
写真はオプションを装備した状態です。

省エネ省スペース セキュリティ使いやすい

コンパクト、省エネ、高セキュリティ
身近で使いやすい A3 カラー複合機 

A3デジタルフルカラー複合機
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●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本誌の記載内容は2012年5月現在のものです。
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形式

カラー対応

読み取り解像度

書き込み解像度

階調

定着方式

用紙種類

ウォームアップタイム

給紙方法／給紙容量

両面機能

トナー補給

メモリ容量

記憶媒体容量

電源

最大消費電力

大きさ

質量

機械占有寸法

形式

インターフェイス

解像度

読み取りモード

原稿読取速度

カラースキャナ

10/100/1000BASE-T、IEEE802.11b/g＊

100、150、200、300、400、600dpi

ブラック、グレースケール、カラー、オートカラー

モノクロ：最大50枚/分（300dpi×300dpi）

グレースケール：最大50枚/分（300dpi×300dpi）

カラー：最大50枚/分（300dpi×300dpi）

対応OS

FileDownloader

（プルスキャン）

送信プロトコル

対応フォーマット

通信規格

通信プロトコル

原稿サイズ

記録紙サイズ

解像度

対応フォーマット

ITU-T T.37準拠 （ダイレクトSMTP対応）※1※2

SMTP

（STARTTLS、over SSL）

A4、B4※3、A3※3

　　　　　　̶

200dpi×100dpi/200dpi

400dpi×400dpi※2

TIFF

POP（APOP, over SSL）

　　　　　　̶

A3、B4、A4、B5、A5

150dpi×150dpi

200dpi×100/200/400dpi

300dpi×300dpi、400dpi×400dpi

TIFF（JBIG/MMR/MR/MH）

通信プロトコル

データフォーマット

複写原稿

複写サイズ

ファーストコピータイム

連続複写速度※3

複写倍率

連続複写枚数

シート、ブック（最大A3）

A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ

手差し給紙の場合　縦：100～297mm、横：148～432mmの範囲の用紙、

郵便はがき（190g/m2）、封筒※1（長形3号、洋形4号）

［画像欠け幅］ モノクロ：先端：4.2mm＋2.8mm/－1.2mm、後端：3.0±2.0mm、

両端：2.0±2.0mm　カラー：先端：5.0±2.0mm、後端：3.0±2.0mm、両端：2.0±2.0mm

モノクロ：8.2秒 カラー：10.3秒

A4ヨコ、等倍、本体カセット、ガラス面からのコピー時

モノクロ　A4ヨコ：20枚/分　フルカラー　A4ヨコ：20枚/分

 B4：12枚/分 B4：12枚/分

 A3：10枚/分 A3：10枚/分

等倍 1：1±1.0%（主走査）、0.5%（副走査）

縮小 0.25、0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86

拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00、4.00

ズーム倍率 25～400％（1％きざみ376段階／自動両面原稿送り装置使用時は25～200％まで）

1～999枚

デスクトップ

フルカラー

600dpi×600dpi

600dpi×600dpi

256階調

ローラ定着方式

60～163g/㎡の上質紙

大容量給紙装置より給紙する場合 64～105g/㎡
手差し給紙の場合　60～209g/㎡の上質紙、OHPフィルム、郵便はがき、封筒※1他

約35秒（20℃）〈節電機能使用時：15秒〉

カセット1段 自動給紙（東芝推奨紙 277枚）

および手差し給紙（最大100枚連続給紙可能）

オプション：給紙ユニット（東芝推奨紙 600枚）

 多段給紙装置（東芝推奨紙 600枚）×2

 大容量給紙装置（東芝推奨紙 2,360枚）※FAX機能での手差し給紙は行えません。

スタックレス方式

自動濃度検知、カートリッジ供給方式

メインメモリ：2GB

SSD※2：8GB

オプション：160GB（セキュリティHDD）

AC100V・15A、50/60Hz共通

1.5kW以下

操作パネル傾き 7度時：幅575mm×奥行707mm×高さ662mm
操作パネル傾き 90度時：幅575mm×奥行590mm×高さ687mm

57.3kg（本体のみ）

幅964mm×奥行707mm
（手差しトレイ伸長時、操作パネル傾き7度、取扱説明書ポケット含まず）

内蔵型

モノクロ：600dpi×600dpi、カラー：600dpi×600dpi

PS使用時 モノクロ：600dpi×1,200dpi、カラー：600dpi×1,200dpi

A3、A4ヨコ、A4タテ、A5タテ、B4、B5ヨコ、B5タテ

手差し給紙の場合  縦：100～297mm、横：148～432mmの範囲の用紙

郵便はがき（190g/m2）、封筒※1（長形3号、洋形4号）
［画像欠け幅］各用紙端から4.2mm

