プロの 現 場に 、
美しい革 命 。

アイデアをカタチにする、表現力とクオリティー。
A3ノビカラーLEDプリンター。

MICROLINE VINCI 本体と組み合わせることで
封筒印刷の幅が拡がる

「封筒専用定着器ユニット」

デザインに関わるすべての人のために。
高いコストパフォーマンスで、
デザインの新たな可能性を広げる
M ICROLI N E V I NCI
４色+ 特 色1色の５色 印刷 と幅 広い用 紙 対応 。
＊

アイデ アやイメージを形に出 来るから 、
オンリーワンの 表 現 が 可能に。
【＊C941dnのみ】

特色ホワイト・
特色クリアー による
差別的表現で、革新性のある
デザイン制作が可能に。

媒 体の選 択肢が増えることで 、

新たなビジネスの
創出が可能に 。
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厚紙 や 透明フィルムに

内製化に適した高速出力 で、

印刷できるから、

コストも時間も削減。

実物に近いパッケージの

納得いくまでクォリティーを追求できる。
納得いくまで

試作ができる。

独自のLEDプリントヘッド
で高繊細・高品質な表現が可能に。
試作と実物のイメージの違いを
最小限に。

＊1

特殊紙や多彩な封筒
＊2

長尺用紙 にも対応。
定型にとらわれない
制作が可能に。
＊1：封筒専用定着器ユニットを使用すれば、より多彩な封筒
への印刷が可能です。詳細は6ページをご確認ください。
＊2：長尺用紙（最大1321×330mm）

様 々な 分 野 の お 客 様 に 導 入いた だ いております
MICROLINE VINCIを活用することで、
ビジネスの幅が拡がります。
大手キャラクターグッズ販売メーカー／
大手キャラクターグッズ販売メーカー
大手デザイン会社／ブライダル関連業など
大手デザイン会社

VINCI 導入事例

検 索

※各種用紙の使用に際しては、事前にテスト印刷をされることをお奨めします。
※写真は加工後のイメージです。
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今までは困 難だった表現 が 可能に。
アイデアやイメージをもっとリアルに伝えられる。

表現の幅が広がる特 色ホワイト ／ 特 色クリアーに対応
（C941dnのみ）

C M Y Kの４色+ 特 色 ホワイトまたは特 色クリアーでの５色 印 刷
５色目のトナーとして、特色ホワイトまたは特色クリアーのトナーに対応、CMYKの４色だけでは
表現できなかった多彩な表現を可能に。今までのプリンターでは難しかったパッケージの試作品
製作やツールの内製化など、
さまざまな用途で活用できます。
※本体購入時に特色ホワイト、
特色クリアーのいずれかを選択していただきます。
他の特色を使用する場合は、
特色ホワイトキッ
ト
（KIT-C3RSW）
または特色クリアーキット
（KIT-C3RSC）
のご購入が必要です。
※特色ホワイト、
特色クリアー印刷は、
坪量52〜64g/㎡未満
（連量45〜55kg未満）
の用紙には対応していません。

特色ホワイト

白打ちが必要な透明フィルムのPOPやパッケージのカンプなどが手軽に作成でき
ます。
また、
４色ではできなかった色紙への白印刷など、表現の幅が広がります。

▼

２パターンの白印刷に対応

通

常│４C（CMYK）+ 特色ホワイト

特色オーバープリント│特色ホワイト→４C（CMYK）

4色印刷の上に特色ホワイトを印刷します。透明フィ
ルム＊の白打ちなどに使用します。

特色ホワイトの上に４色印刷をします。色紙にホワイトの
地をひいた後、4色を印刷する場合などに使用します。

＊エクセレント透明フィルムのみ。
その他の透明フィルムは使用で
きません。

※印刷パターンによっては印刷位置補正が必要となる場合があり
ます。
事前にテスト印刷をされることをお奨めします。

特色クリアー

後加工をシミュレーションしたプリント表現ができます。デザインの表現力向上だけ
でなく、チケットやクーポンといった透かし模様によるセキュリティが求められる
ツールの内製化にも役立ちます。

※透かし模様はイメージです。
実際の印刷物とは
見た目が若干異なります。

＊1

厚紙や透明フィルム、特 殊 紙など多彩な用紙へ対応
最大360g/m 2 の厚紙＊2 にもプリントできるなど用紙対応力が大幅に向上。光沢紙や透明フィ
ルム＊1、ラベル紙、耐水紙など、実際に製作したい素材でのラフやカンプ作成を可能にします。
用紙サイズもA3サイズにトンボを付けられるA3ノビ用紙や長尺用紙
（1321×330mm）
など
大判の用紙にプリントできます。
＊1：エクセレント透明フィルムのみ。
その他の透明フィルムは使用できません。
＊2：マルチパーパストレイのみ。
トレイ1 および増設トレイからの給紙は最大320g/m 2。
※各種用紙の使用に際しては、
事前にテスト印刷をされることをお奨めします。

快 適なペーパーハンドリングを支える独自機 構とプリンタードライバー
厚 紙 の 紙 詰まりなどを防ぐ
「 シングルパ ス 」を採 用
各色を一度の工程でプリントする
「シングルパス」を採用。用紙を水
平に近い状態で搬送し、紙詰まりを
起こりにくくします。

厚 紙 や 封 筒のカールを低 減 するデカール構 造
プリント時にカールを矯正するデカール構造を採用。厚紙や封筒印
刷のカールを低減します。

マル チパーパ ストレ イのガタつきを軽 減
「ガイドロック機 構」
マルチパーパストレイの用紙ガイドにロック機構を追加。大量に出力し
ている間に用紙ガイドがズレるのを防ぎます。

プリンタードライバーから指 定できる
＊
定 型 用 紙 サイズが 62 種 類
各種封筒や4面連刷ハガキなど62種類 ＊のサイズの用紙がプリン
タードライバーにあらかじめ項目として登録。カスタムサイズを指定
する煩わしさを最小限にしています。
＊62種類の指定ができるのはPCLドライバーのみ。PostScript／XPSドライバーは57
種類の指定ができます。
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いつでも最 高のパフォーマンスを。
高 い品 質を 追 求したテクノロジー。

高い表現力を実現する独自のプリントヘッド

極小文字や細線を再現する高画質

V D C方 式 Digit al LED ヘッド

Tr u e120 0 d pi

VDC（Variable Dot Control）方式のDigital LEDヘッドの搭載に

Digital LEDヘッドから照射される1インチあたり1200本ものLED

より、1ドットで16階調 の表現が可能に。高い階調性により、ハーフ

光が細やかな印刷潜像を形成。小さな文字や細い線も、くっきりと

トーンがなめらかになり、グラデーションもより美しく再現します。

シャープに表現します。

＊

＊高精細（多階調）
：1200×600dpi multi-levelsの場合。

封 筒印刷に最 適化した「封 筒 専用定 着 器ユニット」
クオリティーの高い封筒印刷には、
「封筒専用定着器ユニット」をご使用いただくことを
お勧めします。 封筒へ印刷する場合に発生しやすいシワなどを減らして、印刷品質を
保つことが出来ます。ご使用の際は、標準の定着器ユニットと交換して使用します。

宛名印刷はもちろん、VINCIならではの表現力で
業務用からインビテーション用封筒まで、
オリジナリティーあふれた封筒印刷を可能にします。
[ 商 品 名 ] 封筒専用定着器ユニット
［

型

名

］ FUS-C3R-ENV

［ J A N コ ード ］ 4949443102994
［ 本 体 価 格 ］ 35,000円（税込価格 37,800円）
［印刷可能枚数］ 約150,000枚（長3封筒・片面印刷した場合）
［ 推 奨 サ イ ズ ］ 長さ：89〜382mm、幅：64〜330mm、厚さ：75〜120g/㎡（坪量）

※封筒専用定着器ユニットは、
封筒以外の用紙には使用できません。

※封筒専用定着器ユニットをご利用の方も、
5年間無償保証プラスをご利用いただけます。

※封筒専用定着器ユニットはメンテナンス品5年間無償提供の対象ではありません。別途ご購
入いただく必要があります。

※使用する封筒の種類によっては、
シワなどが発生する場合があります。
詳細はOKIデータホー
ムページをご確認ください。

V I NC I

封筒専用定着器ユニット

検 索
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品 質もスピードも。
作 業 環 境の向 上こそが、業 務 効 率アップの 鍵になる。

作業効率がアップする圧倒的な印刷スピード

長く使える高 耐久性

フルカラー 毎 分 50 ページ

5 年または150万ページの 優れた耐久性

各色を一度の工程でプリントする独自の「シングルパス」を採用。カ

LEDならではのシンプルな内部構造により、
5年または150万ページ＊

ラー、モノクロともに50ppm の高速プリントを実現。部数が必要なカ

の耐久性を実現。大量に出力を行うデザインの現場に求められる安

＊

ンプや提案書もスピーディーにプリントし、
作業がスムーズに行えます。

定性で作業の効率を高めます。そして買い替え時のコスト負担の軽減

＊普通紙、
A4片面ヨコ送り/コピーモード時
（自動用紙厚設定を行った場合）
。
C941dnの場合、CMYK＋特色ホワイト：45ppm、CMYK＋特色クリアー：18ppm、特色
オーバープリント
（CMYKの前にホワイトを印刷するモード）
：16ppm

も可能にします。
＊装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。

さらに安心して 利 用できる充 実 のサービス開 始

大容量データもスムーズに送信
10 0 0 BAS E-TイーサネットI/ F 標 準 装 備
1000BASE-TイーサネットI/F搭載で、DTPの大容量データもス
ムーズに送信できます。TCP/IP、EtherTalkに対応し、各種プラット
フォームが混在する環境でも快適に使用できます。
※工場出荷時設定は100BASE-TX/10BASE-T。
1000BASE-T I/Fを有効にするにはお客
様で設定が必要になります。

※5年間無償保証プラス、メンテナンス品5年間無償提供の詳細は18ページをご覧ください。

長寿命トナー・ドラム
従 来 機では約 2 0 , 0 0 0 枚だったイメージドラムの交 換目安が約
40,000枚にアップ＊1 。
さらに約24,000枚印刷可能なトナーカート
＊2を用意。
リッジ（大）
長寿命イメージドラムと大容量のトナーを使用

すれば消耗品交換の頻度も少なくなり、
コストも削減できます。
＊1：CMYKイメージドラムのみ。
特色ホワイト、
特色クリアーのイメージドラムは約20,000枚。
＊2：トナーカートリッジ
（大）
はCMYKトナーのみ。
C911dnでは使用できません。
※イメージドラム、
トナーカートリッジの印刷可能枚数については15ページの価格表をご参照ください。

