
フルカラーデジタル複合機

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.biz/workio
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※1：オプション　※2：A4ヨコ/分　※3：オプション。DP-C2635FSに標準搭載。
※4：DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626F/DP-C2121Fに標準搭載。　※5：オプション
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ワーキオ

DP-C2635/C2626/C2121標準仕様 外形寸法 (単位：mm)

＜品番＞
■DP-C2635FS
 （カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファクス/スキャナータイプ）
■DP-C2635F/DP-C2626F/DP-C2121F
 （カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファクスタイプ）
■DP-C2635/DP-C2626
 （カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンタータイプ）

＜正面図＞

基本仕様／コピー機能 DP-C2635 DP-C2626 DP-C2121
形式／原稿台方式／感光体 コンソール／固定／OPC

読取方式 CCDイメージセンサーによる平面走査

記録方式 半導体レーザーによる普通紙記録

定着方式／現像方式 2軸IHベルト定着方式／乾式2成分現像方式

複写方式／複写原稿 レーザー電子写真方式／シート・ブック（最大A3） 

解像度／写真モード 600 dpi×600 dpi／256階調

給紙容量 標準・最大2,250枚［カセット（550枚×4）＋手差しトレイ（50枚）］

用紙厚 64～105 g/m2、手差しトレイ55～220 g/m2

用紙サイズ／複写サイズ A3・B4・A4・B5・A5（カット紙）、はがき（手差しトレイ使用時）
画像欠け幅：先端3～5 mm、後端2～6 mm、手前／奥4 mm以内

電源／消費電力 AC 100 V　50／60 Hz ／ 最大：1.5 kW

ウォームアップタイム（室温20℃） 約15秒※1

ファーストコピー※2 モノクロ：約6.2秒／
カラー：約10.3秒

モノクロ：約7.3秒／
カラー：約10.3秒

モノクロ：約9.2秒／
カラー：約12秒
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連続複写枚数 最大999枚

複写倍率 等倍：1：1　±1.0 ％
拡大：1：2.00／1.73／1.63／1.41／1.22／1.15
縮小：1：0.87／0.82／0.71／0.61／0.58／0.50
ズーム：25～400 ％（1 ％単位）

ソートメモリー

メインメモリー※3

DP-C2635FS／DP-C2635F／DP-C2626Ｆ：12 GB　
DP-C2635／DP-C2626／DP-C2121F：128 ＭＢ［最大12 ＧＢ（オプション装着時）］

DP-C2635FS／DP-C2635F／DP-C2626Ｆ：512 MB　
DP-C2635／DP-C2626／DP-C2121F：256 ＭＢ［最大512 MＢ（オプション装着時）］

使 用 上 の
ご 注 意
そ の 他 の
付 記 事 項

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みの上、正しくお使いください。

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、故障、感電などの原因となることがあります。

安全に
関するご注意

・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券など）
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、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。

・Windows  、WindowsNT  は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。

■上記の図は、DP-C2635に
　オプションを装着した場合の
　外観図です。
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質　量（本体のみの質量）： 192 kg
機械占有寸法（幅×奥行）： 946×825 mm

このカタログの記載内容は
2007年6月現在のものです。
DP-JJCT54CC6

●お問い合わせは...

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

オフィスネットワークカンパニー
 〒321-8502  宇都宮市平出工業団地9番1号

 【お問い合わせ窓口】　　（03）3491-9191

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。
●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。
●松下電器ホームページ  panasonic.co.jp  松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

当社は2006年8月、日本情報処理
開発協会より適切な個人情報取
り扱い事業者に付与される「プラ
イバシーマーク」を取得しました。

お問い合わせ窓口における
個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に提供しません。お問い合わせはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

※1 電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。　　
DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fでハードディスクなどのオプション未装
着時。DP-C2635FSは、約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは、約18秒。　

※2 A4ヨコ、等倍設定で、原稿台ガラス面に原稿セット、1段目カセットより給紙時。
　　連続したコピー操作における最速条件にて測定。
※3 メインメモリーは、プリンターメモリーとして使えます。
●メンテナンスサービスに関しましては、カウンター保守契約、またはスポット保守サービス
をお選びいただけます。詳細については、担当セールスにおたずねください。　●保守サービ
スのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。　●平
成明朝体は（財）日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用
しているものです。フォントを無断複製することは禁止されております。　●日本語変換はオ
ムロンソフトウェア（株）のモバイルWnnを使用しています。"Mobile Wnn"© OMRON 
SOFTWARE, Co., Ltd. 1999 All Rights Reserved.　●本製品は、外国為替及び外国貿
易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合
は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。 

パナソニックが
ご提案する

「通信機器」と「イメージング機器（画像・映像）」を融合した
パナソニックならではの連携パックをワンストップでお届けします。

●この他にも豊富なIPオフィスパックをご用意しています。

登録した番号からのファクスを受信拒否
デジタルビジネスホン迷惑FAX防止パック

手元の電話機
で確認

デジタルビジネスホン
＜ラ・ルリエ＞

FAX受信 用紙なし

COPY
終了
結果：OK

着信拒否 不要なDMファクスや
間違いファクスを
自動で拒否

多機能電話機で複合機の使用状態を確認
デジタルビジネスホン／複合機パック

デジタルビジネスホン
＜ラ・ルリエ＞

「IPオフィス」及び「　　　　 」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

環境対応

グリーン購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第06117073号



ECO&UD機能はそのままに、
さらにセキュリティ機能を強化した
新しいカラーデジタル複合機。
今、オフィスに求められるドキュメントセキュリティ。

DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121は、ICカードによる個人認証※や

データセキュリティーキット※など、セキュリティ機能をパワーアップ。

また、IH定着技術のさらなる進化により

省エネルギーとオフィスワークのスピード向上に貢献します。　※オプション

Security Ecology

もっと確実に もっと
  使いやすく

もっと省エネ

［音声ガイド+文字ガイド］
　 音声と文字で操作方法をわかりやすくガイド

［SDメモリーカードプリント］
　画像や文書のプリントやEメール添付が可能

●対応機種 DP-C2635FS/DP-C2635F

Universal design

※1：オプション　※2：ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス機能（オプション）を装着することにより、お使い頂けます。　※3：2007年6月1日現在。　　電子写真方式のA3以上のカラー複写機、または複合機として。（当社調べ）　※4：電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fでハードディスク
などのオプション未装着時。DP-C2635FSは、約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは、約18秒。　※5：［RoHS指令］電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会　　および閣僚理事会指令。   ●このカタログに掲載している商品の液晶画面はハメコミ合成、ICカードはイメージです。

［大型カラー画面&ななめパネル］
　使う人に合わせて、角度調整できる

［RoHS指令準拠※5の環境配慮］環境負荷の少ない設計を実現

［グリーン購入法適合］
　省資源・リサイクル設計で環境配慮
［国際エネルギースタープログラム］基準をクリア
　待機時（低電力モード時）の消費電力を低減

［エコマーク認定］環境負荷が少ない製品として認定

［IH定着］
　世界最速※3ウォームアップタイム・約15秒※4を実現

［ICカード認証※1］
　ICカードで利用者を制限できる

［高いセキュリティレベルを実現］
　データセキュリティーキット※1は
　ISO/IEC 15408認証取得
［おまかせe文書※1］
　情報共有・管理が簡単にできる文書管理ソフト
［ファクス誤送信防止※2］
　誤送信を防ぐ直接ダイヤル再入力機能

世界最速※3

1 2

C2635/C2626/C2121

ワーキオ

WORKiOのスキャナー機能を使って
紙文書を簡単に電子化。専用ビュー
アーで閲覧や検索ができます。電子
化した文書へのタイムスタンプ※2や
電子署名※2の付与をサポートし、
改ざんを抑止します。また、OCR
処理により全文検索ができるデータ
での保存も可能。キーワードによる
検索がさらに簡単になります。

情報共有・管理が簡単にできる
文書管理ソフト「おまかせe文書※1」

文書管理ソフト「おまかせe文書」はオプ
ションです。DP-C2635FS以外は、ネット
ワークスキャナー/Eメールユニット等が
必要です。機種によって必要なオプション
は異なります。詳細については担当セー
ルスにおたずねください。
タイムスタンプや電子署名の付与には、
別途、各認定業者との契約が必要となります。

※1

※2

おまかせe文書
（サーバー）

［タイムスタンプ］

［電子署名］おまかせe文書
（クライアントPC）

タイムスタンプ局

認証局

インター
ネット
インター
ネット

SSL通信
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ICカードあり

ICカードなし

利用不可

利用可能

認証

コピー

プリント

スキャン

ファクス

3

I Cカード認証など、
これからのビジネスに欠かせない、
セキュリティ機能をもっと簡単に。

◆プリント内容をまとめて出力　メールボックス機能※
WORKiO本体のメール
ボックスに、プリント内容
を保存。プリントしたい時
に、本体ディスプレイか
らの操作でまとめて出力
できるため、他の人の書
類に紛れたり、取り忘れ
を防ぐことができます。
※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
　DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディス
　クユニットが必要です。

不正利用を防止するセキュリティ

◆カードをかざすだけで簡単に認証「ICカード認証※」
ICカードによる個人認証により、簡単に機器の利用者
を制限し、なりすましや不正利用を防止できます。プリ
ント指示したデータも、個人認証後に出力するため、
置き忘れや持ち去りを防ぎます。さらに、コピーとプリ
ントの出力枚数（カラー／モノクロ）の上限を設定すれ
ば、出力枚数を抑えることができます。
※ICカード認証はオプションのICカードリーダーなどが必要です。

コピー・プリント・スキャンのセキュリティ対応

待機時※の消費電力を削減

定着ユニットの温度を瞬時に上げることができるIH
定着により、待機時※に、定着ユニットを加熱しておく
必要がなくなり、消費電力を低く抑えることに成功
しました。　※低電力モード時。

ファーストコピータイム

タンデム4連ドラム方式の採用でカラー10.3秒※1、
モノクロ6.2秒※2のスピーディなファーストコピータイム
を実現。スピーディなウォームアップタイムとともに
トータルプリント時間を短縮します。
※1　DP-C2121Fは、12秒。
※2　DP-C2626F/DP-C2626は、7.3秒。DP-C2121Fは、9.2秒。

◆部門コードによる簡易認証
最大8桁の暗証番号（部門コード）を入力しないと
コピーなどの機能が使えないので、簡易的に利用者
を制限できます（最大1000部門）。さらに、課金管理
ソフト（オプション）と合わせた運用で、利用状況の
把握ができ、セキュリティの確保とともにトータル
コストの削減に貢献します。

ネットワークセキュリティへの対応
あらかじめアクセス可能なIPアドレスを設定することにより、
外部からの不正アクセスを防止することができます。また、
メールサーバーへの送受信時に、ユーザー認証を行うことに
より、セキュリティを確保することができます。

◆直接ダイヤル再入力機能※
直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を
防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、
一致した場合のみ送信が可能です。

◆直接ダイヤル制限機能※
直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する
設定ができます。あらかじめ登録されたアドレス帳からのみ
送信が可能です。
※「直接ダイヤル再入力機能」と「直接ダイヤル制限機能」は、カスタマーエンジニア
による設定となります。

◆宛先確認送信
アドレス帳を使って送信する場合に、指定した宛先を再度確認
しないと送信できない設定が可能。誤送信を未然に防ぐこと
ができます。 （出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。）
●ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス
　機能（オプション）を装着することにより、お使い頂けます。

世界最速※1ウォームアップタイム・約15秒※2

電源を入れてからコピーが使えるようになるまで、
わずか15秒※2。パナソニック独自のIH定着方式により、
定着ユニットの温度を瞬時に上げることができ、
ウォームアップタイムを大幅に短縮しました。
※1　

※2

グリーン購入法

省資源・リサイクル設計などの環境配慮によりグリーン
購入法に適合。

RoHS指令準拠※

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板、重金属
フリートナーの採用など、環境負荷の少ない設計を実現し
ています。

エコマーク

「生産」から「廃棄」まで製品ライフサイクル全
体を通して、環境負荷が少ない製品として認定。

国際エネルギースタープログラム

待機時消費電力※を抑える省エネ設計で、「国際エネルギー
スタープログラム」基準をクリア。 　※低電力モード時
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すぐに使えるI H瞬間立ち上げが
さらに進化して、高い作業効率を実現。

●DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fも、
　スリープモードからコピーが使えるようになるまでの時間は約15秒。

■ウォームアップタイム比較

45秒

15秒 3
1従来の

  ヒートローラー定着方式
（当社従来方式）（DP-C450）

  IH定着方式
（DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121F）

その後は、定着ユニット
の加熱不要で省エネを実現

プリント時
のみ加熱

IH定着で
すばやい
立ち上がり

素材・設計から
配慮した環境負荷軽減

●ビス、鋼板の六価クロムフリー化　●基板接合はんだの鉛フリーはんだ化
100 ％●カラー重合トナー採用による環境負荷低減　●ハーネス、電源コードの
鉛、カドミウムフリー素材使用　●筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用
※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州
　　　　　　  議会および閣僚理事会指令

グリーン購入法
適合商品

定着部は電磁調理器などで使われている「IH定着」
方式。しかも厚さ0.28mmの定着ベルトを使い、瞬間
的な発熱を可能にする独自の2軸IHベルト定着方式を
採用。さらに、加熱ローラーには一定以上の温度上昇を
抑える「整磁合金」を業界で初めて採用。異なる用紙
サイズの連続印刷時にも、加熱ローラーの通紙しない
部分の温度の過上昇を抑えることができるため、加熱
ローラーを適正温度に下げる工程が不要となり、高速化
を実現しました。
IH：Induction Heating（電磁誘導加熱）
※1　2006年10月16日現在。電子写真方式の複合機として。（当社調べ）
※2　ある一定以上の温度になると磁性がなくなる特性を持つ特殊合金。

パナソニック独自のI H定着
＜業界初※1の整磁合金※2採用＞

●このページのICカードはイメージです。

2007年6月1日現在。電子写真方式のA3以上のカラー複写機、
または複合機として。（当社調べ）
電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C2635/DP-
C2626/DP-C2121Fでハードディスクなどのオプション未装着時。
DP-C2635FSは約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは約18秒。

断面図

ハガ
キ

A5サ
イズ

定着ベルト
定着ローラー

整磁合金
加熱ローラー

遮へい板（銅板）

IHコイル

温度上昇を
抑える

加圧ローラー

B5サ
イズ

IHコイル

遮へい板（銅板）

整磁合金
加熱ローラー

定着ベルト

逆磁束 用紙幅

温度上昇を抑える

発生磁束

［ISO/IEC 15408認証取得］
ハードディスクドライブロック機能※1などをもつ
データセキュリティーキット※2は、セキュリティ
評価の国際標準ISO/IEC15408（EAL2）を取得しました。
●本製品(または本システム)が取得した情報セキュリティに係る認証は、評価に
用いた評価対象（Target of Evaluation）が所定の評価基準及び評価方法に
基づく評価の結果、セキュリティ保証要件に適合していることを示すものです。
認証はデータセキュリティーキットDA-SC02（V1.00）で取得しています。

※1 ハードディスクへのパスワード設定により、外部アクセスからハードディスク
を守る機能。　※2 オプション。

誤送信や情報漏えいを防ぐファクスのセキュリティ対応

0123456789

0123456789

1回目の入力時画面

0123456789

0123456789

もう1度2回目を入力

送
信
で
き
ま
す

エコマーク認定番号
第06117073号

◆データ残存の不安を解消する　ハードディスクデータ消去機能
コピー、プリント、スキャン※1時のハードディスク※2内の
残存データを、ゼロデータや乱数の上書きにより消去。また、
本体廃棄の際にはハードディスク内のデータを一括消去
することも可能。重要データの情報漏えいを防止します。
※1：DP-C2635FSには標準装備。その他のモデルはオプション。  
※2：DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
　   DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプション。

日常的に
ゼロデータまたは
乱数を複数回上書き

廃棄時に 画像データを
すべて消去

画像データを
上書き消去

データ一括消去

◆パスワード入力で機密文書を出力
　セキュリティボックス機能※
他の人に見られたくない重要文書などのプリント内容
は、WORKiO本体のセキュリティボックスに一時保管。
パスワードを入力してはじめてプリントアウトできるの
で、安心して出力できます。
※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
　DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディス
　クユニットが必要です。

パスワード入力

パスワード
合致

宮崎

島村

市川
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I Cカード認証など、
これからのビジネスに欠かせない、
セキュリティ機能をもっと簡単に。

◆プリント内容をまとめて出力　メールボックス機能※
WORKiO本体のメール
ボックスに、プリント内容
を保存。プリントしたい時
に、本体ディスプレイか
らの操作でまとめて出力
できるため、他の人の書
類に紛れたり、取り忘れ
を防ぐことができます。
※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
　DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディス
　クユニットが必要です。

不正利用を防止するセキュリティ

◆カードをかざすだけで簡単に認証「ICカード認証※」
ICカードによる個人認証により、簡単に機器の利用者
を制限し、なりすましや不正利用を防止できます。プリ
ント指示したデータも、個人認証後に出力するため、
置き忘れや持ち去りを防ぎます。さらに、コピーとプリ
ントの出力枚数（カラー／モノクロ）の上限を設定すれ
ば、出力枚数を抑えることができます。
※ICカード認証はオプションのICカードリーダーなどが必要です。

コピー・プリント・スキャンのセキュリティ対応

待機時※の消費電力を削減

定着ユニットの温度を瞬時に上げることができるIH
定着により、待機時※に、定着ユニットを加熱しておく
必要がなくなり、消費電力を低く抑えることに成功
しました。　※低電力モード時。

ファーストコピータイム

タンデム4連ドラム方式の採用でカラー10.3秒※1、
モノクロ6.2秒※2のスピーディなファーストコピータイム
を実現。スピーディなウォームアップタイムとともに
トータルプリント時間を短縮します。
※1　DP-C2121Fは、12秒。
※2　DP-C2626F/DP-C2626は、7.3秒。DP-C2121Fは、9.2秒。

◆部門コードによる簡易認証
最大8桁の暗証番号（部門コード）を入力しないと
コピーなどの機能が使えないので、簡易的に利用者
を制限できます（最大1000部門）。さらに、課金管理
ソフト（オプション）と合わせた運用で、利用状況の
把握ができ、セキュリティの確保とともにトータル
コストの削減に貢献します。

ネットワークセキュリティへの対応
あらかじめアクセス可能なIPアドレスを設定することにより、
外部からの不正アクセスを防止することができます。また、
メールサーバーへの送受信時に、ユーザー認証を行うことに
より、セキュリティを確保することができます。

◆直接ダイヤル再入力機能※
直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を
防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、
一致した場合のみ送信が可能です。

◆直接ダイヤル制限機能※
直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する
設定ができます。あらかじめ登録されたアドレス帳からのみ
送信が可能です。
※「直接ダイヤル再入力機能」と「直接ダイヤル制限機能」は、カスタマーエンジニア
による設定となります。

◆宛先確認送信
アドレス帳を使って送信する場合に、指定した宛先を再度確認
しないと送信できない設定が可能。誤送信を未然に防ぐこと
ができます。 （出荷時はOFF。お客様の設定により、機能させることができます。）
●ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス
　機能（オプション）を装着することにより、お使い頂けます。

世界最速※1ウォームアップタイム・約15秒※2

電源を入れてからコピーが使えるようになるまで、
わずか15秒※2。パナソニック独自のIH定着方式により、
定着ユニットの温度を瞬時に上げることができ、
ウォームアップタイムを大幅に短縮しました。
※1　

※2

グリーン購入法

省資源・リサイクル設計などの環境配慮によりグリーン
購入法に適合。

RoHS指令準拠※

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板、重金属
フリートナーの採用など、環境負荷の少ない設計を実現し
ています。

エコマーク

「生産」から「廃棄」まで製品ライフサイクル全
体を通して、環境負荷が少ない製品として認定。

国際エネルギースタープログラム

待機時消費電力※を抑える省エネ設計で、「国際エネルギー
スタープログラム」基準をクリア。 　※低電力モード時
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すぐに使えるI H瞬間立ち上げが
さらに進化して、高い作業効率を実現。

●DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fも、
　スリープモードからコピーが使えるようになるまでの時間は約15秒。

■ウォームアップタイム比較

45秒

15秒 3
1従来の

  ヒートローラー定着方式
（当社従来方式）（DP-C450）

  IH定着方式
（DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121F）

その後は、定着ユニット
の加熱不要で省エネを実現

プリント時
のみ加熱

IH定着で
すばやい
立ち上がり

素材・設計から
配慮した環境負荷軽減

●ビス、鋼板の六価クロムフリー化　●基板接合はんだの鉛フリーはんだ化
100 ％●カラー重合トナー採用による環境負荷低減　●ハーネス、電源コードの
鉛、カドミウムフリー素材使用　●筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用
※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州
　　　　　　  議会および閣僚理事会指令

グリーン購入法
適合商品

定着部は電磁調理器などで使われている「IH定着」
方式。しかも厚さ0.28mmの定着ベルトを使い、瞬間
的な発熱を可能にする独自の2軸IHベルト定着方式を
採用。さらに、加熱ローラーには一定以上の温度上昇を
抑える「整磁合金」を業界で初めて採用。異なる用紙
サイズの連続印刷時にも、加熱ローラーの通紙しない
部分の温度の過上昇を抑えることができるため、加熱
ローラーを適正温度に下げる工程が不要となり、高速化
を実現しました。
IH：Induction Heating（電磁誘導加熱）
※1　2006年10月16日現在。電子写真方式の複合機として。（当社調べ）
※2　ある一定以上の温度になると磁性がなくなる特性を持つ特殊合金。

パナソニック独自のI H定着
＜業界初※1の整磁合金※2採用＞

●このページのICカードはイメージです。

2007年6月1日現在。電子写真方式のA3以上のカラー複写機、
または複合機として。（当社調べ）
電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。DP-C2635/DP-
C2626/DP-C2121Fでハードディスクなどのオプション未装着時。
DP-C2635FSは約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは約18秒。

断面図

ハガ
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定着ベルト
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整磁合金
加熱ローラー
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温度上昇を
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加圧ローラー

B5サ
イズ

IHコイル

遮へい板（銅板）

整磁合金
加熱ローラー

定着ベルト

逆磁束 用紙幅

温度上昇を抑える

発生磁束

［ISO/IEC 15408認証取得］
ハードディスクドライブロック機能※1などをもつ
データセキュリティーキット※2は、セキュリティ
評価の国際標準ISO/IEC15408（EAL2）を取得しました。
●本製品(または本システム)が取得した情報セキュリティに係る認証は、評価に
用いた評価対象（Target of Evaluation）が所定の評価基準及び評価方法に
基づく評価の結果、セキュリティ保証要件に適合していることを示すものです。
認証はデータセキュリティーキットDA-SC02（V1.00）で取得しています。

※1 ハードディスクへのパスワード設定により、外部アクセスからハードディスク
を守る機能。　※2 オプション。

誤送信や情報漏えいを防ぐファクスのセキュリティ対応

0123456789

0123456789

1回目の入力時画面

0123456789

0123456789

もう1度2回目を入力

送
信
で
き
ま
す

エコマーク認定番号
第06117073号

◆データ残存の不安を解消する　ハードディスクデータ消去機能
コピー、プリント、スキャン※1時のハードディスク※2内の
残存データを、ゼロデータや乱数の上書きにより消去。また、
本体廃棄の際にはハードディスク内のデータを一括消去
することも可能。重要データの情報漏えいを防止します。
※1：DP-C2635FSには標準装備。その他のモデルはオプション。  
※2：DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
　   DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプション。

日常的に
ゼロデータまたは
乱数を複数回上書き

廃棄時に 画像データを
すべて消去

画像データを
上書き消去

データ一括消去

◆パスワード入力で機密文書を出力
　セキュリティボックス機能※
他の人に見られたくない重要文書などのプリント内容
は、WORKiO本体のセキュリティボックスに一時保管。
パスワードを入力してはじめてプリントアウトできるの
で、安心して出力できます。
※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fに標準装備。
　DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディス
　クユニットが必要です。

パスワード入力

パスワード
合致

宮崎

島村

市川



ユニバーサルデザインUNIVERSAL DESIGN

5

音声・文字でわかりやすく
初めての人でも使いやすい操作パネル

角度調節できる「ななめパネル」

設置場所や使う人、環境に
合わせて角度が変えられる
可動式操作パネル。使う人の
目線に合わせて、操作パネルの
角度を変える※ことができます。
室内照明の映り込みや外光の
反射、身長差による見えにくさ
を解消し、座ったままでの操作
も可能になります。
※4段階（傾斜角度：15度、30度、45度、60度）に調節可能。

