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TASK英語
職務・勤め alfa

α
ギリシア語
アルファベットの第1字

※ナビダイヤルをご利用になれないIP電話・PHSなどからおかけの場合は、
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国際エネルギースタープログラムに適合しています。

http://www.kyoceramita.co.jp 製品情報、製品のサポート情報の閲覧の他、
ドライバのダウンロードが出来ます。

京セラミタホームページ

お客様相談窓口

TASKalfa（タスクアルファ）とは、「仕事=タスク」と「一番＝アルファ」という言葉を組み合わせた、京セラミタの
新しいブランドです。京セラミタは、お客様のドキュメント・タスクを最適化・効率化することによって、お客様に
とって一番お役に立てる複合機の提供を目指します。

+



快速カラードキュメント、
新世紀へ。
タスクアルファ 300ci/250ci誕生

カラー効果を考えてプレゼン・ファイルを作成していく。重要なオフィス

ドキュメントを暗号化PDFにしてメールする、自分のPCに送る、指定フォ

ルダに格納する。両面プリント書類をワンアクションでファクス送信す

る、表裏、同時スキャンする。いいリズムで文書をハンドリングする。どん

どんスピードを増してきたビジネス環境で、快適さはとても大切なこと。

リアルパフォーマンスを持ち、ブラックカラーをまとったTASKalfa300ci

シリーズ。新開発の小粒径トナーの高画質。京セラミタ独自の技術で培わ

れた高い信頼性と環境性能。使いやすくレスポンスにすぐれた大型操作

パネル。使いやすさを考えたユニバーサルデザイン。そのすべてが一体

化することで、ドキュメントワークを効率化し、文書の生産性をアップする。

TASKalfa＝タスクアルファ 300ci / 250ci、
それは新しいドキュメントワークのために生まれました。
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文書生産性を上げよう。
快適リアルパフォーマンス

セキュリテイの高さも大切な性能
情報セキュリティの強化は当たり前のこととなってきまし
た。SSL、IPv6などネットワークセキュリティ対応はもちろん、
機密文書ガード機能※に対応。情報漏洩の抑止に効果的です。
さらに、暗号化PDFに標準対応。PDF文書の編集／印刷の機
能制限も可能です。

Security

※オプション

環境性能を上げてコストを下げる
TASKalfa300ciシリーズは、ロングライフテクノロジー
を軸に長寿命化や消費電力の低減を実現した環境配慮製
品です。新開発の小粒径トナーでトナー消費量を従来比
30％低減、プリント時の消費電力も削減しました。

Environment

色空間を広げたフレッシュな美しさ
グリーンをもっとみずみずしく、青空をもっと気持ちよいブルーに。新開
発の小粒径トナーと小粒径キャリアにより、色空間を大きく広げました。さ
らに第3世代のインタラクティブ・タッチダウン現像方式で高画質と長
寿命を実現。オフィスのビジネス文書をより美しくプリントします。

Image

高い文書生産性は、高信頼性から
アモルファスシリコンドラムを始め京セラミタの長
寿命化技術を搭載。メンテナンスサイクルを大きく伸
ばし、マシンのダウンタイム削減に貢献。高い信頼性
により、文書生産性をアップしました。

Reliable

美しく、使いやすい。それが先進性能
文書生産性アップのためには、快適に処理する性能が必要です。たとえ
ばUSBメモリからのダイレクトプリント。高圧縮PDF、両面を同時に読み
込む原稿送り装置※。プリントやスキャン、ファクス※などすべてを平行
処理するマルチタスク機能。8.5インチ大型操作パネルや、随所のユニ
バーサルデザインなど使いやすさを高めています。

Usability

※オプション



PERFORMANCE
気持ちよいパフォーマンスと
美しい高画質。

書類や情報を便利に使う。
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新開発小粒径トナーによる高画質。

新小粒径トナーと小粒径キャリアの採用で発色性を向上させ、色再

現空間を拡大し画像精細度をアップ。高画質化を実現した第３

世代インタラクティブタッチダウン現像方式は、このトナーの開発か

ら生まれました。新小粒径トナーは、低温で定着が可能になったこと

で、ウォームアップタイムは300ci/250ciで25秒という素早い立

ち上がりを実現しています。

人にやさしいユニバーサルデザイン

人にやさしく、使いやすい製品を開発

しお届けする。それは企業の責務です。

TASKalfa300ciシリーズには、角度調

整可能な大型操作パネルや、用紙補給

をラクにする大型ハンドルなど、ユニ

バーサルデザインを随所に取り入れて

います。

長寿命設計の高信頼性

ユーザボックスで情報管理、アクセス制限でセキュリティ配慮

HDD内に最大1,000個のユーザボックスを作成で

きます。ユーザボックスをグループ単位で使用する

ことで情報の共有が可能。また、ユーザごとのボッ

クスにパスワードや使用量の制限･ドキュメントの

保管期限を設定することもできます。
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京セラミタが持つロングライフテクノロジーをTASKalfa300ci