モノクロ：20枚/分（A4ヨコ）

カラー：20枚/分（A4ヨコ）同一原稿連続印刷

Ethernet(10/100/1000BASE-T)、USB2.0/Hi-Speed USB

オプション：IEEE802.11b/g

TCP/IP（SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/IPP SSL/WS Print/WS Secure Print）、

IPX/SPX、Ethertalk、Bonjour

PCL6、PostScript3互換、XPS方式

Windows XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

Mac OS X※4、UNIX※5

PCL：欧文80書体、PS：日本語書体 平成明朝、平成ゴシック、欧文136書体

※1 手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください。 ※2 オプションのハードディスクキットを装着する場合はSSDを取り外します。
※3 普通紙の場合。 ※4 10.2.8～10.7に対応。 ※5 詳細につきましては、営業担当またはサービスエンジニアにお問い合わせください。

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

※1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。　※2 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードは、サービスエンジ
ニアによる設定が必要です。　※3 サービスエンジニアによる設定が必要です。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として送る時をタテとしています。　※記載の商品は日本国内仕様の
ため、海外では使用できません。　※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。　※商品の色は、印刷の具合で
実物と若干異なる場合があります。　※ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　※FAX機能は電話回線や地域など
の条件により、お使いになれないことがあります。　※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には搬出撤去費をご負担いただき
ます。詳しい内容につきましては、営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。　※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち
切り後、7年保有しています。　※その他、ご不明な点は営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。　※Windows、Vista は米国
Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated
（アドビシステムズ社）の商標です。IPX/SPXはNovell,Inc.の商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。EtherTalk、
TrueTypeはApple,Inc.の商標です。Felicaはソニー株式会社における登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品
名は、各社の登録商標または商標である場合があります。　※（財）電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号　（加入電話回線
接続）A12-0085001
©2012 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.
ご注意　●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙
類などをコピーすることは法律で禁止されています。　●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など
の著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

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

基本仕様

コピー機能・仕様

プリンタ機能・仕様

スキャナ仕様
基本仕様

TWAIN・FileDownloder（オプション）※1

ファイル（プッシュスキャン）※2

Eメール（プッシュスキャン）

Windows XP/Vista/７/Server2003/Server2008/Server2008 R2

モノクロ：PDF、TIFF、XPS

グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、JPEG

オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS、JPEG
※コピー/印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300dpi/600dpi

