
※ 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。詳細については当社ホームページをご確認ください。

「プリンターに関わるコストをもっと削減したい」。
そんな現場のみなさんのお悩みを解決するCOREFIDOの「5年間無償保証」。
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、当社保証規定に
基づいて無償で修理するサービスです。
購入時の保守費用の予算化、故障による突発的な費用の捻出、故障時の
見積り作業の面倒を解消し、TCO削減に大きく貢献します。

コアフィードシリーズは

5 年 間
無償保証

オープン価格

高解像度・充実機能の
モノクロA4コンパクトモデル

スペースを活かす、コンパクトボディ、
無線LAN対応。
スペースを活かす、コンパクトボディ、
無線LAN対応。
コンパクト&ケーブルレスだから、セットする場所を選びません。
狭いスペースやデスクサイドなど、使いたい場所に気軽に設置できます。

大容量トナーカートリッジと大量給紙で
大量出力も手間いらず。
大容量トナーカートリッジと大量給紙で
大量出力も手間いらず。
12,000枚印刷可能※な大容量トナーカートリッジをご用意。
オプションのセカンドトレイユニットを装着すれば、最大970枚の連続給紙が可能。
大量出力もなんなくこなせます。
トナー交換や用紙セットの煩わしさも軽減できます。
※A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値

コンパクトサイズでも高機能。
多忙なオフィスや基幹業務に最適な一台。
コンパクトサイズでも高機能。
多忙なオフィスや基幹業務に最適な一台。
毎分38ページの高速プリント※

ネットワーク1000BASE-T対応（有線LAN）
True1200dpiの高精細プリント
自動両面印刷に標準対応
PostScript対応
用紙のセットが簡単なマルチパーパストレイ
※普通紙・コピーモード時

高いポテンシャルが
多忙なオフィスを支える、
実力派の一台

モノクロLEDプリンター



お問い合わせは、下記販売店まで。

本社／国内営業本部
北 海 道 支 店
東 北 支 店
中 部 支 店
静 岡 営 業 所
関 西 支 店
中 国 支 店
四 国 営 業 所
九 州 支 店

／〒108-8551
／〒060-0061
／〒980-0811
／〒461-0004
／〒420-0031
／〒541-0051
／〒730-0017
／〒760-0017
／〒810-0001

03-6453-6709
011-218-8322
022-212-6724
052-935-8510
054-205-3373
06-6264-1772
082-511-8567
087-822-1360
092-712-6620

東京都港区芝浦4-11-22（OKIビジネスセンター1号館）
札幌市中央区南一条西8-1-1（クリスタルタワー7F）
仙台市青葉区一番町3-1-1（仙台ファーストタワー15F）
名古屋市東区葵3-15-31（千種ビル1F）
静岡市葵区呉服町2-1-5（5風来館5F）
大阪市中央区備後町2-6-8（サンライズビル8F）
広島市中区鉄砲町8-18（広島日生みどりビル9F）
高松市番町1-7-5（明治安田生命高松ビル5F）
福岡市中央区天神2-13-7（福岡平和ビル4F）

お客様相談センター／　 0120-654-632

https://www.oki.com/jp/printing/
※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。）
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A4モノクロLEDプリンター仕様一覧

価格表

本 体
品　名 型　名 税込価格（本体価格） JANコード

B432dnw B432DNW オープン価格 4949443022810

印刷可能枚数

消耗品

■ トナーカートリッジ（大） TNR-M4G2 30,360円 （27,600円） 4949443211399 約12,000枚＊1＊2＊3

■ トナーカートリッジ TNR-M4G1 18,480円 （16,800円） 4949443211382 約7,000枚＊1＊2＊3

■ イメージドラム ID-M4E 20,900円 （19,000円） 4949443207019 約30,000枚＊4＊5＊6

仕　様

オプション セカンドトレイユニット TRY-M4G1 27,500円 （25,000円） 4949443102833 580枚〈坪量64g/㎡（連量55kg）〉

＊1：本体購入時には、約2000枚（ISO標準パターンをA4片面で連続印刷した場合）印刷可能なスターター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/IEC19752に準拠し
た値）印刷してそれ以降印刷ができなくなります。＊3：A4片面印刷、ISO/IEC 19752に準拠した値。＊4：一般的な使用状況（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44000枚（A4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となります。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。＊5：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。＊6：A4片
面、一度に3枚ずつ印刷時。