シリーズに結集しました。各パーツの長寿命化はもちろん、それら

を組み合わせて動作する複合機を、トータルに長寿命となるよう

に細心の設計をしています。特に、キーデバイスの感光体ドラム

にはアモルファスシリコン（a-Si）を採用し、各プロセスの動作を

アモルファスシリコンドラムに最適化し、メンテナンスサイクルを

大幅に広げています。マシンのダウンタイムを極力小さくすること

ができ、文書の生産性を高めます。

大型カラー液晶パネル

LEDで原稿送りの動作状況を表示

トナーコンテナの交換も簡単

ジョブボックス

プリント出力時にパスワードを設定することで、タッチパネル上で

パスワード入力後に出力が始まるプライベートプリント機能や、大

量出力時に、1部だけためし刷りし、内容を確認してから全数出力す

るといった、高度なジョブ管理ができます。
ファクス受信を続ける
中間転写ベルト離間機能（３色解除）

蓄積機能

プリント/コピー /スキャンによるドキュメントデータをHDDに蓄

積し、文書の一元管理ができます。蓄積データはいつでも出力でき、

また各ドキュメントを結合し、一つのジョブとして印刷することも

できます。

傾斜角度を調節可能な操作パネル

イメージ合成

イメージ合成(コピー )用のフォームをイメージ合成ボックスに登録

することができます。コピー時に呼び出して合成したり、文書ボック

スに登録されている文書と合成して出力することができます。

ジョブ管理

出力中でもコピーや他のプリントジョブを同時に受け付けることが

できます。出力を急ぐ場合に便利なジョブのスキップなどもタッチ

パネルで操作できます。

プレビュー機能

ユーザ/FAXボックスに蓄積された文書は見やすいサムネイル表示

で確認できます。また、各文書をページ単位でプレビュー表示※が可能

で、ドキュメントボックスから出力前の確認などに役立ちます。

※3段階に拡大表示が可能

DOCUMENT  BOX

蓄積文書ダウンロード

ネットワーク上のPCからKM-NET VIEWERを使ってドキュメント

ボックス内のデータを取り出すことができます。ダウンロードする

際、ファイルフォーマットをTIFFまたはPDFから選択できます。

モノクロ印刷時には、イエロー、シアン、マゼンタの中間転写ベルト

を感光体ドラムから離し、カラー用ドラム・現像ユニットは完全停止

します。これによりカラートナーがなくなった場合でも、ファクス受

信可能です。またカラー系を分離することでカラードラムユニット

と現像ユニットの長寿命化にも寄与しています。

※2009年4月対応予定

※2009年4月対応予定

カラー印刷時 モノクロ印刷時

Y C MBK Y C MBK

1
2
3
4

A
B
C
D

ジョブの
スキップ

ジョブの
キャンセル

コピージョブ

プリントジョブ

プリントジョブ

コピージョブ
PRINT

COPY

DOCUMENT
BOX

全社共有 アクセス制限なし
容量：200M

アクセス制限あり
容量：100M

アクセス制限あり
容量：100M

人事部

企画部

●プライベートプリント

●試し刷り

●手軽に再出力

●印刷データの保管PRINT

DOCUMENT
BOX

DOCUMENT
BOX

PRINT

COPY/SCAN 出力

結合して出力

登録 合成

DOCUMENT
BOX

DOCUMENT
BOX

PRINT

PDF
文書

TIFF

みんなに使いやすく、思い通りに美しく出力する。
毎日、使うマシンだから、高画質と高い信頼性が大切な性能です。

従来トナー 新開発トナー

より小さくより滑らかに...
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Network FAX

デスクのPCで作成した文書を出力することなく、そのままダイレク

トにFAX送信することができます。受信したFAXもネットワーク上

の指定したPCに転送。FAXでのペーパーレスを実現します。また

インターネット回線を介することで、通信費を削減するインターネット

ファクス※も可能です。

2つのポートを持ち、それぞれに電話回線を接続して使い分けるこ

とができます※1。ファクスの受信中にデータを送信することも可能

なほか、同じオフィス内に２つの部門や部署がある時にそれぞれに

ファクス番号を割り振り、使用/管理することができます。

デュアルポートでファクスを使い分ける

重要な書類を送信する際に、誤った宛先へ送信しないよう宛先を必

ず二度入力するように設定できます。アドレス帳の宛先、テンキー、

短縮ダイヤルのそれぞれに設定できます※1。

ファクス誤送信防止

●ワンタッチダイヤル登録●プログラム登録（10件）●グループ登録

（500件）●順次同報送信（最大500件局）●タイマー送信（時刻指

定/50予約）●リダイヤル（ダイレクト送信時不可）●メモリー送信

●ポーリング送信/受信●パスワードチェック送信/受信●Fコード

通信機能●Fコード掲示板機能●Fコード親展ボックス●Fコード中

継同報●FAX部門管理（1,000部門）●TEL/FAXリモート切替●自動

誤送信再送（ECM）●通信結果表示（送信50件/受信50件）●通信結果

レポート（送受信最大50件）●各種リスト/レポート印刷●回転送

受信●拡大送信●両面送信（オプションDP-750/760装着時）●両面

受信、2in1受信

その他の機能

大量のアドレスが登録されている場合でも、五十音での絞り込みや

フリガナ検索などにより、目的のアドレスをすぐに見つけることが

できます。

使いやすいアドレス帳

親展受信したFAXを本体ハードディスクのFAXボックスに一時

保存。送信元のFコードやFAX番号でそれぞれのボックスに振り

分けることにより、重要な文書を素早く確認できます。

FAXボックス
PDF生成パフォーマンスを向上

※１：FAX System(Q)が２つ必要です。   ※FAX System(Q)が必要です。
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※オプションのInternet FAX Kit(A)が必要です。　※2009年4月対応予定

液晶タッチパネルにプレビュー

表示可能。FAX送信の前に文書

内容を確認できることで送信

ミスをなくすことができます。

FAXデータをインターネット経由で

E-mail添付により送信できる[W-NET 

FAX]を搭載。常時接続のインターネッ

ト環境下でFAXの送信コストを削減で

きます。

インターネットFAX

デュアルポート

※オプションのInternet FAX KIT（A）が必要です。　※2009年4月対応予定 ※A4判700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）で、33.6Kbpsで送信時

標準的なA4の原稿※を3秒以内に高速

送信可能な33.6KbpsのSuperr G3モー

ドに対応。一斉に送信する同報通信など

も高速で送ることができます。

Super G3対応

1回目

送信

送信

受信

受信中にデータを同時に送信機能ごとの回路を統合し、マルチタスクコン

トロートローラーを搭載。複数のジョブを平

行処理することで、ファクス送受信も軽快に

行えます。データ送信は、1つにまとめられた

送信ボタンからはじまります。アドレス帳も

1つのボタンにFAXダイヤル、SMBフォルダ、

e-Mailなどが設定可能。FAX送信と同時に

SMBフォルダに対してひとつの操作でデー

タを送ることができます。情報の配信や共有

化をおこなう際に作業ステップを削減し、文

書業務の生産性を向上できます。

Scan to e-mail Scan to SMB
ネットワーク上のLDAP Server
からアドレスを検索、スキャン
文書をMail配信できます。

Scan to FTP

ネットワーク上にあるFTP Serverへスキャン文書を保存できます。
そしてネットワーク上のWindows、Macintosh、Linuxなどのマル
チOSクライアントからスキャン文書を閲覧可能です。