低ランニングコスト
高い印刷品質と低ランニングコストの両立を実現。何度もデザイン
チェックを行う現場でも、
コストを気にせずに納得のいくクオリティー
を追求できます。
機種名

カラー（CMYK）

モノクロ

C941dn/C931dn

約11.0円＊1

約2.4円＊1

C911dn

約13.4円＊1

約3.2円＊1

機種名

C941dnのみ

特色ホワイト

約8.6円＊2

特色クリアー

約5.6円＊3

＊1：「ISO/IEC19798」に基づいたトナーカートリッジ（C941dn・C931dnはTNR-C3R
●1、C911dnはTNR-C3R●2）の印刷可能枚数と、A4ヨコ送り（片面）を1度に3枚
ずつ印刷した場合のイメージドラムの印刷可能枚数より算出。
連続印刷時の値は、C941dn・C931dn カラー約8.9円/モノクロ約1.9円、C911dn
カラー約11.3円/モノクロ約2.7円。
＊2：A4片面5%密度連続印刷時のトナーカートリッジ特色ホワイト（TNR-C3RSW2）の
印刷可能枚数と、A4ヨコ送り（片面）を1度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラム
の印刷可能枚数より算出。
＊3：A4片面5%密度連続印刷時のトナーカートリッジ特色クリアー（TNR-C3RSC2）の
印刷可能枚数と、A4ヨコ送り（片面）を1度に3枚ずつ印刷した場合のイメージドラム
の印刷可能枚数より算出。
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よりシンプルな 操 作 性を 追 求 。
困ったときこそ、問 題をすぐに解 決できる。

見やすい4 . 3インチ高解像度カラーLCDの大画面が、より快 適な操 作をサポート
トナー交換や紙づまり処理をわかりやすくナビゲート
画面の大型化とカラー化により、操作性が大幅に向上。
トナー交換や
紙づまりなどが発生した時には、
プリンターの状態をアニメーションで
表示します。ヘルプボタンを押すと画面に文章とイラストを表示し、解
決手順をわかりやすくナビゲートします。

プリンターの状態をアニメーションでわかりやすく表示します。

ヘルプボタンを押すと文章とイラストで解決手順を説明します。
使いやすいテンキーを搭載。
ファンクションキーのショートカットメニュー
で機能設定も簡単に行えます。

プリンター状況がわかる

シンプルで使いやすい

電源の切り忘れを

フロントランプ

フロントアクセス

防止するオートパワーオフ

点灯パターンによってプリンターの状況を

トナーやイメージドラムの交換はフロント

一定の時間が経過すると自動で電源をオフ

お知らせ。エラー発生時を遠目から把握で

から可能。面倒なメンテナンスを手軽に行

にするオートパワーオフ機能を搭載。
うっか

きるため、迅速に対応できます。

えます。

り電源を切り忘れて電力を無駄に消費して
しまうことを防止します。

消灯時

点灯時
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よりスムーズに、より効率的に。日々のプリント管理から、
コスト削減、セキュリティまでをトータルにサポート。

いつ誰が何部印刷したかなどの情 報を集計できる
「smart PrintSuperVision（sPSV）」
ユーザーや装置の印刷制限の管理や、いつ誰が何部印刷したかなどの情報を集計できるユーティリティーソフトです。印刷
枚数の制限や印刷履歴を管理することで、
プリントの濫用や私用データなどの不正プリントを管理・抑制できるため、
プリン
トコスト削減対策やユーザーの意識向上に役立てることができます。
無償提供

OKIデータホームページから無償でダウンロードできます。

対応OSなどの詳細につきましてはOKIデータホームページでご確認ください。

印刷制限機能
◆ 使用量制限
ユーザー、
ドキュメント
（ファイル名）
などごとに印刷を許可する／許
可しない、
を設定することができます。同様にカラー印刷を許可す
る／許可しない、
を設定することもできます。複数のユーザーや装

課金計算機能
各部署やユーザーごとに、
プリントコストの算出を行えます。個々の
コストを正確に把握することで、業務内容の特性に合わせた的確な
予算配分やコスト削減策を講じられます。

置の印刷制限をまとめて設定することができます。
これにより、
たと

装置管理機能

えば、総務部はどの装置からでも印刷が行え、経理部は自部門に設

印刷量やトナーなどの消耗品使用状況、用紙サイズエラーなどの

置された装置からのみ印刷が行える、
といった制限を設定すること
ができます。ユーザーごとに、印刷可能な上限（印刷枚数など）
を設
定することができます。

印刷履歴集計機能
◆ 装置使用履歴
印刷した日時、ユーザー名、印刷枚数、用紙サイズなどの情報を
ジョブログとして取得し、集計することができます。 ジョブログは

ステータス情報を収集・集計し、その結果を画面に表示したり、
メー
ルで通知したりすることができます。

Active Directory連携
Active Directory上のユーザー情報を利用できるため、ユー
ザー数が多い場合でも初期登録作業をスムーズに行えます。
また、
定期的に同期することでユーザーやユーザーグループの管理メン
テナンスの手間を軽減できます。

CSV ファイルとして書き出すことができるので、市販の表計算ソ
フトで活用できます。

インストール作業をスムーズにする
Web Driver Installer（Windowsのみ）

印刷データの盗聴、改ざん、なりすましを
防止するS SL / T LS通信 対応

新しいプリンターがネットワークに接続されると同時に、各利用者へ自

プリンターとのデータ通信をよりセキュアに行うために、暗号化技術

動でメールを配信。利用者が、
メールに記載されているURLをクリッ

SSL/TLS通信に対応。機密データのプリントやプリンター設定の遠

クするだけでプリンタードライバーをインストールします。

隔操作なども安全に行えます。

無償提供

OKIデータホームページから無償でダウンロードできます。

※コンピューター側のOSがIPPプロトコルに対応している必要があります。

対応OSなどの詳細につきましてはOKIデータホームページでご確認ください。

印刷物のデータ漏えいや盗難を防ぐ
「暗 号化認証印刷」
印刷ジョブを暗号化してハードディスクへ保存できます。
プリントの際
は操作パネルからパスワード入力が必要なので、印刷物の盗難防止
にも役立ちます。
※オプションの内蔵ハードディスク
（HDD-C3G）が必要です。
※Windowsのみ
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プリンターの利用頻度が高い「プロの現場」にも充実のサポートを。

「 ５年間無 償保証プラス」と「 メンテナンス品５年間無 償 提供 」

※C911dnは
「5年間無償保証プラス」
の適用外であり、
無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。

修 理 費用が

本体購入時に5年間の無償保証がついているから、思いがけない故障が発生

一 切不 要

しても追加の修理費用が不要。
コストも大幅に削減します。

問い合わせ内容や機種ごとに電話番号が異なるし、電話をしてもなかなか繋

専用ダイヤルを
設置

当日オンサイト
修 理に対応

がらない、そんな経験ありませんか？ 5年間無償保証プラスは専用ダイヤル
設置だから、すばやくオペレーターへお繋ぎいたします。
受付時間

月曜日〜金曜日9:00〜17:30
※土・日・祝日・5月1日および年末年始（12月30日〜1月3日）を除く

原則15時までに受け付け完了されたお客様には当日修理にお伺いします。
プリンターの不調や故障が起きても、迅速にサポートします。
受付時間

月曜日〜金曜日9:00〜15:00までに
受付完了した修理依頼
※受付当日15:00を超える受付完了は翌営業日の対応となります。

修理訪問時間

月曜日〜金曜日9:00〜17:30
※土・日・祝日・5月1日および年末年始（12月30日〜1月3日）を除く

＜当日オンサイト修理の適用外に関する注意事項＞
（１）プリンター設置先住所が山間部・離島及び宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合は、当
日オンサイト修理の適用外となり、修理対応は作業日を調整し、別途費用を設定いたします。
（２）保守員が当日の修理対応時間内に到着できないときや故障内容等によっては、当日オンサイト修理が出来ない
場合があり、翌営業日の修理対応とさせていただくことがあります。

メンテナンス品*

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品が規定の交換寿命を迎えた

コストが不 要

＊定着器ユニット、
ベルトユニット、
給紙ローラ、
廃トナーボックス

技 術代 金や

メンテナンス品の交換がお客様自身で行えるため、部品代だけでなく出張代

出 張 代 金も不 要

場合、交換品を無償で提供いたします。

金や技術代金などの諸費用も削減できます。

※封筒専用定着器ユニットはメンテナンス品5年間無償提供の対象ではありません。
別途ご購入いただく必要があります。

※「５年間無償保証プラス」と「メンテナンス品５年間無償提供」の内容、その他詳細については18ページをご覧ください。
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ラインアップによって異なる印刷機能＆ユーティリティー。
ニーズや用途に合わせて最 適な1台をお選びいただけます。

表内の白丸は、オプション品または推奨品が必要となる機能です。

C?9HEB?D;L?D9?
9/*'Zd

C?9HEB?D;L?D9?
9/)'Zd

C?9HEB?D;L?D9?
9/''Zd

本体価格 1,398,000 円

本体価格 898,000 円

本体価格 498,000 円

M I C R O LI N E V I N C I
ラインアップ

特色ホワイト/特色クリアー対応モデル
日本語モリサワ2書体

日本語モリサワ2書体

5年間無償保証プラス

5年間無償保証プラス

メンテナンス品5年間無償提供

メンテナンス品5年間無償提供

日本語平成2書体

トナーカートリッジ（大）対応

トナーカートリッジ（大）対応

メンテナンス品5年間無償提供

ブラックオーバープリント

●

●

●

トラッピング

●

●

●

印刷シミュレーション

●

●

●

＊1

ホワイト･クリアー印刷設定

●

─

─

トナーセーブ

●

●

●

PostScript 3 ／

丁合印刷

●

●

●

PCLプリンター

製本印刷

● ＊2

● ＊2

● ＊2

長尺印刷

●

●

●

ドライバー

●

オーバーレイ機能

再印刷
バッファー印刷

○ ＊3 ＊4

オプション

○

＊3 ＊4
＊3 ＊4

認証印刷

オプション

○

暗号化認証印刷

オプション

○ ＊3 ＊4

ユーティリティー

○ ＊3 ＊4

オプション

○ ＊3 ＊4

オプション

○

＊3 ＊4

オプション

○ ＊3 ＊4

オプション

○

＊3 ＊4

オプション

○ ＊3 ＊4

オプション

○ ＊3 ＊4

オプション

○ ＊3 ＊4

● ＊4

○

＊3 ＊5 （Web提供）

カラー調整ユーティリティ

●

＊6

プロファイルアシスタント

オプション

●

オプション

● ＊4

PDF プリントダイレクト

その他の

●

オプション

オプション

● ＊4

○

＊3 ＊5 （Web提供）

●

＊6

○ ＊3 ＊5 （Web提供）
● ＊6

PS ハーフトーン調整ユーティリティ

● ＊6 ＊7

● ＊6 ＊7

● ＊6 ＊7

Conﬁguration Tool

● ＊4

● ＊4

● ＊4

OKI LPR ユーティリティ

● ＊4

● ＊4

● ＊4

＊4

＊4

smart PrintSuperVision

●

（Web提供）

●

（Web提供）

※価格はすべて本体価格（税別）です。
＊1：C941ｄｎのみ ＊2：Windows、Mac OS9のみ ＊3：オプションの内蔵ハードディスク
（HDD-C3G）が必要となります。＊4：Windowsのみ ＊5：Mac OS Xのみ
＊6：Windows、Mac OS Xのみ ＊7：PostScriptドライバーのみ。
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オプション