SMTP、MIME

モノクロ：PDF、TIFF、XPS※3

グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS※3、JPEG

オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS※3

SMB、FTP、IPS/SPX、NetWare over TCP/IP

モノクロ：PDF、TIFF、XPS※3

グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS※3、JPEG

オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS※3

送信 受信

インターネットFAX機能・仕様

形式

解像度

プリントサイズ

連続プリント速度※3

インターフェイス

対応プロトコル

ページ記述言語

対応OS

内蔵フォント

送信原稿サイズ

記録紙サイズ

通信モード

走査線密度

電送時間※1

通信速度

符号化方式

メモリ容量

適用回線

PC-FAXドライバ

最大A3

A3、B4、A4、B5、A5タテ

G3（スーパーG3）

高精細 16×15.4本/mm 精細 8×7.7本/mm 普通 8×3.85本/mm

2秒台※2

33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/

16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps

JBIG、MMR、MR、MH

100MB（オプション最大1GB）※3

加入電話回線、ファクシミリ通信網

Windows XP/Vista/７/Server2003/Server2008/Server2008 R2

FAX機能（オプション）・仕様

※1 TWAIN FileDownloaderを利用するにはオプションの「ハードディスクキット」が必要です。　※2 複合機本体に保存するには、
オプションの「ハードディスクキット」が必要です。　※ XPS形式はオプションの「ハードディスクキット」が必要です。　　＊オプション



「A4サイズのインクジェットプリンタはあるけれど、A3サイズの需要も増えてきた。」
「省スペース型のコピー／プリント／スキャン／FAX機能を備えたオールインワン複合機が欲しい。」
「しかも使い方が簡単で、省エネ設計だったらかなり嬉しい。」

そんな声にお応えする　　　　　　　　 は、
オフィスで店舗で幅広い場所で活躍するオールラウンド複合機です。

コンパクトさは世界最小クラス※1

コピー プリンタ スキャナ FAX*

・A3対応 
・カラー/モノクロ　20枚/分（A4ヨコプリント時） 
・１０００Base -T標準 

データの無効化

HDD NG !
（不一致）

暗号鍵消去

他の機器へ接続

HDDの盗難

？認証

チルト角度（7度～90 度）パネルの角度が自由に変更可能。

従来機：1,114mm

453mm

661mm（パンチなし）

世界最小クラスのスリム化を実現
世界最小※1の設置面積：幅575×奥行き590mmで、
当社従来機比30％の省スペース化を実現しました。
※1 2012年5月現在、A3フルカラー複合機において、当社調べ。

静音設計
稼動音がオフィスの快適さを損なわないよう構造や
使用部品に配慮しました。

操作しやすい大型液晶カラーパネル
9型の大きな液晶カラータッチパネルで、画面が見やす
く快適な操作性を実現。また、操作パネルは、７～90度
まで自由に角度の変更が可能なチルト機構を採用して
いますので、見やすい角度に調整することができます。

お知らせランプ搭載
自動両面原稿送り装置（RADF）についた
「お知らせランプ」が動作状況をお知らせ
します。RADFに原稿がきちんとセットさ
れたことをランプで確認でき、ミスコピー
を減らせます。

フィニッシャーもコンパクト
オプションのインナーフィニッシャーで、スペースをとらず
にステイプル機能も使用できます。

スリープ復帰時間大幅短縮
スリープモード（節電機能）からの復帰がすばやい
ため、頻繁に利用しても快適な環境を維持します。 

省電力性能がアップ
低温融解トナーとLEDプリントヘッドなどの採用により、
標準消費電力量を当社従来カラー機より、約50％以上
削減しました。（TEC値※2による比較）
※2  TEC値：Typical Electricity Consumptionの略。
国際エネルギースタープログラムが定義する概念的1週間の消費
電力量。

スムーズな立ち上がり
ウォームアップタイム約35秒。電源オフの状態からでも

速い立ち上がりで、すばやく出力できます。

IEEE2600.1TM - 2009に適合※3 ※4

２００９年６月に制定された複合機・プリンターが備え
るべきセキュリティ機能の国際的な規格である「IEEE 
Std 2600.1TM-2009」に適合しています。

セキュリティHDD搭載※3で安心
256ビットのAES（Advanced Encryption Standard）
というアルゴリズムによってHDD上の全てのデータが
暗号化されます。また、HDDが盗難されても、他の
機器にHDDを装着して不正に読み出そうとした瞬間
にデータが無効化されるため、情報漏えいを防止する
ことができます。 

快適と安心を実現する
「10」 のSpecial Points !