ネットワーク上にあるPCの指定
フォルダへスキャン文書を保存で
きます。

0123 ○○ ○○ 03-1234-5678

2回目
正しければ送信

0123 ○○ ○○ 03-1234-5678

アドレスを、二度入力するように設定

03-1234-5678

Fコード

大阪支社FAX

Super G3 mode
33.6kbps

テキスト領域

画像領域

コンパクト
高品質

ABCD

ABCD

ABCD

ABCD PDF

※1：2009年4月対応予定

※

スキャンしメールに添付する、PCに、ドキュメントボックスに取り込む。PDF

生成の性能を大きくアップ。読み取り画像の領域分離能力を向上させること

で、色文字の認識を可能としました。黒文字だけでなく、色付きの文字もハッ

キリと再現することができます。色文字の認識により、様々な文字が書かれた

原稿を小さなファイル容量でPDF生成することができます。これにより容量

が大きくなりがちなカラー文書ファイルを極力小さく抑えながらも、高品質の

電子文書を作成することがでます。PDFを高圧縮することで、ネットワーク負荷

を低減し、スムーズに文書データのやりとりが行えます。

送信前のFAX原稿をプレビュー表示

※2009年4月対応予定

文書を快適にハンドリング

マルチセンド機能

高圧縮PDFの可続性アップ
文字はくっきりと、画像はあざやかに取り込むために、従来モデ

ルよりも色文字を含めて文字の可読性（OCRでの認識率※）が大幅

に向上しました。オフィス文書を読みやすく、クリアなPDFにす

ることができます。

※当社従来機種比

両面同時にPDF生成
両面プリントされた書類も原稿送り装置DP-760※を装着するこ

とで、ワンアクションでスキャンしPDFの生成が可能です。かさ

ばる文書も高速でスキャンし、コンパクトにPDF化。文書の整理

が素早くできます。

Scan to USB
スキャンファイルを、USBスロットに挿したUSBメモリに保存可

能。PDFを暗号化することで、書類をセキュアにガード。PDFを快適

にハンドリングすることで文書処理の生産性を大きく向上させます。

※オプション

プログラム登録
定型のスキャン業務には、プログラム登録で業務効率が改善できま

す。送信先やファイル形式解像度などをショートカットボタンと

して登録できます。操作が簡略化でき、誤った送信先にデータを

送るミスも低減できます。

PDFUSB

両面

スキャン

従来機 TASKalfa
HDD

ドキュメント
ボックス

送信先

解像度

etc..

