News Release
Release
取り急ぎの 1 枚をスピーディに出力
トップクラスのファーストコピータイムを実現した
オールインワン A4 カラー複合機「bizhub C25」 新発売
2012 年 1 月 12 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：山名 昌衛、以下 コニカミノ
ルタ）は、「bizhub（ビズハブ）」シリーズの新商品として、A4 カラー複合機(MFP)「bizhub C25」を 1 月 17 日に発売
いたします。

商品名
プリント速度（A4 タテ）

bizhub C25
カラー毎分：24 枚
モノクロ毎分：24 枚

本体標準価格(税別)

188,000 円

搬入設置料金（税別）

30,000 円

発売日

2012 年 1 月 17 日

「bizhub C25」は提案書やプレゼン資料など、ビジネスシーンにおいて使用頻度が高い A4 サイズドキュメント
のプリント出力に特化したカラー複合機です。
本機は、コンパクトボディでありながら、1 台 4 役のコピー/ファクス/プリンター/スキ
ャナー機能を全て標準搭載しているため、お客様の用途に応じて必要な機能を選択
することができ、店頭、少人数のワークチームでのシェアなどの利用に最適です。ま
た、設置や操作スペースが 1 台分で済むため、オフィスの省スペース化にも貢献いた
します。
さらに、ファーストコピータイム※1 は、トップクラス※2 のカラー：17 秒/モノクロ：14 秒を
実現し、急ぎのコピーニーズにも素早く対応いたします。また、当社が A3 複合機で採
用している独自のプリンターコントローラー「Emperon (エンペロン)」を搭載しているた
め、高画質かつ高速プリントを実現し、業務の高付加価値化が図れます。
加えて、軽量コンパクト設計により、部品点数を従来機 magicolor 4690MF より 35%
削減（2300 点から 1490 点）し、当社独自開発のデジタルトナーHD with Biomass※3 を
使用するなど、環境にも配慮した製品となっております。

bizhub C25

コニカミノルタは、コミュニケーションメッセージ「Giving Shape to Ideas：革新はあなたのために。」を掲げ、今
後もお客様の新たなニーズや課題解決に対応するための最適なソリューションサービスを提供してまいりま
す。
※1:コピー（スタート）キーを押してから A4 サイズ等倍コピー時に用紙が機体外に排出完了するまでの時間。
※2: 2012 年 1 月現在（A4 カラー複合機同セグメント）弊社調べ
※3: Biomass(バイオマス)とは、化石資源以外の再生可能な生物由来の有機性資源のことです。
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【主な特長】
1.コンパクトボディでニーズに応じて様々な場所へ設置が可能
・設置面積 49％減のコンパクトボディで省スペース化に貢献
自社 A4 カラープリンターmagicolor 4690MF と比較して設置面積を 49％（0.49m2 から 0.25m2）削減し、省スペー
ス性を実現しています。そのため、デスクサイドや店舗内のカウンターなどでの使用に適しています。
・高さを抑えてデスクに置いても使いやすいデザイン
設置面積が小さいだけでなく高さ（503mm）も抑えたデザインです。デスクの上に置いてもコピーやスキャン、フ
ァクスの操作が簡単にできます。

2.充実した機能で業務効率化・高生産性を加速
・小さなボディに 4 つの機能をオールインワン搭載
コピー、プリンター、スキャナー、ファクスを搭載し 4 役を 1 台に集約し、コンパクトでありながら利便性を高めて
います。
・カラーでも毎分 24 枚のプリントスピードで快適出力
カラー、モノクロとも毎分 24 枚（A4 タテ）の高速プリント出力が可能です。また、両面印刷機能を標準装備し、両
面印刷時も毎分 24 ページ※4 の高速プリントを実現しており、オフィスの業務効率化を促進します。
※4: カラー、モノクロ混在の原稿時は除く。

・業界トップクラスのファーストコピータイム「カラー17 秒、モノクロ 14 秒」を達成
取り急ぎの 1 枚も素早く出力できる、業界トップクラス※5 のファーストコピータイム「カラー17 秒、モノクロ 14 秒」
を実現しています。
※5: 2012 年 1 月現在（カラー複合機同セグメント）弊社調べ

