News Release
Release
オフィスの高生産性と高効率化を促進する
カラースキャナー搭載 A4 モノクロ複合機「bizhub 36」 新発売
2012 年 1 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：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 モノクロ複合機(MFP)「bizhub 36」を 3 月上旬より発売いたしま
す。

商品名

bizhub 36

プリント速度（A4 ヨコ）

モノクロ毎分：36 枚

本体標準価格(税別)

398,000 円

搬入設置料金（税別）

25,000 円

発売日

2012 年 3 月上旬

「bizhub 36」はビジネス文書で使用頻度の高い A4 サイズに特化し、毎分 36 枚（A4 ヨコ)
のプリント速度を実現するとともに、コンパクトサイズで省スペース化に貢献する A4 モノクロ
複合機です。
コピー、プリンター、カラースキャナーを標準搭載しており、ファクスや 2 点ステープルに対
応したフィニッシャーなどの拡張オプションを装着することができます。また、先進のデジタル
トナーと画像処理エンジンにより、カラー原稿や写真原稿も鮮明で見やすいモノクロ高画質
で再現いたします。
さらに、スモールオフィスから中・大規模オフィスでの多様なニーズに対応する豊富な連携
機能も備えており、コニカミノルタがワールドワイドで展開する出力と文書管理環境の最適
化を支援する OPS(Optimized Print Services：オプティマイズド プリント サービス)を通して、
企業全体としてのコスト削減及び業務の効率化を図ることも可能です。

bizhub 36

また、お客様への節電対策の一環として、出荷時における複合機のスリープモード移行時間を１分に基本設定し
ているため、導入後すぐに節電モードでご使用していただくことが可能です。加えて、植物由来成分を含む“デジタ
ルトナーHD with Biomass”＊や素材の一部にバイオマスプラスチックを採用するなど環境負荷低減にも貢献してい
ます。
なお、「bizhub 36」は、ブラック&ホワイトを基調とした 360 度全方位型のフォルムやユニ
バーサルデザインなどが評価され、『2011 年度グッドデザイン賞』を受賞いたしました。
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。
＊: 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． 省スペース化に貢献するコンパクトボディ＆高性能を両立
・ビジネス文書で使用頻度の高い A4 サイズ専用機とすることで省スペースを促進
A3 機より一回り小さい、幅 558mm×奥行 632mm×高さ 807mm（ADF 含む）の省スペース設計です。スモールオフ
ィスから大規模オフィスのデスクサイドまで幅広い用途でお使いいただけます。
・毎分 36 枚、両面印刷時も 100%（36 ページ/分）で高い生産性を実現
コピー/プリント速度はモノクロ中級機と同等の毎分 36 枚（A4 ヨコ）を実現し、両面印刷時の 1 ページの印刷スピー
ドが片面印刷時と変わらない、100％の生産性を達成しています。また、ファーストコピータイム※1 は 7．9 秒※2 で、
急ぎの 1 枚にも素早く対応できます
・カラースキャナーを標準搭載
モノクロ機ながらカラースキャナーを標準搭載しています。オフィスのカラードキュメントの電子化に貢献するととも
に、情報共有はカラーデータで、出力はコストメリットの高いモノクロと使い分けることが可能となります。

２．業務の高効率化を促進する充実した機能とアプリケーション連携
・大容量給紙で大量プリントに対応
本体のみで 1,265 枚※3、オプションの給紙キャビネットを追加することで最大 2,365 枚※3 の給紙が可能です。多部数
出力における用紙補給時のダウンタイムや管理の手間を低減します。
・書類作成を高速化し、生産性を加速するフィニッシャー
コンパクトに本体内部に収まるインナーフィニッシャー※4 を装着できます。省スペース性を保ちながら、2 点ステープ
ル機能やシフト機能※5 に対応しています。
・A3 サイズのプリントに対応※6
A3 サイズの出力需要にも対応しています。A4 機ながら、手差しトレイから A3 用紙へのプリントが可能です。
・スマートフォン、タブレットから直接スキャン&プリントが可能
iPhone/iPad 用アプリケーション「PageScope Mobile」※7 と連携しています。スマートフォンなどから、直接カラースキ
ャンやモノクロプリントができます。また「PageScope Mobile」の Google ドキュメントとの連携機能によりクラウドサー
ビス活用も可能です。
・統合管理アプリケーション・サーバー・ソフトウェア「PageScope Enterprise Suite」で一元管理
連携ソフトウェアの「PageScope Enterprise Suite」※8 利用することで、カウンター集計やユーザー権限管理など、オ
フィスに分散しているコニカミノルタの複合機「bizhub」のネットワーク上での一元管理が可能です。複合機のトータ
ルマネージメントによるコスト管理と削減に有効です。