＊プラテンカバー装置装着時

＊自動両面原稿送り装着時

e-STUDIO2050C
従来機

Compact 省スペース Easy 使いやすい

低融点WAX
さらに新規低融点離型
材の添加で低温での溶
融と保存安定性を確保

低融点樹脂
従来に比べ低温でシャープに
溶融する新規樹脂を添加

復帰時間

15秒

ウォームアップ

35秒

チルト機構

ウォームアップ

sleep -85％
当社従来機

省スペース化

-30％

Speedy

7～90 度

111

222

333 666 999

777

888

444

555

※1 2012年5月現在、A3フルカラー複合機において、当社調べ。

ECO 省エネ Security セキュリティ

A3デジタルフルカラー複合機

＊当社従来機比

101010

「低温融解トナーイメージ図」

575mm*

従来機699mm*

590mm
従来機
742mm

※3  オプションの「ハードディスクキット」が必要です。

※4  オプションの「データ消去オプション」が必要です。 

＊オプション



PRINT & COPY SCAN
フルカラースキャナ搭載で、
大切な書類をそのままデータで再現

2色印刷などのさまざまな機能で、
コスト削減に貢献

セキュリティ付き
スキャンデータを作成

従来の保存形式

高圧縮PDF原稿

2.4MB

250KB

PDF
パスワード

高圧縮

暗号化PDF

パスワードを入力
してください。

＊高圧縮と暗号化は同時に設定できません。

両面印刷 両面印刷+4面付け通常（片面印刷）

フルカラー 単色：グリーン 単色：ピンク
フルカラー 2色プリント：黒と赤

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2

3 4

5 6

7 8

通常8ページ（8枚） 両面印刷+4面付け（1枚）

スキャンした画像はプレビュー機能でスキャン状態を確認でき

ます。スキャンミスした画像を気づかず保存してしまうことを

防げます。

その他のスキャン機能
画像回転／サイズ混在／両面読み込み／原稿モード（3種）／解像度（6種）／濃度調整／コントラスト（フルカラー／オートカラー時）／下地調整／シャープネス／
彩度／RGB調整

