
マル:722L494 要求No.3834 e-STUDIO2500cカタログ R060411B5600-TTEC 06-07KD

※写真はオプションの自動両面原稿送り装置（MR-3018）、多段給紙装置（KD-1018J）、給紙カセット（MY-1031）を装着した状態です。 
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高速＆大量のカラー印刷も可能に。 
フルカラ－25枚／分、モノクロ35枚／分の高速コピー・プリントを実現。さらにプリント 

時のRIP処理高速化により、イラストや写真などが添付された容量の大きいデータ 

や複数ページのデータも、スピーディに出力します。 

e-BRIDGEテクノロジーとは、コピー、スキャン、プリントなど、各ジョブやネットワークの 

統合的な管理と各機能のシームレスな並行処理を可能にする技術です。 

鮮やかなカラー画質ときめ細かな画質調整。 
テキストはもちろん写真やグラフィックアートなど、シャープで鮮明なカラードキュメント 

を再現します。また、お好みの画質に調整できる豊富な機能を備えています。 

安心のセキュリティ機能。 
重要性が広く認知され、信頼性のあるオフィスには欠かせない情報セキュリティ 

対策。利用形態に合わせたセキュリティ機能で機密情報を保護します。 

使いやすいカラー液晶パネル。 
操作パネルにはワイドなカラー液晶タッチパネルを採用。パネルを見やすい角度に 

調節できるチルト機構と合わせ、使い勝手の良い快適なタッチ操作を行えます。 

フルカラーと融合した 
e-BRIDGEテクノロジー。 
Net-Ready MFPのフレンドリーな操作性と 

高度なパフォーマンスを支えるe-BRIDGEテクノロジーが、 

フルカラーと融合してさらなる進化を成し遂げます。 

独自の新技術で、もっと美しいカラードキュメントと 

さらなるパフォーマンスをお届けします。 

セキュリティ 

スキャン 

管  理 

ネット 
ワーク 

プリント/ 
コピー 

FAX



＊ A4ヨコ、本体1段目カセット、ガラス面、等倍の場合 

 

＊ 室温20℃時 

その他コピー機能　先行予約/回転コピー/手差し用紙サイズ指定/自動用紙選択/混在サイズコピー/自動倍率選択/電子ソート/ステイプル*/ホールパンチ*/両面コピー/とじしろ/枠消し
/ブック中消し/ページ連写/N in 1/マガジンソート/トリミング/マスキング/鏡像/ネガポジ反転（ブラック/フルカラーモード時）/縦横独立変倍/表紙モード/シート挿入モード/日付・時刻付加/ 

ページ付加/ビルドジョブ/コピー to ファイリングボックス/コピー to 共有フォルダ/LED表示付リセットボタン/用紙残量表示/シャープネス/下地調整　　＊オプション 

 
 
用紙の仕分けやステイプル止め、マニュアルステ
イプルを行うフィニッシャです。 

F

C

P

C P

C P

ステイプル位置 

※ ソート／ステイプル時は下段トレイに出力されます 

（マニュアル） 

ステイプル位置 

256ｇ／m2までの厚紙から耐水光沢紙カレカ、エコクリスタルと幅広いメディ
アにコピー／プリントすることができます（エコクリスタルは両面印刷も可能）。
プライスカードやPOPなどを美しく印刷でき、様々なビジネスシーンに応え
ます。 

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごと出力する電子ソート。さらに、
縦横両方向の用紙がセットしてあれば、1部ごとに用紙の向きを縦横交互＊

に変えて出力することができます。大量印刷をスムーズにこなし、コピー 
/プリント業務の生産性を高めます。 
 

排紙を本体内に出力するインナー排紙を採用し、張出しを抑えたコンパク
ト＆省スペース設計を実現。排紙部は出力の有無がすぐわかる濃い色を
採用しています。 

 
 
用紙の仕分けやステイプル止め、簡易製
本を行うフィニッシャです。 
 
 

コピースピードはモノクロ35枚/分＊、カラー25枚/分＊。ファーストコピータイ
ムはモノクロ6.5秒＊、カラー8.6秒＊。スピードが求められるビジネスシーン
にもスムーズに対応します。 

カラー機ながらウォームアップタイムは約99秒＊。また、節電モードからは
30秒以下での起動が可能となり、省エネルギー機能を積極的に活用い
ただけます。 

用紙の両面に印刷する両面印刷機能を標準装備。さらに2 in 1/4 in 1機
能を組み合わせると、2/4枚の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷するので、
用紙コストを低減できます。 

 
背景上の文字の外周をエッジ内外判定によりクリアに識別。文字エッジ
を際立たせて再現することができます。また、写真の誤識別も低減させて
います。 
 
 
色地上にある黒文字もクリアに識別。白抜けを防止し、忠実に表現します。 

コピー COPY

フィニッシング／編集機能 COPY

＊ A4、B5サイズ、コピー時のみ 

 

プライスカード POP

F

COPY
様々なオフィスシーンに応えるハイクオリティなコピーへ 

高画質 COLOR

COLOR高生産性 

COLORお好み画質調整 

東芝独自の印字技術とトナーにより、シャープで鮮やかなフルカラードキュ
メントを提供します。光沢感を持ちつつギラツキを解消。鉛筆で文字を書
いたり、スタンプの捺印や付箋の貼付なども可能なので、インパクトあるビ
ジネス文書作成に役立ちます。 

カラー写真等の光沢感を出すために、これま
でのカラー出力には不可避だったオイルローラー
を取り除きました。印刷物に横スジが入ること
がなくなり、美しいカラー表現を実現します。 

カラーモードは、ブラックモード、フルカラーモード、オートカラーモードを搭載。オー
トカラーモードは、ページごとにカラー／モノクロを自動で判別します。モード判
別と画像読み取りを同時に行うリアルタイム処理により、プレスキャンは不要。
原稿に合わせてわざわざカラーモードを切り替える必要がなく、スムーズな出力
が行えます。 