プログラム
として登録プログラム登録で

業務効率が改善

PDF

DOCUMENT
BOX

全社共有

人事部

企画部

PDF

S C A N
データ化すると、
書類はもっと生きてくる。

使いやすくもっと便利に
FA X



USBメモリからダイレクトにプリント

スピーディな両面同時読み込み機能 インテリジェントキャリブレーション

ビジネス文書で当たり前になった両面印刷書類を、ワンアクション

で両面同時読み込み可能になりました。新たに開発した原稿送り装

置DP-760※は両面同時読取りを搭載。片面コピーをとる感覚でコ

ピージョブやスキャンを実行。文書の生産性を大幅に向上させます。

また、元原稿を反転させる動作が不要のため、原稿の安全性も高くな

ります。

通常、カラー複合機は印字品質を保つためにカラー調整が必要とさ

れます。カラー調整中は出力作業が止まるため、生産性が落ちるケー

スがありました。インテリジェントキャリブレーションは、出力作業

を優先しつつ印字品質を保つことができます。連続出力中は紙間

キャリブレーションで生産性を落とさずにカラー調整を行います。

またカラー調整中であっても、プリントジョブが入った場合は、カ

ラー調整をいったん中止し、プリントジョブを優先します。

いままでの複合機では難しかった厚紙プリントも、用紙の経路を新

設計することで可能になりました。排紙をコントロールするロータ

リーガイドチェンジを開発し、163g/m2までの用紙が給紙カセッ

トから給紙できます。もちろん両面印刷にも対応。POPやレスト

ランのメニュー、壁面に掲示する案内など、そりにくい厚紙にもプリ

ントできます。

持ち運びに便利なUSBメモリのデータを、直接、操作パネル横の

USBポートに挿して出力できます。対応データ形式はPDF、XPS、

TIFF、JPEG（USBダイレクトプリント）。操作パネルからUSBメモリ

の第3階層のフォルダまで参照して、出力を実行できます。急な出力、

出張先の出力などにUSBメモリだけで出力が簡単に実行できます。

厚紙プリントも可能な新排紙方式

2in1、両面印刷でコンパクトに

2枚または4枚の原稿を1枚に割り付けて出力。また標準で両面印刷

機能を搭載。用紙を効率よくコンパクトにして配布、保管ができます。

ニューエンジンの開発で、高速コピーとプリントを実現しました。

300ciではカラーもモノクロも30枚/分、250ciではカラー、モノク

ロとも25枚/分という快適な同一スピードを実現しました。ファー

ストコピータイムもモノクロ6.2秒、カラー 8.1秒とスピーディ。

カラーもモノクロも快適な速さ
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※全製品両面対応

4  in  12  in  1

PbFマーク
※当社独自のマークでプリ
ント基板に部品を接合
するためのはんだに鉛
を使用していないもの
に適用されます。

EUのRoHS指令（Restricting the use of certain 

Hazardous Substances）に対応しています。廃棄

後も、環境や人体に悪影響を与えることがない

よう、有害化学物質を排除しています。

グリーン購入法で定める「特定調達物品等」

に適合しています。当社では独自のマークを

採用し製品に表示しています。

OA機器の消費電力を抑える機能を備えた製

品の開発･普及を目的とした国際エネルギー

スタープログラムに適合しています。

欧州ROHS指令に対応 グリーン購入法適合
国際エネルギースター
プログラム適合

コピーやFAX送信などが終了すると、デスク

のPCにメールで知らせます。ジョブが終わ

るまでマシンの近くで待つことなく、ムダな

時間が省け、作業効率がアップします。

6色の中からお好きな色を選び、黒＋1色の2

色コピーができます。修正指示の赤字の他、

印鑑付きの書類など、見やすさを高めること

ができます。

その他便利なコピー機能Job終了通知 ２色コピー

出力中に
細かく色調整

紙間キャリブレーション原稿送り経路

両面同時読み込み時

反転パス動作時（DP-750）

1

1

2 3 4

通常時

ロータリーガイドチェンジ

両面印刷時 フィニッシャ使用時

色調整中でも
出力作業を優先

色調整 色調整再開

プリントジョブ

出力

排紙

排紙

300ci

枚

枚

30
30

モノクロ

カラー

250ci

枚

枚

25
25

モノクロ

カラー

ファーストコピータイム

sec

sec

6.2
8.1