● ＊4

（Web提供）

PostScript 3 ／ PCLプリンタードライバー

ブラックオーバープリント

丁合印刷

バッファー印刷

黒文字とオブジェクト周辺の白ヌケを防止する

文書を複数部プリントする際、データを繰り返し

大容量データの印刷時に、
ジョブを内蔵のハー

ために、背景色に黒（Ｋ）
を上乗せしてプリントす

送信することなく、高速に部単位でプリントする

ドディスクに一旦蓄えて処理することにより、
Ｐ

る機能

機能

Ｃを素早く開放する機能

トラッピング

製本印刷

認証印刷

隣り合った異なる色の文字やオブジェクトの境

自動両面印刷機能との併用により、中とじの面

プリント前にドライバー画面で設定したパス

目を最大2ドットだけ重なる部分を生成し、印刷

付けを、
ドライバー画面から簡単に行える機能

ワードをプリンターの操作パネルに入力して、排

時の白ヌケを防止する機能

（Mac OS Xは非対応です）

印刷シミュレーション

紙を許可するセキュリティ機能

長尺印刷

暗号化認証印刷

ＩＣＣプロファイルを利用し、印刷インキ等のシ

最大1321mm×330mmの長尺用紙に印刷で

ドライバー画面で指定したパスワードで印刷

ミュレーションを行う機能

きる機能

データの暗号化を行い、
プリンターの操作パネ
ルにパスワードを入力して印刷を許可する機能

ホワイト･クリアー印刷設定

オーバーレイ機能

特色ホワイト・特色クリアーをプリントする際に

指定したフォームデータに印刷データを重ね合

範囲を指定できるC941dnの機能

わせて印刷する機能

トナーセーブ

再印刷

文字校正などの際、濃度を抑えてプリントするこ

印刷データをプリンターのハードディスクに保存

とで効率的にトナーの使用量を削減する機能

することで追加プリントを素早く行える機能

（Windowsのみ対応しています）

（CMYKトナーのみ）

その 他のユー ティリティー

PDFプリントダイレクト

PSハーフトーン調整ユーティリティ

smart PrintSuperVision

アプリケーションを立ち上げることなく、PDF

プリンターのCMYK各色のハーフトーン濃度を

ユーザーや装置の印刷制限の管理や、印刷履歴

ファイルをダイレクトに印刷できるユーティリ

調整できるWindows/Mac OS X用ユーティリ

の集計ができるユーティリティー

ティー

ティー

プロファイルアシスタント

Conﬁguration Tool

ICCプロファイルを、
プリンターのハードディス

ドライバーのオーバーレイ機能など様々な設定

クに登録・管理できるユーティリティー

を行うユーティリティー

カラー調整ユーティリティ

OKI LPRユーティリティ

プリントしたカラーサンプルをもとに、画面上の

プリントサーバーを設置することなくWindows

特定の色とプリンターの出力結果が近づくよう

プラットホームからTCP/IPダイレクト印刷を可

に調整するユーティリティー

能にするユーティリティー
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■ A3ノビカラーLEDプリンター仕様一覧
品名

C941dn

C931dn

型名

C941DN

C931DN

C911DN

税込価格 1,509,840円（本体価格 1,398,000円）

税込価格 969,840円（本体価格 898,000円）

税込価格 537,840円（本体価格 498,000円）

4949443022575

4949443022582

4949443022599

税込価格
（本体価格）
JANコード
印刷方式

デジタル5連LEDフルカラー乾式電子写真方式
CMYK

連続プリント速度
＊1

カラー CMYK＋特色
（片面）
特色オーバープリント＊2
（CMYK＋特色ホワイト）
CMYK

デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式

50 ページ/ 分
（A4ヨコ送り片面）
、28 ページ/ 分
（A3 片面）
（自動用紙厚設定を行った場合）

CMYK+特色ホワイト：45ページ/分（A4ヨコ送り片面）、25ページ/分（A3片面）
CMYK+特色クリアー：18ページ/分（A4ヨコ送り片面）、10ページ/分（A3片面）

̶

16ページ/分（A4ヨコ送り片面）、6ページ/分（A3片面）

̶

50 ページ/ 分
（A4ヨコ送り片面）
、28 ページ/ 分
（A3 片面）
（自動用紙厚設定を行った場合）

モノクロ
（片面）
特 色ホワイト＊3
自動両面
（単色のみ）
印刷
特色オーバープリント
（CMYK＋特色ホワイト）

カラー：50 ページ/ 分（A4ヨコ送り）、
モノクロ：50 ページ/ 分
（A4ヨコ送り）
、
カラー：28 ページ/ 分
（A3）
、
モノクロ：28 ページ/ 分
（A3）
（自動用紙厚設定を行った場合）
45ページ/分
（A4ヨコ送り）
、
25ページ/分
（A3）

̶
̶

印刷保証範囲

用紙の端から6.35mm（封筒などの特殊な用紙は除く）

印刷解像度

解像度

C911dn

1200×1200dpi（2階調）／1200×600dpi（16階調）／600×600dpi（2階調）

LEDドットピッチ

1200dpi

階調

各色256階調
（1670万色）
紙質＊5
用紙サイズ

用紙＊4
種類

普通紙、特殊用紙
（光沢紙＊6 、透明フィルム＊7 、OHPシート＊8 、郵便ハガキ、
ラベル紙＊9 、封筒＊10 ）
A3ノビ、13×18インチ、A3ワイド
（SRA3）
、
A3、
A4ワイド
（SRA4）
、A4、
A5、
A6、
B4、
B5、
B6、
レター、
リーガル
（13インチ/13.5インチ/14インチ）
、
タブロイドエクストラ、
タブロイド、8K、
16K、
封筒＊12 、郵便ハガキ、往復ハガキ、
4面連刷ハガキ、
インデックスカード＊11 、B6ハーフ＊11 、
カスタム＊13
エグゼクティブ、
ステートメント＊11 、
トレイ1：52 〜320g/㎡（連量45 〜275kg）
、
増設トレイユニット：52 〜320g/㎡（連量45 〜275kg）
、
大容量増設トレイユニット：52 〜320g/㎡（連量45 〜275kg）
、
マルチパーパストレイ
：52 〜360g/㎡（連量45 〜309kg）
※特色ホワイト・特色クリアー印刷は52 〜64g/㎡未満
（連量45 〜55kg未満）
の用紙には対応していません。

坪量
用紙サイズ

自動両面
印刷機能

A3ノビ、
13×18インチ、
A3ワイド
（SRA3）
、A3、
A4ワイド
（SRA4）
、A4、
A5、
A6タテ送り、
B4、
B5、
B6、
レター、
リーガル
（13インチ/13.5インチ/14インチ）
、
エグゼクティブ、
ステートメント、
タブロイドエクストラ、
タブロイド、8K、
16K、
郵便ハガキ、往復ハガキ、
4面連刷ハガキ、
カスタム＊14
トレイ1：64 〜320g/㎡（連量55 〜275kg）
、増設トレイユニット：64 〜320g/㎡（連量55 〜275kg）
大容量増設トレイユニット：64 〜320g/㎡（連量55 〜275kg）
、
マルチパーパストレイ
：64 〜320g/㎡（連量55 〜275kg）

坪量

容量 310 枚 :64g/㎡
（連量 55kg）
･総厚 31mm 以下 ＊15

マルチパーパストレイ

容量 580 枚 :64g/㎡
（連量 55kg）
･総厚 53mm 以下 ＊16

給紙方式/ トレイ1
給紙容量
増設トレイユニット

〈オプション〉容量 580 枚 :64g/㎡
（連量 55kg）
･総厚 53mm 以下 ＊17

大容量増設トレイユニット
排紙方式/
排紙容量

〈オプション〉容量 580 枚×3トレイ:64g/㎡
（連量 55kg）
･総厚 53mm 以下

フェイスダウン

最大 620 枚 :64g/㎡
（連量 55kg）

フェイスアップ

最大 300 枚 :64g/㎡
（連量 55kg）

CPU

ARM Processor（1.2GHz）

ARM Processor（1GHz）

メモリー容量（標準 / 最大）

2GB/2GB
〈オプション〉160GB＊18

内蔵ハードディスク
ローカル接続

USB2.0

ネットワーク接続

1000BASE-T ／100BASE-TX ／10BASE-T （工場出荷時設定 100BASE-TX ／ 10BASE-T）

対応プロトコル

TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、
HTTP、SMTP、
POP3、
IPP、
WSDPrint、LPR、
Port9100、FTP、
EtherTalk

ページ記述言語

アドビ システムズ社純正PostScript 3インタープリター＊19 、PCL6エミュレーション、PCL5cエミュレーション、XPSエミュレーション

内蔵フォント

PostScript 3/日本語モリサワ2書体・欧文136書体＊20 、
PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文91書体

稼動音

PostScript 3/日本語平成2書体・欧文136書体＊21 、
PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文91書体

稼動時

57dBA以下

待機時

＊22
34dBA以下
（印刷終了後1分以降）

パワーセーブ時

無騒音
（バックグラウンドレベル）

ウォームアップタイム＊23＊24

パワーセーブ復帰時：約 35 秒、パワーオン時：約 50 秒
（25℃）
（室温 25℃定格電圧時）

ファースト印刷時間＊25

約8秒
（A4ヨコ送り片面）

電源

AC100V±10％、50/60Hz±1Hz
動作時

最大1500W/平均1100W

待機時

平均40W

パワー
セーブモード

＊26

消費電力

30W以下

スリープ
モード

諸
元

4W以下
（工場出荷時設定）

オートパワーオフ時
エネルギー消費効率＊27
使用環境条件

0.4W以下
265kWh/年

区分：プリンター B

255kWh/年

外形寸法
（W×D×H）

699×625×640mm（操作パネル突起部含む奥行は665mm）

重量（消耗品を含む）

約 111kg

重量（消耗品を含まない）

約 91kg

約 98kg
約 82kg
VCCI Class B、
高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合