4色の現像ユニットを1列に配置。用紙
搬送に合わせて4色を1度に現像する 
4連タンデム方式の高速プリントエンジン
を搭載。ファーストコピータイム及び連続
コピースピードの高速化を実現しています。 

原稿内の黒とその他の色を区別し、それぞれに色の指定を行う2色コピー／プ
リント機能、またカラー／モノクロ原稿を単色カラーでコピーできるモノカラーコ
ピー機能を搭載。フルカラーに比べてコスト面でも優れ、訴求力のある出力が
可能です。 

プリンタ出力時にドライバ
画面からカラーバランス、
彩度、コントラストなどをき
め細かく設定できます。 

これまでのようにガンマ調整だけでなく、細かな調整が可能なCo lo r  
Profilerを搭載。カラーツールでのプロファイル置き換えによって、MFP全
体でのカラーマッチングや全体色/選択色単位での画像調整が行えます。 

トナー粒子を、これまでの8　から6.8　へと細粒化。細い線をさらにくっき
りと表現することが可能になっただけでなく、写真等のハイライト部分もさ
らに均一に表現できるようになりました。美しいグラデーション表現ができ
るだけでなく、解像度の高い表現を実現しています。 

カラー表現の心臓部にこれまでの1bitから
新たに8bit RIPを採用。プリント時の色処
理能力の大幅な向上を実現。1,677万色の
幅広いカラー表現を可能にしています。 

RGBあるいはCMYKで
のカラーバランスや色相、
彩度などのコピー画質
調整をお好みに応じて、
タッチパネルから簡単な
操作で行えます。 

ｐｔ 

フルカラー 

黒・赤モードで 
コピー 

色合い：標準 色合い：調整 

※ 弊社サービスマンによる調整となります。　※ プリント出力時のみ 

 

COLOR
彩り鮮やかな文書でオフィスシーンをもっと軽快に 

※ 原稿によっては忠実に色再現しない場合もあります。その際はフルカラー機能をご利用ください。 
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　＊ オプション　※ プリンタ出力は排紙先の選択が可能です コピー出力先 C プリンタ出力先 P FAX＊出力先 F



PRINT
オフィスでの文書作成をスムーズに、そして美しく 

 
スキャンデータをPDF、TIFFなどのファイル形式で、本体のハードディスク、ネッ
トワーク上のファイルサーバ、クライアントパソコンの共有フォルダなどに保存
できます。保存先は、同時に2ヶ所まで指定することができます。 

連続スキャンスピードは、モノクロ50枚／分＊、カラー40枚／分＊。一度に最大1,000ページの読み取りが行え、大容量の原稿もスピーディに処理します。 
スキャン解像度は100dｐiから600dｐiまで、用途に応じて設定できます。 ＊ 自動両面原稿送り装置（MR-3018）装着時、A4ヨコ、片面、モノクロ（400dpi）、カラー（300dpi）の場合 

ブラック、グレースケール、フルカラー、オートカラーと4つのスキャンモードを
搭載。オートカラーモードでは、モノクロとカラーが混在した紙文書のモノク
ロ／カラーを自動判別します。ブラックモードはモノクロ2値、グレースケー
ルモードではモノクロ多値で、デジタルデータに変換します。 

スキャンフォーマットはPDF、TIFFなどのファイル形式から選べます。特に、
カラースキャンデータをパソコンファイルに変換する処理をハードウェア内
で行うことで、高速処理を実現。カラー原稿のスキャンto機能を大幅に高
速化しています。 

スキャンしたデータをパソコンから文書検索できるソフトウェアe-BRIDGE 
Viewer。パソコンのマウスホイールを“くるくる”回して、未整理電子文
書を簡単に検索して閲覧できます。素早いアクセスがビジネスをスマート
にサポートします。 

 
スキャンデータをPDF、TIFFなどの添付ファイルとして、Eメールで送信するこ
とができます。宛先ごとにファイル形式や件名・本文などをあらかじめテンプレー
トに登録しておくことにより、メールアプリケーションでの添付操作をすること
なく、スキャン完了とともにEメールで送信できます。 
※ メールサーバが必要です。 

 

スキャン SCAN

 
スキャンデータを本体ハードディスクに作成したファイリングボックスに保管で
きます。例えば会議資料を一時保管すれば、会議に出席していない人でも 
TWAINドライバやファイルダウンローダを介し、会議内容のデータを取り出
すことができます。 

 
スキャンデータを本体のUSBポートに装着したUSBメモリに直接保存するこ
とができます。スキャンが終わればデータを手軽に持ち運ぶことができます。 

A-フォルダ B-フォルダ 

C-フォルダ D-フォルダ 

ハードディスク 

B

C Dスキャン 

スキャンデータを 
ファイリングボックスに保管 

スキャン 

スキャンデータを 
USBメモリに保存 

※ ファイリングボックスにはパスワードを設定することができます。 

 

スキャンデータを2ヶ所の 
共有フォルダに保存 

スキャン 

スキャンデータを 
Eメールで送信 

INTERNET

スキャン 

USB

SCAN
ペーパーレスな環境で、ビジネスシーンをもっと快適に 

 
プリントスピードはモノクロ35枚/分＊、カラー25枚/分＊。節電モードからは
30秒で起動するので、節電時にも素早く印刷を開始します。 

 
互換性に優れたページ記述言語で、TrueType®フォントを使用したWord
やPowerPoint®のカラープリントに適しています。カラーとモノクロを自動
判別して出力することができます。 

 
パソコンからパスワードをつけて印刷データをMFPに送信。送られた印刷デー
タは本体に一時的に蓄積され、操作パネルからパスワードを入力すると印
刷をスタートします。他人に見られたくない機密文書を出力する時などに便
利です。 