３．卓越したユーザビリティーとデザイン性＆環境に配慮した省エネ・省資源設計
・4.3 インチフルカラー液晶タッチパネルを搭載
高い視認性と操作性を確保した 4.3 インチフルカラー液晶タッチパネルを採用しています。操作パネルは、設置場
所や使う人に応じて適切な角度で使用できます。
・直感的な操作が可能なユニバーサルデザイン
スタートボタンやデータランプに色弱の方にも識別しやすい青色 LED を採用し、給紙トレイは上下から握りやすいフ
リーグリップタイプとするなど、随所にユニバーサルデザインの発想を取り入れています。
・省エネルギー設計
標準消費電力量（TEC 値※9）は 3.52kWh で、国際エネルギースタープログラムの基準を大きくクリアしています。
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・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。
※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： A4、等倍、本体給紙トレイ、ADF からの読み取り時
※3： 64g/m2 紙使用時
※4： オプション
※5： 複数部数のコピー/プリント時に用紙をずらして排紙します
※6： プリント時のみ対応。コピー時は使用できません。
※7： App StoreSM からダウンロードできます。またご使用には Wi-Fi の環境が必要になります。対応ファイル形式：JPEG、GIF、BMP、PNG、PDF、モノ
クロ TIFF
※8： オプション
※9：国際エネルギースタープログラムに定められた測定法による数値
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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
メモリー容量
HDD
複写原稿
最大原稿サイズ
複写サイズ

用紙サイズ

bizhub 36
デスクトップ
モノクロ
600dpi×600dpi
600dpi×600dpi
1.5GB
ユーザー使用領域 40GB
シート、ブック（見開き）、立体物（重さ最大３ｋｇまで）
A4 またはリーガル（216×356mm）
本体：
A4、B5、A5
手差し： A3＊、B4＊、A4、B5、A5、B6、A6、はがき（100×148mm）、
不定形紙(幅：90mm～297mm、長さ：140mm～356mm(432mm＊))
＊プリンタードライバーおよび USB メモリーからの印刷指示のみ対応

ウォームアップタイム

画像欠け幅
室温 23℃
定格電源時

ファーストコピータイム
複写倍率

固定

等倍
拡大
縮小
ズーム

給紙方式/給紙量

先端：4.2mm 以内、 後端：3.0mm 以内、 左右：3.0ｍｍ以内
45 秒以内（主電源 ON からの時間）
35 秒以内（スリープモードからの復帰時間）
ADF：7.9 秒以下＊
原稿ガラス：8.7 秒以下＊ ＊A4、等倍、本体トレイからの給紙
1: 1±0.5%以下
1：1.154/1.224/1.294/1.414/1.545/1.631/2.000
1：0.866/0.816/0.785/0.707/0.647/0.607/0.500
原稿ガラス：25％～400％
ADF：25～200％
本体トレイ：550 枚（64ｇ/㎡紙）×2 段（ユニバーサルトレイ）
＊オプションで 2 段トレイ追加可能

対応用紙坪量
連続複写枚数
排紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高）
機械占有寸法（幅×奥）
質量
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
電源
スキャナー機能の仕様（標準装備）
形式
読取りサイズ
読取り解像度
原稿読取り速度（A4 タテ）※
インターフェース
対応プロトコル
出力フォーマット
※自動両面原稿送り装置使用時

マルチ手差し：165 枚（64ｇ/㎡紙）
本体：60～90ｇ/㎡ マルチ手差し：60～210ｇ/㎡
1～999 枚
250 枚（普通紙）
AC100V 15A（50Hz/60Hｚ）
1.5kw 以下（フルオプション時）
558×632×807mm（ADF 含む）
911×632mm（手差しの補助トレイを開いた状態）
約 63kg

自動両面原稿送り装置
普通紙（片面/両面原稿：50～128ｇ/㎡）
片面/両面：最大 A4 またはリーガル（216×356mm＊）
＊FAX モード時：最大 1,000ｍｍ
片面/両面：最大 50 枚（80ｇ/㎡）
本体より供給

フルカラースキャナー
最大 A4、リーガル
150/200/300/600dpi
30 枚/分（A4、300dpi 時）
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV 、WSD-Scan）
TIFF、PDF、コンパクト PDF、JPEG、XPS
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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
600dpi×600dpi
1.5GB（本体共通）
ポストスクリプト 3 互換（3016）、PCL6（XL3.0）, PCL 5e/c XPS
ページ記述言語
ver.1.0, PDF Direct Printing(Ver.1.7), JEPEG TIFF Direct Print
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
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）、Ether Talk
対応 OS
PCL
Windows XP/XP ｘ64/Vista/Vista ｘ64/7/7 x64/Server2003/
Server2003 ｘ64/Server2008/Server2008 ｘ64/Server2008 R2
Windows XP/XP ｘ64/Vista/Vista ｘ64/7/7 x64/Server2003/
PS
Server2003 ｘ64/Server2008/Server2008 ｘ64/Server2008 R2
MacOS X（10.2.8、10.3.9、10.4、10.5、10.6、10.7） ＊Intel Mac 含む
Windows Vista/Vista ｘ64/7/7 x64/
XPS
Server2008/Server2008 ｘ64/Server2008 R2
インターフェース
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、
USB2.0（High-Speed ）
※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。