関連規格
装置寿命＊28

5年または150万ペ−ジ
●ユーザーズマニュアル一式

本体付属品

区分：プリンター B

温度10 〜32℃、湿度20 〜80％ RH、
最高湿球温度25℃（高品質フルカラー保証環境：温度17 〜27℃、湿度50 〜70％ RH）

＊29

●スタータートナーカートリッジ
（CMYK各色1本）
●イメージドラム
（CMYK各色1本）
●電源コード ●ソフ
トウェアDVD-ROM

＊30
●特色ホワイ
トキットまたは特色クリアーキット
（同時納品）

●ユーザーズマニュアル一式
＊29
●スタータートナーカートリッジ
（CMYK各色1本）
●イメージドラム
（CMYK各色1本）
●電源コード ●ソフ
トウェアDVD-ROM

※接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピューターに合わせて別途お買い求めください
（USBインターフェースでお使いの場合は、
シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください）
。
＊1：普通紙、
コピーモード時。ハガキ・封筒・厚紙の場合には印刷速度が遅くなります。印刷速度は温湿度条件によって遅くなることがあります。
＊2：CMYKの前にホワイトを印刷するモード。用紙サイズがB4を超える場合には印刷速度が遅くなります。
坪量52〜64g/㎡未満
（連量45〜55kg未満）
、
坪量321〜360g/㎡
（連量276〜309kg）
ではこの機能は使えません。イメージドラムおよびメンテナンス品の寿命が半分以下になります。
＊3：普通紙、
光沢紙のみ。
＊4：使用する用紙、
使用環境などによ
り、
印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。
ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業にお問い合わせください。
また、
封筒専用定着器ユニットをご使用の場合、
OKIデータ
ホームページでご使用できる封筒の種類をご確認ください。
＊5：光沢紙
（エクセレントグロスを除く）
、
コート紙
（グロス、
マット、
ダル、
シルク）
やエンボス紙へは印刷できません。特色ホワイト・特色クリアーを単色で印刷する時はKドラムも常時回転しま
す。
＊6：光沢紙は、
エクセレントグロスをお使いください。その他の光沢紙は使用できません。
また、
エクセレントグロスは室内温度25℃以下、
湿度60%以下の環境でお使いください。それ以外の環境では印刷品質が低下する場合があります。
＊7：マル
チパーパストレイのみ。透明フィルムはエクセレント透明フィルムをお使いください。その他の透明フィルムは使用できません。
＊8：
トレイ1、
マルチパーパストレイのみ。
＊9：A4またはレターのみ。
＊10：マルチパーパストレイのみ。印刷後は反りやシワが
発生することがあります。
＊11：マルチパーパストレイのみ。
＊12：長形3号、
長形4号、
長形40号、
洋形0号、
洋形2号、
洋形4号、
洋形長3号、
角形2号、
角形3号、
角形6号、
角形8号、
C4、
C5、
DL、
COM-9、
COM-10、
Monarch。
＊13：
トレイ1、
増設トレイユ
ニット、
大容量増設トレイユニット：幅99〜330mm×長さ147〜457mm。マルチパーパストレイ：幅64〜330mm×長さ89〜1321mm。特色オーバープリントの場合、
幅99〜330mm×長さ180〜457mm。
＊14：
トレイ1、
増設トレイユニット、
大容量
増設トレイユニット：幅99〜330mm×長さ147〜457mm。マルチパーパストレイ：幅99〜330mm×長さ147〜483mm。
＊15：郵便ハガキ110枚、
OHPシート200枚、
封筒40枚
（坪量85g/㎡）
。
＊16：郵便ハガキ210枚、
OHPシート360枚。
＊17：郵便
ハガキ210枚。
＊18：ハードディスクの容量は改良のため、
変更する場合があります。
＊19：WebReady Printing、
Native PDF Support等には対応していません。
＊20：モリサワ2書体
（リュウミンL-KL、
中ゴシックBBB）
。OSによって使用できる欧文書体
に制限があります。
＊21：平成2書体
（平成角ゴシック体W5、
平成明朝体W3）
。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。
＊22：設置環境温度によって異なります。
＊23：ウォームアップタイムは新品のトナーカートリッジに交換した直後、
記載数
値以上に時間がかかる場合があります。
＊24：パワーオン時のウォームアップタイムはUSBケーブルのみ接続時の数値です。ネットワーク接続時には環境によって異なりますが時間がかかります。
＊25：プリント開始から本体排紙トレイ
（フェイスダウン）
に排出完了するまでの時間
（トレイ1から給紙）
。紙厚自動設定、
色ずれ補正の調整時間は含みません。
＊26：ネットワーク接続時はオートパワーオフに移行しません。
＊27：省エネ法
（平成25年3月1日付）
で定められたプリンターの測定方法による数値。
＊28：装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。
＊29：ISO標準パターンを使用したA4ヨコ送り
（片面）
連続印刷時、
約10000枚印刷可能。
＊30：本体購入時に特色ホワイト・特色クリアーのいずれかを選択していただきます。特色ホワイトキット/
特色クリアーキットにはトナーカートリッジ
（約10000枚印刷可能。A4ヨコ送り
（片面）
連続印刷、
A4サイズ5％密度印刷時）
、
イメージドラム
（約20000枚印刷可能。A4ヨコ送り
（片面）
、
一度に3枚ずつ印刷時）
、
ダクトが同梱されています。
※用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。※本プリンターは、
色校正や最終成果物への使用は保証しておりません。※オプション、
消耗品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、
プリンター本
体の故障の原因となる場合があります。※本プリンターの印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、
用紙の斜行±1mm/100mm、
画像伸縮±1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mmです。
（坪量80g/㎡）
※ハードディスクの容量やCPUスペックは、
改良のため変更する場合があります。※ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、
記載数値以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンターで一度使用
した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、
添付されている製品以外では使用できません。
●
●
●
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C941dn、C931dnの無償保証規定の内容、その他詳細については18ページをご確認ください。
C911ｄｎの本体およびオプション品の無償保証期間は6カ月です
（消耗品、
メンテナンス品は無償保証対象外となります）
。
補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

本体

トレ イ 構 成

マルチパーパストレイ
トレイ1
合計

※記載の給紙枚数は坪量64g/㎡の場合

本体+
増設トレイユニット
（1段）

標準仕様

マルチパーパストレイ
310枚
トレイ1
580枚
増設トレイユニット
（トレイ2）580枚

310枚
580枚
890枚

合計

本体+
増設トレイユニット
（2 段）

本体+キャスター付
増設トレイユニット
（1段）

マルチパーパストレイ
310枚
トレイ1
580枚
増設トレイユニット
（トレイ2）580枚
増設トレイユニット
（トレイ3）580枚

マルチパーパストレイ
310枚
トレイ1
580枚
キャスター付増設トレイユニット
（トレイ2）
580枚
合計

合計

1,470枚

本体+
増設トレイユニット
（1段）
+
キャスター付増設トレイユニット（1段）

2,050枚

本体+
大容量増設トレイユニット

マルチパーパストレイ
310枚
トレイ1
580枚
増設トレイユニット
（トレイ2）580枚
キャスター付増設トレイユニット
（トレイ3）
580枚
合計

1,470枚

マルチパーパストレイ
310枚
トレイ1
580枚
大容量増設トレイユニット
（トレイ2/3/4）
（580枚×3段）
1,740枚

2,050枚

合計

2,630枚

本体+
増設トレイユニット
（1段）
+
大容量増設トレイユニット
マルチパーパストレイ
310枚
トレイ1
580枚
増設トレイユニット
（トレイ2）580枚
大容量増設トレイユニット
（トレイ3/4/5）
（580枚×3段）
1,740枚
合計

3,210枚

699mm

640mm

外形寸法図

1152mm

665mm 625mm

111mm

1251mm

上面図

Windows＊1＊2

動作環境

Mac OS＊4＊5

USBインターフェース＊3
ネットワークインターフェース
USBインターフェース＊3
ネットワークインターフェース

側面図（フルオプショントレイ装着時）

Windows 10/Windows 8.1/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2012/
Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003
macOS 10.12、Mac OS X 10.11〜10.3.9、
Mac OS 9.2.2、9.2.1、9.2

＊1： WindowsでPSドライバーを使用するためには、Pentium Ⅲ 1.0GHz以上、RAM256MB以上
（512MB以上推奨）
、ハードディスクの空き200MB以上
（500MB以上推奨）
で、
Internet Explorer6以上がインストールされており、Windows XPはサービスパック２以上、Windows Server 2003はサービスパック１以上が必要です。＊2： Windows 10、Windows
8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2003は32bit版および64bit版に対応しています。＊3：他のUSB機器と
の同時接続を保証するものではありません。＊4： Mac OS 9用のプリンタードライバーはOKIデータホームページよりダウンロードし、
ご利用ください。＊5： Mac OS 9日本語版のマルチ
ユーザー機能には対応していません。
※動作環境はPSドライバーの対応状況を記載しています。

◎対応ＯＳの最新情報および詳細内容はＯＫ
Ｉデータホームページで随時公開しております。OKIデータホームぺージ／サポートページをご確認ください。
◎OKIデータホームぺージからは最新のプリンタードライバーおよびユーティリティーがダウンロードできます。
◎日本語以外のOSには対応していません。
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■ A3ノビ カラーLEDプリンター 価格表
品
本体

名

型

C941dn

名

C941DN

税込価格
（本体価格）

JANコード

C941dn

C931dn

C911dn

1,509,840 円（1,398,000円） 4949443022575

C931dn

C931DN

969,840 円（898,000 円） 4949443022582

C911dn

C911DN

537,840 円（498,000 円） 4949443022599

■トナーカートリッジ ブラック
（大）

TNR-C3RK1

36,936円 （34,200円） 4949443209853

約 24,000 枚＊1＊2＊3

●

●

■トナーカートリッジ イエロー
（大）

TNR-C3RY1

48,384円 （44,800円） 4949443209822

約 24,000 枚＊1＊2＊3

●

●

■トナーカートリッジ マゼンタ
（大）

TNR-C3RM1

48,384円 （44,800円） 4949443209839

約 24,000 枚＊1＊2＊3

●

●

■トナーカートリッジ シアン
（大）

TNR-C3RC1

48,384円 （44,800円） 4949443209846

約 24,000 枚＊1＊2＊3

●

●

■トナーカートリッジ ブラック

TNR-C3RK2

23,976円 （22,200円） 4949443209891

約 10,000 枚＊1＊2＊3

●

●

●

■トナーカートリッジ イエロー

TNR-C3RY2

25,920円 （24,000円） 4949443209860

約 10,000 枚＊1＊2＊3

●

●

●

■トナーカートリッジ マゼンタ

TNR-C3RM2

25,920円 （24,000円） 4949443209877

約 10,000 枚＊1＊2＊3

●

●

●

■トナーカートリッジ シアン

TNR-C3RC2

25,920円 （24,000円） 4949443209884

約 10,000 枚＊1＊2＊3

●

●

●

●

印刷可能枚数

消耗品

トナーカートリッジ特色ホワイト

TNR-C3RSW2

71,064円 （65,800円） 4949443209907

約 10,000 枚＊4＊5＊6
本体購入時に特色ホワイトを選択した場合、特色ホワイトキットが同時納品されます。
特色クリアーに初めて入れ替える場合は、特色クリアーキットのご購入が必要です。