 
プリント時の用紙サイズをお好みに合わせてカスタム設定できます。これま
でプリントしづらかったA系、B系以外の不定形サイズプリントに便利です。 

 
部門ごとに印刷の許可／不許可の設定をすることができます。 
機密を保持しつつ情報の漏えいを防ぐことができます。 

 
ひとつのアプリケーションで作成した数ページの文書を、パソコンから簡単
な操作で1枚の用紙に印刷できるN in 1機能。たとえば、数ページにわた
る企画書などをコンパクトに縮小して提出したい場合や膨大な資料の枚
数を少なくして印刷したい場合にとても効率的です。オフィスの省資源化
とランニングコストの低減が図れます。 

 
色再現を重視して印刷する場合に適したプリンタドライバで、カラーとモノ
クロを自動判別して出力することができます。モノクロモード時の、ハーフトー
ン設定に「自動」モードを新しく追加しました。画像領域を自動判別し、各
領域に適した画像処理を行います。1ページの中に文字・グラフィック・イメー
ジなどが混在した文書のプリントに適しています。 

 
カラーにおいてもモノクロと同等のプリントスピードを実現した背景。そこ
には1ボードに集約されたe-BRIDGEコントローラが大きく寄与しています。
PowerPC 867MHzのCPU、8bit RIP、DDR-SDRAM 512MBのメモ
リ、そしてシリアルATAのハードディスクドライブが、カラー高速処理にも優
れたパフォーマンスを発揮します。 

その他プリント機能 予約印刷/お試し印刷/オーバーレイ印刷/プリント to ファイリングボックス/タブ紙印刷/定形サイズ変倍/手動変倍/カラー自動判別/両面印刷/マガジンソート/ステイプル*/
ホールパンチ*/排紙先指定/表紙・裏表紙挿入/シート挿入/ウォーターマーク/ソート/鏡像（PS3互換）/反転（PS3互換、モノクロ印刷時）　＊オプション 

 
2 in 1印刷＋両面印刷＋プライベート印刷など、頻繁に使用する印刷オプ
ションの設定を任意の名称で保存することができます。保存した印刷設定は、
ドライバ画面上で簡単に選択することができます。出力のたびに繰り返し
設定することなく、操作の手間を減らします。 

 
プリンタドライバのタブ構成を、どなたにも使い易いよう「基本設定」から「フィ
ニッシング」、「画質設定」など機能ごとにまとめました。設定箇所をアイコ
ン表示し、簡単でスムーズな操作を実現しています。フィニッシングも、ステ
イプル止めから中綴じ製本まで幅広く対応しています＊。 

＊ A4ヨコ、同一原稿連続印刷時 

＊ オプション 

プリント PRINT

1 2 3 4
データ 

例：2 in 1両面出力 
 

1 2
3 4

1 2 3

4 5 6

7 8 9*

0 #

暗証コード入力 
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画像を解析し、テキスト、背景（イメージ）に分けてそれぞれ最適な圧縮方
法で圧縮、再結合し、PDFファイルとするのが、高圧縮PDFです。重い画
像も従来の保存形式の1/10程度にまで圧縮することができ、カラーデータ
のメールでの送受信を促進します。 

Business Life

原稿 原稿 

従来の 
保存形式 背景/写真 

高圧縮 
PDF

PDF
文字 

��������
Business Life 
 

Feature of work　Vol.1

Feature of work

60%
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20%
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Pie chart
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Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work Graphic designer Business 
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Graphic designer Business employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business employment Programmer  My work 

Graphic designer Stewardess Patterner My work Graphic designer 
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Programmer Pilot 
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Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot 
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Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business employment Programmer Pilot 

Stewardess Patterner My work Graphic designer Business 

employment Programmer Pilot Stewardess Patterner My work 

Graphic designer Business employment Programmer  My work 

Graphic designer Stewardess Patterner My work Graphic designer 
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Programmer Pilot 
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Graphic designer Business 

employment Programmer 

Pilot Stewardess Patterner My 
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My work Stewardess Patterner 

Graphic designer Business 

employment Programmer 

Pilot Stewardess Patterner My 



FILING BOX / FAX
データの共有を推進し、FAXの新しいあり方を提案 

 

 
パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。印刷
する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。 

 
受信したインターネットFAXやFAXを印刷することなくPDFやTIFFファイルに
変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリングボックス＊などに転
送することができます。受信データをパソコン上で見ることができるので、印刷
コストを抑えます。また、発信元情報により転送先を振り分けることもできます。 

Eメール送信やインターネットFAXに利用するメールアドレスと、FAX番号を
同一のアドレス帳で管理。送受信履歴やネットワーク上のWebブラウザを
利用しての登録も行えます。FAX送信とインターネットFAX送信を同時に行
うこともできます。 

 
■アドレス帳：1,000件（1件につきFAX：1番号、Eメール：1アドレスの登録が可能）
■グループ：200グループ（1グループ最大400件） 
 

スーパーＧ3モデム搭載、0.7秒＊読み取りによりＦＡＸの高速化に対応。さらに、
オプションの装着により2回線の収容ができ、2回線同時通信や同報送信時
間の短縮が可能です。1台で2台分の通信ができるので、話中率の低減、省ス
ペースも実現できます。 

電話回線ではなく、インターネット網を利用してFAX通信を行います。一般的な
常時接続環境では、FAX通信費をインターネット接続費に含めることができ、
FAX通信費を削減することができます。 

 
ファイリングボックスWebユーティリティを使用すれ
ば、ファイリングボックス内に保存されているデータ
をWeb上でサムネイル表示することができます。サ
ムネイルを見ながら、ページの挿入／削除などの
文書編集が行えます。 
 
 

 
ファイリングボックス内の文書は、パソコンからの出力に加え、本体操作パネル
で出力することもできます。出力時に両面設定、ステイプル＊、部数、ページ付
加などの印刷設定を変更することも可能。 

 
ファイリングボックス内で編集した文書、保管された文書は、ファイルダウンロー
ダを利用し、パソコンにPDF、TIFFなどのファイルとして保存することができます。
データの取り出しはファイルダウンローダだけでなく、TWAIN対応のアプリケー
ションでも行えます。 