音声ガイド・文字ガイドによる操作案内

コピーやファクスの操作手順を音声ガイドと文字ガイド
で案内します※。コピーの操作方法や相手ファクス番号
の読み上げ、送信操作の完了確認
まで、しっかりとサポート。初めて
の人でも操作に迷うことなく、
簡単に使うことができます。
※対応機種 DP-C2635FS/DP-C2635F。

画面のカスタマイズで操作ミスを防止

よく使う機能を登録しておくと、操作手順が簡単になり、
定型業務の省力化と操作ミスの防止になります。

SDメモリーカードやPCカードにデータを保存

スキャン※1したデータを
そのままS Dメモリー
カード※2やPCカードに
保存できます。急ぎの
データの持ち運びにも
便利です。
※1  DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのネットワークスキャナー／

Eメールユニットが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121F
は、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニット、ハード
ディスクユニット、メインメモリーが必要です。

※2　使用可能なメモリーカードは、1GBまでです。
※3　miniSDアダプターへの装着が必要。
※4　Type  、16ビットバスタイプ、3.3V対応品。 ユニバーサルデザイン発想の使いやすさ

◆フロント設計
用紙補給やトナー補給などが
前面で行えるフロント設計で、
メンテナンスが簡単、スピーディ
に行えます。

ビジネス文書もパソコンなしで出力※

WordやPowerPoint の文書もSDメモリーカードや
PCカードからパソコンなしでプリントアウトすることが
できます。他の部署での急ぎの出力に便利です。
※Word、PowerPoint 、PDF。
Word、PowerPo int のプリントには、同一ネットワーク上のパソコン
（サーバー）に、付属ソフトウェアおよび文書に対応するアプリケーション
のインストールが必要です。PDFのプリントには、付属ソフトウェアおよび
Adobe Reader のインストール、またはオプションのプリンターコントロー
ラーユニット、SDメモリーカード（64MB～1GB）［DP-C2635/C2626/C2121F
は、メインメモリー、ハードディスクユニットも必要］が必要です。

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮影した画像
データ※もSDメモリーカードを差し込むだけで、その場
でプリント。カメラもパソコンも使わない、手軽で
スムーズなプリントアウトが実現できます。　
※JPEG、TIFF（TIFFはモノクロのみ）

●プリント時の自動コントラスト補正
SDメモリーカードやPC
カードからのダイレクト
プリント時には、逆光など
で暗く写った写真なども
コントラストを自動補正※

し、自然な仕上がりでプリ
ントすることができます。
※500万画素以下のJPEG（Ex i f）
　のみ対応

分かりやすい画面表示

両面コピーやNイン1
コピーの設定も分かり
やすい表示で簡単に
選択できます。また、
エラー解除などの難しい
操作も、アニメーション
表示により、理解しやすく
なりました。

より使いやすくなったADF

ADF（自動原稿送り装置）
を開けやすいよう、大きな
取っ手部を採用。しっかり
持ち上げることができます。
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使いやすさ充実
SDメモリーカードからダイレクトに
プリントやメール送信

◆デバイスモニター
デバイスモニターにより、オプション機器構成を一覧
表示し、機器の詳細情報
も確認できます。また、
トナーボトル交換、用紙
補給などをお知らせし、
用紙切れなどを未然に
防ぐことができます。

◆コピー機能のカスタマイズ（ジョブメモリー）
よく使うコピー機能を登録しておくと、簡単な操作で必要
な設定が呼び出せるため、定型業務の省力化や操作ミス
の防止が図れます。
例） 伝票のコピーを毎日とる場合（2枚を1枚にして、両面で、文字がくっきり 
見やすく）

◆通信機能のカスタマイズ（プログラムダイヤル）
よく使う機能や複数のEメールアドレスの宛先なども、
登録しておくと簡単に呼び出せるため送信間違いの防止
になります。

◆画面表示のカスタマイズ（コピー機能カスタマイズ）
よく使うコピー機能ボタンだけを表示させて画面をすっ
きりと見やすくすることができます。
▼通常の画面 ▼カスタマイズ後の画面

ジ
ョ
ブ
登
録
前

ジ
ョ
ブ
登
録
後

原稿
セット

原稿
セット

コピー
スタート

メモリー
ボタン
選択

■操作案内例

簡単モードを選択

2イン1
設定

両面
コピー
設定

コント
ラスト
調整

裏写り
防止

コピー
スタート

コピー設定

見やすい大型カラー液晶パネル

操作パネルには、見や
すく使いやすい7.8イ
ンチの大型カラー液晶
タッチパネル（VGAフ
ルサイズ）を採用。見や
すさ、使いやすさが格
段に向上しました。

原稿はステープルやク
リップをはずして、コピー
する面を表向きにセッ
トしてください。

音声
ガイド

文字
ガイド

サムネイル表示 [ JPEG（Exif）のみ対応 ]

SDメモリー
カード

miniSD
カード※3

PC CARD

PCカード※4

●写真はイメージです。

調整前 調整後

IPv6対応※1のデジタル複合機

DP-C2635/DP-C2626
/DP-C2121
（Logo ID:01-000353）

IPv6 Ready Logo

IPv6に関しての詳しい情報はこちらへ　　Panasonic.biz/ipv6

※1　世界共通の次世代インターネットプロトコル。　※2　グローバルなIPv6普及
促進団体であるＩPv6 Forumが中心となり設立した団体「ＩPv6 Ready Logo 
Committee」が発行するロゴマーク。　※3　インターネット上で必ず一意に特定でき
るよう、ユーザーごとに重なり合わないように世界的に割り振られるIPアドレス。

DP-C2635/DP-C2626/DP-
C2121はデジタル複合機として
IPv6 Ready Logo※2を取得。
世界共通の次世代インターネット
プロトコルIPｖ6に対応すること
により、「潤沢なグローバルアド
レス※3」を使うことができます。
IPｖ4/IPv6デュアルスタック対応
により、現在はIP v4で使用し、
将来はIPv6に移行するなどネット
ワーク環境の変化への対応が
可能です。

デジタルカメラで撮影した写真を
ダイレクトにプリント

SDメモリーカード、PCカードのデータ※1を
本体パネル操作でEメール送信※2

SDメモリーカード、PCカードなどに保存されているデータ
※1を、パソコンを使わずに本体パネルの操作でEメールの
添付ファイルとして送信できます。
※1　JPEG、TIFF、PDF。その他Word、PowerPoint で作成したデータ。
※2　DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのネットワークスキャナー／

Eメールユニットが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121F
は、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニット、ハード
ディスクユニット、メインメモリーが必要です。　
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※4段階（傾斜角度：15度、30度、45度、60度）に調節可能。

音声ガイド・文字ガイドによる操作案内

コピーやファクスの操作手順を音声ガイドと文字ガイド
で案内します※。コピーの操作方法や相手ファクス番号
の読み上げ、送信操作の完了確認
まで、しっかりとサポート。初めて
の人でも操作に迷うことなく、
簡単に使うことができます。
※対応機種 DP-C2635FS/DP-C2635F。

画面のカスタマイズで操作ミスを防止

よく使う機能を登録しておくと、操作手順が簡単になり、
定型業務の省力化と操作ミスの防止になります。

SDメモリーカードやPCカードにデータを保存

スキャン※1したデータを
そのままS Dメモリー
カード※2やPCカードに
保存できます。急ぎの
データの持ち運びにも
便利です。
※1  DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのネットワークスキャナー／

Eメールユニットが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121F
は、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニット、ハード
ディスクユニット、メインメモリーが必要です。

※2　使用可能なメモリーカードは、1GBまでです。
※3　miniSDアダプターへの装着が必要。
※4　Type  、16ビットバスタイプ、3.3V対応品。 ユニバーサルデザイン発想の使いやすさ

◆フロント設計
用紙補給やトナー補給などが
前面で行えるフロント設計で、
メンテナンスが簡単、スピーディ
に行えます。

ビジネス文書もパソコンなしで出力※

WordやPowerPoint の文書もSDメモリーカードや
PCカードからパソコンなしでプリントアウトすることが
できます。他の部署での急ぎの出力に便利です。
※Word、PowerPoint 、PDF。
Word、PowerPo int のプリントには、同一ネットワーク上のパソコン
（サーバー）に、付属ソフトウェアおよび文書に対応するアプリケーション
のインストールが必要です。PDFのプリントには、付属ソフトウェアおよび
Adobe Reader のインストール、またはオプションのプリンターコントロー
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は、メインメモリー、ハードディスクユニットも必要］が必要です。

デジタルカメラやカメラ付き携帯電話で撮影した画像
データ※もSDメモリーカードを差し込むだけで、その場
でプリント。カメラもパソコンも使わない、手軽で
スムーズなプリントアウトが実現できます。　
※JPEG、TIFF（TIFFはモノクロのみ）

●プリント時の自動コントラスト補正
SDメモリーカードやPC
カードからのダイレクト
プリント時には、逆光など
で暗く写った写真なども
コントラストを自動補正※

し、自然な仕上がりでプリ
ントすることができます。
※500万画素以下のJPEG（Ex i f）
　のみ対応

分かりやすい画面表示

両面コピーやNイン1
コピーの設定も分かり
やすい表示で簡単に
選択できます。また、
エラー解除などの難しい
操作も、アニメーション
表示により、理解しやすく
なりました。

より使いやすくなったADF

ADF（自動原稿送り装置）
を開けやすいよう、大きな
取っ手部を採用。しっかり
持ち上げることができます。
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使いやすさ充実
SDメモリーカードからダイレクトに
プリントやメール送信

◆デバイスモニター
デバイスモニターにより、オプション機器構成を一覧
表示し、機器の詳細情報
も確認できます。また、
トナーボトル交換、用紙
補給などをお知らせし、
用紙切れなどを未然に
防ぐことができます。

◆コピー機能のカスタマイズ（ジョブメモリー）
よく使うコピー機能を登録しておくと、簡単な操作で必要
な設定が呼び出せるため、定型業務の省力化や操作ミス
の防止が図れます。
例） 伝票のコピーを毎日とる場合（2枚を1枚にして、両面で、文字がくっきり 
見やすく）

◆通信機能のカスタマイズ（プログラムダイヤル）
よく使う機能や複数のEメールアドレスの宛先なども、
登録しておくと簡単に呼び出せるため送信間違いの防止
になります。

◆画面表示のカスタマイズ（コピー機能カスタマイズ）
よく使うコピー機能ボタンだけを表示させて画面をすっ
きりと見やすくすることができます。
▼通常の画面 ▼カスタマイズ後の画面
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見やすい大型カラー液晶パネル

操作パネルには、見や
すく使いやすい7.8イ
ンチの大型カラー液晶
タッチパネル（VGAフ
ルサイズ）を採用。見や
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/DP-C2121
（Logo ID:01-000353）

IPv6 Ready Logo

IPv6に関しての詳しい情報はこちらへ　　Panasonic.biz/ipv6

※1　世界共通の次世代インターネットプロトコル。　※2　グローバルなIPv6普及
促進団体であるＩPv6 Forumが中心となり設立した団体「ＩPv6 Ready Logo 
Committee」が発行するロゴマーク。　※3　インターネット上で必ず一意に特定でき
るよう、ユーザーごとに重なり合わないように世界的に割り振られるIPアドレス。

DP-C2635/DP-C2626/DP-
C2121はデジタル複合機として
IPv6 Ready Logo※2を取得。
世界共通の次世代インターネット
プロトコルIPｖ6に対応すること
により、「潤沢なグローバルアド
レス※3」を使うことができます。
IPｖ4/IPv6デュアルスタック対応
により、現在はIP v4で使用し、
将来はIPv6に移行するなどネット
ワーク環境の変化への対応が
可能です。

デジタルカメラで撮影した写真を
ダイレクトにプリント

SDメモリーカード、PCカードのデータ※1を
本体パネル操作でEメール送信※2

SDメモリーカード、PCカードなどに保存されているデータ
※1を、パソコンを使わずに本体パネルの操作でEメールの
添付ファイルとして送信できます。
※1　JPEG、TIFF、PDF。その他Word、PowerPoint で作成したデータ。
※2　DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのネットワークスキャナー／