モノクロ

カラー

6色の中から
お好きな色を選び、
黒＋1色の2色で表現

ジョブ予約

再コピー

試しコピー

綴じしろ

枠消し

仕上がりサイズ統一

白黒反転

鏡像

拡大連写

エココピー

書込み余白

ページ付け

回転コピー イメージリピート

両面同時
読取用

反転パス部

1
4

2

3

排紙排紙

終了

③独自の乾式製造プロセスにより、トナー粒子の均質化及び、
生産時の排水0を達成。

②トナーの小粒径化により、
印刷時のトナー消費量30％
削減。

①定着温度を当社従来比約
20℃低下、プリント時の消
費電力を大幅削減。

トナー消費量
削減

グリーン購入法適合
生産時の排水0

消費電力
大幅削減（ 　 　 ）（ 　 　 ）

（　　　　）

PR INT  &  COPY
快適なリアルパフォーマンス。

本体性能と環境性能はイコールです。

高画質と環境配慮を両立した新小粒径トナー

ENVIRONMENT



営業

2,000枚

1,000枚

企画 総務

使用枚数の上限を設定

使用状況を把握

PRINT
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機密文書ガード対応

ネットワークに接続し、安心してネットワークプリンタ/スキャナを

フルに活用していただくために、標準でSSL、IPv6、IPsecに対応して

います。またスキャンしたPDFを暗号化することも標準で対応。ス

キャン時にパスワードを設定することで、不用意な閲覧を防ぎます。

PDFの文書編集/印刷の機能制限も設定可能。よりセキュアな文書管理

ができます。

ネットワークセキュリティを強化

1110

フロア全体で、また部門ごとの出力状況を管理者のPCから把握、一

元管理できます。コスト管理はもちろんマシン配置の最適化も図れ

ます。また出力状況のデータを表計算ソフトに送り分析も可能です。

正確に管理することで環境のためにも、レスペーパーにもつなが

ります。

使用状況をPCで把握。
KM-NET for Accounting

マシンの設定や動作状況をPCのWebブラウザから

チェックすることも、設定も可能です。またトナー切

れや紙つまりなどを定期的に指定のアドレスにメー

ルで告知。総印刷枚数も定時に配信。メンテナンス時

期を把握しやすくします。

KYOCERA MITA
COMMAND CENTER

HDDのセキュリティを強化。ユーザボックスへのアクセスはもちろ

ん、プリント出力時に操作パネルでパスワードを入力することで出

力が始まるプライベートプリントなど、蓄積文書から出力までしっ

かりとガードします。

文書ボックスもセキュリテイ強化

セキュアプリントシステムTASKGUARD ID Printingとの連携に対応

ICカードを利用した個人認証プリント

システム、TASKGUARD ID Printing 

と連携することで、よりセキュアなプ

リント環境の構築が可能です。ICカー

ド認証により、本人の書類だけを出力

し、確実に自分の出力を手にすること

ができます。また、印刷ログの管理、ス

プール情報の閲覧、削除、自動削除、複

合機の操作パネルを利用した印刷

ジョブ制御ができます。

たとえばカラーとモノクロの使用比率、印字率、1日の平均印刷枚数などか

らモノクロ機として使用していると判断すると、カラー自動調整タイミン

グの適正化やACSのデフォルト設定、カラー３色に対し中間転写ベルト離

間機能のデフォルト設定をなどをモノクロ機仕様に自動設定。最適なマシ

ン状態を確保し、信頼性と生産性を向上させています。

自動診断機能搭載

部門コードで使用状況を部署ごとに管理できます。最大1,000部

門まで設定可能。部門別や全体の使用枚数集計やカラー/モノクロ

別の集計が可能です。また使用枚数の上限も設定可能です。きめ

細かなコスト管理ができます。

部門管理

ネットワーク上の複合機の用紙やトナー残量などの

確認や、設定をPCから実行できます。さらに部門やフ

ロアごとのMFPや京セラミタのプリンタをツリー表

示。トラブル発生などを音声で通知します。

KM-NET VIEWER

※ご利用の際は、営業担当者におたずねください。

SECURITY
セキュリティの高さも性能です。 デスクのPCで一元管理。

MANAGEMENT

ユーザ情報収集・更新

運用イメージ

SSL（IPPS）

SSL
（HTTPS）

ユーザ認証

1：印刷

3:印刷データ出力

2：出力指示
カードリーダ

社員証

TGサーバ

ユーザ認証
（Active Directory）