・USB メモリーポートを標準装備
PC レスでの出力※6 やスキャンデータのダイレクトな保存が可能な、USB ポートを標準装備しています。
※

6:オプション

・標準で Windows、Macintosh（PostScript 互換）に対応
コニカミノルタ独自のプリントテクノロジーEmperon を採用し、標準機能で Windows、Mac OS（PostScript 互換）
からのプリント出力に対応しています。
・厚紙用紙やはがきもプリント可能
A4、B5 サイズの厚紙用紙であれば、両面プリントにも対応しております。また、手差しと標準トレイに、厚紙
（210g/m2 まで）やはがきをセットできるため、まとまった枚数のはがき出力や、POP などの印刷にも最適です。

3. 省エネ、省資源などの環境への配慮
・植物由来の原料を使用し環境に配慮したトナー
当社独自開発のデジタルトナーHD with Biomass は、原料に植物由来の成分を使用しており、廃棄時の CO2 削
減によるカーボンニュートラルを実現し、環境への負荷を軽減します。
・「ErP 指令」Lot 4※7 に適合し、省エネ、省資源に貢献
コニカミノルタグループでは、ワールドワイドでの省エネ・省資源貢献を目指し、欧州の環境規制「ErP（Energy
Related Products）指令」に対応した製品づくりを進めております。bizhub C25 では「ErP 指令」 Lot4 に適合し、
お客様の省エネ、省資源に貢献します。
※7: 「ErP 指令」Lot4 とは、欧州市場で販売される画像機器の環境パフォーマンスを改善するための自主規制です。「ErP 指令」Lot4 に適合する
ためには、国際エネルギースタープログラムへの適合、節電モードを搭載した省エネルギー設計、再生紙用紙の使用可能、自動両面機能の対応
が必要です。

・グリーンプロダクツ・プラス※8（GP・Plus）に認定
bizhub C25 はグリーンプロダクツ・プラス（GP・Plus）に認定されています。
※: 8: 2011 年 7 月から優れた環境性能を持つ製品を評価するコニカミノルタ独自の制度『グリーンプロダクツ認定制度』の本格運用を開始し、独
自の厳しい基準を設けることで、持続可能な社会の実現に向けて常に高い目標意識をもち、環境配慮のための技術革新に努めています。
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【主な仕様】
本体仕様
製品名
形式
カラー対応
読取り解像度
書込み解像度
階調
メモリー容量
複写原稿
最大原稿サイズ
複写サイズ

bizhub C25
デスクトップ
フルカラー
600dpi×600dpi
600dpi×600dpi
256 階調
128MB コピー/スキャン/ファクス共用
シート、ブック、立体物（重さ最大３ｋｇまで）
A4 またはリーガル（216×356mm）
用紙サイズ
本体 ：A4、B5、A5、A6、B6、郵便はがき、往復はがき、レター
手差し：A4、B5、A5、A6、郵便はがき、往復はがき、封筒※1
レター、リーガル（216×356mm）
画像欠け幅
先端/後端：4mm 以内、左右：4mm 以内
ウォームアップタイム
38 秒以内 （室温 23℃、定格電源時）
カラー：17 秒以下 モノクロ：14 秒以下
ファーストコピータイム※2
連続複写速度
カラー：24 枚/分（A4 タテ） モノクロ：24 枚/分（A4 タテ）
複写倍率
固定
等倍
1: 1±1%以下
拡大
1：1.15/1.41/2.00/4.00
縮小
1：0.86/0.70/0.50/0.25
ズーム
ガラス面：25％～400％（1％単位で設定可能）
自動原稿送り装置：25～400%（1%単位で設定可能）
給紙方式/給紙量
本体トレイ１段（ユニバーサルトレイ 250 枚）80ｇ/㎡紙
※オプションで最大 2 段トレイ（1 段追加）まで増設可能
マルチ手差し 100 枚 80ｇ/㎡紙
対応用紙坪量※3
本体：60～210ｇ/㎡ マルチ手差し：60～210ｇ/㎡
連続複写枚数
1～99 枚
両面コピー
用紙サイズ：A4、B5、B6、レター、リーガル（216×356mm）
対応用紙坪量：60～210ｇ/㎡
排紙容量
150 枚
電源
AC100V 9.7A（50Hz/60Hｚ）
最大消費電力
1kw 以下（フルオプション時）
大きさ（幅×奥×高）
447x558x503mm
機械占有寸法（幅×奥）
723x558mm（排紙トレイ、マルチ手差しを開いた状態）
質量
約 27.7Kg （消耗品含まず） 約 32.5kg（消耗品含む）
※1：封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
※2：A4 タテ、等倍、本体トレイ、原稿ガラス面からの読み取り。
※3：用紙に関しては使用環境により印刷品質が異なる場合があります。