 
コピー／スキャン／プリントしたデータや受信FAX＊原稿を、電子データとして
本体ハードディスクに保管することができます。取り込んだデータは、操作パネ
ルやWeb画面から手軽に再印刷することができます。 

 
 
ファイリングボックスは、共
有ボックスを1個と、ユーザ
ボックスを200個まで設定
可能。各ボックスとも最大
400ファイルのドキュメント
を保管できます。ユーザボッ
クスには暗証番号を付加
することもできるので、必要
に応じて情報共有の範囲
を制限することが可能です。 
 

インターネットFAX ： 標準 
FAX ： オプション 
※カラーの送受信は行えません 

その他FAX機能メモリ送信/ダイレクト送信/順次同報送信（個別指定：最大400宛先、グループ指定：最大200グループ[最大1,000宛先]）/復活送信/オンフック送信/優先送信/ポーリング通信/時刻指定送信/縦横交互排紙/
チェーンダイヤル/リダイヤル（自動）/解像度（3種）/濃度調整（11段階）/原稿サイズ指定/混在サイズ原稿/ECM/海外通信指定/回線指定/ガラス面読取り/自動受信/手動受信/TEL／FAX切り替え/リモート受信/両面原稿送信/F

コード（親展・掲示板・中継同報）通信/FAX送信 to 共有フォルダ/回転送信/回転受信/同一宛先列信化送信/中間調（256階調）/トーン送出/発信元記録/受信元記録/給紙段固定/ダイヤルイン対応/ビジー転送（サブダイヤル） 

その他インターネットFAX機能 同報送信（最大400宛先）/両面原稿送信/ガラス面読取り/回転送信/分割送信/タイトル入力/本文入力 

FAX

FAX

パソコンからFAX送信 

FAX

ハードディスク 

FAX

FAX受信文書の電子化 

PC取り込み Print

受信FAX＊ 

閲覧／編集 

ハードディスク 

ファイリング 
ボックス 

Copy

Scan

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GDｰ1210Ｊ）が必要です。 

＊  A4判700字程度の原稿（独自）を普通モード（8×3.85本/mm）でガラス面からメモリ入力した場合 
※ 自動両面原稿送り装置使用時の読み取りスピードは、50枚／分（A4ヨコ、片面）です。 
 

 ＊ Windows OSのみ対応 

＊ファイリングボックス独自のファイル形式となります。 
※Ｅメール転送には、メールサーバが必要です。 

※ シンプルモード（送信時：A4サイズ、TIFF-S形式、200dpi）対応です。 
　 インターネットFAXを利用するにはメールサーバが必要です。 
 ※対応機種には制限があります。詳しくは「リモートデバイスマネジメントシステムカタログ」を 

   ご覧いただくか、担当営業にご確認ください。 
 

ファイリングボックス FILINGBOX

ファクス FAX

＊ オプション 

＊ オプション 

MANAGEMENT/SECURITY
コスト管理と安心が両立するオフィスワークをサポート 

 
データをMFP本体内のハードディスクに書き込む際に暗号化し、ハードディスク
から取り出す際に復号化します。米政府採用の次世代標準暗号化方式 AES
（Advanced Encryption Standard）を採用し、e-BRIDGEボード上に搭載。よ
り高度な暗号化を実現します。 

 
MFP本体内のハードディスクにあるコピー、プリント、スキャンなどの残存データに、ジョ
ブ終了後、ダミーデータを上書きしてデータを消去します。本体内にはダミーデータの
みを残すことで、残存データからの情報漏えいを防ぎます。 

 
MFPの使用をユーザ個人ごとに認証・管理することができます。登録者以外の使用
を防げるだけでなく、個人ごとの出力枚数を制限することもできるので、コスト意識を高
め、トータルコスト削減にも寄与します。 

 
個人ごとに使用できる機能を制限します。例えば、Aさんはコピー許可、FAX不許可、
Bさんはスキャン不許可と、細かな管理が行えます。不正使用を防止するとともに、 
情報の漏えいの防止に活用することができます。 
 

 
プライベート印刷：データをパスワードをつけてMFPに送信し、本体内に一時的に蓄
積。操作パネルでパスワードを入力、一致したら印刷します。機密文書の出力に有
効です。 
部門印刷：許可された特定の部門のユーザのみ印刷を実行できる機能です。他部
門への情報漏えい防止に有効です。 

 
e-BRIDGE ID Gateは、非接触型ICカードFelicaを利用す
るユーザ認証システムです。ユーザカードを読取装置にかざ
すだけで認証作業が完了しますので、高度なセキュリティシ
ステムを簡単に利用できます。 

 
コピー、プリント、FAX、スキャンの各機能を、所属部門ごとに制限すること
ができます。出力枚数にリミットを設け、使用状況を効率的に管理すること
ができます。 
 

 
ネットワークに接続された本体の状況
やログなどを、パソコンからWebブラウ
ザで確認することができます。また、管
理者は各種機能の設定やジョブログ
のエクスポートなども席を立たずに離れ
た場所から行え、効率的な運用をサポー
トします。 

 
プリント時の用紙切れからプリント完了などジョブの状態を、ユーザのパソ
コンにリアルタイムに通知。標準装備のマネジメントソフトウェアです。 

管理者はe-BRIDGE Device Managerにより、ネットワークに接続された
プリントデバイスを一元管理することができます。離れた部署にあるMFP
の稼働状況もスムーズに把握できます。 

 
最大1,000件の部門管理が可能。
部門別に出力枚数の管理をするこ
とができ、使用状況を効率的に管
理できます。さらに、ユーザ認証機
能を利用すると、部門管理を細分化
し、ユーザごとに使用状況を管理す
ることができます（最大10,000名ま
で登録可能）。 