■トナーカートリッジ特色クリアー

TNR-C3RSC2

38,664円 （35,800円） 4949443209914

約 10,000 枚＊4＊6
本体購入時に特色クリアーを選択した場合、特色クリアーキットが同時納品されます。
特色ホワイトに初めて入れ替える場合は、特色ホワイトキットのご購入が必要です。

●

■ イメージドラム ブラック

ID-C3RK

43,200円 （40,000円） 4949443209952

約 40,000 枚＊7＊8＊9

●

●

●

■ イメージドラム イエロー

ID-C3RY

43,200円 （40,000円） 4949443209921

約 40,000 枚＊7＊8＊9

●

●

●

■ イメージドラム マゼンタ

ID-C3RM

43,200円 （40,000円） 4949443209938

約 40,000 枚＊7＊8＊9

●

●

●

■ イメージドラム シアン

ID-C3RC

43,200円 （40,000円） 4949443209945

約 40,000 枚＊7＊8＊9

●

●

●

●

●

イメージドラム特色ホワイト

ID-C3RSW

43,200円 （40,000円） 4949443209969

約 20,000 枚＊8＊9＊10
本体購入時に特色ホワイトを選択した場合、特色ホワイトキットが同時納品されます。
特色クリアーに初めて入れ替える場合は、特色クリアーキットのご購入が必要です。

■ イメージドラム特色クリアー

ID-C3RSC

43,200円 （40,000円） 4949443209976

約 20,000 枚＊8＊9＊10
本体購入時に特色クリアーを選択した場合、特色クリアーキットが同時納品されます。
特色ホワイトに初めて入れ替える場合は、特色ホワイトキットのご購入が必要です。
＊4＊5＊6

メンテ
ナンス品

特色ホワイトキット

KIT-C3RSW

114,264円（105,800円） 4949443210095

、
トナーカートリッジ 約 10,000 枚
イメージドラム 約 20,000 枚＊8＊9＊10 、ダクトが同梱されています。
＊11
特色クリアーから初めて特色ホワイトに入れ替える場合は、
ご購入が必要です。

●

■ 特色クリアーキット

KIT-C3RSC

81,864円 （75,800円） 4949443210101

トナーカートリッジ 約 10,000 枚＊ 4 ＊ 6 、
イメージドラム 約20,000枚＊8＊9＊10 、
ダクトが同梱されています。
＊11
特色ホワイトから初めて特色クリアーに入れ替える場合は、
ご購入が必要です。

●

封筒専用定着器ユニット

FUS-C3R-ENV

37,800円 （35,000円） 4949443102994

約150,000枚 ＊12＊13＊14＊15＊16

●

●

●

定着器ユニット

FUS-C3R

＊17

34,560円 （32,000円） 4949443210118

約150,000枚 ＊12

●

●

●

ベルトユニット

BLT-C3R

＊17

54,000円 （50,000円） 4949443210125

約150,000枚 ＊12

●

●

●

廃トナーボックス

WTB-C3R

＊17

2,700円

（2,500円） 4949443210132

約 40,000枚 ＊12

●

●

●

給紙ローラーセット
（MPT用）

RS-C3RM

＊17

1,620円

（1,500円） 4949443210156

約120,000枚 ＊12

●

●

●

給紙ローラーセット

RS-C3RT

＊17

1,620円

（1,500円） 4949443210149

約120,000枚 ＊12

●

●

●

仕

オプション

内蔵ハードディスク＊18

HDD-C3G

43,200円 （40,000円） 4949443102581

160GB

●

●

●

増設トレイユニット

TRY-C3G1

64,800円 （60,000円） 4949443102598

580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉

●

●

●

キャスター付増設トレイユニット

TRY-C3G2

73,440円 （68,000円） 4949443102604

580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉 キャスターロック可

●

●

●

大容量増設トレイユニット

TRY-C3G3

162,000円（150,000円） 4949443102611

1,740枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉 3段一体型キャスター
（ロック可）
付

●

●

●

エクセレントホワイト A4

PPR-CA4NA

80g/㎡（70kg紙）
、210×297mm

250枚×8束

●

●

●
●

5,616円

（5,200円） 4949443202090

暗号化認証印刷機能等の各種印刷機能用

普通紙

エクセレントホワイト A4（厚口）

PPR-CA4DA

6,804円

（6,300円） 4949443202106

105g/㎡（90kg紙）
、210×297mm

普通紙

200枚×8束

●

●

エクセレントホワイト A4長尺

PPR-CT4DA

2,484円

（2,300円） 4949443202151

128g/㎡（110kg紙）
、210×1200mm

普通紙

125枚×1束

●

●

●

エクセレントホワイト A3

PPR-CA3NA

8,424円

（7,800円） 4949443202113

80g/㎡（70kg紙)、297×420mm

普通紙

250枚×6束

●

●

●

エクセレントホワイト A3（厚口）

PPR-CA3DA

10,152円

（9,400円） 4949443202120

105g/㎡（90kg紙）
、297×420mm

普通紙

200枚×6束

●

●

●

エクセレントホワイト A3長尺

PPR-CT5DA

3,996円

（3,700円） 4949443203318

128g/㎡（110kg紙）
、297×1200mm

普通紙

125枚×1束

●

●

●

エクセレントホワイト A3ノビ

PPR-CW3NA

11,340円 （10,500円） 4949443202137

80g/㎡（70kg紙）
、328×453mm

普通紙

250枚×6束

●

●

●

エクセレントホワイト A3ノビ
（厚口）

PPR-CW3DA

13,608円 （12,600円） 4949443202144

105g/㎡（90kg紙）
、
328×453mm

普通紙

200枚×6束

●

●

●

エクセレントホワイト A3ノビ長尺
用 紙＊19

様

エクセレントグロス A4
エクセレントグロス A3
エクセレントグロス A3ノビ
エクセレントペーパー A4

PPR-CT3DA

3,996円

（3,700円） 4949443202168

128g/㎡（110kg紙）
、328×1200mm

普通紙

125枚×1束

●

●

●

PPR-SA4DBB

6,480円

（6,000円） 4949443202489

128g/㎡（110kg紙）
、210×297mm

光沢紙＊20

250枚×4束

●

●

●

PPR-SA4DBR

1,836円

（1,700円） 4949443202496

128g/㎡（110kg紙）
、210×297mm

光沢紙＊20

250枚×1束

●

●

●

PPR-SA3DBB

6,480円

（6,000円） 4949443202502

128g/㎡（110kg紙）
、297×420mm

光沢紙＊20

125枚×4束

●

●

●

PPR-SA3DBR

1,836円

（1,700円） 4949443202519

128g/㎡（110kg紙）
、297×420mm

光沢紙＊20

125枚×1束

●

●

●

PPR-SW3DBB

7,776円

（7,200円） 4949443202526

128g/㎡（110kg紙）
、328×453mm

光沢紙＊20

125枚×4束

●

●

●

PPR-SW3DBR

2,160円

（2,000円） 4949443202533

128g/㎡（110kg紙）
、328×453mm

光沢紙＊20

125枚×1束

●

●

●

PPR-DA4TDB

4,104円

（3,800円） 4949443203097

64g/㎡（55kg紙）
、210×297mm

普通紙

500枚×5束

●

●

●

普通紙

500枚×3束

エクセレントペーパー A3

PPR-DA3TDB

5,184円

（4,800円） 4949443203110

64g/㎡（55kg紙）
、297×420mm

●

●

●

エクセレント透明フィルム A3ノビ

PPR-SW3AEB

10,584円

（9,800円） 4949443090079

0.04mm（印刷時は保護フィルム付き0.1mm）
、
328×453mm
パッケージ・ペットボトル等のデザイン確認・試作用透明フィルム 20枚/箱

●

●

●

エクセレント透明フィルム A4ノビ

PPR-SW4AEB

10,260円

（9,500円） 4949443090086

0.04mm（印刷時は保護フィルム付き0.1mm）
、
225×320mm
パッケージ・ペットボトル等のデザイン確認・試作用透明フィルム 40枚/箱

●

●

●

＊1：本体購入時には、約10000枚
（ISO標準パターンをA4ヨコ送り
（片面）
で連続印刷した場合）
印刷可能なトナーカートリッジが付属しています。
＊2：備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止
のため、
トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚
（ISO/IEC 19798準拠の参考値）
でそれ以降印刷ができなくなります。
＊3：A4ヨコ送り
（片面）
印刷、
ISO/IEC 19798に準拠の参考値＊4：備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要
です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のためトナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、約100枚
（A4サイズ5%密度印刷時の参考値）
でそれ以降印刷ができなくなります。
＊5:ホワイト
（白色）
を含んだ印刷を行った場合、使用
条件によってはトナーカートリッジ特色ホワイトの備考記載の印刷枚数や、廃トナーボックス
（メンテナンス品 約40000枚
（A4ヨコ送り
（片面）
、5%密度で一度に３枚ずつ印刷時）
）
の寿命が1/4以下になります。
＊6：A4ヨコ送り
（片面）
連続印刷、A4サイ
ズ5％密度印刷時＊7：一般的な使用状況
（一度に3枚ずつ印刷）
を想定した値です。連続印刷時の参考値は約86000枚
（A4ヨコ送り
（片面）
印刷時）
になります。一度に1枚のみ印刷する場合は、一般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。
使用条件によっては、
目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。
＊8：備考記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防止のため、
イメージドラムを交換しないと印刷動
作を一時停止した後、
イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。
＊9：A4ヨコ送り
（片面）
、
一度に3枚ずつ印刷時＊10：一般的な使用状況
（一度に3枚ずつ印刷）
を想定した値です。一度に1枚のみ印刷する場合は、
一
般的な使用状況に比べ約半分の枚数で寿命になります。使用条件によっては、
目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。
＊11：本体購入時には、お客様の選択した特色ホワイトキット・特色クリアーキットのいずれかが同時納品されま
す。
＊12：A4ヨコ送り片面
（一度に3枚ずつ）
印刷時。
＊13：封筒専用定着器ユニットは、封筒への印刷用定着器です。封筒以外の用紙には使用できません。
＊14：封筒専用定着器ユニットは、
メンテナンス品5年間無償提供の対象ではありません。別途ご
購入いただく必要があります。
＊15：封筒専用定着器ユニットの詳細はOKIデータホームページ
（http://www.oki.com/jp/printing/services-and-solutions/envelope/）
をご確認ください。
＊16：定着器ユニットと封筒専用定着器ユニットを交換し
てもそれぞれの印刷可能枚数は変わりません。交換作業は、
お客様自身で行っていただきます。
＊17：メンテナンス品5年間無償提供をご利用いただく場合は無償でご提供いたします。詳細はカタログP.18またはOKIデータホームページでご確認くだ
さい。
＊18：OKIデータ指定品以外を使用した場合、動作保証できません。
＊19：印刷時、用紙全体に薄くトナーが付着することがあります。
＊20：特色クリアートナーには対応していません。
●

