下 
ファーストコピータイム※1

モノクロ 10 秒以下 

カラー 20 枚/分（A4 ヨコ・B5 ヨコ）、11.1 枚/分（B4）、9.8 枚/分（A3） 
連続複写速度 

モノクロ 20 枚/分（A4 ヨコ・B5 ヨコ）、11.1 枚/分（B4）、9.8 枚/分（A3） 

固定 

<等倍> 1：1±0.5%以内 

<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 

ズーム 25～400％（0.1％単位で選択可能） 

複写倍率 

縦横独立変倍 25～400％（0.1％単位で選択可能） 

給紙方式/給紙量 トレイ 1 段（250 枚×1） 80g/㎡ 

対応用紙坪量※2 60～256g/㎡ 

連続複写枚数 1～999 枚 

排紙容量 250 枚 

電源 AC100V・12A（50/60Hz） 

最大消費電力 1.25kW 以下 

大きさ （幅×奥行×高さ） 620×688×648mm 

機械占有寸法 （幅×奥行） 620×688mm 

質量 約 68kg 
※1 A4 ヨコ、等倍、原稿ガラスの場合 ※2 210g/m2以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。 
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プリンタ機能 （標準機能） 

形式 内蔵型 

連続プリント速度 本体仕様に準ずる 

解像度 600×600dpi 

メモリー 本体と共有 

ページ記述言語 PCL5e/5c、PCL XL、PostScript3 互換 

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 内蔵フォント 

PS 日本語 2 書体（HG ゴシック B 、HG 明朝 L）、欧文 136 書体 

対応プロトコル TCP/IP（LPD/LPR、IPP、SMB）、IPX/SPX、AppleTalk 

PCL 
Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/ XP x64/ 

Vista x64/ Server 2003 x64/ Server 2008 x64 

対応 OS 

PS 

Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/ XP x64/ 

Vista x64/ Server 2003 x64/ Server 2008 x64 

Mac OS9.2 以上、Mac OSX（10.2/10.3/10.4/10.5［Intel 版含］）

インターフェース Ethernet 10Base-T/100Base-TX、USB2.0 相当 

 

スキャナ機能 （標準機能） 

形式 フルカラースキャナ 

読取りサイズ 本体仕様に準ずる 

読取り解像度 100/200/300/400/600dpi 

読取り速度※1※２ カラー20 枚/分、モノクロ 40 枚/分（A4 ヨコ、片面、300dpi） 

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

対応プロトコル SMTP、FTP、SMB 

出力フォーマット TIFF、PDF、JPEG 

対応OS※３ Windows 2000 /XP/Vista 
※1 原稿の種類やモードによって、読取り/画像取込み速度は異なります。 ※2 オプションの自動両面原稿送り装置使用時 

※3 TWAIN ドライバーの対応 OS 

 

FAX 機能 （オプションの FK-507 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 8dot/mm×3.85line/mm～600×600dpi 

通信速度 
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800 

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

符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG 

読取りサイズ 
最大 A3 

（長尺原稿※1：最大 1,000mm、超高精細時は 432mmまで） 

記録サイズ 最大 A3 

原稿読取り速度※1 40 枚/分（A4 ヨコ、精細時） 

伝送時間※2 約 3 秒 

短縮ダイヤル 300 件 

プログラムダイヤル 30 件 

順次同報 最大 210 件 
※1 オプションの自動両面原稿送り装置使用時 

※2 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 )でスーパーG3 モード（ITU-TV.34 準拠 33.6kbps 以上）、 

JBIG 符号により送信した場合の時間です。 
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インターネット FAX 機能 （オプションの FK-507 装着時） 

通信プロトコル 
TCP/IP、SMTP、POP3、Simple モード、 

Full モード（ITU-T.37 および W-NETFAX に準拠）に対応 

送信原稿サイズ A3、B4、A4 

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

宛先登録 メールアドレスを短縮ダイヤルに登録（最大 300 件） 

順次同報 最大 210 件 

データ圧縮方式 MH、MR、MMR 

 

IP アドレス FAX 機能（オプションの FK-507 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 200×100dpi、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 300 件） 

順次同報 最大 210 件 

データ圧縮形式 MH、MR、MMR 

 

自動両面原稿送り装置 DF-612 (オプション) 

形式 自動両面原稿送り装置 

原稿種類 普通紙（片面：38～128g/㎡、両面及び混載： 50～128g/㎡） 

原稿サイズ A3～A5 タテ 

原稿積載量 70 枚(80g/㎡)   

原稿交換速度 20 枚/分（A4 ヨコ、片面、コピー時） 

電源 本体より供給 

最大消費電力 55W 以下 

大きさ（幅×奥行×高さ） 551×511×118mm 

質量 約 8.1kg 

 

自動両面ユニット AD-505 （オプション） 

用紙種類 普通紙（64～90g/㎡）、厚紙（91～256g/㎡） 

用紙サイズ A3～A5 タテ、最大 311.1×457.2mm、最小 139.7×176mm 

電源 本体より供給 

最大消費電力 31W 以下 

大きさ（幅×奥行×高さ） 156×438×343mm 

質量 約 3.2kg 
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マルチ手差し給紙ユニット MB-502 （オプション） 

用紙種類 普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）、特殊紙 

用紙サイズ 
A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、はがきタテ、封筒 

最大 311.1×457.2mm、最小 90×139.7mm 

給紙容量 100 枚（普通紙）、20 枚（厚紙） 

電源 本体より供給 

最大消費電力 27W 以下 

大きさ（幅 X 奥行 X 高さ） 472×456×102mm 

質量 約 2.9kg 

 