 
カラー／モノクロそれぞれの出力枚数を、管理単位ごとに制限することができ
ます。上限枚数に達すると、カウンタリセットを行うまで出力できなくなります。
無駄な使用を抑えるとともに、トータルコスト削減に貢献します。 
 
 
この機能を有効にすると、カラー出力のみ部門管理を行います。モノクロモー
ド選択時は、部門コードを入力しなくても操作を行えます。 コード入力 

*****

INTERNET INTERNET
DMP 
サーバ 

閲覧 
閲覧 

データ収集 

データ蓄積 

サービス会社 

※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスマンによる設定が必要です。 
※ 暗号化にかかる処理時間のため、各動作がカタログ上の仕様値と異なる場合があります。 

※ LDAPサーバが必要です。 

セキュリティ SECURITY

マネジメント MANAGEMENT
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フレンドリー FRIENDLY

ECO

FRIENDLY / ECO
わかりやすさと親しみやすさで、地球にもやさしいテクノロジー 

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD 1ー210Ｊ）が必要です。 

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GD-1210J）が必要です。 

※ お役立ちテンプレートグループとして、12個のテンプレートがあらかじめ登録されています。 

※ PPC/MFP環境自主基準の詳細につきましては「http://www.toshibamfp.net/mfp/env/index_j.htm」をご覧ください。 

 

コピー、スキャン、FAX※などの豊富な機能や複雑な操作をより使いやすく
設定・登録できるテンプレート機能を搭載。日常頻繁に行う業務を登録す
ると便利です。テンプレートは共有を1グループ、プライベートを200グルー
プ作成でき、各グループごとに60個のテンプレートを設定できるので、部門
ごと、個人ごとに多数設定し、個人専用端末のように使うことができます。 

タッチパネルにはカラー表示の液晶タッチパネルを採用。ワイド画面で見や
すく快適なタッチ操作を行えます。さらに操作パネルは角度を変えられるチ
ルト機構を採用。低い視線からでも見やすく、操作状況が一目でわかります。 
 

コピー、FAX＊、プリンタと別々に行っていた保守や部門管理が統合できます。
また、コピー・FAX＊など、それぞれの専用機を購入・設置するのに比べ、非
常に省スペース。オフィススペースを有効に活用できます。 

見やすい角度に調節できるチルト機構を採用したカラーワイド液晶操作パネル 

環境への配慮 ECO

地球温暖化などの地球環境問題に対応するため、

エネルギーの消費効率に優れた商品の開発・

普及を目的としたプログラムである「国際エネ

ルギースタープログラム」の基準に適合して

います。 

環境負荷が少ない商品の使用を

すすめるための「国等による環境

物品等の調達の推進等に関する

法律」に適合しています。 

当社は商品のライフサイクル（部品、部材調達→

製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済

商品のリサイクル）について開発・設計段階より

環境設計アセスメントを実施しています。また、

当社独自の環境調和型商品の基準を定め、この

基準を満たした商品には「東芝グループ地球環

境マーク」を表示しています。 

当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメン

トシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を

取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外

の生産拠点及び東芝テック株式会社、東芝テックビジ

ネスソリューション株式会社の両本社では、環境マネ

ジメントシステムの国際規格である「ISO14001」

の認証を取得しています。 

2006年からEUで施行される 「RoHS指令（EU電

気電子機器特定有害物質使用制限指令）」で求めら

れる基準に対応しています。 

 
   
IEEE802.11b／g規格の無線LANに対応。ネット
ワークケーブルに煩わされることがなく、すっきりとしたオフィス環境を実現します。
また、無線LAN暗号化方式のWiFi規格であるWPAを取得しているので、セキュ
リティの高いワイヤレス環境を構築できます。 

 
　 
接続が手軽なBluetoothに対応。複雑な設定をせずに接続ができるので、
LANで接続されていないパソコンから、一時的にMFPを利用する際などに
便利です。 

デスクトップ 

フルカラー 

600dpi 

 

 
256階調 

ベルト定着方式 

 

 
約99秒（20℃）〈節電機能使用時：30秒以下〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＣ100Ｖ・15Ａ、50／60Ｈｚ共通 

1.5kW以下 

操作パネル傾き45度時：幅699×奥行761×高さ759mm 
操作パネル傾き  7度時：幅699×奥行776×高さ759mm 

120kg（本体のみ） 

幅1,055×奥行761mm 
（手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、操作パネル傾き45度、取説ポケット含まず） 

モノクロ　　　　　　　：2,400dpi相当× 600dpi 
カラー／グレースケール：600dpi × 600dpi 
 

自動給紙の場合：64～163g／m2の上質紙 
手差し給紙の場合：64～256g／m2の上質紙、OHPフィルム、郵便ハガキ他 

カセット2段自動給紙(東芝推せん紙600枚×2) 
および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) 
オプション：多段給紙装置(東芝推せん紙600枚×1) 

給紙カセット(多段給紙装置用追加カセット) 
(東芝推せん紙600枚×1) 

大容量給紙装置(東芝推せん紙3,000枚、A4ヨコ) 
※ＦＡＸ機能での手差し給紙は行えません。 

メインメモリ 
ページメモリ 

スタックレス方式 

形 式  

カ ラ ー 対 応  

読 み 取 り 解 像 度  

書 き 込 み 解 像 度  

 
階 調  

定 着 方 式  

用 紙 種 類  

 
ウォームアップタイム 

給紙方法／給紙容量 

 

 

 

 

 
両 面 機 能  

ト ナ ー 補 給  

メ モ リ 容 量  

 

 
電 源  

最 大 消 費 電 力  

大 き さ  

 
質 量  

機 械 占 有 寸 法  

：512MB（最大1024MB） 
：256MB（最大512MB） 

自動濃度検知、カートリッジ供給方式 

シート、ブック（最大A3） 

自動給紙の場合：A3､B4､A4ヨコ､A4タテ､B5ヨコ､B5タテ 
手差し給紙の場合：305×457mm（A3ワイド）､A3～A5タテ、ハガキサイズ 
（欠け幅：モノクロ：先端3±2mm、後端3±2mm・左右端各2±2mm 