＊ホールド印刷時は
パスワードの入力は
ありません。

パスワード入力

スキャンデータをファイリングボックスに保管
to ファイリングボックス※1

＊ファイリングボックスにはパスワードを設定する
ことができます。

スキャンデータをUSBメモリに保存
to USB メモリ

ファイルサーバ クライアントパソコン

to ファイル

＊メールサーバが 
　必要です。

スキャンデータを2カ所のフォルダに保存

スキャンデータを Eメールで送信
to  E メール

スキャン

50%減 87.5%減

スキャンの活用で書類をスッキリ保管できます

スキャンしたドキュメントを4つの方法から選択して送信できます。

複合機操作だけでスキャンとデータの配信ができるため、簡単に情報発信や情報共有が実現できます。

スキャン to 機能

ミスや無駄をなくして見やすく電子化できます

スキャンプレビュー※1

両面原稿の最終ページなど、白紙ページが含まれる原稿をスキャン

する際、白紙ページを自動的に除去します。データを送信したり、

保管する際のファイルサイズを削減します。

白紙ページ除去

原稿カバーを閉じられない原稿を読み取ると周囲が黒くなって

しまうのを防ぐ機能です。厚手の本や立体物を読み取る際に利用

できます。

原稿外消去

原稿内の黒とほかの色を区別し、黒+指定の１色を７色の中から

選んでプリントできます。フルカラーに比べてコスト面で優れ、

モノクロに比べて訴求力のある出力が可能です。
＊原稿によっては忠実に再現しない場合もあります。その際はフルカラー

機能をご利用ください。

鮮やかプリント＆コピーが低コストでできます

2色プリント

読み取った原稿を指定した2色または単色でコピーできます。

フルカラーに比べてコスト面で優れ、モノクロに比べて訴求力の

ある出力が可能です。

2色コピー／単色カラー

用紙切れ等で印刷が止まった場合、これまでは停止したジョブ以

降のジョブについても止まってしまいますが、待機ジョブの印刷

条件が整っている場合、停止しているジョブを追い越して印刷が

できます。

ジョブスキップ※1

複数台の東芝複合機をご利用の場合や、異なる機種の東芝複

合機に変更される場合、同じプリンタドライバを使用すること

ができます。プリンタドライバを新たに入れなおす必要があり

ませんので、手間がかからず便利です。

ユニバーサルプリンタドライバ

用紙の両面に印刷する両面印刷、さらにＮ  in １機能により最大32枚の原稿を1枚（両面）の用紙に縮小して印刷できるので用紙コストを削減できます。

無駄をなくして効率よく！ コストと時間を削減できます

N in 1機能

印刷したデータが複合機内に一時的に蓄積され、ユーザがタッチ

パネル上で出力操作をすることで印刷される機能です。ユーザが

出力操作をするまで印刷されませんので、他人に見られたくない

機密文書を出力するときなどに便利です。

プライベート印刷／ホールド印刷※1

画像やテキストのデータ圧縮時に起きる劣化を少なくし、約1/10にまで圧縮する高圧縮PDFを採用。

暗号化PDFでは、ファイルを開く際にパスワードを要求する、印刷、変更を禁止するなど、セキュリティを高めています。

高圧縮＆暗号化PDF

※1 オプションの「ハードディスクキット」が必要です。※1 オプションの「ハードディスクキット」が必要です。

＊コピーでも使えます。 ＊コピーでも使えます。

＊オプション 

ハードディスクローカル※1
共有フォルダ

その他のプリント機能
予約印刷※1／お試し印刷／オーバーレイ印刷／プリント to ファイリングボックス※1／タブ紙印刷／USBダイレクトプリント／ポスター印刷／ジョブスキップ※1／定型
サイズ変倍／手動変倍／カラー自動判別／両面印刷／マガジンソート／ステイプル※2／ホールパンチ※2／排紙先指定／表紙・裏表紙挿入／シート挿入／ウォーター
マーク／ソート／鏡像／反転（PS３互換、モノクロ印刷時）／地紋印刷※1（トラッキング／コピープロテクション）  　※2 オプション

その他のコピー機能
先行予約／回転コピー／手差し用紙サイズ指定／自動用紙サイズ指定／自動用紙選択／混在サイズコピー／自動倍率選択／電子ソート／ステイプル※2／ホール
パンチ※2／両面コピー※1／とじしろ／枠消し／ブック中消し／ページ連写／N in 1／原稿外消去／白紙ページ消去／マガジンソート／トリミング／マスキング／鏡像／ネガ
ポジ反転（ブラック／フルカラー時）／縦横独立変倍／表紙モード／シート挿入モード／日付・時刻付加／ページ付加／ビルドジョブ／コピー to ファイリングボックス※1／
コピー to ファイル／LED表示付リセットボタン／用紙残量表示／シャープネス／下地調整／地紋印刷※1（コピープロテクション）  　※2 オプション