C911dnおよびオプション品の無償保証期間は6カ月です
（消耗品・メンテナンス品は無償保証対象外となります）
。

●

補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。

● トナーカートリッジ・イメージドラムは、
開封後1年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してください。

C941dnのご購入について
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本体購入時に特色ホワイト、特色クリアーのどちらをご使用になるか選択していただきます。
選択した特色ホワイトキット/特色クリアーキットのいずれかが、本体と同時納品されますので、本体に取り付けてご使用ください。

無償保証規定の内容については18ページをご覧ください。

搬 入・調 整 サ ー ビ ス

〈サポートサービス提供時間〉

本体またはオプション品納入時の各作業を有償にて承るメニューです。

［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30〜1/3）
を除く］

月〜金曜日／9：00〜17：30

◎ 搬入サービス

本体・トレイ類（オプション品）の開梱作業から、設置、廃材の回収などを行います。

◎ 調整サービス

オプション品
（トレイ類以外）
・消耗品の取付け、動作確認、取扱い説明、
ドライバーインストールなどを行います。

搬入サ ービス

●山間部、離島については別途打ち合わせのうえ、配送／搬入日／料金を設定します。●クレーン等特殊機材を使用する場合は別途打ち合わせのうえ、配送／搬入
日／料金を設定します。●特色ホワイトキット・特色クリアーキット・オプションのハードディスクの開梱はいたしません
（ただし、搬入時の開梱作業中にお客様がオプシ
ョンを開梱した場合は廃材の回収可能）
。

▼

C941dn/C931dn/C911dn 搬入サービス

お客様への配送
（軒先渡しお届けのみ）
は無償にて行います。開梱作業、廃材回収が必要な場合は下記の通り有料にて承ります。
品名
共通メニュー

型名

作業内容

税込価格（税別価格）

養生作業

MLHNC-C3A

＊1
10,800円
（10,000円）

時間指定

HNC-C3A

＊1
10,800円
（10,000円）

エレベーター内壁保護、廊下保護
9：00〜17：30の希望時間に搬入
開梱して使用場所へ置き廃材を回収

プリンター本体搬入
搬入の場合

プリンター本体
＋増設トレイ搬入
（同時）

追加搬入の場合

増設トレイ搬入＊3

HNP-C3E

＊2
24,840円
（23,000円）

HNT-C3E

＊2
18,360円
（17,000円）

上記作業＋増設トレイの上に本体を載せ廃材を回収
本体と増設トレイ類を同時搬入した場合、
トレイの取り付けも行います。
（TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3）
開梱して増設トレイの上に本体を載せ廃材を回収。
トレイの取り付けも行います。
（TRY-C3G1、TRY-C3G2、TRY-C3G3）

＊1：ご指定の場所1箇所／1回あたりの価格です。＊2：すべて1台あたりの価格です。＊3：増設トレイの追加搬入
（HNT-C3E）
を行う場合は、お客様の立会いが必要となります。増設トレイの追加搬入
（HNT-C3E）
を行う場合は、
ご使用中の製品本体
の主電源が切れていること、作業前に本体に接続しているケーブル類をお客様に取り外していただく必要があります。外したケーブル類の取り付けは、増設トレイ搬入作業完了後、お客様自身で行っていただきます。本作業には増設トレイ類の
動作確認は含まれません。

〈搬入同時使用済み製品回収について〉
プリンター本体搬入
（HNP-C3E）
をご注文いただいたお客様は、
ご希望により使用済み製品の回収・リサイクル処理を無償で行わせていただきます。
搬入同時使用済み製品回収の対象製品は、
カラーページプリンター、モノクロページプリンター、
カラー複合機、モノクロ複合機です。

《注意事項》
搬入同時使用済み製品回収には、事前に無償譲渡連絡書の提出が必要となります。
回収日時は搬入と同日・同時間帯となります。回収場所は搬入場所と同じ場所になります。
回収台数はご注文いただいた本体の搬入台数と同台数、
またはそれ以下とさせていただきます。
100kgを超えるカラーページプリンター、モノクロページプリンター、
カラー複合機、モノクロ複合機は本回収の対象外です。別途お見積もりのうえ、料金を設定いたします。
本回収時に使用済み消耗品を同時に回収することはできません。使用済み消耗品の回収については弊社ホームページ
（http://www.oki.com/jp/printing/）
をご覧ください。

調整サ ービス

●山間部、離島および宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から５０ｋｍ以上の場合は別途打ち合わせのうえ、作業日／料金を設定します。 ●調整作業を行うには本
体やオプション品がすでに使用場所へ据付
（設置）
されている必要があります。使用場所へ搬入・開梱・廃材回収は含みません。 ●下記価格表で特に記述がないもの
については、1台あたり作業者1名／1回作業となります。●お客様の設置装置
（PC）
・本体間の接続、LANケーブル／HUB等の準備、敷設は行いません。

▼

C941dn/C931dn/C911dn 調整サービス
品 名

型 名

＊
税込価格
（税別価格）

訪問費
（基本料金）

MLADJ-CV1

9,720円
（9,000円）

プリンター本体調整

ADJ-CP7

20,520円
（19,000円）

作業内容

お客様ご指定場所への訪問（1回あたり）

■ 本体調整作業 ● 電源接続 ● 消耗品取り付け ● 特色キットの取り付け（C941dnのみ） ● 内蔵ハードディスクの取り付け、動作確認 ● 増
（PC1台のみ） ● プリンターの動作確認 ● 特色トナーテ
設トレイユニットの動作確認 ● ネットワーク設定 ● プリンタードライバーインストール
ストページ出力
（C941dnのみ） ※ネットワークの設定は事前にネットワーク情報の提示が必要です。※セキュリティソフト
（ファイアーウォール）
など
お客様の環境によっては、
設定できない場合があります。※ネットワーク情報の提示が不十分な場合は、
日を改めて調整作業する場合があります。
■ 取り扱い説明

●

基本的な使用方法、消耗品の交換方法、紙詰まりの対処方法 ● 特色の追加方法
（C941dnのみ）

■ 保守についての説明
＊
：すべて1台あたりの価格です
（訪問費を除く）
。

品名

型名

＊
税込価格（税別価格）

▼

追加ネットワーク設定・追加プリンタードライバーインストール作業

▼

追加搬入したオプションを調整する場合
作業内容

訪問費（基本料金）

MLADJ-CV1

9,720円
（9,000円） お客様ご指定場所への訪問（1 回あたり）

内蔵ハードディスク
調整

ADJ-CH7

1,620円
（1,500円）

ADJ-CT7

増設トレイユニットの調整・給紙確認およびメニュー印
刷による動作確認を行います。※調整する増設トレイ
ユニット構成にかかわらずプリンター1台あたりの
5,400円
（5,000円） 料金となります。※調整作業を行うには本体が増設ト
レイユニットにすでに載せられ、使用場所へ据付（設
置）
されている必要があります。
（TRY-C3G1、
TRY-C3G2、
TRY-C3G3）

増設トレイ
ユニット調整

＊
：すべて1台あたりの価格です
（訪問費を除く）
。

品名
訪問費（基本料金）

型名

＊1
税込価格（税別価格）

作業内容

MLADJ-CV1

9,720円
（9,000円） お客様ご指定場所への訪問（1 回あたり）

ネットワーク設定

ADJ-CN7

プリンターへのネットワーク情報設定・メニュー印刷
での確認を行います。
※ネットワークの設定は事前にネットワーク情報の
3,240円
（3,000円） 提示が必要です。※セキュリティソフト
（ファイアーウ
ォール）
などお客様の環境によっては、設定できない場
合があります。※ネットワーク情報の提示が不十分な
場合は、日を改めて調整作業する場合があります。

プリンタードライバー
インストール費＊2

ADJ-CI7

5,400円
（5,000円）

内蔵ハードディスクの取り付けおよびメニュー印刷に
よる動作確認を行います。

お客様の PC１台へプリンタードライバーインストー
ルおよびテスト印刷を行います。

＊1:すべて1台あたりの価格です
（訪問費を除く）
。
＊2：価格はインストール作業1回あたりの料金となります
（PC１台×プ
リンター３台の場合は、
１×３＝３と計算）
。1台のPCで２つのOSを使用している場合には、PC2台に換算します
（2つのOS
を使用しているPC1台×プリンター3台の場合は、2×3＝6と計算）
。本体調整作業と同日作業で2台目以降のPCへイン
ストールする場合、訪問費は不要です。※プリンタードライバーの設定は、製品出荷時設定となります。
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オンタイム（定期契約）サポートサービス

専用フリー
ダイヤル設置

〈サポートサービス提供時間〉
月〜金曜日／9：00〜17：30
［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30〜1/3）
を除く］

契約期間中は何度でもサポートをご利用いただける定額料金制メニューです。

サポートパック

契約期間内は、何度でも出張修理サポートをご利用いただけます。
万が一の故障にも優先的に対応。
年間の費用も割安になるお得なメニューです。

お支払い お支払いは、サポートパックご購入
方法
時に一括払いのみとなります。

ご注意ください !