◎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）。
◎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。
◎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。

【商標の扱いについて】
※COREFIDO/コアフィードは株式会社沖データの登録商標です。OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。※Windows、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、
Windows 8.1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。※Mac OS、OSX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。※AirPrint・AirPrintロゴはApple Inc.の商標です。※WiFi CERTIFIEDマーク・WiFi Protected Set upマークは、WiFi Allianceの認定マークです。 
※Google、Chrome OS、Chromebook、Google Cloud Print、AndroidはGoogle LLC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。※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。

※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）。

外形寸法図
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品名 B432dnw

型名 B432DNW

税込価格（本体価格） オープン価格

JANコード 4949443022810 

プ
リ
ン
タ
ー
機
構
部

印刷方式 デジタルLED乾式電子写真方式

連続プリント速度＊1 38ページ/分（A4片面）＊2＊3

自動両面印刷＊1 20ページ/分（A4）＊2＊3

印刷保証範囲 用紙の端から6.35mm以上（封筒など特殊な用紙は除く）

解像度
印刷解像度 1200×1200dpi、600×600dpi

LEDドットピッチ 1200dpi

用紙＊5

種類

紙質 普通紙、郵便ハガキ＊4、ラベル紙、封筒

用紙サイズ

用紙トレイ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、
エグゼクティブ、16K、ステートメント、カスタム＊6、

マルチパーパストレイ：A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、
エグゼクティブ、16K、ステートメント、封筒＊7＊8、

郵便ハガキ＊8、往復ハガキ＊8、カスタム＊9

坪量

用紙トレイ：60 〜120g/㎡（連量52 〜103kg）
マルチパーパストレイ：60 〜163g/㎡（連量52 〜140kg）

トレイ2：60 〜120g/㎡（連量52 〜103kg）
自動両面印刷：60 〜120g/㎡（連量52 〜103kg）

用紙手差し機能 特殊用紙（封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙）＊10

両面印刷機能 自動両面印刷

自動両面印刷機能 A4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K

給紙方式/給紙容量

用紙トレイ:容量280枚：64g/㎡（連量55kg）・総厚25mm以下
マルチパーパストレイ:容量110枚：64g/㎡（連量55kg）・総厚10mm以下、

郵便ハガキ25枚・総厚5mm以下、封筒10枚：85g/㎡・総厚5mm以下
セカンドトレイユニット〈オプション〉:容量580枚：64g/㎡（連量55kg）・総厚53mm以下

排紙方式/
排紙容量

本体排紙トレイ 最大150枚（64g/㎡）

後方排紙トレイ 最大100枚（64g/㎡）

プ
リ
ン
タ
ー
制
御
部

CPU ARM Processor（667MHz）

メモリー容量（標準/最大） 512MB

データ保存領域 2.75GB

ローカルインターフェース USB2.0タイプB＊11

ネットワーク
インターフェース

有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

無線LAN

IEEE802.11a/ｂ/ｇ/ｎ
※有線/無線の同時接続は不可。※周波数帯2.4GHz/5GHz

※セキュリティはWEP、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2-EAPをサポート。無線LANアクセスポイントとの距離は30m以内を
推奨します（アクセスポイント近くの見通しの良い位置に設置）。

対応プロトコル
TCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、HTTPS、SMTP、SMTPS、POP3、POP3S、IPP、IPPS、 

WSD Print、LPR、Port9100、FTP、FTPS、AirPrint、Google Cloud Print＊24

ページ記述言語
PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション、XPSエミュレーション、 
ESC/P 24-J84準拠、IBM 5577-H02エミュレーション、PDF（v1.7まで）