＊用紙切れで補充し
ている間でも、その
用紙以外のジョブ
を順次出力。

A3

用紙切れ

A4

B4

A4 B4

1 3

5 6

1 3

5 6

※1  「to ファイルのローカル共有フォルダ」および「to ファイリングボックス」を
使用する場合には、オプションの「ハードディスクキット」が必要です。

例）8枚の原稿を1枚に印刷した場合 



FAX
誤送信防止機能や自動転送機能で、
大切な情報をガード

Ecology
さまざまな環境基準に対応

ＦＡＸ番号の入力ミスなどにより、誤った宛先に重要な情報を送ってしまわないよう、誤送信を防止することが可能です。（FASEC1に適合して

います。）　＊出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

ケアレスミスを防ぎ安心して送受信できます

送信前にプレビュー機能で、表／裏の間違いやスキャンミスをチェックできます。

受信したFAXをあらかじめ指定されたPCやサーバにデータ化して転送できます。Eメール転送機能を使えば外出先でも受信書類をスマートフォン

などで見られます。受信書類の印刷をする／しないが選べるので、コスト削減にもつながります。

＊オプションを装着すると、2回線を1機で使用できます。
　回線別に転送先も指定でき、省スペース化が実現できます。

受信転送で楽々電子化＆コスト削減が実現できます

認定番号 11 117 044

環境省の指導のもとに財団法人日本環境協会が認定する

「エコマーク」の認定を取得しています。

「エコマーク」の認定を取得

東芝テック独自の環境調和型製品の基準を定め、この基準

を満たした製品にはecoスタイルマークを表示しています。

＊ ecoスタイルマークについての詳細は、ホームページをご覧ください。
http://www.toshibatec.co.jp/csr/environment/products/
development/

ecoスタイルマーク

2006年からEUで施行された「RoHS指令（EU電気電子機器

特定有害物質使用制限指令）」で求められる基準に対応

しています。

RoHS指令対応

環境負荷が少ない商品の使用をすすめるための「国等に

よる環境物品等の調達の推進等に関する法律」に適合し

ています。

グリーン購入法適合商品

CO2排出削減および石油由来プラスチック代替による、省

資源や地球温暖化の防止を目的として、バイオマスプラス

チック（バイオマス度25％以上）をフロントカバーエンブ

レムに採用しました。

バイオマスプラスチック採用

安心

FAX番号1回目入力
「00-000-▲▲▲▲」

FAX番号2回目入力
「00-000-▲▲▲△」

OK !（合致）
宛先一覧に追加

NG !（不一致）
入力画面へ

操作例：直接ダイヤル送信の場合

情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）による
ファクシミリのセキュリティに関するガイドラ
イン。ビジネスシーンの中でファクシミリ文書
が相手先に安全に確実に届くために装置が
持つべき要件が定められています。

スタート
ボタン

スタート
ボタン

スタート
ボタン

原稿セット

FAX回線2

FAX回線1

Eメール

回線1
FAX回線1

回線2

A部門PC/サーバ

B部門PC/サーバ

A部門

A部門

B部門

■CASE2　2回線同時使用例■CASE1　受信FAXのモバイル活用例

PDF

@

FAX受信転送

FAX誤送信防止機能

A3デジタルフルカラー複合機

地球温暖化などの地球環境問題に対応するため、エネル

ギーの消費効率に優れた商品の開発・普及を目的とした

プログラムである「国際エネルギースタープログラム」の

基準に適合しています。

国際エネルギースタープログラム（2009年度新基準）

その他のFAX機能
メモリ送信／ダイレクト送信／順次同報送信※（個別指定：最大400宛先、グループ指定：最大40グループ、オプション装着時※：200グループ［最大80宛先、オプション
装着時※：1,000宛先］）／復活送信／オンフック送信／優先送信／ポーリング通信／時刻指定送信／縦横交互排紙／チェーンダイヤル／リダイヤル（自動）／解像度
（3種）／濃度調整（11段階）／原稿サイズ指定／混在サイズ原稿／ECM／海外通信指定／回線指定／ガラス面読取り／自動受信／TEL・FAX切替え／リモート受信／
両面原稿送信／Fコード（進展・掲示板・中継同報）通信／FAX送信 to ファイル／回転送信／回転受信／同一宛先列信化送信／中間調（256階調）／トーン送出／発信元
記録／受信元記録／給紙段固定／ダイヤルイン対応／ビジー転送（サブダイヤル）／電話帳（登録件数：400件、オプション装着時※：3,000件）、機密受信

その他インターネットFAX機能 同報送信（最大80宛先、オプション装着時※：400宛先）／両面原稿送信／ガラス面読取り／回転送信／タイトル入力／本文入力

FAXプレビュー※

※ オプションの「ハードディスクキット」が必要です。