Eメールユニットが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121F
は、オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニット、ハード
ディスクユニット、メインメモリーが必要です。　
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使いやすさでドキュメントの

ワークフローが変わる

Nイン1コピー＆プリント機能

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーまたは、プリ
ントアウトが可能。両面コピー（プリント）と組み合わせ
れば、さらに用紙を節約できます。

選べるコピーモード

◆フルカラー / 2色カラー / 単色カラー / 白黒 
フルカラーコピーはもちろん、黒色+1色でコピーする2色
カラー、1色でコピーする単色カラー・白黒コピーが選択
できます。

◆文字 / 文字・写真 / 写真モード 
文字原稿、写真原稿など、原稿のタイプに合わせた適切
な画質を選んでコピーできます。

◆地図 / トレーシングペーパー / 新聞モード
地図や紙の厚さが薄い原稿、新聞（背景が白以外の原稿）
を画質設定によりきれいに、読みやすくコピーできます。

多彩なコピー機能

◆ ダブルスカイショットコピー
両面の原稿を片面ずつ読み取っても、まとめて1枚の用紙
にコピーできます。表裏のある名刺や会員カードなどを
1枚にコピーできますので、用紙を節約できます。
※原稿サイズは、A4サイズまで対応。

◆ 仕上げ 
フィニッシャー（オプション）の装着で、ソートやステープル、
パンチ、中綴じなどのさまざまな製本加工ができます。
マニュアル、会議資料などの作成が簡単に行えます。
※パンチ加工するには、オプションのサドルフィニッシャーにパンチユニット
　が必要です。中綴じ加工するには、1ビンサドルフィニッシャーが必要です。

カラーもモノクロも自動両面コピー機能と両面プリント
機能を標準装備。用紙が1/2に節約でき、資料作成が
効率的に行えます。

カラー重合トナー採用で、くっきりきれい

より小さい均一の粒子をもつカラー重合トナーを採用。
写真の中間色の荒さを抑え、スムーズな画像を実現。
さらに、重合トナーにより、低温度での定着が可能になり、
省エネにも貢献しています。
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SDメモリー
カード

PDMS保存

ハードディスク保存

◆ ブックレット印刷
複数枚のページ原稿を中綴じ製本のページ順で、両面
印刷することができます。　
※中綴じ加工をするには、オプションの1ビンサドルフィニッシャーが必要です。

●コピー：2・4・8枚を片面1枚に　●プリント：2・4・6・8・9・16枚を片面1枚に

コ ピ ー 機 能

1200dpi※高画質プリント

カラー1200×1200dpiの高画質出力で、鮮明なドキュ
メント作成を実現します。
※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモ
リーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションの
メインメモリーおよびページメモリーが必要です。

終了通知

コピーやプリント出力が終了すると、ネットワークに接続
されたパソコンに自動で知らせる終了通知機能。他の
作業に集中でき、業務の効率化が図れます。

ダイレクトプリンティングシステム

JPEG、TIFF、PDFファイルのアプリケーションを立ち
上げることなくダイレクトにプリントできます。
（ダイレクトプリンティングシステムのインストールが必要）

仕上がりイメージ確認

プリント時にパソコン画面
で、ソート、ステープル※など
の仕上がりイメージが確認
できます。
※オプションのフィニッシャーが
　必要です。

ネットワークプリント

社内の共有カラープリンターとして活用できるLAN標準
対応のネットワークプリンター機能を搭載。さらに、無線
LANへの対応※で機器のワイヤレス化も可能。LAN
配線が不要で、レイアウトフリーなオフィスを実現します。
また、インターネット経由で遠隔地のプリンターに出力
させることができるI P P（ I n t e r n e t  P r i n t i n g  
Protocol）への対応も可能です。
※無線LAN対応機器が必要です。

プ リ ン タ ー 機 能

高速ネットワークスキャナー

◆ プッシュ型スキャン（PC保存）
スキャンデータをワンタッチでネットワーク内にある
パソコンに、送信できます。送信先のパソコンの登録は、
パソコン側でネットワークスキャナーの設定をする際に
名称を入力するだけで、自動的にWORKiO本体に登録
されます。また、スキャン
データをWORKiO本体の
ハードディスクに保存でき
ます。保存したスキャン
データはパソコンへダウン
ロードすることができます。

PDMS（Panasonic Document Management System）

パソコンとの連携で、WORKiO本体や文書を簡単に管理
できるソフトウェア。文書の分類・管理の他、読み込んだ
データと電子文書を手軽に編集できます。またWORKiO
本体の機器状況確認およびファクス番号登録や発信元
など各種設定もできます。

ドキュメントをスムーズに送信できる高圧縮PDF

高圧縮PDF技術により、PDFのファ
イルサイズを大幅に圧縮できます。
通常、WORKiOで作成する300dpi
標準PDFに比べ、ファイルサイズが
約1/10に。カラードキュメントの
スキャンと送信をスムーズにします。

カ ラ ー ス キ ャ ナ ー 機 能

［推奨オプション］
WORKiOを手軽に
ワイヤレス化する
無線LAN対応機器。
※詳しくは、担当セールスに
　お尋ねください。

親機：BB-HGW502
（カメラコントロールユニット）

子機：BB-HGA102
（無線LANアダプター）

▲

▲

※対応ファイルタイプ／
JPEG、TIFF（モノクロ
のみ）、PDF（オプショ
ンのプリンターコント
ローラ-ユニットが必要
です。）

◆ スキャンしてEメール送信
スキャンした文書をEメールの添付書類としてカラーで
送信。インターネットの活用で、情報共有がスムーズに
行えます。
※スキャナー機能はFSモデルに標準搭載。DP-C2635F/DP-C2626Fは、
オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニットが必要です。
DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのネットワークスキャ
ナー／Eメールユニット、ハードディスクユニット、メインメモリーが必要です。

ステープルソート パンチ サドルステッチ（中綴じ）

〈8イン1プリント〉

16ページの
原稿をプリント
する場合
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両面印字

■フルカラーコピー ■2色カラーコピー ■単色カラーコピー ■白黒コピー

ドキュメントが変わる
高画質

WORKiO 9000は、ファクシミリ
でありながらネットワークに標準
対応し、デジタル複合機と同等の
機能を搭載。FAX、プリンター、
コピー機能はもちろん、カラース
キャナー機能を搭載することで、
ドキュメントをカラーのまま簡単
にデータ化できます。

■IPネットワークへの標準対応
■コンパクトサイズ
■カラー文書をデータ化
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●セキュリティ重視の割合

●セキュリティへの期待

ＩＰネットワークの活用で、
新しいメリットを実現。

UD発想の使いやすさ

信頼の
セキュリティ

■ウォームアップタイム比較

45秒
15秒

3
1従来の

当社従来機
　　　（DP-CF78）

DP-C2635
DP-C2626

その後は、定着ユニット
の加熱不要で省エネを実現

プリント時
のみ加熱

IH定着で
すばやい
立ち上がり

すぐに使えるI H 瞬間立ち上げがさらに
進化して、高い作業効率を実現。

世界最速ウォームアップタイム・約15秒

高圧縮
1/10

さらに両面なら
表裏1枚に出力

自動両面コピー＆プリント機能

試しコピー

大量コピーの前に1部だけ出力ができ、コピー内容、
ソート、ステープル※位置などを確認できます。確認後は、
そのまま続けて残り部数をコピーでき、設定ミスによる
用紙のムダが省けます。
※オプションのフィニッシャーが必要です。

トラブル発生時に自動でサービスコール
〈チェック＆コール機能※〉
プリンター部のトラブル内容を自己診断し、サービスセン
ターへ自動コール。また、トナーなどの消耗品がなくなる
前にも自動的にサービスコールを行います。

カウンター値情報のリモート検針※

サービスセンター側からお客様の機器にアクセスして、
機器のカウンター値情報を確認する機能です。
※お客様のご希望により行っています。詳しくは、担当セールスにおたずねください。



B 基本機能

ASIC&NETWORK

7

使いやすさでドキュメントの

ワークフローが変わる

Nイン1コピー＆プリント機能

複数枚の原稿を1枚の用紙にまとめてコピーまたは、プリ
ントアウトが可能。両面コピー（プリント）と組み合わせ
れば、さらに用紙を節約できます。

選べるコピーモード

◆フルカラー / 2色カラー / 単色カラー / 白黒 
フルカラーコピーはもちろん、黒色+1色でコピーする2色
カラー、1色でコピーする単色カラー・白黒コピーが選択
できます。

◆文字 / 文字・写真 / 写真モード 
文字原稿、写真原稿など、原稿のタイプに合わせた適切
な画質を選んでコピーできます。

◆地図 / トレーシングペーパー / 新聞モード
地図や紙の厚さが薄い原稿、新聞（背景が白以外の原稿）
を画質設定によりきれいに、読みやすくコピーできます。

多彩なコピー機能

◆ ダブルスカイショットコピー
両面の原稿を片面ずつ読み取っても、まとめて1枚の用紙
にコピーできます。表裏のある名刺や会員カードなどを
1枚にコピーできますので、用紙を節約できます。
※原稿サイズは、A4サイズまで対応。

◆ 仕上げ 
フィニッシャー（オプション）の装着で、ソートやステープル、
パンチ、中綴じなどのさまざまな製本加工ができます。
マニュアル、会議資料などの作成が簡単に行えます。
※パンチ加工するには、オプションのサドルフィニッシャーにパンチユニット
　が必要です。中綴じ加工するには、1ビンサドルフィニッシャーが必要です。

カラーもモノクロも自動両面コピー機能と両面プリント
機能を標準装備。用紙が1/2に節約でき、資料作成が
効率的に行えます。

カラー重合トナー採用で、くっきりきれい

より小さい均一の粒子をもつカラー重合トナーを採用。
写真の中間色の荒さを抑え、スムーズな画像を実現。
さらに、重合トナーにより、低温度での定着が可能になり、
省エネにも貢献しています。

8

SDメモリー
カード

PDMS保存

ハードディスク保存

◆ ブックレット印刷
複数枚のページ原稿を中綴じ製本のページ順で、両面
印刷することができます。　
※中綴じ加工をするには、オプションの1ビンサドルフィニッシャーが必要です。

●コピー：2・4・8枚を片面1枚に　●プリント：2・4・6・8・9・16枚を片面1枚に

コ ピ ー 機 能

1200dpi※高画質プリント

カラー1200×1200dpiの高画質出力で、鮮明なドキュ
メント作成を実現します。
※DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモ
リーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションの
メインメモリーおよびページメモリーが必要です。

終了通知

コピーやプリント出力が終了すると、ネットワークに接続
されたパソコンに自動で知らせる終了通知機能。他の
作業に集中でき、業務の効率化が図れます。

ダイレクトプリンティングシステム

JPEG、TIFF、PDFファイルのアプリケーションを立ち
上げることなくダイレクトにプリントできます。
（ダイレクトプリンティングシステムのインストールが必要）

仕上がりイメージ確認

プリント時にパソコン画面
で、ソート、ステープル※など
の仕上がりイメージが確認
できます。
※オプションのフィニッシャーが
　必要です。

ネットワークプリント

社内の共有カラープリンターとして活用できるLAN標準
対応のネットワークプリンター機能を搭載。さらに、無線
LANへの対応※で機器のワイヤレス化も可能。LAN
配線が不要で、レイアウトフリーなオフィスを実現します。
また、インターネット経由で遠隔地のプリンターに出力
させることができるI P P（ I n t e r n e t  P r i n t i n g  
Protocol）への対応も可能です。
※無線LAN対応機器が必要です。

プ リ ン タ ー 機 能

高速ネットワークスキャナー

◆ プッシュ型スキャン（PC保存）
スキャンデータをワンタッチでネットワーク内にある
パソコンに、送信できます。送信先のパソコンの登録は、
パソコン側でネットワークスキャナーの設定をする際に
名称を入力するだけで、自動的にWORKiO本体に登録
されます。また、スキャン
データをWORKiO本体の
ハードディスクに保存でき
ます。保存したスキャン
データはパソコンへダウン
ロードすることができます。

PDMS（Panasonic Document Management System）

パソコンとの連携で、WORKiO本体や文書を簡単に管理
できるソフトウェア。文書の分類・管理の他、読み込んだ
データと電子文書を手軽に編集できます。またWORKiO
本体の機器状況確認およびファクス番号登録や発信元
など各種設定もできます。