サーバ

クライアントPC

HDD

アクセス制限ユーザ
BOX

プライベートプリント※※※※

HDD

画像の引き取り不可

○モノクロ/カラーの
　印字比率
○印字率
○平均印刷枚数
○使用環境
○etc...

※ご利用の際は、営業担当者におたずねください。

TASKalfa

※オプション、KXドライバVer 5.0以上

COPY

SCAN

FAX

当社文書カードオプション ※2009年4月対応予定

プリンタドライバ設定にて
ガードパターンを埋め込み

終了前後の出力イメージ

スキャン・FAX時：動作・送信中止

コピー時：出力中止

出力中止

トナー切れ

紙つまり

総印刷枚数

2,000枚まで
カラープリント

1,000枚まで
カラーコピー
営業

制限無し
カラーコピー
企画

制限無し
カラープリント

自動設定
変更

セキュリティ強化のために、TASKalfa 300ciシリーズに機密文書ガード

キット※を搭載。プリンタドライバの設定でガードパターンを埋め込むこと

で、出力された文書をコピー、スキャン、またはファクスをしようとすると、

動作を中止して、不正な複製を禁止。大切な情報の漏えいを防ぐことができます。

機密文書ガードオプション未搭載機でコピーした場合には地紋印刷が

浮き上がり、警告します。
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DF-760
3,000 枚 フィニッシャ

PF-760　3,000 枚
ペーパーフィーダ

PF-750　550 枚×2
ペーパーフィーダ

MT-720
メールボックス

BF-720
ブックレットフォルダ DP-750 / DP-760 両面原稿送り装置

DF-780
1,000 枚 フィニッシャ

DP-750 DP-760

OPTION SPECIF ICAT ION

カセット段数

用紙紙厚

用紙サイズ

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■550枚×2段ペーパーフィーダ/PF-720

550枚×2段（64g/m2）

60～163g/m2

A3～A5タテ

本体より供給

585×622.5×315(㎜）

約20.5㎏

トレイ数

積載枚数

用紙サイズ

用紙紙厚

排出面

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■メールボックス（DF-760用）/MT-720

7トレイ

各トレイ100枚（B4以上50枚）

A3～A5タテ

60～163g/m2

フェイスアップ

フィニッシャ本体より供給

510×400×470（㎜）

約10㎏

用紙サイズ

用紙紙厚

穴数

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■パンチユニット（DF-760用）/PH-5B

A3～A5タテ

60～200g/m2

２穴

フィニッシャ本体より供給

82×490×100（㎜）

約3㎏

トレイ数

折り可能枚数

中綴じ部数

用紙サイズ

用紙紙厚

電源

質量

■ブックレットフォルダ（DF-760用）/BF-720

1トレイ

1～16枚

1～5枚：30部　6～9枚：20部
10～16枚：10部

A3、B4、A4タテ

60～220g/m2

（91g/m2以上は表紙1枚のみ）

フィニッシャ本体より供給

約21㎏

トレイ数

用紙紙厚

用紙サイズ

積載枚数

電源

質量

■ジョブセパレータ/JS-720

1トレイ

60～220g/m2

A3～A5タテ

100枚

本体より供給

約2.3㎏

トレイ数

用紙紙厚

用紙サイズ

積載枚数

ステイプル

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■1,000枚フィニッシャ /DF-780

１トレイ

64～128g/m2

A3～B5

最大1,000枚（B4以上は500枚）

位置（3ポジション）：
1ヶ所：手前/奥、2ヶ所：中央
ステイプル枚数：50枚
（B4以上は25枚）

本体より供給

635×544×1014（㎜）

約26.5㎏

カセット段数

用紙紙厚

用紙サイズ

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■3,000枚ペーパーフィーダ/PF-760

3,000枚（1,500枚×2列）

60～105g/m2

A4、B5

本体より供給

585×600×314(㎜)