サポートパックは下記の4つの標準パックからお選びいただけます。

延長パックは右記の2つからお選びいただけます。

4年

1年延長

※5年のサポートパックをご購入のお客様は延長パックをご購入いただけません。

5年

用定着器ユニットはサポートパックのサービス内容には含まれませんのでご了承ください。●修理部品は、サポー

既にご購入済みの標準パック
（5年パックは除く）
のサポート期間を延長することができるメニ
ューです。標準パックをご購入していないお客様でも、
ご購入いただけます。

3年

トサービス料金に含まれますが、メンテナンスユニットの寿命による交換は除きます。●離島などOKIカスタマ
アドテックサービス拠点から遠隔地への出張となる場合には、原則としてオンサイトサポートの提供はできませ
ん。ご不明な場合は、OKIカスタマアドテックサポートサービスヘルプデスクまでお問い合わせください。

2年延長
年 間 契 約サポートサ ービスヘ ルプデスク

※標準パックの期間には、無償保証期間の6ヵ月間が含まれております。

サポート期間
6ヵ月

プリンターご購入

■ サポートパック

0120-565-389

オンタイムサポートサービスには「サポート
パック」以外にも、OKIカスタマアドテックの
「年間契約サポートサービス」がございます。

ご購入対象期間

≪ご購入対象期間≫

本体購入時から6ヵ月間
（無償保証期間内）のみ

●1台に、複数のサポートパックを組み合わせてご購入された際に
「標準パック」
と
「延長パッ
ク」
のサポート期間合計が5年間を超える場合でも、本体購入時から起算して5年間以降は

サポートを受けられませんので、あらかじめご了承ください。●トナーカートリッジ、
イメージドラムおよび封筒専

サポート期間の延長をご希望の方に！

初年度1年

サポート サポートサービス期間は、原則中途解約は
の解約 できませんので、あらかじめご了承ください。

携帯電話・PHSからは03-5621-3743

年間契約サポートサービスに関するお問い
受付時間
合わせは、OKIカスタマアドテックサポートサ 月〜金曜日／ 9：00〜17：30
ービスヘルプデスクまでお願いいたします。 ［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30〜1/3）を除く］

1年後

C911dn 本体
対応機種

品名

C911dn

パック期間
1年（初年度）
3年
4年
5年
1年（延長）
2年（延長）

C911dn本体

対応時間

当日

商品コード
C911-DNA-1DS1
C911-DNA-1DP3
C911-DNA-1DP4
C911-DNA-1DP5
C911-DNA-1DY1
C911-DNA-1DY2

税込価格（税別価格）
42,984円（39,800円）
140,184円（129,800円）
194,184円（179,800円）
248,184円（229,800円）
75,384円（69,800円）
118,584円（109,800円）

JANコード
4571307286252
4571307286269
4571307286276
4571307286283
4571307286290
4571307286306

税込価格（税別価格）
48,384円（44,800円）
59,184円（54,800円）
80,784円（74,800円）
26,784円（24,800円）
37,584円（34,800円）

JANコード
4571307286313
4571307286320
4571307286337
4571307286344
4571307286351

備考

定期点検なし

※オプション品（内蔵ハードディスク、増設トレイユニット、
キャスター付増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット）
を含む価格です。

C941dn/C931dn /C911dn
対応機種

品名

パック期間
3年
4年
5年
1年（延長）
2年（延長）

C941dn
定期点検追加１回/年

C931dn
C911dn

対応時間

当日

商品コード
C900-FP1-1DP3
C900-FP1-1DP4
C900-FP1-1DP5
C900-FP1-1DY1
C900-FP1-1DY2

備考
C911dnは
本体へ加算

スポット修理サービス

〈サポートサービス提供時間〉

ご依頼ごとに料金（修理費用・部材費等）をお支払いいただくメニューです。

［土・日・祝日、5/1および年末年始（12/30〜1/3）
を除く］

スポットオンサイト
サービ ス（ 出 張 修 理 ）

月〜金曜日／9：00〜17：30

故障発生時に出張修理へお伺いします。お客様の緊急度合いに応
じて、お伺いする日時を４種類のメニューからお選びいただけます。

緊急

優先

スタンダード

スケジュールド

2時間以内

当日対応

3日以内

4日〜

■ スポットオンサイトサービス
（出張修理）
対応機種

サービスメニュー

C911dn

（

C911dn
部品交換を伴わない
30分以内の簡易修理

）

緊急＊1
優先＊1
スタンダード
スケジュールド
緊急＊1
優先＊1
スタンダード
スケジュールド

基本技術料 税込価格（税別価格）

技術者派遣料 税込価格（税別価格）

部材費＊2＋加算料金＊3

36,720円（34,000円）
28,080円（26,000円）
実費9,720円（9,000円）
24,840円（23,000円）
22,356円（20,700円）
28,080円（26,000円）

料金合計 税込価格（税別価格）
＊4
46,440円（43,000円）
＋実費（１人作業の場合）
＊4
37,800円（35,000円）
＋実費（１人作業の場合）
＊4
34,560円（32,000円）
＋実費（１人作業の場合）
＊4
32,076円（29,700円）
＋実費（１人作業の場合）
28,080円（26,000円）

実費

̶

21,600円（20,000円）

21,600円（20,000円）

＊１：緊急・優先サポートのメニューは、
地理的条件、
交通の便などによりご希望の時刻にお伺いできない場合がありますので、
訪問時刻を連絡させていただく時にご相談をさせていただきます。
＊2：修理可能品の場合は、
その部材の修理価格となります。
ただし、
落下、
水没、
落雷等の原因による場合は、
修理できないか、
または新品交換とし新品価格となります。
サポートサービスで交換した不良部品の所有権は、
保守会社に帰属するものとします。
＊3：出張修理で弊社拠点より20km以上離れたお客様の場合は、
出張費
（実費）
を加算します。
ネットワーク接続機で故障原因の切り分け・修理工数に多大な時間
（4時間以上）
を要した場合は、別途追加料金を加算します。
＊4：2人作業の場合には、
基本技術料・技術者派遣料は各2倍となります。

〈お客様相談センター〉 1本の電話でワンストップ解決!
OKIデータは、
ご購入前のご相談から、技術的なご質問、操作方法、
トラブル処理、保守サービスのお問い合わせ、OKIデータに対するご意見、
ご相談などを一括してお受
けする
「お客様相談センター」
を設けています。どこに電話をしたらいいか悩むことはありません。お困りごとの際は
「お客様相談センター」
までお問い合わせください。

お客様からのお問い合わせ
操作方法のお問い合わせ

ご購入前のご相談

プリンタードライバーの設定方法が
よく分からないのですが…

○△□なプリンターを探していますが、
最適な商品はどれですか？

エラー表示が出ているのですが、
対処方法がよくわかりません…

お客様相談センター

簡単なお問い合わせへの回答

お客様 のお問い合わせに対してすばやく対応

修理受付／手配

お 問 い合 わせ 先
17

トラブル対処のお問い合わせ

お客様相談センター

各種保守サービスのお問い合わせ

技術的なお問い合わせ

保守サービスはどんな
メニューがありますか？

長尺の印刷には
対応していますか？

複雑なお問い合わせ

ご利用相談

お客様のご利用環境にあった的確なアドバイス

0120-654-632

【受付時間】月〜金曜日／９:００〜２０:００、土曜日／９:００〜１７:００ ※祝日、
年末年始等を除く

技術サポート

技術的なお問い合わせへの回答

保守メンテナンス

オンサイト
（出張）
サポート

※携帯電話・IP電話からは
ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、
お客様のご負担となります。

プ ロ の 現 場 にも 充 実 の サ ポートを 。

+
ご購入日から起算して5年以内に発生した故障について、弊社保証
規定に基づいて無償で修理するサービスです。
修理対応
サポート・修理受付は専用窓口で行い、当日オンサイト修理（当日出張修理）いたします。

専用窓口

専用
ダイヤル
受付時間

受付時間
当日
オンサイト
修理訪問
修理
時間

お客様登録後に発行される
「保証書」
と併せてご連絡いたします。

月〜金曜日 ／ 9:00〜17:30

ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品＊
（定着器ユニット、
ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス）が規定の交換寿命を
迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。
交換品は、お使いのメンテナンス品＊
（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ロー
ラ、廃トナーボックス）の寿命を確認した上で送付させていただき、交換作業はお
客様で行なっていただきます。使用済みのメンテナンス品は、回収させていただ
きます。

※土・日・祝日、5/1および年末年始
（12/30〜1/3）
を除く

月〜金曜日 ／ 9:00〜15:00 までに受付完了した修理依頼

※受付当日15:00を超える受付完了は翌営業日の対応となります。

月〜金曜日 ／ 9:00〜17:30

※土・日・祝日、5/1および年末年始
（12/30〜1/3）
を除く

＜当日オンサイト修理の適用外に関する注意事項＞
⑴プリンター設置先住所が山間部・離島及び宿泊を伴う遠隔地、並びにサービス拠点から50km以上の場合
は、当日オンサイト修理の適用外となり、修理対応は作業日を調整し、別途費用を設定いたします。
⑵保守員が当日の修理対応時間内に到着できないときや故障内容等によっては、当日オンサイト修理が出来
ない場合があり、翌営業日の修理対応とさせていただくことがあります。

無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される
「保証書」が必要となります。

メンテナンス品5年間無償提供を受けるためには、
お客様登録が必要です。

対象機種
適用外（6ヶ月間無償保証）

C941dn、C931dn

C911dn

※C911dnは「5年間無償保証プラス」の適用外であり、無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となります。

「 5 年 間 無 償 保 証プラス 」
・
「 メンテナンス品5 年 間 無 償 提 供」を利 用するには
「5年間無償保証プラス」
・
「メンテナンス品5年間無償提供」は、お客様登録を行なっていただいたお客様が、弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品のご購入日から本サービ
スが適用される期間継続してご使用いただくことにより利用できます。
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品のご購入日から継続してご使用いただけない場合は、C941dn/C931dnはご購入日から起算して6ヶ月間の無償保証期間となり、期
間満了後に発生した故障は全て有償修理となります。また、C941dn/C931dn/C911dnのメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラ、廃トナーボックス）は有償でのご提供となります。
なお、弊社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）の使用に起因して生じた故障や損傷は、無償保証期間中であっても有償修理となります。
5年間または6ヶ月間の無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。
「保証書」はお客様登録後に郵送させていただきます。
「5年間無償保証プラス」
・
「メンテナンス品5年間無償提供」を「利用する」
・
「利用しない」は、お客様登録時に選択していただきます。次の注意事項をご確認の上、選択してください。

お 客 様 登 録 時 に 選 択してくだ さ い
C911dnの場合

C941dn/C931dnの場合
▶「5年間無償保証プラス」
・
「メンテナンス品5年間無償提供」
を利用する

▶「メンテナンス品5年間無償提供」
を利用する

▶「5年間無償保証プラス」
・
「メンテナンス品5年間無償提供」
を利用しない

▶「メンテナンス品5年間無償提供」
を利用しない

弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から本サー
ビスが適用される期間継続して使用する。
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から継続し
て使用するとは限らない。

注 意事項

弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から本サー
ビスが適用される期間継続して使用する。
弊社指定の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）のみを本製品の購入日から継続し
て使用するとは限らない。