ドキュメントをスムーズに送信できる高圧縮PDF

高圧縮PDF技術により、PDFのファ
イルサイズを大幅に圧縮できます。
通常、WORKiOで作成する300dpi
標準PDFに比べ、ファイルサイズが
約1/10に。カラードキュメントの
スキャンと送信をスムーズにします。

カ ラ ー ス キ ャ ナ ー 機 能

［推奨オプション］
WORKiOを手軽に
ワイヤレス化する
無線LAN対応機器。
※詳しくは、担当セールスに
　お尋ねください。

親機：BB-HGW502
（カメラコントロールユニット）

子機：BB-HGA102
（無線LANアダプター）

▲

▲

※対応ファイルタイプ／
JPEG、TIFF（モノクロ
のみ）、PDF（オプショ
ンのプリンターコント
ローラ-ユニットが必要
です。）

◆ スキャンしてEメール送信
スキャンした文書をEメールの添付書類としてカラーで
送信。インターネットの活用で、情報共有がスムーズに
行えます。
※スキャナー機能はFSモデルに標準搭載。DP-C2635F/DP-C2626Fは、
オプションのネットワークスキャナー／Eメールユニットが必要です。
DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションのネットワークスキャ
ナー／Eメールユニット、ハードディスクユニット、メインメモリーが必要です。

ステープルソート パンチ サドルステッチ（中綴じ）

〈8イン1プリント〉

16ページの
原稿をプリント
する場合
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両面印字

■フルカラーコピー ■2色カラーコピー ■単色カラーコピー ■白黒コピー

ドキュメントが変わる
高画質

WORKiO 9000は、ファクシミリ
でありながらネットワークに標準
対応し、デジタル複合機と同等の
機能を搭載。FAX、プリンター、
コピー機能はもちろん、カラース
キャナー機能を搭載することで、
ドキュメントをカラーのまま簡単
にデータ化できます。

■IPネットワークへの標準対応
■コンパクトサイズ
■カラー文書をデータ化
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●セキュリティ重視の割合

●セキュリティへの期待

ＩＰネットワークの活用で、
新しいメリットを実現。

UD発想の使いやすさ

信頼の
セキュリティ

■ウォームアップタイム比較

45秒
15秒

3
1従来の

当社従来機
　　　（DP-CF78）

DP-C2635
DP-C2626

その後は、定着ユニット
の加熱不要で省エネを実現

プリント時
のみ加熱

IH定着で
すばやい
立ち上がり

すぐに使えるI H 瞬間立ち上げがさらに
進化して、高い作業効率を実現。

世界最速ウォームアップタイム・約15秒

高圧縮
1/10

さらに両面なら
表裏1枚に出力

自動両面コピー＆プリント機能

試しコピー

大量コピーの前に1部だけ出力ができ、コピー内容、
ソート、ステープル※位置などを確認できます。確認後は、
そのまま続けて残り部数をコピーでき、設定ミスによる
用紙のムダが省けます。
※オプションのフィニッシャーが必要です。

トラブル発生時に自動でサービスコール
〈チェック＆コール機能※〉
プリンター部のトラブル内容を自己診断し、サービスセン
ターへ自動コール。また、トナーなどの消耗品がなくなる
前にも自動的にサービスコールを行います。

カウンター値情報のリモート検針※

サービスセンター側からお客様の機器にアクセスして、
機器のカウンター値情報を確認する機能です。
※お客様のご希望により行っています。詳しくは、担当セールスにおたずねください。
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VoIPダイヤル機能

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが
生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。
より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話
網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの
削減が図れます。

ネットワークPCファクス機能※

標準添付のPC-FAXソフト（ファクスドライバー）を使え
ば、パソコン上で作成した文書をプリントアウトせずに、
WORKiO経由でそのまま相手のG3ファクスに送信でき
ます。手間が省け、急ぎのやり取りにも便利です。
※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。
　DP-C2635/DP-C2626は、さらにオプションのG3通信ユニットが必要です。

●送信側のパソコンとWORKiOは、同一イントラネット上にある必要があります。

ファクス着信転送機能※

ファクス受信文書を指定されたネットワーク上のパソコンに
メール形式で自動的に転送できます。送信元ファクスから
の発信者番号通知やダイヤルイン番号で自動振り分けが
可能。受信文書の取り忘れを防ぎ、用紙の削減が図れます。
※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。
　DP-C2635/DP-C2626は、さらにオプションのG3通信ユニットが必要です。

マルチチャネル

電話回線を最大2回線まで接続できます。また、ISDN
回線を接続する場合※には、電話回線1回線との組み合わ
せで最大3チャネル（G4×1ch、スーパーG3×2ch）が使用
可能。話し中の少ないスムーズな送受信が行えます。
※オプションのG3通信ユニットとG4通信ユニットが必要です。
●ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス
　機能（オプション）を装着することにより、お使い頂けます。

ドキュメント配信システム※（オプション）

受信ファクスやスキャンデータを自動で配信することができます。たと
えば、受信ファクスを電子データ化し、Webフォルダに保存。Webブラウザ
画面での情報共有化や自動配信が行えます。また、本体操作パネルの
配信メニューで、配信したい相手先を選択するだけでスキャンした書類
の配信・共有が行えます。さらにOCR機能により、スキャンした画像から
テキストを抽出して検索可能なPDFファイルを作成することができます。
※オプションのパナソニックドキュメント配信システムが必要です。DP-C2635FS以外は、さらにネット
ワークスキャナー/Eメールユニット等が必要です。機種によって必要なオプションは異なります。また、
運用内容によってはメールサーバーが必要です。 詳細については担当セールスにおたずねください。

FAX受注支援システム※（オプション）

フ ァ ク ス 機 能 インターネットFAX機能（オプション）

※本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、B
フレッツを利用したVoIP環境で実施しています。　※公衆IP電話サービスを利用
するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契
約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サー
ビス（IP電話事業者）については、別途、担当セールスにおたずねください。　※公
衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネット
ワークの混雑状況によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。

送信元
0309876543

メール
サーバー

デジタル
ビジネスホン 〈ラ・ルリエ〉

通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信
VoIPダイヤル機能

相手先

1

2 G3 ファクス

公衆IP電話網を経由して一般電話網へ1

直接、一般電話網へ2

PBX

公衆IP電話網公衆IP電話網

一般電話網一般電話網

PBX LAN 電話回線

数字ID：
03123456

Fコード：
1234

ダイヤルイン：
0367890123

発信者番号通知：
0309876543

数字ID：
03123456

Fコード：
1234

ダイヤルイン：
0367890123

発信者番号通知：
0309876543

受注作業
（編集）

（クライアントPC）

振り分け
保管・管理

（ドキュメント配信サーバー）

ファクス
注文書

納期回答・
注文請書等返信

インターネットFAX機能（オプション）

通信プロトコル
TCP/IP、SMTP、MIME、POP3
セキュリティ：SMTP Auth、POP before SMTP、APOP

TIFF、PDF（PDFはパソコンへの送信のみ）［いずれもモノクロ］データフォーマット

インターフェイス イーサネット（100Base-TX/10Base-T）

ファクス機能一覧
（DP-C2635/DP-C2626はオプション。）

ファクス機能（DP-C2635/DP-C2626はオプション。）

送信原稿サイズ A3～A5　有効読取幅：最大292 mm

電送時間

G4通信時

走査線密度 主走査：16、8 dot/mm、600 dpi　副走査：15.4、7.7、3.85本/mm、600 dpi

G4通信時 主走査：600、400、200 dpi相当　副走査：600、400、200、100 dpi相当

データ圧縮方式 JBIG、MMR、MR、MH

G4通信時 MMR、JBIG

伝送速度 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、2,400 bps　自動切替（フォールバック機能）

G4通信時 64,000、56,000 bps

適合回線 電話回線

G4通信時 INSネット64、国際ISDN

通信可能機種 G3規格機（スーパーG3機、G3機）

G4通信時 ISDN対応G4規格機

ファクス用メモリー
標準：3 ＭＢ　約180枚　
増設：最大96 MB（SDメモリーカード128 MB～1 GB使用時）

◆ スーパーG3＆スーパーDクイック制御※8

◆ VoIPダイヤル機能　◆ クイックメモリー送信
◆ 高速0.7秒読み取り
◆ マルチチャネル機能（最大3チャネル）※9

◆ G4通信機能※10　◆ 同報送信（220宛先）
◆ 中継同報指示　◆ メモリー送受信
◆ 両面ファクス送受信機能　◆ 通信予約（50通信）
◆ タイマー送信　◆ 定期便タイマー通信
◆ 宛先一括送信（4通信）　◆ 未達宛先再送信
◆ ポーリング通信　◆ A3サイズ等倍送受信
◆ 600 dpi送受信　◆ 擬似256階調写真モード
◆ BOOK送信機能　◆ 90度回転送受信
◆ 優先通信（1通信）　◆ マルチコピー通信
◆ ワンタイム海外通信　◆ F網通信
◆ Fコード通信（SUB送信）

◆ 直接ダイヤル再入力機能
◆ 直接ダイヤル制限機能
◆ 宛先確認送信
◆ メモリー代行受信　◆ ページ再送
◆ 代行宛先登録
◆ 発信元印字 
    ［漢字・かな・英数字］送信の日付・時刻・
    宛先名（20文字）・発信者名（20文字）・
    ページ数・トータルページ数の印字
◆ 受信時刻印字　◆ パスワード通信
◆ セレクト送受信　◆ 2イン1記録
◆ メモリーバックアップ機能
◆ アドレス帳（標準200件、最大1,000件※2）
◆ プログラムダイヤル（15個）
◆ 済スタンプ　◆ 自動ファクス切替

ネットワークスキャナー機能一覧
（DP-C2635FSに標準搭載。その他はオプション。）

インターネットFAX機能一覧（オプション）

◆ フルカラースキャンモード
◆ 600 dpi高画質スキャン
◆ 高圧縮PDF（300 dpi）
◆ A3サイズ読み取り
◆ 自動両面読み取り

ネットワークスキャナー機能（DP-C2635FSに標準搭載。その他はオプション。）

プロトコル TCP/IP、独自、FTP、HTTP

イーサネット（100Base-TX/10Base-T）インターフェイス

読取解像度 最大600 dpi×600 dpi

ファイルフォーマット　 JPEG、PDF、PDF（高圧縮）、TIFF

圧縮形式 JBIG、MH、MR、MMR、JPEG

※ネットワークスキャナー機能をお使いになるには、PDMS（Panasonic Document  
Management System）のパソコンへのインストールおよびWORKiO本体でのネット
ワーク設定、ご使用になるパソコンの登録が必要です。

◆ カラー毎分21枚※１プリント（DP-C2121F）
◆ モノクロ毎分35枚※１プリント
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635）
◆ モノクロ毎分26枚※１プリント（DP-C2626F/DP-C2626）
◆ モノクロ毎分21枚※１プリント（DP-C2121F）
◆ 自動両面プリント　◆ ネットワークプリンター機能
◆ 600 dpi高画質プリント
◆ 1200 dpi× 1200 dpi高画質プリント※5

◆ セキュリティボックス機能※6

◆ メールボックス機能※6

◆ ソートプリント　◆ 試しプリント
◆ ステープル／中綴じ／パンチ※7

◆ Nイン1プリント（2/4/6/8/9/16イン1）
◆ ブックレットプリント
◆ ウォーターマーク　◆ 終了通知機能

ネットワークプリンター機能一覧
◆ カラー毎分26枚※１プリント
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635/DP-C2626F/DP-C2626）

ネットワークプリンター機能

プリント速度※1
DP-C2635:カラー26枚／分、モノクロ35枚／分
DP-C2626:カラー26枚／分、モノクロ26枚／分
DP-C2121:カラー21枚／分、モノクロ21枚／分

600 dpi×600 dpi、1200 dpi×1200 dpi※2解像度

対応パソコン IBM PC／ATおよび互換機（Pentium   　以上を推奨）、
Apple Macintosh※3

対応プロトコル　LPD、Raw（Port9100）、IPP、SNMP、DHCP、SMB、AppleTalk※3

対応OS※4
日本語版Windows 98／Me／2000／XP／
Windows Vista TM／Windows NT 4.0／
Windows Server  2003／Mac OS 8.6～10.4※3