セパレーターJS-505 (オプション) 

上段トレイ 普通紙（60～90g/m2） 
用紙種類 

下段トレイ 普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2）、特殊紙 

上段トレイ A3～A5 タテ 
用紙サイズ 

下段トレイ A3～A5、B6 タテ、A6 タテ、はがきタテ 

上段トレイ 50 枚（普通紙） 
トレイ容量 

下段トレイ 150 枚（普通紙）、20 枚(厚紙) 

電源 本体より供給 

最大消費電力 40W 以下 

大きさ（幅 X 奥行 X 高さ） 423×477×130mm 

質量 約 5kg 

 

給紙キャビネット PC-105 （オプション） 

用紙種類 普通紙（60～90g/m2）、厚紙（91～256g/m2） 

用紙サイズ A3～A5 タテ 

給紙容量 550 枚×1 段(64ｇ/m2) 

電源 本体より供給 

最大消費電力 16W 以下 

大きさ（幅 X 奥行 X 高さ） 600×578×168mm 

質量 約 14.7kg 

 

給紙キャビネット(オプション) 

 PC-405 PC-204 PC-104 

用紙種類 普通紙(60-90g/m2) 、厚紙(91-256g/m2) 

用紙サイズ A4 ヨコ A3～A5 タテ 

給紙容量 2,500 枚 ( 80g/m2) 550 枚×2 段( 64g/m2) 550 枚×1 段( 64g/m2) 

電源 本体より供給 

最大消費電力 45W 以下 15W 以下 

大きさ（幅×奥×高） 600×578×301mm 

質量 約 28kg 約 24kg 

 

 「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。 

 その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。 

 製品の仕様・外観・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、イメージングユニット、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。 
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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、郵便はがき、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、

これに準じ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】 

商品名 価 格（税別） 取付料金（税別） 

拡張メモリー（512MB） EM-310 30,000 円 4,000 円

自動両面原稿送り装置 DF-612 130,000 円 4,000 円

オリジナルカバー OC-508   10,000 円          - 

給紙キャビネット PC-105 50,000 円 4,000 円

給紙キャビネット PC-104 100,000 円 5,000 円

給紙キャビネット PC-204 150,000 円 5,000 円

給紙キャビネット PC-405 250,000 円 5,000 円

専用デスク DK-504 50,000 円 2,000 円

マルチ手差し給紙ユニット MB-502 26,000 円 4,000 円

セパレーター JS-505 20,000 円 4,000 円

自動両面ユニット AD-505 70,000 円 4,000 円

FAX キット FK-507 120,000 円 10,000 円

FAX 回線拡張キット ML-504 120,000 円 5,000 円

FAX ハンドセット HS-502 38,000 円 4,000 円

FAX 済みスタンプユニット SP-503 5,000 円 1,000 円

ワーキングテーブル WT-503 10,000 円          - 
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【保守サービス】 

カラーコピーキットシステム 

カラーコピーキットシステムをご契約いただきますと、本機専用の下記コピーキット（シアン（C）、マゼンタ(M)、

イエロー(Y)およびブラック(K)の 4 色）をご購入（ただし、イメージングユニットは貸与）いただくことによって保守

サービスを実施します。機械が万一故障した場合は、専門サービス技術者が訪問し修理いたします。必要に

応じて故障箇所以外の調整やイメージングユニット、部品交換を行います。 

 

シアン（C）、マゼンタ(M)、イエロー(Y)およびブラック(K)でそれぞれ2,500カウント相当か5,000カウント相当のコ

ピーキットいずれかを選択してください。 

※但し、シアン・マゼンタ・イエローは同一カウント相当分のキットを選択してください。 

名  称 使用可能プリント 標準価格（税別） 

A4 ｻｲｽﾞ 6%標準原稿 2,500 カウント相当分 

※コピー・ファクス・プリント出力時の合計カウント 
各色 22,500 円 

bizhub C200 カラーコピーキット（CMYK） 
A4 ｻｲｽﾞ 6%標準原稿 5,000 カウント相当分 

※コピー・ファクス・プリント出力時の合計カウント 
各色 41,000 円 

 

※ イメージングユニットの貸与料、部品の交換、調整に必要な費用及び保守サービス料金は、上記のキット価格に含まれ

ております。ただし、用紙代は含まれておりません。 

※ コピーキットの消費期限は使用開始から 12 ヶ月です。 

※ トナーの交換は、お客様に実施いただきます。 

※ ご契約終了時には、イメージングユニットをご返却していただきます。  

※ 上記の標準価格の有効期限はご契約日より 5 年間です。 

※ ご契約日より 5 年経過後は、キット価格を据え置いた上、別途定める年間追加保守料金をご請求させていただきます。 

※ 第三者既使用機は除きます。 

※ 推奨紙は、コニカミノルタ CF ペーパー（カラー画像）、コニカミノルタ J ペーパー（モノクロ画像）になります。 

※ 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。 

 

※ 各コピーキットに表示されているカウント数は、画像比率 6%・A4 サイズの原稿を出力した場合の標準出力カウント数で、

カウント数を保証するものではありません。画像比率、出力サイズ、用紙等により出力カウント数は増減し、コピーキット

のトナー消費量も異なります。 

※ 機械の電源投入時等にも、画像安定化（機械の定期自動メンテナンス機構）を行なうため、コピーキットのトナーを一定

量消費します。 

 

 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 