FAX 機能の仕様（オプション）
伝送規格
適用回線
通信解像度

通信速度
符号化方式
送信原稿サイズ
記録サイズ

ECM/スーパーG3
加入電話回線（PSTN）、PBX 回線
標準：200×100dpi （8dot/ｍｍ×3.85line/mm）
精細：200×200dpi （8dot/ｍｍ×7.7line/mm）
高精細：400×400dpi （16dot/ｍｍ×15.4line/ｍｍ）
2.4kｂｐｓ～33.6kbps
MH、MR、MMR、JBIG
原稿ガラス：最大 A4、リーガル ADF：215.9×1,000mm
最大 A4、リーガル ＊1,000mm を超える原稿は受信できません。
ページ分割の設定に従って、長さ 1,000mm までの受信文書を印刷できます。

伝送時間
約 3 秒※
短縮ダイヤル
2,000 件（登録宛先の最大数）
プログラムダイヤル
400 件（プログラム登録の最大数）
グループ登録
100 件（グループ登録の最大数）
順次同報通信
最大 500 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 33.6kbps 以上）、JBIG 符号により送信した場合の時間です。）
インターネットファクス（オプション）
通信プロトコル
送信原稿サイズ
解像度
データフォーマット
宛先登録
同報（順次同報）
データ圧縮形式

インターネットファクス（シンプルモード）、TCP/IP、SMTP、POP3
A4
200×100dpi、200×200dpi ,400×400dpi
モノクロ TIFF
最大 2,000 件
最大 500 宛先
送信：MH（TIFF-S） 受信：MH（TIFF-S）、MR/MMR（TIFF-F）

給紙キャビネット PC-211（オプション）
用紙種類
用紙サイズ

普通紙（60～90g/㎡）
A4 ヨコ、A5 タテ、B5 ヨコ
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給紙容量
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
質量

550 枚×2 段（64g/㎡）
本体より供給
15W 以下
640×696×372mm
約 31kg

フィニッシャ- FS-529（オプション）
用紙サイズ
使用可能用紙
ソート、グループ
トレイ
仕分けソート/仕分けグループ
容量
ステープル
ステープルモード種類
ステープル枚数

電源
最大消費電力
大きさ(幅×奥×高さ）
質量

A3※、B4※、A4 ヨコ、B5 ヨコ、A5 タテ、B6 タテ、A6 タテ、はがき
普通紙（60～90ｇ/㎡）、厚紙（91～210g/㎡）、特殊紙
A4 以下：300 枚、A3※・B4※：250 枚、特殊紙：10 枚
A4 以下：300 枚、A3※・B4※：250 枚、特殊紙：10 枚
A4 以下：300 枚または 30 部、A3※・B4※：250 枚または 30 部
コーナー1 ヶ所、センター2 ヶ所
A4 以下：最大 50 枚（60～90ｇ/㎡）、
A3※・B4※：最大 30 枚（60～90ｇ/㎡）
本体より供給
56W 以下
471×566×147mm、654×566×147mm（トレイ引出し時）
約 12ｋｇ

※プリンタードライバーおよびUSBメモリーからの印刷指示のみ対応します。
 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。
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

給紙キャビネット
専用デスク
フィニッシャー
取り付けキット
FAX キット
ワーキングテーブル
IC カード認証装置

標準価格（税別）

PC-211
DK-511
FS-529
MK-601
FK-509
WT-510
AU-201

150,000 円
50,000 円
120,000 円
5,000 円
50,000 円
10,000 円
59,800 円

取付け料（税別）

5,000 円
2,000 円
5,000 円
10,000 円
2,500 円

【保守サービス】
bizhub 36 をご購入の際には、保守サービスシステムとしてコピーキットシステム契約またはスポットシステム契約
のいずれかを選択をしていただきます。
■コピーキットシステム
コピーキットシステムをご契約いただきますと、下記キットをご購入（但し、感光体・現像剤は貸与）いただくことによ
って保守サービスを実施します。必要に応じて故障箇所以外の調整や感光体、部品の交換を行います。
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。
コピーキットシステム料金（税別）
名 称
使用可能プリント
bizhub 36
コピーキット
A4 6％標準原稿
2,500 カウント相当
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標準価格
22,500 円

※コピー、FAX、プリンター出力時の合計カウント
A4 6％標準原稿
5,000 カウント相当
※コピー、FAX、プリンター出力時の合計カウント

41,000 円

※感光体、現像剤の貸与料、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。
但し、用紙代は含まれておりません。
※ご契約終了時には、感光体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、年間追加保守料金をご請求させていただきます。
〈追加保守料金（税別）〉
2,500 カウントキットご契約時 ・6 年目：15,000 円/年・台 ・7 年目：20,000 円/年・台
5,000 カウントキットご契約時 ・6 年目：27,000 円/年・台 ・7 年目：36,000 円/年・台
※第三者既使用機は除きます。
※推奨紙は、コニカミノルタ J ペーパーとなります。
※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
機械の修理と感光体、トナー、部品、その他の関連製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。

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