カラー：先端5±2mm、後端3±2mm・左右端各2±2mm） 

カラー 

モノクロ A4ヨコ：35枚／分　B4：22枚／分　A3：18枚／分 

A4ヨコ：25枚／分　B4：17枚／分　A3：15枚／分 

複 写 原 稿  

複 写 サ イ ズ  

ハードディスク容量 

ファーストコピータイム 

連 続 複 写 速 度  

複 写 倍 率  

連 続 複 写 枚 数  

モノクロ：6.5秒、カラー：8.6秒（A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時） 

 

 

等倍 1:1±0.5% 
縮小 0.25､0.50､0.57､0.61､0.71､0.82､0.86 
拡大 1.15､1.22､1.41､1.63､1.73､2.00､4.00 
ズーム倍率 25 ～ 400%(1% きざみ376段階) 
（自動両面原稿送り装置使用時は25～200％まで） 

1～999枚 

内蔵型 

モノクロ 
カ ラ ー  

モノクロ：35枚/分（A4ヨコ）、カラー：25枚/分 
（A4ヨコ､同一原稿連続印刷時） 

10／100BASE-T、USB（Full Speed）＊1 
オプション：IEEE802.11b／g、Bluetooth（HCRP／BIP） 

TCP／IP（SMB/LPR/IPP/Port9100/FTP）、IPX／SPX（Bindery/NDS/NDPS/iPrint ）、 
EtherTalk、NetBIOS over TCP／IP 

PCL6、PostScript3互換 
 

形 式   

解 像 度  

 

連 続プリント速 度  

 
インターフェイス  

 
対 応 プ ロトコ ル  

ペ ージ 記 述 言 語  

対 応 O S

内 蔵 フ ォ ン ト 

：600dpi ×  600dpi 
：600dpi × 600dpi

PCL：欧文80書体 
P  S：平成明朝、平成ゴシック、欧文136書体 

Windows98／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003、 
MacOS8.6／9.x／Ⅹ＊2、UNIX＊3

80GB以上 

安全にお使いいただくために 
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 
●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。 
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。 
　火災、感電などの原因になることがあります。 
 

注意 
安全上のご注意 

●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、官製ハガキ、
政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 
●著作権の対象となっている書籍、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、これに準ず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。 

ご注意 

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。 
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。 
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。 
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 
※ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。 
※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容
につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。 

※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。 
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。 
※Windows、PowerPoint は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または
商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。IPX／SPXは
Novell,Inc.の商標です。PCLはHewlett-Packard  Companyの商標です。EtherTalk、TrueTypeは
Apple Computer,Inc.の商標です。カレカは三菱化学メディア株式会社における登録商標です。エコクリ
スタルは株式会社巴川製紙所における登録商標です。Felicaはソニー株式会社における登録商標です。
Bluetoothマークは米国Bluetooth SIG  Inc.における登録商標です。その他、本カタログに記載されている
会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。 

※（財）電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号 
　（加入電話回線接続）A06-0102001 
　C   2006 TOSHIBATEC  CORPORATION  All  rights  reserved.　 

＊1 WindowsNTは対象外。 
＊2 10.0.x～10.4.xに対応。10.2.3以前はクラシックモード対応。 
＊3 詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。 

基本仕様 
形　　　　　　　式 カラースキャナ 

インターフェイス 10／100BASE-T
オプション：IEEE802.11b／g

解 像 度  100／150／200／300／400／600dpi＊ 

モノクロ、グレースケール、カラー、オートカラー 

A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ、ハガキサイズ 
※ハガキサイズはガラス面からの読み取りとなります。 

モノクロ　　 ：最大50枚／分（400×400dpi） 
グレースケール ：最大45枚／分（400×400dpi） 
カラー ：最大40枚／分（300×300dpi） 
（A4ヨコ、片面原稿読み取り時） 
※自動両面原稿送り装置装着時 

TWAIN・FileDownloader（プルスキャン） 
対 応 Ｏ Ｓ Windows98／Me／NT4.0／2000／XP／Server 2003

FileDownloader出力 
フォーマット 

※コピー／印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300／600dpi

ファイル（プッシュスキャン） 
通 信 プ ロ ト コ ル SMB、FTP、IPX／SPX

データフォーマット 

Ｅメール（プッシュスキャン） 

送 信 プ ロ ト コ ル SMTP、MIME

対応フォーマット 

参照可能アドレス帳 本体、LDAPサーバ 

＊ モノクロ100dpiはオートカラー時のみ。グレースケール/カラー/オートカラーの600dpiはオプションの拡張 
   ページメモリが必要。B4/A3の高圧縮PDFにはオプションの拡張メインメモリが必要。 

PC - FAXドライバ Windows98／Me／NT4.0／2000／XP

最大A3 

A3、B4、A4、B5、A5タテ 

G3（スーパーG3）、独自モード 

送 信 原 稿 サ イ ズ  

記 録 紙 サ イ ズ  

通 信 モ ー ド  

走 査 線 密 度  

電　送　時　間＊1 

通 信 速 度  

符 号 化 方 式  

メ モ リ 容 量  

適 用 回 線  

高精細：16×15.4本／mm      精細：8×7.7本／mm 
普　通：8×3.85本／mm

2秒台＊2

33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／16,800／ 
14,400／12,000／9,600／7,200／4,800／2,400bps

JBIG､MMR､MR､MH 

700MB＊3（送信用：500MB、受信用：200MB） 

加入電話回線､ファクシミリ通信網 

 送信 受信 
 SMTP／SMTP over SSL／T.37 SMTP／POP3／SMTP AUTH／ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　APOP／POP over SSL 
  A4（A3、B4はA4に縮小） 
　 
  200dpi×100／200dpi 150dpi×150dpi 
  200dpi×100／200／400dpi 
  300dpi×300dpi、400dpi×400dpi 
  TIFF（MH） TIFF（JBIG/MMR/MR/MH） 