（１）
ご選択いただいた内容は、
本製品のご使用期間中に変更することはできません。
（２）
弊社指定外の消耗品
（トナーカートリッジ、
イメージドラム）
をご使用した場合、
「5年間無償保証プラス」
・
「メンテナンス品5年間無償提供」
を利用できなくなり、
C941dn/C931dnの無償保証期間は
ご購入日から起算して6ヶ月間となります。
また、
C941dn/C931dn/C911dnのメンテナンス品
（定着器ユニット、
ベルトユニット、
給紙ローラ、
廃トナーボックス）
は有償でのご提供となります。
（３）
弊社指定外の消耗品
（トナーカートリッジ、
イメージドラム）
の使用に起因して生じた故障や損傷は、
無償保証期間中であっても有償修理となります。

保 証 書について
封筒専用定着器ユニット
ご使用にあたって

C941dn/C931dn/C911dnに保証書は添付されていません。保証書はお客様登録後に郵送させていただきますので、
まずはお客様登録をお願いいたします。無償修理を受けるには、
お客様登録後に発行される保証書が必要になります。
封筒専用定着器ユニットをご使用の方も「5年間無償保証プラス」
「メンテナンス品5年間無償提供」をご利用いただけます。ただし、
「メンテナンス品5年間無償提供」の対象ではありませんので、規定された交換寿命を迎えた場合、
ご購入いただく必要があります。

お客様登録はOKIデータホームページから http://www.oki.com/jp/printing/
■ 無償保証規定
1.お客様の正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）
で故障が発生した場合に
は保証期間内に限り保証規定に基づき、無償で修理させていただきます。
2.保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
（1）
保証書の提示がない場合。
（2）
保証書の字句が書き換えられている場合。
（3）
火災、
天災、
公害、
塩害、
異常電圧等の外部要因に起因する故障および損傷の場合。
（4）
お買い上げ後の輸送、
移動時の落下、
衝撃等、
お取扱いが不適当なために生じた故障および損傷の場合。
（5）
説明書に記載の使用方法、
または注意に反するお取扱い（不安定な電力供給、仕様に定める動作可能温度および動作可
能湿度の範囲外での使用等の使用環境の問題も含む）
によって発生した故障および損傷の場合。
（6）
弊社指定の保守サービス会社以外で修理、
改造された場合。
（7）
接続している他の機器に起因した本製品の故障および損傷の場合。
＊
（8）
弊社指定以外のメンテナンス品（定着器ユニット、
転写ローラ、
ベルトユニット、
給紙ローラーセット、
廃トナーボックス）
、
消耗品
（トナーカートリッジ、
イメージドラム、
イメージドラムユニット、
EPトナーカートリッジ、
ステイプルカートリッジ）
、
用紙等の使用に起因して生じた故障および損傷の場合。
＊
（9）正常なご使用方法でもメンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット、廃トナー
ボックス）
、
消耗品
（トナーカートリッジ、
イメージドラム、
イメージドラムユニット、
EPトナーカートリッジ、
ステイプルカー
トリッジ）
、
用紙等が自然消耗、
磨耗、
劣化した場合。
＊
3.メンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラーセット、廃トナーボックス）、消耗品（トナー

カートリッジ、
イメージドラム、
イメージドラムユニット、
EPトナーカートリッジ、
ステイプルカートリッジ）
、
用紙等は本保証
による保証対象とはなりません。
また、
パソコン本体のOS改変やプリンタードライバーソフトの改変に関しても、保証対
＊
象とはなりません。
メンテナンス品 ・消耗品の交換については、お客様で行っていただきます。弊社に依頼される場合
は、
部品代金に加えて工賃
（出張費を含む）
をお客様にご負担いただきます。
＊
4.製品によっては、
メンテナンス品 および消耗品に該当する部品を追加する場合があります。その場合には、当該製品の
＊
カタログ、取扱説明書等に追加されたメンテナンス品 および消耗品を記載します。
5.製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、
間接の損害については、
弊社はその責に任じません。
6.設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、
お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、
お客様相談センターに
お問い合わせください。
7.弊社における保証は、
製品の機能に関するものであり、
ハードディスク、
SDメモリーカード等のデータ記憶部品に記憶された
データ・プログラム・設定内容の消失または損害について保証するものではありません。
8.修理を行った場合の修理内容については、修理伝票等で代替いたします。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）
＊ メンテナンス品が指定されていない製品の定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラは本保証規定の対
象となります。
＊ メンテナンス品5年間無償提供サービスをご利用のお客様は、
メンテナンス品（定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユ
ニット、給紙ローラーセット、廃トナーボックス）が規定された交換寿命を迎えた場合、交換品を無償提供します。
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本カタログの各種表記について
〈消耗品の印刷可能枚数について〉

〈ランニングコストについて〉

〈ランニングコストの基本的な算出基準〉

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、
「ISO/IEC19798」
もしくはA4・5％密度相当のデータを、A4ヨコ送り片面
で繰り返し印刷した場合の参考値です。イメージドラムカートリッジの印刷可能枚数は、A4ヨコ送り片面を一度に
3枚ずつ繰り返し印刷した場合の参考値です。実際の印刷環境においては、印刷するドキュメントの内容、
プリンタ
ードライバーの設定、
お客様の使用状況、OS環境、電源のON／OFFやカバーオープン／クローズ時の動作調整
などにより印刷可能枚数が低下する場合があります。印刷条件によっては半分以下になる場合があります。

ランニングコストは参考値です。実際のランニン
グコストは、印刷するドキュメントの内容、プリン
タードライバーの設定、お客様の使用状況、OS
環境、電源のON／OFFやカバーオープン／ク
ローズ時の動作調整などによって異なります。

トナーカートリッジの本体価格をそれぞれの
印刷可能枚数で割った値と、
イメージドラムの
本体価格をそれぞれの印刷可能枚数で割った
値の合計がランニングコストとなります。用紙
代、消費税などは含まれておりません。

お客様相談センター 〈1本の電話でワンストップ解決！〉

使用済み消耗品･メンテナンス品無償回収（エコプログラム）

OKIデータは、
ご購入前のご相談から、技術的なご質問、操作方法、
トラブル対処、 OKIデータでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的に、使用済み消耗品等の回収を無償
で実施しております。
保守サービスのお問い合わせ、OKIデータに対するご意見、
ご相談などを一括してお受け
する
「お客様相談センター」
を設けています。
どこに電話をしたらいいか悩むことはありま
エコプログラム
せん。お困りごとの際は、
まず
「お客様相談センター」
までご連絡ください。
お客様

OKIデータ
回収センター

ご使用済み
消耗品／メンテナンスユニット等

？ 簡単なお問い合わせ
？

複雑なお問い合わせ

修理受付／手配

運送会社

エコプログラムの詳細・無償回収の依頼は、
ホームページをご覧ください。

ご利用相談 お客様のご利用環境にあった的確なアドバイス
技術サポート 技術的なお問い合わせへの回答

http://www.oki.com/jp/printing/
〈お問い合わせ先〉OKIデータ回収センター

0120-640-991

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

（出張）
サポート
保守メンテナンス オンサイト

０１２０-６５４-６３２

※携帯電話・IP電話からは

0570-055-654

ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、
お客様のご負担となります。

〈受付時間〉
月〜金曜日 ９:００〜２０:００、土曜日 ９:００〜１７:００
（祝日、年末年始等を除く）
※保守サービスについては、
月〜金曜日 17：30〜20：00、土曜日 9：00〜17：00はお電話での対応のみを行い、訪問
修理が必要な場合は翌営業日にご連絡さしあげます。

◎高度な技術的ご質問にも的確に対応いたします。◎全スタッフがコール状況を把握。
長時間お待たせしません。 ◎内容によってはお電話によるスピード解決が可能です。

地 域に密着した安心の保 守サービス

商品本来の性能を発揮させるために、OKIデータ指定の消耗品をご使用ください。
◎弊社指定外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。◎弊社指
定外の消耗品の使用に起因して生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となる
か、または保守契約の対象外となります。
（弊社指定外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使
用にあたっては十分にご留意ください）

業界トップレベルのサポート拠点を配置し、
地域に密着したサポートサービスを展開。
誠意・迅速・確実をモットーに、全国均一の
安心を提供いたします。

消耗品のご購入、販売単位等はお買い求めの販売店にお問い合わせください。

［商標の扱いについて］

当社は環境マネジメントシステムISO14001：2015の認証取得をしております。

※本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販のソフトウェアによって
はその一部がサポートされていない場合があります。※MICROLINE、VINCIは株式会社沖
データの商標です。OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windows、Windows
2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10は、米
国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※Macintosh、Mac OS、OSXおよびmacOSは、米国およびその他の国におけるApple
Inc.の登録商標または商標です。※Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは
Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。※DICは、大日本インキ化学
工業株式会社の登録商標です。※PANTONEはPantone,Inc.の登録商標です。※リュウ
ミンL-KL、中ゴシックBBBは株式会社モリサワとアドビシステムズ社が共同開発したフォント
で、承 認 外の複 製は禁 止されており、それらの書 体 名は株 式 会 社モリサワの商 標です。
※SAPはドイツおよび世界各国におけるSAP AGの登録商標です。※その他、記載の製品
名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

当社はISO9001
（品質マネジメントに関する国際規格）
の認証を受けています。

注意

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うえ、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。アースを確実に取付けてください。
故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2018年7月現在のものです。機能向上のため、
カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせは、
下記販売店まで。

お客様相談センター／ 0120-654-632 ※携帯電話・IP電話からは

0570-055-654

（ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、
お客様のご負担となります）

本
社 ／〒108-8551
国内営業本部 ／〒105-0001
北 海 道 支 店 ／〒060-0003
東 北 支 店 ／〒980-0811
中 部 支 店 ／〒461-0004
静 岡 営 業 所 ／〒420-0031
関 西 支 店 ／〒541-0051
中 国 支 店 ／〒730-0017
四 国 営 業 所 ／〒760-0017
九 州 支 店 ／〒810-0001
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東京都港区芝浦4-11-22
03-5445-6111
東京都港区虎ノ門1-7-12（虎ノ門ファーストガーデン7F） 03-3501-3900
札幌市中央区北三条西3-1-44（ヒューリック札幌ビル7F） 011-218-8322
仙台市青葉区一番町3-1-1（仙台ファーストタワー15F） 022-212-6724
名古屋市東区葵３-１５-３１
（千種ビル1F）
052-935-8510
静岡市葵区呉服町2-1-5（5風来館5F）
054-205-3373
大阪市中央区備後町2-6-8（サンライズビル8F）
06-6264-1772
広島市中区鉄砲町8-18（広島日生みどりビル9F）
082-511-8567
高松市番町1-7-5（明治安田生命高松ビル5F）
087-822-1360
福岡市中央区天神2-13-7（福岡平和ビル4F）
092-712-6620
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