邦文：リュウミンライトKL、ゴシックミディアムBBB
欧文：Type1／112スタイル、Type2／24スタイル
（拡張フォントをダウンロードする場合、ハードディスクが必要）

インターフェイス イーサネット（100Base-TX/10Base-T）、USB2.0

 PCL6エミュレーション、Adobe PostScript  ※3ページ記述言語

搭載フォント※3
PostScript

コピー機能一覧

◆ カラー毎分26枚※１コピー
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635/DP-C2626F/DP-C2626）
◆ カラー毎分21枚※１コピー（DP-C2121F）
◆ モノクロ毎分35枚※１コピー
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635）
◆ モノクロ毎分26枚※１コピー（DP-C2626F/DP-C2626）
◆ モノクロ毎分21枚※１コピー（DP-C2121F）
◆ 自動両面コピー　◆ コンカレントコピー※2

◆ 600 dpi高画質　◆ 電子ソート／回転ソート
◆ ステープル※3　◆ ブック／とじ代／エッジコピー
◆ イメージリピート　◆ センタリング
◆ 表紙・合紙コピー　◆ ブックレットコピー
◆ 試しコピー　◆ ダブルスカイショット
◆ スカイショット／伝票モード
◆ Nイン1コピー（2/4/8イン1）
◆ 地色除去／裏写り防止　◆ ページ連写コピー
◆ 縦横独立ズームコピー（25～400 ％）
◆ 手差しコピー（はがき、OHPにも対応）
◆ ジョブメモリー（10種類）※4

◆ 終了通知機能
◆ スタンプ印字（ページ番号、日付、管理ナンバー）

※1 A4ヨコ、1段目カセットより給紙時。　※2 DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。　※3 オプションのフィニッシャーが必要です。
※4 うち1種類は、ダブルスカイショット機能で使用。　※5 DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、
オプションのメインメモリーおよびページメモリーが必要です。　※6 DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。　※7 オプションのフィニッ
シャー、パンチユニットが必要です。　※8 スーパーG3のために独自に開発した制御手順。同機能をもつファクシミリ相互でファクスアドレス帳で通信した場合。　※9 オプションのG3
増設ユニット、またはG4通信ユニットが必要です。　※10 オプションのG4通信ユニットが必要です。　※11 オプション。

※1 A4ヨコ・同一ページを連続プリント時　※2 DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションの
メインメモリーおよびページメモリーが必要です。　※3 オプションのプリンターコントローラーユニットが必要です。　※4　詳細はWebページ（http://panasonic.biz/doc/mfp/download）
をご覧ください。　※5 A4サイズ700文字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）でスーパーG3モード（ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上）で送ったときの速さです。　※6 スーパーG3
モード（ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上）、JBIGで送ったときの速さです。　※7 A4サイズ700文字程度の原稿を200 dpi×100 dpiでG4モード64 kbpsで送ったときの速さです。

機能一覧

ファクスによる受注工程をすべてペー
パーレス化できます。また、受注情報や
返信も簡単に管理できるため、受注処理
業務の効率化が図れます。
※オプションのFAX受注支援システム、パナソニック
ドキュメント配信システム、インターネットFAXユニット
等が必要です。機種によって必要なオプションは異な
ります。詳細については担当セールスにおたずねくだ
さい。

スーパーG3通信時　約3秒※5、2秒台※6

約1秒※7

◆ Eメール送信機能
◆ インターネットFAX機能
◆ ファクス着信転送機能
◆ ネットワークPCファクス機能

受信ファクスの
仕分け、保存、通知

スキャン画像の
保存、通知

ファクス
受信

原稿
スキャン

部門A 部門B 部門C 部門D
回覧グループ

共有情報閲覧

保存通知
保存

ドキュメント
配信サーバー

●メールサーバーが必要です。

G3 ファクス

その他の機能一覧

◆ PDMS（Panasonic Document
    Management System）
◆ ICカード認証※11

◆ おまかせe文書※11

◆ ハードディスク※2データ消去機能
◆ ドキュメント配信システム※11

◆ FAX受注支援システム※11
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VoIPダイヤル機能

公衆IP電話網を使ったファクス通信中に通信エラーが
生じても、自動的に一般電話網に切り替えて通信する機能。
より確実なファクス通信を実現します。また、公衆IP電話
網の利用で、取引先や支店、営業所などとの通信コストの
削減が図れます。

ネットワークPCファクス機能※

標準添付のPC-FAXソフト（ファクスドライバー）を使え
ば、パソコン上で作成した文書をプリントアウトせずに、
WORKiO経由でそのまま相手のG3ファクスに送信でき
ます。手間が省け、急ぎのやり取りにも便利です。
※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。
　DP-C2635/DP-C2626は、さらにオプションのG3通信ユニットが必要です。

●送信側のパソコンとWORKiOは、同一イントラネット上にある必要があります。

ファクス着信転送機能※

ファクス受信文書を指定されたネットワーク上のパソコンに
メール形式で自動的に転送できます。送信元ファクスから
の発信者番号通知やダイヤルイン番号で自動振り分けが
可能。受信文書の取り忘れを防ぎ、用紙の削減が図れます。
※オプションのインターネットFAXユニットが必要です。
　DP-C2635/DP-C2626は、さらにオプションのG3通信ユニットが必要です。

マルチチャネル

電話回線を最大2回線まで接続できます。また、ISDN
回線を接続する場合※には、電話回線1回線との組み合わ
せで最大3チャネル（G4×1ch、スーパーG3×2ch）が使用
可能。話し中の少ないスムーズな送受信が行えます。
※オプションのG3通信ユニットとG4通信ユニットが必要です。
●ファクス機能は、FS/Fモデルに標準搭載。DP-C2635/DP-C2626にファクス
　機能（オプション）を装着することにより、お使い頂けます。

ドキュメント配信システム※（オプション）

受信ファクスやスキャンデータを自動で配信することができます。たと
えば、受信ファクスを電子データ化し、Webフォルダに保存。Webブラウザ
画面での情報共有化や自動配信が行えます。また、本体操作パネルの
配信メニューで、配信したい相手先を選択するだけでスキャンした書類
の配信・共有が行えます。さらにOCR機能により、スキャンした画像から
テキストを抽出して検索可能なPDFファイルを作成することができます。
※オプションのパナソニックドキュメント配信システムが必要です。DP-C2635FS以外は、さらにネット
ワークスキャナー/Eメールユニット等が必要です。機種によって必要なオプションは異なります。また、
運用内容によってはメールサーバーが必要です。 詳細については担当セールスにおたずねください。

FAX受注支援システム※（オプション）

フ ァ ク ス 機 能 インターネットFAX機能（オプション）

※本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、B
フレッツを利用したVoIP環境で実施しています。　※公衆IP電話サービスを利用
するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契
約、および接続回線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サー
ビス（IP電話事業者）については、別途、担当セールスにおたずねください。　※公
衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネット
ワークの混雑状況によっては、通信中の途切れや切断がおこる場合があります。

送信元
0309876543

メール
サーバー

デジタル
ビジネスホン 〈ラ・ルリエ〉

通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信
VoIPダイヤル機能

相手先

1

2 G3 ファクス

公衆IP電話網を経由して一般電話網へ1

直接、一般電話網へ2

PBX

公衆IP電話網公衆IP電話網

一般電話網一般電話網

PBX LAN 電話回線

数字ID：
03123456

Fコード：
1234

ダイヤルイン：
0367890123

発信者番号通知：
0309876543

数字ID：
03123456

Fコード：
1234

ダイヤルイン：
0367890123

発信者番号通知：
0309876543

受注作業
（編集）

（クライアントPC）

振り分け
保管・管理

（ドキュメント配信サーバー）

ファクス
注文書

納期回答・
注文請書等返信

インターネットFAX機能（オプション）

通信プロトコル
TCP/IP、SMTP、MIME、POP3
セキュリティ：SMTP Auth、POP before SMTP、APOP

TIFF、PDF（PDFはパソコンへの送信のみ）［いずれもモノクロ］データフォーマット

インターフェイス イーサネット（100Base-TX/10Base-T）

ファクス機能一覧
（DP-C2635/DP-C2626はオプション。）

ファクス機能（DP-C2635/DP-C2626はオプション。）

送信原稿サイズ A3～A5　有効読取幅：最大292 mm

電送時間

G4通信時

走査線密度 主走査：16、8 dot/mm、600 dpi　副走査：15.4、7.7、3.85本/mm、600 dpi

G4通信時 主走査：600、400、200 dpi相当　副走査：600、400、200、100 dpi相当

データ圧縮方式 JBIG、MMR、MR、MH

G4通信時 MMR、JBIG

伝送速度 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、2,400 bps　自動切替（フォールバック機能）

G4通信時 64,000、56,000 bps

適合回線 電話回線

G4通信時 INSネット64、国際ISDN

通信可能機種 G3規格機（スーパーG3機、G3機）

G4通信時 ISDN対応G4規格機

ファクス用メモリー
標準：3 ＭＢ　約180枚　
増設：最大96 MB（SDメモリーカード128 MB～1 GB使用時）

◆ スーパーG3＆スーパーDクイック制御※8

◆ VoIPダイヤル機能　◆ クイックメモリー送信
◆ 高速0.7秒読み取り
◆ マルチチャネル機能（最大3チャネル）※9

◆ G4通信機能※10　◆ 同報送信（220宛先）
◆ 中継同報指示　◆ メモリー送受信
◆ 両面ファクス送受信機能　◆ 通信予約（50通信）
◆ タイマー送信　◆ 定期便タイマー通信
◆ 宛先一括送信（4通信）　◆ 未達宛先再送信
◆ ポーリング通信　◆ A3サイズ等倍送受信
◆ 600 dpi送受信　◆ 擬似256階調写真モード
◆ BOOK送信機能　◆ 90度回転送受信
◆ 優先通信（1通信）　◆ マルチコピー通信
◆ ワンタイム海外通信　◆ F網通信
◆ Fコード通信（SUB送信）

◆ 直接ダイヤル再入力機能
◆ 直接ダイヤル制限機能
◆ 宛先確認送信
◆ メモリー代行受信　◆ ページ再送
◆ 代行宛先登録
◆ 発信元印字 
    ［漢字・かな・英数字］送信の日付・時刻・
    宛先名（20文字）・発信者名（20文字）・
    ページ数・トータルページ数の印字
◆ 受信時刻印字　◆ パスワード通信
◆ セレクト送受信　◆ 2イン1記録
◆ メモリーバックアップ機能
◆ アドレス帳（標準200件、最大1,000件※2）
◆ プログラムダイヤル（15個）
◆ 済スタンプ　◆ 自動ファクス切替

ネットワークスキャナー機能一覧
（DP-C2635FSに標準搭載。その他はオプション。）

インターネットFAX機能一覧（オプション）

◆ フルカラースキャンモード
◆ 600 dpi高画質スキャン
◆ 高圧縮PDF（300 dpi）
◆ A3サイズ読み取り
◆ 自動両面読み取り

ネットワークスキャナー機能（DP-C2635FSに標準搭載。その他はオプション。）

プロトコル TCP/IP、独自、FTP、HTTP

イーサネット（100Base-TX/10Base-T）インターフェイス

読取解像度 最大600 dpi×600 dpi

ファイルフォーマット　 JPEG、PDF、PDF（高圧縮）、TIFF

圧縮形式 JBIG、MH、MR、MMR、JPEG

※ネットワークスキャナー機能をお使いになるには、PDMS（Panasonic Document  
Management System）のパソコンへのインストールおよびWORKiO本体でのネット
ワーク設定、ご使用になるパソコンの登録が必要です。

◆ カラー毎分21枚※１プリント（DP-C2121F）
◆ モノクロ毎分35枚※１プリント
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635）
◆ モノクロ毎分26枚※１プリント（DP-C2626F/DP-C2626）
◆ モノクロ毎分21枚※１プリント（DP-C2121F）
◆ 自動両面プリント　◆ ネットワークプリンター機能
◆ 600 dpi高画質プリント
◆ 1200 dpi× 1200 dpi高画質プリント※5

◆ セキュリティボックス機能※6

◆ メールボックス機能※6

◆ ソートプリント　◆ 試しプリント
◆ ステープル／中綴じ／パンチ※7

◆ Nイン1プリント（2/4/6/8/9/16イン1）
◆ ブックレットプリント
◆ ウォーターマーク　◆ 終了通知機能

ネットワークプリンター機能一覧
◆ カラー毎分26枚※１プリント
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635/DP-C2626F/DP-C2626）