※送信はシンプルモード対応。受信はフルモード対応。  

通 信 プ ロ ト コ ル  
 
原 稿 サ イ ズ  
記 録 紙 サ イ ズ  
解 像 度  
 
 
対応フォーマット 

読 み 取 り モ ー ド  

読 み 取 り サ イ ズ  

原稿読み取り速度 

モノクロ　　　　　　　：PDF、シングル／マルチTIFF 
グレースケール／カラー：PDF、シングル／マルチTIFF、他 
オートカラー　　　　　：PDF、シングル／マルチTIFF

モノクロ　　　　　：PDF、シングル／マルチTIFF 
グレースケール／カラー：PDF、シングル／マルチTIFF、他 
オートカラー　　　：PDF、シングル／マルチTIFF

モノクロ　　　　　：PDF、シングル／マルチTIFF 
グレースケール／カラー：PDF、シングル／マルチTIFF、他 
オートカラー　　　：PDF、シングル／マルチTIFF

＊1 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信    
　　時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。 
＊2 A4判700字程度の原稿（独自）を、普通モード（8×3.85本/mm）、33.6kbpsのスーパーG3モードで
　   JBIG通信した場合。 
＊3 本体ハードディスクに含まれます。 

 A3、B4、A4、B5、A5
ーー 

ーー 
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環境省の指導のもとに財団

法人日本環境協会が認定す

る「エコマーク」の認定を取

得しています。 



本体希望価格（税別）希望搬入調整料（税別）

月間プリント料金の

計算にあたっては各

階層の料金帯を必ず

通過します。

※トナー代、用紙代

は含まれておりません。

（税別）
2色カラーモード、

（税別）

。この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。。

e-STUDIO2500c 1,530,000円 36,000円

e-STUDIO2500cを安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、
お客様が使用されたプリント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

各種ドライバ/ユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。

希望価格（税別）

希望価格（税別）希望価格（税別）

MR-3018
　取付費

ホールパンチユニット　

フィニッシャ装着時に必要です

GD-1210J
　取付費

GJ-1140J
　取付費

GD-1160J
　取付費

KD-1018J
　取付費

MY-1031
　取付費
KD-1019J
　取付費

MJ-1030
　取付費

MJ-1101
　取付費

KN-3500

MJ-6101E
　取付費

STAPLE-2400

回線増設ユニット

GN-1041
　取付費

無線LANモジュール 50,000円
5,000円

GN-2010
　取付費

Bluetoothモジュール 50,000円
5,000円

220,000円
6,500円
6,000円

 350,000円
6,500円
5,000円
2,500円

50,000円
4,000円

拡張メインメモリ
GC-1250
　取付費 

50,000円
3,000円

拡張ページメモリ
GC-1260
　取付費 

25,000円
3,000円

GN-3010
　取付費

アンテナ 10,000円
5,000円

GP-1060
　取付費

データ消去キット
80,000円
3,000円

KP-2003
　取付費e-BRIDGE ID Gate 

90,000円
5,000円

有線LANとの併用はできません
また、装着には、アンテナが必要です

装着には、アンテナが必要です

無線LANモジュール、Bluetoothモジュー
ル装着時にそれぞれ1本ずつ必要です

引き（税別）

引き（税別）

●本誌の記載内容は2006年7月現在のものです。

06-07KD

●オプション取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールなど、パソコン設
　定等は含まれておりません。