約23㎏

原稿サイズ

原稿種類

原稿紙厚

原稿セット枚数

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■両面原稿自動送り装置/DP-750

A3～A5タテ

シート

ADFモード片面時：45～160g/m2

RADFモード両面時：50～120g/m2

最大100枚

本体より供給

577×534×180（㎜）

約14㎏

トレイ数

用紙紙厚

用紙サイズ

積載枚数

ステイプル

パンチ

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■3,000枚フィニッシャ /DF-760

3トレイ（メイントレイ+サブトレイ２種）

メイントレイ：60～220g/m2

サブトレイ（左側）：60～163g/m2

サブトレイ（右側）：60～163g/m2

メイントレイ：A3～B5
サブトレイ（左側）：A3～A5タテ
サブトレイ（右側）：A4～A5タテ
（B5タテは排出不可）

メイントレイ：最大3,000枚
（B4以上は1,500枚）
サブトレイ（左側）：最大200枚
（B4以上は100枚）
サブトレイ（右側）：最大50枚

位置（3ポジション）：
1ヶ所：手前/奥、2ヶ所：中央
ステイプル枚数：50枚
（B4以上は30枚）

２穴（オプションPH-5B）

本体より供給

687×573×1087（㎜）

約55㎏

※装着には、JS-720、AK-720が必要です。

※装着には、JS-720が必要です。

※本資料に記載されている仕様、数値等は、一定条件のもとに測定され

たものです。実際にはお客様の印刷環境（気温/湿度、品質維持のため

の調整動作等）、印刷条件（用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿）

などにより異なります。

※１　FAX System用スロット　※２　22℃、60％RH環境下での仕様です。
※３　1段目は、B4以上は250枚となります。　※４　本体+PF-720もしくはPF-760+DF-760+DT-710装着時。

※TWAINドライバーの対応OSです

基本機能
形　　式

原稿台方式

感光体

複写方式

現像方式

定着方式

CPU

ホストインタフェース

メモリ容量

ウォームアップタイム※２

給紙方式

両面印刷機能

使用電源

消費電力

コピーモード

大きさ（幅×奥行×高さ）

機械占有寸法（幅×奥行）

質　量

デスクトップ

固定式

a-Si（アモルファスシリコン）ドラム

乾式静電転写方式（レーザ方式）

二成分インタラクティブタッチダウン現像システム

ベルト定着方式

Power PC  750GL（600MHz）

Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×2、ネットワークインタフェース
(10BASE-T/100BASE-TX)×1、オプションインタフェース×2※１

2048MB+HDD（80GB）

30秒以下

550枚×2段+100枚（手差し）（64g/m2紙の場合）※３

標準

AC100V　15A　50/60Hz（共通）

最大1,500W以下、レディ モード160W以下、
低電力モード 100W以下、スリープ モード 16W以下

コピーモード670W以下（モノクロ） コピーモード690W以下（モノクロ）
740W以下（カラー） 750W以下（カラー）

605×680×745㎜

889×680㎜（手差しトレイ使用時）、1537×680（フルシステム※4）

約106㎏ 

複写原稿

原稿サイズ

複写サイズ

解像度

ファーストコピータイム

複写倍率

連続複写枚数

シート、ブック、立体物

最大A3（297×420㎜）

カセット：A3～A5タテ、手差し：A3～B6タテ、ハガキ
※インクジェット紙には対応しておりません。
欠け幅：先端4+1.5㎜/-1.0㎜　左右4㎜　後端4㎜

 
 

600dpi×600dpi（読み込み/書き込み）

モノクロ　6.2秒以下　カラー 8.1秒以下 モノクロ　6.2秒以下　カラー 8.1秒以下

等倍：1：1±0.8％　固定倍率：400％、200％、141％、122％、115％、86％
81％、70％、50％、25％
ズーム：25％～400％（1％単位の任意選択）

1～999枚（テンキー方式）

原稿読み取り速度

スキャンモード

最大読み取り範囲

解像度

対応OS※

インタフェース

階調

読み取りモード

ファイル形式

送信方式

片面　30ページ/分、両面　60ページ/分（300dpi時）※DP-760使用時

フルカラー /グレー /白黒

A3サイズ

600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200×100dpi、200×400dpi

Windows2000/XP/Server 2003/Vista

10BASE-T/100BASE-TX、USBホスト

2値、256階調（グレー）、各色256階調（カラー）

文字、写真、文字+写真、OCR（モノクロ）

TIFF、JPEG、XPS、PDF、高圧縮PDF

SMB、SMTP、FTP、USB、TWAIN、WIA

TASKalfa 250ci TASKalfa 300ci

TASKalfa 250ci TASKalfa 300ci

スキャン機能

コピー機能

◎A4ヨコ、B5ヨコ 
　モノクロ：30枚/分　カラー：30枚/分 
◎A4、B5
　モノクロ：20枚/分　カラー：20枚/分 
◎A3、B4、A5 
　モノクロ：15枚/分　カラー：15枚/分