内蔵フォント
PostScript 3エミュレーション：日本語2書体＊12、欧文136書体＊13

PCLエミュレーション：日本語4書体＊14、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体＊15 

ESC/Pエミュレーション：日本語2書体＊12（文字コード：JIS X0208-1990に準拠）、欧文2書体＊13

諸
元

稼動音

稼動時 55dBA

待機時 30dBA（印刷終了後1分以降）

省電力モード時 無騒音（バックグラウンドレベル）

ウォームアップタイム＊16＊17 約17秒（パワーセーブ復帰時/パワーオン時）

ファースト印刷時間＊18 約4.5秒（A4）

電源 AC100V±10%、50/60Hz±2Hz

消費電力

動作時 最大900W/平均600W

待機時 平均80W

節
電
モ
ー
ド
時

パワー
セーブモード

約7W

スリープ
モード

7W以下（ディープスリープモード1.4W以下）＊19

オートパワーオフ時 0.5W以下＊20

エネルギー消費効率＊20 107kWh/年　区分：プリンター C

印刷保証条件 温度10 〜32℃ /湿度20 〜80%RH（結露がないこと）

外形寸法（W×D×H） 387×393＊21×245mm（突起部を含む高さは252mm）

重量（消耗品を含む） 約12kg

重量（消耗品を含まない） 約10.5kg

関連規格 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（Ver.2.0）

装置寿命＊22 5年または20万ページ

本体付属品
●ユーザーズマニュアル一式 ●電源コード ●スタータートナーカートリッジ（1本）＊23

●イメージドラム（1本） ●ソフトウェアDVD-ROM

◎対応OSの最新情報および詳細内容はホームページで随時公開しております。当社ホームぺージ／サポートページをご確認ください。
◎当社ホームペ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。

対応0S
USBインターフェース＊1

ネットワークインターフェース

Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/ 
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003

Mac OS X 10.9 ～10.6.8

Chrome OS＊2　※当社ホームページのソリューション一覧をご確認ください。

＊1：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。＊2：Chrome OSからの印刷にはいくつかの制限があります。また、USB接続での印刷にはプリンター
本体側の設定変更が必要です。当社ホームページをご確認ください。

※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。
※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、2020年10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。

＊1：普通紙、コピーモード時。＊2：封筒・ハガキでは印刷品質を高めるために印刷速度が低下します。＊3：用紙のサイズ・種類・厚さ・給紙方法によって印刷速度は変わ
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。＊4：インクジェット用の郵便ハガキは使用できません。＊5：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。ご不明な点は当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。＊6：トレイ1：幅100 ～216mm、長さ148 ～355.6mm。トレイ2：幅148 ～216mm、長さ210 ～355.6mm。＊7：坪量85g/㎡クラフト封筒または相当品。＊8：ハ
ガキや封筒などの厚手の用紙や特殊用紙は、印刷面全体に薄くトナーが付着する場合があります。印刷後は反りやシワが発生することがあります。＊9：幅86 ～216mm
×長さ140 ～1320.8mm（ただし、長さ356mm以上の場合は幅210 ～216mm）。＊10：マルチパーパストレイで手差し印刷を設定した場合、1枚ずつの給紙になります。 
＊11：プリンター側の端子はUSB2.0タイプB（2.0）です。PC側の端子はタイプAをご使用ください。＊12：平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5。＊13：OSによって使用で
きる欧文書体に制限があります。＊14：平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、P平成明朝、P平成角ゴシック。＊15：Line Printer、OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Barcode。 
＊16：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。＊17：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。＊18：プリント開始から本体排紙トレイに排出完了するまでの
時間（データ処理時間は含みません）。＊19：無線LAN接続時はスリープモード/ディープスリープモードに移行しません。またオートパワーオフは設定状態により、自動的
に電源が切れない場合があります。＊20：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。＊21：奥行きはA4の場合。出荷時：378mm、リー
ガル14の場合：452mm。＊22：装置寿命はお客様の使用状況により異なります。＊23：ISO標準パターンを使用したA4片面連続印刷時、約2000枚印刷可能。＊24：Google 
LLCが提供するGoogle Cloud Printは、2020年12月31日をもってサポート終了となります。
※オプション・消耗品は必ず当社指定品をお使いください。当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/㎡）。※消耗品は開封後、約1年経過すると印刷品質が低下する場合があります。※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・イメージドラムは、添付されている製品以外では使用できません。