＊ 2色コピー/プリント、モノカラーコピー時の料金になります。

2色カラーモード＊（税別）
ください。

希望価格（税別） 希望価格（税別）

トレーシングペーパー
（第2原図用紙）

推奨OHPフィルム
（3M製）

推奨OHPフィルム
（フォーレックス製）

エコクリスタル
（巴川製紙所製）

推奨カラー用紙

カレカ耐水光沢紙
（三菱化学メディア製）

A4（カラー用）
A4（モノクロ用）

A4（カラー用）

A3（厚紙・白）
A4（厚紙・白）
B4（厚紙・白）

A3
A4
B4
A3
A4
B4

一冊（50枚）
一冊（100枚）

一冊（50枚）

一冊（250枚）
一冊（250枚）
一冊（250枚）
一冊（500枚）
一冊（500枚）
一冊（500枚）
一冊（250枚）
一冊（250枚）
一冊（250枚）

4,500円
6,000円

4,500円

40,000円
23,750円
28,750円
50,000円
25,000円
37,500円
43,750円
22,500円
34,500円

90.00円
60.00円

90.00円

160.00円
95.00円
115.00円
100.00円
50.00円
75.00円
175.00円
90.00円
138.00円

耐水紙オーパーMDP
（日本製紙製）

18.0円

15.0円
12.5円

36円

30円
25円

18,000円
17,000円
17,000円
17,000円

商



e-STUDIO2500c　寸法図（mm） 

35CPMデジタルMFPの基本形 

e-STUDIO2500c FC-2500c-JPD 1,530,000円（税別） 

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別） 

多段給紙装置 KD-1018J 100,000円（税別） 

給紙カセット MY-1031 65,000円（税別） 

システム希望価格　　　　　　　　　　　　　  1,915,000円（税別） 

希望搬入調整料・取付費  　　　　　　　　　41,500円（税別） 

RADF
4段＋手差し給紙 

e-STUDIO2500cの基本形。 

4段給紙でハイボリューム出力を

効率サポート。 

セキュリティ機能を強化 

RADF
4段＋手差し給紙 

e-STUDIO2500c FC-2500c-JPD 1,530,000円（税別） 

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別） 

多段給紙装置 KD-1018J 100,000円（税別） 

給紙カセット MY-1031 65,000円（税別） 

データ消去キット GP-1060 80,000円（税別） 

システム希望価格                             1,995,000円（税別） 

希望搬入調整料・取付費                                  41,500円（税別） 

FAX機能を拡張 

RADF
4段＋手差し給紙 

高性能コピー、プリンタ、スキャナ

そしてFAXを4段給紙でサポート。 

e-STUDIO2500c FC-2500c-JPD 1,530,000円（税別） 

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別） 

多段給紙装置 KD-1018J 100,000円（税別） 

給紙カセット MY-1031 65,000円（税別） 

FAXユニット GD-1210J 120,000円（税別） 

システム希望価格                            2,035,000円（税別） 

希望搬入調整料・取付費       50,100円（税別） 

35CPMデジタルMFPのフル活用 

RADF
4段＋手差し給紙 

フィニッシャ（サドル） 

多彩なフィニッシングが可能なサ

ドルステッチフィニッシャを装着し、

効率的に資料を作成。 

e-STUDIO2500c FC-2500c-JPD 1,530,000円（税別） 

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別） 

多段給紙装置 KD-1018J 100,000円（税別） 

給紙カセット MY-1031 65,000円（税別） 

サドルステッチフィニッシャ MJ-1030 350,000円（税別） 

フィニッシャ中継ユニット KN-3500 30,000円（税別） 

システム希望価格  　　　　　　  　2,295,000円（税別） 

希望搬入調整料・取付費  　　　　　　　　　45,000円（税別） 

自動両面原稿送り装置 
（MR-3018） 

フィニッシャ中継ユニット 
（KN-3500） 

大容量給紙装置 
（KD-1019J） 

多段給紙装置 
（KD-1018J） 

給紙カセット 
（MY-1031） 

FAXユニット 
（GD-1210J） 

回線増設ユニット 
（GD-1160J） 

FAXハンドセット 
（GJ-1140J） 

（MJ-6101E） 

e-STUDIO2500c 
（FC-2500c-JPD） 

データ消去キット 
（GP-1060） 

e-BRDGE ID Gate  
（KP-2003） 

拡張メインメモリ 
（GC-1250） 

拡張ページメモリ 
（GC-1260） 

（MJ-1101） 

（MJ-1030） 

MR-3018

MY-1031

※e-STUDIO2500c

回線増設ユニット（GD-1160J） 

ＦＡＸユニット（GD-1210J） 

原稿置き台（KK-3511） 
原稿などを置くためのオプションです。 

アンテナ（GN-3010） 

Bluetoothモジュール（GN-2010） 
Bluetooth機能を拡張するためのオプションです。 

データ消去キット（GP-1060） 
ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。 

FAXハンドセット（GJ-1140J） 
会話をしたり、音声をより明瞭に聞くためのオプションです。 

e-BRDGE ID Gate（KP-2003） 
非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプションです。 

MR-3018

（MR-3018） 

MR-3018
※e-STUDIO2500c

(MR-3018)

MR-3018

35～157
35

幅600×奥行523×高さ135mm

幅112×奥行573×高さ323mm（下カバー含まず） 
約7kg
A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ 
2穴 

約12.5kg

1210

データ消去キットの装着により、

機密情報をしっかり保護。 無線LANモジュール（GN-1041） 
IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。 

B4／A3の高圧縮PDFを可能にするためのオプションです。 

／グレースケール：22

アンテナ 
（GN-3010） 

アンテナ 
（GN-3010） 

49.5W

50枚（A4ヨコ、B5ヨコ） 
30枚（A3、B4、A4タテ） 

761

※装着には、フィニッシャ中継ユニット（KN-3500）が必要。 

※装着には、フィニッシャ中継ユニット（KN-3500）が必要。 

50枚（A4ヨコ、B5ヨコ） 
30枚（A3、B4、A4タテ）、サドルステッチ15枚 

データ消去キット 
（GP-1060） 

無線LANモジュール 
（GN-1041） 

Bluetoothモジュール 
（GN-2010） 

多段給紙装置（KD-1018J） 

給紙カセット（KD-1031） 

マルチポジションスティプルフィニッシャ　（MJ-1101） 

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1030） 

大容量給紙装置（KD-1019J） 

ホールパンチユニット  （MJ-6101E） 

多段給紙装置（KD-1018J）の仕様 

マルチポジションスティブルフィニッシャ 　（MJ-1101）の仕様 

ノンソート ノンソート／ソート／グループ／ステイプル 

2,000
250枚 

本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャで、コピー/FAX/プリ 
ンタ機能で排紙された用紙の区分けや、電子ソート時、プリンタ出力時の 
ステイプル止めを行います。また、マニュアルステイプルも行えます。 

＊上段トレイのみ 

125枚 

650

1,705
34

598 1,092

大容量給紙装置（KD-1019J）の仕様 

ホールパンチユニット  （MJ-6101E）の仕様 

拡張メインメモリ（GC-1250） 

カラースキャン解像度（含オートカラー、グレースケール）を標準の
400dpiから600dpiまで可能にするためのオプションです。 

無線LANモジュールやBluetoothモジュールに必要なオプショ
ンです。 

拡張ページメモリ（GC-1260） 

プ リン タ  コ ピ ー  

ス キ ャ ナ  

プ リン タ  

F A X

コ ピ ー  

ス キ ャ ナ  

プ リン タ  コ ピ ー  

ス キ ャ ナ  

プ リン タ  コ ピ ー  

ス キ ャ ナ  

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1030）の仕様 

※マルチポジションステイプルフィニッシャ  に装着可能です。 

A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、 
B5タテ(ステイプル60～105g/m2） 
（60～256g/m2、官製ハガキ、OHPは通紙可能） 

A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、 
B5タテ(ステイプル60～105g/m2） 
（60～256g/m2、官製ハガキ、OHPは通紙可能） 

1,803 761776
761

KD-1018J
MY-1013

KD-1018J

フィニュッシャ中継ユニット（KN-3500）装着時 

MY-1031
MJ-1030

699

1,036761-776

1,055

1,171

1,929

1,460 356




