News Release
Release
bizhub モノクロ複合機

一挙 7 モデル発売開始

コニカミノルタ クラウドサービス「INFO-Palette Cloud」と連携
2013 年 11 月 12 日
コニカミノルタ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：松﨑 正年、以下 コニカミノルタ）は、
「bizhub
A3 モノクロ高速複合機(MFP)2 機種「bizhub 754e/ 654e」および
中低速複合機 5 機種「bizhub 554e/ 454e/ 364e/ 284e/ 224e」（以下両シリーズを合わせ「本シリーズ」）
を 11 月 25 日より発売いたします。
（ビズハブ）
」シリーズの新商品として

本シリーズの発売により、既に発売したカラー複合機 7 機種と合わせ、共通のソリューションプラッ
トフォームを備え、幅広いお客様のニーズをカバーする 14 機種のシリーズモデルラインナップが完成
いたします。

昨今、クラウド環境やモバイル機器のビジネスシーンへの普及浸透に伴い、お客様のワークスタイル
も急速に変化しています。
本シリーズは、現在ご利用中のカラー、モノクロの様々な複合機が混在する環境下で、よりセキュア
なクラウド環境をお届けすべくシスコシステムズ合同会社と共同で開発したセキュアソリューション
を活用した「INFO-Palette Cloud」と連携します。出先の事業所にある bizhub からモバイル機器を通
じてクラウド上の共有データをプリントアウトしたり、保存場所を意識せずにスキャンデータをアップ
ロードすることができます。また、複数のクラウドサービスがひとつの ID で利用可能となり、更にク
ラウドサービスと複合機の費用も一元管理できます。
さらに本シリーズは、大規模オフィスから中小規模のオフィスまでお客様の多様な働き方に応じて、幅広いラ
インナップから最適なモデルをお選びいただけます。発売済のカラー機同様、ラインアップすべてのモデルは
様々な情報をパレット上で自在に操るコニカミノルタのデザインコンセプト「INFO-Palette」(インフォ・パレット)に
よる共通のインターフェイスを搭載し、スマートフォンの様な直感的なタッチ操作が可能です。複数台利用時は
どのモデルの組み合わせであっても操作性は統一、オフィス全体の機器最適配置を提供する OPS(オプティマ
イズド・プリント・サービス)によってさらなる業務の生産性を高め、マシンの運用管理面においても効率化が図
れます。
またモノクロ複合機でありながらカラー両面同時高速スキャン機能※1 を備えており、文書の電子化を効率的
に促進します。さらに、モバイル向けアプリ「PageScope Mobile」の活用でモバイル端末からのプリントやスキャ
ンデータの共有といった、ご好評頂いておりますカラー機のテクノロジーを踏襲し、お客様に最適な業務環境を
提供致します。
環境面では、さらに厳しく見直しされる予定(2014 年 1 月)の「国際エネルギースタープログラム(ver.2.0)」適合
の基準となる TEC 基準値を大幅に下回る低消費電力化を実現。また、当社がケミカルプロセッシング技術によ
り独自に開発し事務機業界で初めて採用した再生樹脂「再生 PC/PET」※2 を含め、再生素材を bizhub 554e/
454e/ 364e/ 284e/ 224e では、本体表面積比で約 50％採用するなど優れた環境性能を備えています。
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」を掲げ、今後も、オ
フィスワークの課題を解決するお客様のニーズに合った付加価値サービスの提供を通して新しい働き
方を提案してまいります。
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※1 754e/654e は 180 ページ/分、554e/454e/364e/284e/224e は 160 ページ/分の両面同時読込みが可能。364e/284e/224e はオプションです。
※2「再生 PC」と「再生 PET」の複合リサイクル素材。「再生 PC」：ポリカーボネートは、透明性・耐衝撃性・耐熱性・難燃性などが高く、窓ガラスや DVD、
自動車部品など幅広く用いられています。「再生 PET」：PET（Polyethylene terephthalate）は、ポリエステル素材の一種で、リサイクル利用され
るペットボトルの素材です。

【標準価格】
プリント速度
（A4 ヨコ）

本体標準価格
（税別）

搬入設置料金
（税別）

bizhub 754e

モノクロ毎分：75 枚

2,980,000 円

45,000 円

bizhub 654e

モノクロ毎分：65 枚

2,480,000 円

45,000 円

bizhub 554e

モノクロ毎分：55 枚

2,080,000 円

40,000 円

bizhub 454e

モノクロ毎分：45 枚

1,620,000 円

40,000 円

bizhub 364e

モノクロ毎分：36 枚

1,100,000 円

35,000 円

bizhub 284e

モノクロ毎分：28 枚

940,000 円

35,000 円

bizhub 224e

モノクロ毎分：22 枚

830,000 円

35,000 円

商品名

発売日

11 月 25 日

【主な特長】
＜高機能と利便性を追求＞
■操作をより快適にするマルチタッチ UI を採用
複合機本体のボックスに保存した文書の編集や、プレビュー画像の拡大/縮小、回転等の煩雑なパネル
操作もスマートフォンやタブレットと同様に複数の指で同時に触れるマルチタッチ UI の採用によって、
より直感的で快適な操作性を実現しました。数字入力もパネル内で自由にドラッグ操作が可能なソフト
テンキーで行えます。