ネットワークプリンター機能

プリント速度※1
DP-C2635:カラー26枚／分、モノクロ35枚／分
DP-C2626:カラー26枚／分、モノクロ26枚／分
DP-C2121:カラー21枚／分、モノクロ21枚／分

600 dpi×600 dpi、1200 dpi×1200 dpi※2解像度

対応パソコン IBM PC／ATおよび互換機（Pentium   　以上を推奨）、
Apple Macintosh※3

対応プロトコル　LPD、Raw（Port9100）、IPP、SNMP、DHCP、SMB、AppleTalk※3

対応OS※4
日本語版Windows 98／Me／2000／XP／
Windows Vista TM／Windows NT 4.0／
Windows Server  2003／Mac OS 8.6～10.4※3

邦文：リュウミンライトKL、ゴシックミディアムBBB
欧文：Type1／112スタイル、Type2／24スタイル
（拡張フォントをダウンロードする場合、ハードディスクが必要）

インターフェイス イーサネット（100Base-TX/10Base-T）、USB2.0

 PCL6エミュレーション、Adobe PostScript  ※3ページ記述言語

搭載フォント※3
PostScript

コピー機能一覧

◆ カラー毎分26枚※１コピー
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635/DP-C2626F/DP-C2626）
◆ カラー毎分21枚※１コピー（DP-C2121F）
◆ モノクロ毎分35枚※１コピー
（DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2635）
◆ モノクロ毎分26枚※１コピー（DP-C2626F/DP-C2626）
◆ モノクロ毎分21枚※１コピー（DP-C2121F）
◆ 自動両面コピー　◆ コンカレントコピー※2

◆ 600 dpi高画質　◆ 電子ソート／回転ソート
◆ ステープル※3　◆ ブック／とじ代／エッジコピー
◆ イメージリピート　◆ センタリング
◆ 表紙・合紙コピー　◆ ブックレットコピー
◆ 試しコピー　◆ ダブルスカイショット
◆ スカイショット／伝票モード
◆ Nイン1コピー（2/4/8イン1）
◆ 地色除去／裏写り防止　◆ ページ連写コピー
◆ 縦横独立ズームコピー（25～400 ％）
◆ 手差しコピー（はがき、OHPにも対応）
◆ ジョブメモリー（10種類）※4

◆ 終了通知機能
◆ スタンプ印字（ページ番号、日付、管理ナンバー）

※1 A4ヨコ、1段目カセットより給紙時。　※2 DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。　※3 オプションのフィニッシャーが必要です。
※4 うち1種類は、ダブルスカイショット機能で使用。　※5 DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、
オプションのメインメモリーおよびページメモリーが必要です。　※6 DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fはオプションのハードディスクユニットが必要です。　※7 オプションのフィニッ
シャー、パンチユニットが必要です。　※8 スーパーG3のために独自に開発した制御手順。同機能をもつファクシミリ相互でファクスアドレス帳で通信した場合。　※9 オプションのG3
増設ユニット、またはG4通信ユニットが必要です。　※10 オプションのG4通信ユニットが必要です。　※11 オプション。

※1 A4ヨコ・同一ページを連続プリント時　※2 DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626Fは、オプションのページメモリーが必要です。DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fは、オプションの
メインメモリーおよびページメモリーが必要です。　※3 オプションのプリンターコントローラーユニットが必要です。　※4　詳細はWebページ（http://panasonic.biz/doc/mfp/download）
をご覧ください。　※5 A4サイズ700文字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）でスーパーG3モード（ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上）で送ったときの速さです。　※6 スーパーG3
モード（ITU-T、V34準拠、28.8 kbps以上）、JBIGで送ったときの速さです。　※7 A4サイズ700文字程度の原稿を200 dpi×100 dpiでG4モード64 kbpsで送ったときの速さです。

機能一覧

ファクスによる受注工程をすべてペー
パーレス化できます。また、受注情報や
返信も簡単に管理できるため、受注処理
業務の効率化が図れます。
※オプションのFAX受注支援システム、パナソニック
ドキュメント配信システム、インターネットFAXユニット
等が必要です。機種によって必要なオプションは異な
ります。詳細については担当セールスにおたずねくだ
さい。

スーパーG3通信時　約3秒※5、2秒台※6

約1秒※7

◆ Eメール送信機能
◆ インターネットFAX機能
◆ ファクス着信転送機能
◆ ネットワークPCファクス機能

受信ファクスの
仕分け、保存、通知

スキャン画像の
保存、通知

ファクス
受信

原稿
スキャン

部門A 部門B 部門C 部門D
回覧グループ

共有情報閲覧

保存通知
保存

ドキュメント
配信サーバー

●メールサーバーが必要です。

G3 ファクス

その他の機能一覧

◆ PDMS（Panasonic Document
    Management System）
◆ ICカード認証※11

◆ おまかせe文書※11

◆ ハードディスク※2データ消去機能
◆ ドキュメント配信システム※11

◆ FAX受注支援システム※11



フルカラーデジタル複合機

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.biz/workio

カタログ

も
っ
と
確
実
に
、
も
っ
と
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ネ
、
も
っ
と
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く
。

ネットワーク
プリンターコピー ファクス

※4ネットワーク
スキャナー

※3

インターネットFAX
※5

DP-C2635
カラー

26枚

IPv6
対　応

IPv6
対　応認　証

ICカードICカード
認　証

●DP-C2635 ●DP-C2626 ●DP-C2121

2007/6

※2
モノクロ

35枚※2 DP-C2626
カラー

26枚※2
モノクロ

26枚※2 DP-C2121
カラー

21枚※2
モノクロ

21枚※2

※1

※1：オプション　※2：A4ヨコ/分　※3：オプション。DP-C2635FSに標準搭載。
※4：DP-C2635FS/DP-C2635F/DP-C2626F/DP-C2121Fに標準搭載。　※5：オプション

もっと使いやすく

UD
ユニバーサルデザイン

もっと省エネ

ECO
エコロジー

もっと確実に

SECURITY
セキュリティ

C2635/C2626/C2121

ワーキオ

DP-C2635/C2626/C2121標準仕様 外形寸法 (単位：mm)

＜品番＞
■DP-C2635FS
 （カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファクス/スキャナータイプ）
■DP-C2635F/DP-C2626F/DP-C2121F
 （カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンター/ファクスタイプ）
■DP-C2635/DP-C2626
 （カラーデジタルコピー/ネットワークカラープリンタータイプ）

＜正面図＞

基本仕様／コピー機能 DP-C2635 DP-C2626 DP-C2121
形式／原稿台方式／感光体 コンソール／固定／OPC

読取方式 CCDイメージセンサーによる平面走査

記録方式 半導体レーザーによる普通紙記録

定着方式／現像方式 2軸IHベルト定着方式／乾式2成分現像方式

複写方式／複写原稿 レーザー電子写真方式／シート・ブック（最大A3） 

解像度／写真モード 600 dpi×600 dpi／256階調

給紙容量 標準・最大2,250枚［カセット（550枚×4）＋手差しトレイ（50枚）］

用紙厚 64～105 g/m2、手差しトレイ55～220 g/m2

用紙サイズ／複写サイズ A3・B4・A4・B5・A5（カット紙）、はがき（手差しトレイ使用時）
画像欠け幅：先端3～5 mm、後端2～6 mm、手前／奥4 mm以内

電源／消費電力 AC 100 V　50／60 Hz ／ 最大：1.5 kW

ウォームアップタイム（室温20℃） 約15秒※1

ファーストコピー※2 モノクロ：約6.2秒／
カラー：約10.3秒

モノクロ：約7.3秒／
カラー：約10.3秒

モノクロ：約9.2秒／
カラー：約12秒

連続複写速度（カセット）

A3

（モノクロ）

17枚/分

21枚/分

27枚/分

35枚/分

27枚/分

35枚/分

35枚/分

（カラー）

13枚/分

16枚/分

20枚/分

26枚/分

20枚/分

26枚/分

26枚/分

（モノクロ）

13枚/分

17枚/分

20枚/分

26枚/分

20枚/分

26枚/分

26枚/分

（カラー）

13枚/分

16枚/分

20枚/分

26枚/分

20 枚/分

26枚/分

26枚/分

（モノクロ）

10枚/分

14枚/分

16枚/分

21枚/分

16枚/分

21枚/分

21枚/分

（カラー）

10枚/分

14枚/分

16枚/分

21枚/分

16枚/分

21枚/分

21枚/分

B4

A4（タテ）

A4（ヨコ）

B5（タテ）

B5（ヨコ）

A5（タテ）

連続複写枚数 最大999枚

複写倍率 等倍：1：1　±1.0 ％
拡大：1：2.00／1.73／1.63／1.41／1.22／1.15
縮小：1：0.87／0.82／0.71／0.61／0.58／0.50
ズーム：25～400 ％（1 ％単位）

ソートメモリー

メインメモリー※3

DP-C2635FS／DP-C2635F／DP-C2626Ｆ：12 GB　
DP-C2635／DP-C2626／DP-C2121F：128 ＭＢ［最大12 ＧＢ（オプション装着時）］

DP-C2635FS／DP-C2635F／DP-C2626Ｆ：512 MB　
DP-C2635／DP-C2626／DP-C2121F：256 ＭＢ［最大512 MＢ（オプション装着時）］

使 用 上 の
ご 注 意
そ の 他 の
付 記 事 項

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みの上、正しくお使いください。

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、故障、感電などの原因となることがあります。

安全に
関するご注意

・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。（国内外で流通する紙幣・貨幣、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券など）
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、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。

・Windows  、WindowsNT  は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。

■上記の図は、DP-C2635に
　オプションを装着した場合の
　外観図です。

1200

656 290550
20

質　量（本体のみの質量）： 192 kg
機械占有寸法（幅×奥行）： 946×825 mm

このカタログの記載内容は
2007年6月現在のものです。
DP-JJCT54CC6

●お問い合わせは...

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

オフィスネットワークカンパニー
 〒321-8502  宇都宮市平出工業団地9番1号

 【お問い合わせ窓口】　　（03）3491-9191

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●本カタログは資源保護のため再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。
●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。
●松下電器ホームページ  panasonic.co.jp  松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

当社は2006年8月、日本情報処理
開発協会より適切な個人情報取
り扱い事業者に付与される「プラ
イバシーマーク」を取得しました。

お問い合わせ窓口における
個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に提供しません。お問い合わせはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

※1 電源投入からコピーが使用可能になるまでの時間。　　
DP-C2635/DP-C2626/DP-C2121Fでハードディスクなどのオプション未装
着時。DP-C2635FSは、約19秒。DP-C2635F/DP-C2626Fは、約18秒。　

※2 A4ヨコ、等倍設定で、原稿台ガラス面に原稿セット、1段目カセットより給紙時。
　　連続したコピー操作における最速条件にて測定。
※3 メインメモリーは、プリンターメモリーとして使えます。
●メンテナンスサービスに関しましては、カウンター保守契約、またはスポット保守サービス
をお選びいただけます。詳細については、担当セールスにおたずねください。　●保守サービ
スのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。　●平
成明朝体は（財）日本規格協会文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用
しているものです。フォントを無断複製することは禁止されております。　●日本語変換はオ
ムロンソフトウェア（株）のモバイルWnnを使用しています。"Mobile Wnn"© OMRON 
SOFTWARE, Co., Ltd. 1999 All Rights Reserved.　●本製品は、外国為替及び外国貿
易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当します。本製品を日本国外へ持ち出す場合
は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをお取りください。 