- 3-

自動原稿送り装置の仕様（標準装備）
原稿送り装置の種類
原稿の種類
原稿サイズ
原稿積載量
原稿交換速度（A4 タテ、コピー時）
電源

自動原稿送り装置
普通紙：厚紙（片面原稿：50～110ｇ/㎡）
最大 A4 またはリーガル（216×356mm）（FAX モード時：最大 500
ｍｍ）
35 枚（80ｇ/㎡）
カラー：10 ページ/分 モノクロ：20 ページ/分
本体より供給

スキャナー機能の仕様（標準装備）
形式
フルカラースキャナー
読取りサイズ
本体仕様に準ずる
読取り解像度
150×150dpi、300×300dpi、600×300dpi*1、600×600dpi*1
原稿読取り速度（A4 タテ）※2
カラー：10 枚 モノクロ：20 枚/分 300dpi 時
インターフェース
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
対応プロトコル
TCP/IP（FTP、SMB※3、SMTP）
出力フォーマット
TIFF、PDF、JPEG
※1：コピー機能利用時 ※2：自動原稿送り装置使用時 ※3：Mac OSX 10.7 の SMB 送信機能には非対応
プリンター機能の仕様（標準装備）
形式
連続プリント速度
解像度
メモリー容量

内蔵型
本体仕様に準ずる
1800dpi 相当×600dpi
256MB (プリンター専用)、 512MB（オプション）
PostScript3 互換（3016）、PCL6（XL3.0）、PCL5e/c、
ページ記述言語
PDF1.7/JPEG/TIFF/XPS1.0 ダイレクト印刷
日本語 4 書体（HG ゴシック B、HGP ゴシック B、HG 明朝 L、HGP
内蔵フォント
PCL
明朝 L）
欧文 80 書体
PS
日本語 2 書体(HG ゴシック B、HG 明朝 L）
欧文 137 書体
対応プロトコル
TCP/IP、IPX/SPX (NDS 対応)、UDP
対応 OS
PCL
Windows XP/XP ｘ64/Vista/Vista ｘ64/7/7 x64
Server2003/Server2003 ｘ64/Server2008/Server2008 ｘ
64/Server2008 R2
PS
Windows XP/XP ｘ64/Vista/Vista ｘ64/7/7 x64
Server2003/Server2003 ｘ64/Server2008/Server2008 ｘ
64/Server2008 R2
MacOS X（10.3.9、10.4、10.5、10.6、10.7）*intel Mac 含む
Windows Vista/Vista ｘ64/7/7 x64/Server2008/Server2008 ｘ
XPS※
64/Server2008 R2
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0
インターフェース
（High-Speed ）
※XPS ドライバーを利用するには、ハードディスクまたは、コンパクトフラッシュが必要です。
※最新の対応 OS については、弊社ホームページをご覧ください。
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FAX 機能の仕様（標準装備）
伝送規格
適用回線
通信解像度

スーパーG3
一般加入回線
標準：200x100dpi（8dot/ｍｍ×3.85line/mm）
ファイン：200x200dpi（8dot/ｍｍ×7.7line/mm）
スーパーファイン：400×400dpi（16dot/ｍｍ×15.4line/
ｍｍ）
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200
通信速度
/16800/14400/12000/9600/7200/4800/2400ｂｐｓ
符号化方式
JBIG、MMR、MR、MH
最大 A4（長尺原稿最大 216×500ｍｍ：自動原稿送り装
送信原稿サイズ
置使用時）
記録サイズ
最大 A4、リーガル
蓄積枚数
6MB （約 384 ページ）
伝送時間
約 3 秒※
短縮ダイヤル
220 件（登録宛先の最大数）
グループ登録
20 件（グループ登録の最大数）
順次同報通信
最大 236 件（短縮宛先 220 件、手入力 16 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）でスーパーG3 モード（ITUT V.34
準拠最大 33.6kbps）、JBIG 符号により送信した場合の時間です。