＜ピンチイン/ピンチアウト操作＞
2 本指を開いたり閉じたりする動作により、
画面の縮小/拡大が可能です。

＜ローテーション操作＞
円を描く様な指の動きで、プレビュー画面を
回転させることができます。

＜ロングタップ操作＞
ドキュメントを指で長押し、アイコンにドラッグ＆
ドロップすることで操作できます。

■コニカミノルタの新サービス INFO-Palette Cloud と連携
コニカミノルタの提供するクラウドサービス（INFO-Palette Cloud）と連携することで、MFP ドキュ
メント関連サービス(基本サービス＊有料)が利用可能になります。PC 操作不要で保存先を選び直接スキ
ャンして保存が可能になり効率的に電子化を促進。また、PC を介さずに必要な場所で MFP から出力でき
るなど簡単・効率的に情報の共有やプリントが可能になります。さらに、社内外からモバイルで直接オ
フィスの MFP に出力指示が可能となり、出先からの営業対応力がアップします。
INFO-Palette Cloud は、アプリケーション毎に ID・パスワードの入力が必要でなくなり、一つの ID
で複数のサービスを利用することが可能となるシングルサインオン(SSO)を実現。また、クラウドサー
ビスと複合機に関わる費用の一元化を図るシングルビリング（SB）も可能。複合機とクラウドサービス
を連携したワンストップサービスを提供し、お客様のビジネスの効率化を促進します。
また、コニカミノルタとシスコシステムズ合同会社は、複合機とクラウドサービスの接続において、
デバイス混在環境にも対応可能で、かつセキュアなソリューションを共同で開発いたしました。これに
よって、お客様はより安全で快適なサービスを利用いただけます。
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■紙文書を編集可能な Office ファイルに変換でき情報管理に貢献
紙文書をスキャンすることで画像などの電子データに置き換えるだけでなく、汎用性の高いファイル
形式（Microsoft ワード、エクセル、パワーポイント）への変換※ができます。データの再利用や編集
が可能となるだけでなく、お客様の最適な文書/情報管理に貢献します。
※アップグレードキット「UK-204」/「i-Option LK-110」が必要です

■FAX を全文検索可能な PDF への電子化※
取引先からの頻繁な FAX 受信も、「サーチャブル PDF」に変換し、電子化した文字情報を活用して PC
での検索が容易となり、業務効率を向上させます。
※アップグレードキット「UK-204」/「i-Option LK-110」が必要です。

＜生産性＆TCO 削減を促進＞
■1 パス両面同時読み取りで高速スキャン※1
bizhub 754e/654e では、両面カラー原稿を 1 分間に 180 ページ※2 読み込むことができる ADF を用意
しています。リアルタイムプレビュー機能※3 を使えば、読み込んだページを即座に操作パネル上で確認
できるので、送信する前に、原稿の向きの修正や不要なページの削除をその場で行う事が可能です。
※1 bizhub 754e/654e/554e/454e は標準搭載。bizhub 364e/284e/224e はオプション。
※2 bizhub 554e/454e/364e/284e/224e の場合は 1 分間に 160 ページになります。
※3 リアルタイムプレビュー機能は、予め管理者設定が必要です。

■FAX の回線集約による最適配置
本製品 1 台で 2 回線の FAX 機能が使えるマルチポートに対応。さらに最大 4 回線※まで拡張するこ
とができます。FAX の使用頻度が高いオフィスで、複数回線の同時受信によるビジー状態の解消が行え
るほか、複数台の FAX 機能を 1 台に集約することによる省スペース化にも貢献します。
※FAX を使用するには、オプションの「FK-511」が必要です。FAX を 3、4 回線に拡張する場合は、オプションの「MK-728」と「FK-508」が必要です。

＜環境性能と快適性を追求＞
■エネルギースタープログラム新基準適合
本シリーズの TEC 値は、「国際エネルギースタープログラム Ver2.0」 が定める基準値を大幅にクリ
アした低消費電力設計です。bizhub 554e の場合、従来機 bizhub 502 と比べて約 28％削減を実現して
います。TEC 値を大きく低減することで、消費電力を抑え CO2 排出量も大幅に減少させ TCO 削減にも貢
献します。
■再生素材を表面積比で約 50％使用
環境への負荷を抑えるために、bizhub 754e/654e では 23 カ所、bizhub 554e/454e/364e/284e/224e
では 21 カ所で再生 PC／PET と再生 PC／ABS、さらにバイオプラスチックの 3 種類の再生素材を使用して
います。コニカミノルタが誇る最先端のケミカルプロセッシング技術で開発した再生 PC／PET は、難燃
性がさらに向上し、使用範囲が広がりました。また、「bizhub 554e」シリーズでは本体の表面積に対し
て約 50％という高い比率で再生素材※を使用しています。資源の有効利用に貢献し企業の環境保全活動
を推進します。
※消費者から回収してリサイクルされた材料 PCR（Post Consumer Recycled）を混合しています。

bizhub 754e/654e

bizhub 554e/454e/364e/284e/224e

* bizhub、PageScope、INFO-Palette Cloud はコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
* モバイル端末用アプリケーション「PageScope Mobile」からの印刷は、無線 LAN 経由で印刷できる環境が整っている必要があります。

----------------------------------本件に関するお問い合わせ--------------------------------報道関係：コニカミノルタ（株）広報グループ TEL：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 TEL：0120-805039
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