パナソニックが
ご提案する

「通信機器」と「イメージング機器（画像・映像）」を融合した
パナソニックならではの連携パックをワンストップでお届けします。

●この他にも豊富なIPオフィスパックをご用意しています。

登録した番号からのファクスを受信拒否
デジタルビジネスホン迷惑FAX防止パック

手元の電話機
で確認

デジタルビジネスホン
＜ラ・ルリエ＞

FAX受信 用紙なし

COPY
終了
結果：OK

着信拒否 不要なDMファクスや
間違いファクスを
自動で拒否

多機能電話機で複合機の使用状態を確認
デジタルビジネスホン／複合機パック

デジタルビジネスホン
＜ラ・ルリエ＞

「IPオフィス」及び「　　　　 」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

環境対応

グリーン購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第06117073号



価格・消耗品のご案内

パナソニック・カウンターサービス・システム（通常Dayサービス）
＜ トナー込みカウンター契約時の価格 ＞（トナー代を含む）

＜ トナー別カウンター契約時の価格 ＞（トナー代は別料金）

■ トナー別カウンター契約時、またはスポットサービス時の消耗品価格

下記オプション装着時には、拡張料金が必要です。
また、ソフトウエアには別途サポートメニュー料金が必要となります。

月間プリント枚数 モノクロ

１～1,000枚

1,001～3,000枚

3,001枚以上

8円／枚

7円／枚

6円／枚

カラー

40円／枚

35円／枚

30円／枚

月間プリント枚数 モノクロ

１～1,000枚

1,001～3,000枚

3,001枚以上

7円／枚

6円／枚

5円／枚

カラー

35円／枚

30円／枚

25円／枚

品　名 品　番

ブラックトナーカートリッジ

シアントナーカートリッジ

マゼンタトナーカートリッジ

イエロートナーカートリッジ

DQ-TUN28K

DQ-TUN20C

DQ-TUN20M

DQ-TUN20Y

希望価格 容量※

28,000円

27,000円

27,000円

27,000円

28,000枚相当

20,000枚相当

20,000枚相当

20,000枚相当

インターネットFAX関連 設定費用

標準セットアップ設定費
セットアップ

本体と同時取付時 本体と別途取付時
備考

FAXゲートウェイ 11,000円 22,000円

SMTP/POP3 11,000円

パナソニック保守サービス

使用済み機器引揚げ費用

SMTPとPOP3両方の変更費用

拡張費用

オプション名 料金（月額） 備考

プリンターコントローラーユニット 500円

500円

500円

別途費用

別途費用

別途費用

インターネットFAXキット

ネットワークスキャナー/Eメールユニット

課金管理ソフト

パナソニックドキュメント配信システム

ソフトウエアサポート料金

ソフトウエアサポート料金

おまかせe文書 ソフトウエアサポート料金

＜税別＞

パナソニック・カウンターサービス・システム（通常Dayサービス／365日サービス*
／24時間・365日サービス*）または、スポット保守サービスをお選びいただけます。
詳細については担当セールスにおたずねください。（*別途、特約契約が必要です）

引揚げ機質量 引揚げ費用 備考

30 kg未満 5,000円

30 kg以上100 kg未満 10,000円

100 kg以上200 kg未満 20,000円

200 kg以上 30,000円

※左記引揚げ費用は、標準的な引揚げ
　作業の参考費用です。
※引揚げ機質量は、本体とオプションを
　合算した質量です。
※特殊作業（クレーン車使用、階段作業
　など）の場合には、別途費用が必要と
　なります。

5ドメインまでは標準に含み、
それ以上は1ドメインごとに
別途2,000円

DP-C2635FDP-C2635FS品番

機能

DP-C2635 DP-C2626F DP-C2626 DP-C2121F

カラーコピー

カラープリンター

ファクス

カラースキャナー

インターネットFAX

ハードディスク※1

メインメモリー（256 MB）※2

ページメモリー（256 MB）※2

音声ガイド

○

○

○

△

△

○

○

△

○

○

○

○

○

△

○

○

△

○

○

○

○

△

△

○

○

△

ー

○

○

△

△

△

△

△

△

ー

○

○

○

△

△

△

△

△

ー

○

○

△

△

△

△

△

△

ー

基
本
機
能

メ
モ
リ
ー

カラー：26枚／分　モノクロ：35枚／分 カラー・モノクロ：26枚／分 カラー・モノクロ
21枚／分

本体希望価格

品　番 本体希望価格 標準取付調整費

DP-C2635FS

DP-C2635F

DP-C2635

DP-C2626F

DP-C2626

DP-C2121F

2,050,000円

1,910,000円

1,615,000円

1,830,000円

1,535,000円

1,590,000円

40,000円

40,000円

35,000円

40,000円

35,000円

40,000円

○：標準　△：オプション　ー：装着不可

※標準取付調整費には、パネル上のワンタッチダイヤル60個分の登録を含みます。
　以降10宛先ごとに別途2,000円となります。
※プリンタードライバー、スキャナードライバーなどのパソコンへのインストールは、
　お客様にて実施していただきます。
※直接ダイヤル再入力機能、直接ダイヤル制限機能は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費
に含まれます。同時設定以外の場合は、別途費用12,000円が必要となります。

※最低プリント料金　6,800円（450枚相当…モノクロ：カラー比＝7：3）「モノクロ」および
「フルカラー」料金を合算した金額が、最低プリント料金を下回る場合に適用します。
※カウンター料金には、感光体ドラムなどの消耗部品と保守部品および保守サービス料金が含ま
れています。ただし、用紙代は含まれておりません。

※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。両面出力は2カウントとなります。
※ご請求は1ヵ月単位です。契約有効期間は最長5年間とします。
※この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。

※A4サイズ、各色5％濃度原稿を印刷したとき。印刷条件により枚数が異なる場合があります。

〈標準トナーカートリッジ〉

品　名 品　番

ブラックトナーカートリッジ

シアントナーカートリッジ

マゼンタトナーカートリッジ

イエロートナーカートリッジ

DQ-TUN05K

DQ-TUN05C

DQ-TUN05M

DQ-TUN05Y

希望価格 容量※

6,500円

8,800円

8,800円

8,800円

5,000枚相当

5,000枚相当

5,000枚相当

5,000枚相当

〈小容量トナーカートリッジ〉

※1　ハードディスク装着時に、次の機能を使用することができます。
［コピー機能］・ファイル編集機能の合成用フォームの12件までの登録。
・コンカレントコピー（コピー印刷中の次原稿の読み取り）。
［スキャナー機能］スキャンデータのハードディスクへの保存。
［プリンター機能］・セキュリティプリント、メールボックスプリント
・PDFダイレクトプリント※、PSフォントダウンロード※

 ※プリンターコントローラーユニット、メインメモリー（DP-C2635/C2626/C2121F）、
　　SDメモリーカード（64 MB～1 GB）が別途必要。
［ファクス機能］1000カ所宛先登録

※2　メインメモリーとページメモリーを装着時に、1200 dpiの高画質印刷が可能になります。（通常
600 dpi）

※左記オプションで、部
品交換が必要になっ
た場合、無償で部品
を提供致します。

※年末年始の休日は12月29日～1月3日

365日サービス
受付時間・実施時間

365日、9：00～17：30

標準特約料金

20,000円／年

■特約契約料金

通常Dayサービス
受付時間・実施時間

月～金曜日（祝日・年末年始除く）※、9：00～17：30

24時間・365日
サービス

受付時間・実施時間

24時間、365日

標準特約料金

25,000円／年

上記の通常Dayサービスに加えて、365日／24時間・365日
サービスをご利用の場合には下記、特約契約が必要です。

C2635/C2626/C2121

ワーキオ



オプション ＜税別＞

商品名 品　番 希望価格
取付調整費

備　考
本体同時 本体別途

1ビンサドルフィニッシャー DA-FS356 400,600円 10,000円

1ビンフィニッシャー

搬
送
、
排
紙
系

プ
リ
ン
タ
ー
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
、
フ
ァ
ク
ス
関
連

DA-FS350 165,600円 搬送ユニットが必要

搬送ユニットが必要

搬送ユニットが必要

DA-FG321が必要、DA-FG323を装着の場合は取付不可

ハードディスクユニットが必要

下記の組み合わせ表をご参照ください

下記の組み合わせ表をご参照ください

下記の組み合わせ表をご参照ください

セキュリティプリント機能などの
利用にはハードディスクが必要

取付キットが必要

カードリーダーが必要

DA-FG321が必要、DA-FG322を装着の場合は取付不可

DP-C2635FSに標準装備、ハードディスクユニットとメインメモリーが必要

DP-C2635FS/C2635F/C2626F/C2121Fに標準装備

DP-C2635FS/C2635F/C2626Fに標準装備

DP-C2635/C2626/C2121Fでは、ハードディスクユニットが必要

DP-C2635FS/C2635F/C2626Fに標準装備

DA-FS356に装着可能

5,000円 10,000円

パンチユニット DA-SP41 64,600円

5,000円

10,000円

搬送ユニット DA-FK350 30,000円 －

－

－

アウタートレイ DA-XT320 8,000円 － 10,000円

PostScript3

ネットワークスキャナー/Eメールユニット DA-NS321 150,000円 3,000円 10,000円

プリンターコントローラーユニット

パナソニック ドキュメント配信システム

おまかせe文書※2

データセキュリティーキット※3

RFIDカードリーダー

RFIDカードリーダー取付キット

DA-MC350 160,000円 4,500円 10,000円

ハードディスクユニット

FAX受注支援システム 1クライアント

5クライアント

5クライアント追加ライセンス

DA-FG321 130,000円 5,000円 10,000円

10,000円DA-FG322 150,000円 5,000円

DA-FG323 180,000円 5,000円 10,000円

10,000円

DA-NF320 160,000円 5,000円

5,000円

5,000円

12,000円

DA-WR12

DA-WF10

DA-WF10-5

DA-WF5C

DA-WT10

KU-G2153CT

DA-AK320

別途費用 別途費用

別途費用 別途費用

別途費用 別途費用

別途費用

別途費用

別途費用

別途費用

別途費用 別途費用

150,000円

70,000円

100,000円

40,000円

236,600円

185,800円

27,200円

G3通信ユニット

DA-HD32

DA-SC02

98,400円

40,000円

2,400円 10,000円

10,000円

G3増設ユニット

DA-PMN56 89,000円 10,000円

G4通信ユニット

DA-EMN56 89,000円 10,000円

ページメモリーボード256 MB

メインメモリーボード256 MB

DA-WA11 100,000円

－

－

－ －

インターネットFAXユニット

課金管理ソフト

アウタートレイ
（DA-XT320）

1ビンフィニッシャー
（DA-FS350）

1ビンサドルフィニッシャー
（DA-FS356）

商品名 品　番 希望価格

DQ-SS35 7,500円

  ステ－プル針
（1ビンフィニッシャー用）

  ステ－プル針
（1ビンサドルフィニッシャー用）

FQ-SS32 4,500円

●ドキュメント配信システムに必要なオプション
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ネットワークスキャナー／Eメールユニット

受信ファクスの仕分け、保存、通知

ハードディスクユニット

メインメモリーボード（256 MB）

G3通信ユニット

インターネットFAXユニット

仕　様

DA-NS321

DA-HD32

DA-EMN56

DA-FG321

DA-NF320

DP-C2635FS DP-C2635F DP-C2635 DP-C2626F DP-C2626 DP-C2121F
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ネットワークスキャナー／Eメールユニット

ハードディスクユニット

メインメモリーボード（256 MB）

仕　様

DA-NS321

DA-HD32

DA-EMN56

DP-C2635FS DP-C2635F DP-C2635 DP-C2626F DP-C2626 DP-C2121F

●FAX受注支援システムに必要なオプション
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ネットワークスキャナー／Eメールユニット

ドキュメント配信システム

ハードディスクユニット

メインメモリーボード（256 MB）

仕　様

DA-WR12

DA-NS321

DA-FG321

DA-NF320

DA-HD32

DA-EMN56

DP-C2635FS DP-C2635F DP-C2635 DP-C2626F DP-C2626 DP-C2121F

G3通信ユニット

インターネットFAXユニット

○：標準搭載　　●：必要なオプション

○：標準搭載　　●：必要なオプション

●おまかせe文書に必要なオプション ○：標準搭載　　●：必要なオプション

※1

※1　SDメモリーカード（64 MB～1 GB）が必要です。DP-C2635/C2626/C2121Fでは、メインメモリーボード256 MBも必要です。　※2　「パナソニックドキュメント配信システム」
との併用はできませんので、ご注意ください。　※3　データセキュリティーキットと他のオプションを同時に装着する場合には、事前に担当セールスにご相談ください。

消耗品 ＜税別＞

排紙系オプション

●本資料掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。
●本資料は資源保護のため再生紙を使用しています。

このカタログの記載内容は
2007年6月現在のものです。
DP-JJCR49CC6

●お問い合わせは...

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

オフィスネットワークカンパニー
 〒321-8502  宇都宮市平出工業団地9番1号

【お問い合わせ窓口】    （03）3491-9191