給紙ユニット（オプション）
型番
用紙種類

PF-P09
普通紙（60～90g/㎡）
A4、B5、レター（215.9×279.4mm）、リーガル（215.9×
355.6mm）
500 枚（80ｇ/㎡）
本体より供給
16W 以下
444×529×117 mm
約 4.6kg

用紙サイズ
給紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
質量

 bizhub、PageScope、およびデジタルトナーはコニカミノルタビジネステクノロジーズ（株）の登録商標又は商標です。
 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、初回分の各色イメージングユニット、トナーカートリッジが含まれています。
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
給紙ユニット
ハードディスク
コンパクトフラッシュアダプター
512MB 増設メモリー

標準価格（税別）
PF-P09
HD-P03
MK-725
MC47M512

40,000 円
50,000 円
12,000 円
35,000 円
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取付け料（税別）
2,000 円
1,000 円
1,000 円
1,000 円

【消耗品価格】
商品名
トナーカートリッジ ブラック（K）

型番
TNP-27K

標準価格（税別）
13,000 円

仕様
約 6,000 枚印刷可能（ISO・IEC19798 準拠）

トナーカートリッジ イエロー(Y)

TNP-27Y

15,000 円

約 6,000 枚印刷可能（ISO・IEC19798 準拠）

トナーカートリッジ マゼンタ(M)

TNP-27M

15,000 円

約 6,000 枚印刷可能（ISO・IEC19798 準拠）

トナーカートリッジ シアン(C)

TNP-27C

15,000 円

約 6,000 枚印刷可能（ISO・IEC19798 準拠）

イメージングユニット ブラック(K)

IUP-14K

23,000 円

約 30,000 枚印刷可能（連続印刷時）

イメージングユニット イエロー(Ｙ)

IUP-14Y

25,000 円

約 30,000 枚印刷可能（連続印刷時）

イメージングユニット マゼンタ(M)

IUP-14M

25,000 円

約 30,000 枚印刷可能（連続印刷時）

イメージングユニット シアン(C)

IUP-14C

25,000 円

約 30,000 枚印刷可能（連続印刷時）

上記の各トナーカートリッジの印刷可能枚数は、ISO・IEC19798 に準拠。A4 普通紙に連続印刷時。上記の印刷枚数は目安です。印刷の仕方
により、印刷可能枚数は異なります。間欠印刷時、普通紙以外の印刷モード時、および、節電モードの使用、電源の頻繁なオン、オフの繰り返し
により、印刷可能枚数は少なくなります。消耗品の印刷可能枚数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になる場合があります。
イメージ率が低くトナー消費量が少ない場合にも、期待した印刷可能枚数を実現できないことがあります。また、カラー印刷においてイメージ率
が低い場合、複数色のカートリッジが同時になくなることがあります。

【消耗部品価格】
商品名
廃トナーボトル

型番
WB-P03

標準価格（税別）
4,260 円

仕様
カラー：約 9,000 枚、モノクロ約 36,000 枚
（ISO・IEC19798 準拠）

【保守サービス】
■製品保証内容
お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後 1 年以内に故障が起こった場合、無償で訪問修理させて
いただきます。修理の際には保証書の提示が必要になります。
製品名

保証期間

保証内容

ご購入後、1 年間

オンサイト（訪問）による無償保証

bizhub C25 本体
オプション

給紙ユニット（PF-P09）

オプション

ハードディスク

オプション

コンパクトフラッシュアダプタ
ー

※定期交換部品および消耗品、消耗部品、外装カバー類、コンパクトフラッシュ・他社製品は、無償保証の対象外です。
※保証期間内であっても離島、山間部は別途交通費が必要となる場合があります。
※増設メモリーは bizhub C25 本体の保守に含まれます。
＊お客様が登録されたダイヤル番号等のデータは、修理完了後に復旧できない場合もございますので予めバックアップをお取りいただき
保管をお願いいたします。

■保守契約
保守契約には、保証期間終了後、1 年単位の年間契約と、購入と同時に複数年で契約いただける複数年契約
およびスポット保守メニューを用意しております。

--------------------------------本件に関するお問い合わせ-----------------------------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
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