◎A4ヨコ、B5ヨコ 
　モノクロ：25枚/分　カラー：25枚/分 
◎A4、B5
　モノクロ：17枚/分　カラー：17枚/分 
◎A3、B4、A5 
　モノクロ：13枚/分　カラー：13枚/分

複写速度

原稿サイズ

原稿種類

原稿紙厚

原稿セット枚数

電源

大きさ（W×D×H）

質量

■両面原稿自動送り装置（両面同時読込）/DP-760

A3～A5タテ

シート

ADFモード片面/両面時：45～160g/m2

最大100枚

本体より供給

577×534×180（㎜）

約14㎏

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
※Windowsの正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。
※IBM,PowerPC750,PowerPC Architectureは、IBM Corporationの登録商標です。
※プリスクライブ、PRESCRIBEは、京セラ株式会社の登録商標です。
※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。
※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがありますので、営業担当者にお確かめください。
※カタログに記載されている製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。
※機械本体価格には、消耗品類の価格は含まれておりません。
※価格およびサービス体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当者におたずねください。
※特殊作業（階段作業・クレーン車使用など）の場合、別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。
※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・官製はがき、政府発行の印紙・証券類
をコピーすることは、法律で禁止されています。

オプションで
文書生産性をさらにアップ。　

基本機能

680

605

222

1236

1537

1588

※著作権の目的となっている書類・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。
※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。
※本製品の故障・誤作動やその他不具合により、生じた直接・間接の損害に関しては当社は一切その責任を負い
ませんのであらかじめご了承ください。
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保障期間は複写機の製造中止後7年間です。
※本カタログに記載されている仕様・数値等は、一定条件のもとに測定されたものです。
　環境（気温/湿度、品質維持のための調整動作等）、印刷条件（用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿）など
により異なります。

※１　A4判700文字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/㎜)高速モード(33,600bps)で送ったときの速さです。
※２　420㎜を超えるサイズは、DP-750/760使用時。

※1　機種により対応するコマンドが一部異なります。
※2　フォーム数は、登録フォーム容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。
◎コンピュータと本機の間に切り替え機等が設置されている場合、印刷に不都合が生じることがあります。

CPU

プリント速度

ファーストプリントタイム

解像度

ページ記述言語※1

エミュレート

対応プロトコル

内蔵フォント

対応OS

インタフェース

フォームオーバーレイ機能※2

コピー仕様と同等

コピー仕様と同等

モノクロ  :    9.4秒以下　カラー  :    10.1秒以下　

※共にレディ時、データ処理時間を除く

600dpi多値

プリスクライブ

PCL6(PCL5c/PCL-XL)、KPDL3(PostScript3互換)、PDF、XPS

TCP/IP(IPv6)、IPX/SPX、Ether Talk

欧文：アウトラインフォント93種（PCL6）/136種(KPDL)、
ビットマップフォント１種（79フォントはアウトラインフォントで処理）

Windows2000/XP/Server2003/Vista/Mac OS(8.x～X）

10BASE-T/100BASE-TX×1、Hi-Speed USB2.0×1

本体メモリに登録可能（メモリカードへの登録も可能）

形式

接続回線

走査線密度

電送速度

走査方式

符号化方式

最大原稿サイズ

記録方式

記録紙サイズ

原稿給紙

メモリ容量

相互通信

通信速度

送受信兼用機

加入電話回線、Fネット（G3サービス）

ノーマル：8dot/㎜×3.85line/㎜　ファイン：8dot/㎜×7.7line/㎜
スーパーファイン：8dot/㎜×15.4line/㎜
ウルトラファイン：16dot/㎜×15.4line/㎜、600dpi×600dpi

3秒未満（JBIG使用時）※１

平面走査

MH、MR、MMR、JBIG

幅:148～297㎜　長さ:148～1,600㎜※2

レーザーによる普通紙記録

A3～A5タテ

自動給紙（100枚）※DP-750、760装着時

標準12MB　最大120MB

スーパーG3規格機

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（自動シフトダウン方式）

TASKalfa 250ci TASKalfa 300ci

※オプションのFAX System(Q)が必要です。ファクス機能

プリント機能
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