
（A4・ヨコ）

両面
標準

最大給紙
枚

1枚あたり
円※

セキュリティ
対応

センタープリンタ、
専用プリンタに最適。

柔軟なネットワーク対応
豊富なエミュレーションを装備。

セキュリティ機能に対応し、
重要書類の出力も安心。

ハイエンドプリンタに求められる
高い生産性と耐久性を実現

ハイエンドプリンタに求められる
高い生産性と耐久性を実現

※トナー価格より算出。A4判5%印字比率換算。実際のトナー消費量は印刷環境、印刷
　条件などにより異なります。保守料金、メンテナンスキット料金は含まれません。

毎分51枚（A4ヨコ）の高速プリントスピード、

高性能CPUによる高速処理、大容量トナー

コンテナや最大4,300枚の給紙性能など、

集中、大量出力に求められる能力を的確に備

えました。オフィスワークの生産性アップに

貢献します。

10BASE-T/100BASE-TX 対応のマルチ

プロトコルインタフェースボードを標準装備。

また、パラレルはもちろん、使いやすく高速な

Hi-Speed USB2.0 も標準装備しました。

また、HP PCL6をはじめ多くのプリントエミュ

レーションを標準搭載し、さまざまな環境に

対応します。エミュレーションカードの追加なし

でホスト系基幹業務プリンタとして活躍します。

IBM5577
FMPR359F1

PCL6

PC-PR201/65A

ESC/P24J-84

HP 7550A
KPDL3
＊オプション ※オプション

豊富なエミュレーション

出力後、ハードディスクに残ったデータの上書き消去

や、暗号化に対応するData Security Kit※や、SSL暗

号化通信にも対応したセキュリティ対応ネットワーク

ボードIB-23※に加え、プリント出力後の不正複写を

抑制するセキュリティウォーターマーク（地紋印刷）、

出力物の覗き見、取り忘れ、取り違いなどを防ぐ、IC

カードプライベートプリントMiBeliCa Print※など、

様々なドキュメントセキュリティ機能を用意しました。

HD

ランダムデータの
上書き消去

Data Security Kit※

SSL暗号化通信※

○△Ｘ※☆□
Ｘ☆○□△※
□※△☆○Ｘ
○△Ｘ※☆□
Ｘ☆○□△※
□※△☆○Ｘ

ピー禁
止

コピー
禁止

コピー
禁

セキュリティ
ウォーターマーク

MiBeliCa Print※

ICカードによる認証出力
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3.8
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プリント方式 半導体レーザーによる乾式電子写真方式

CPU PowerPC750FL 600MHz

片面印刷時：51枚/分（A4ヨコ、B5ヨコ)　40枚(A5)　31枚/分(A4、B4、B5)　26枚/分（A3）

両面印刷時：37ページ/分（A4ヨコ)　17ページ/分（A3)

＊2ページ=両面印刷1枚

ファーストプリントタイム 3.5秒以下(レディ時、A4ヨコ) ＊ データ処理時間を除く

ウォームアップタイム 60秒以下(スリープ時、電源投入時)　30秒以下（省電力モード時）

解像度 Fast1200（1800×600dpi相当）、600×600dpi　

消耗品コスト※1 0.6円/ページ

ページ記述言語※2 プリスクライブ

メインメモリ※3 標準128MB(最大640MBまで増設可能)　DIMMスロット×1

NEC PC-PR201/65A、HP PCL6(PCL5e/PCL-XL)、IBM 5577 、

FUJITSU FMPR359F1、EPSON VP-1000、KC-GL(HP 7550A)

KPDL3(日本語ポストスクリプト3互換） ※ オプション。

対応プロトコル TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI

日本語：平成明朝体TMW3、平成ゴシック体TMW5（アウトライン・JIS第一/第二水準準拠）

Windows95(OSR2以上）/98（SE）/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003/Vista ※対応詳細はホームページを参照
Macintosh（Mac OS（8.x～9.x）、Mac OS X（10.2～10.4）） ※オプション

欧文：アウトラインフォント45種類、ビットマップフォント1種類

OCR文字：OCR-A、OCR-B、OCR-カナ

高速双方向パラレル(IEEE1284準拠)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USBホスト×1
ネットワークインタフェース（10Base-T/100Base-TX）×1、オプションインタフェース×2(内１つはオプションHD用)

メモリカードスロット 1スロット(CompactFlash) ※ メモリカードへの書き込み機能搭載

カセット：A3、B4、A4、B5、A5

手差し：A3、B4、A4、B5、A5、A6タテ（幅ユニバーサル100mm～297mm）

カセット：550枚(64g/㎡相当)×2段

手差し：200枚(80g/㎡相当)
※ オプションのPF-750を装着することにより、4,300枚の連続給紙が可能

フェイスダウン：500枚(75g/㎡相当)ペーパフルセンサ付き

両面印刷機能 標準装備

プリント時：70dB(A)　待機時：51dB(A) ※ ISO7779準拠（放射音圧レベル）

外形寸法(W×D×H) 599×646×615mm

質量 本体：約68kg(消耗品除く)

バーコード生成機能

フォームオーバーレイ機能※4 本体メモリに登録可能(メモリカードへの登録も可能)

環境適合ラベル 国際エネルギースタープログラム

消耗品 TK-711（トナーA4判約40,000ページ印字相当）※5

稼動時音圧レベル

電源

消費電力

インタフェース

紙サイズ

給紙

排紙

プリント速度

エミュレートプリンタ

内蔵フォント

対応OS

LS-9530DNの主な基本性能

オプション　ペーパーフィーダ

●LS-9530DN 外形寸法図（単位：ｍｍ）

※1　トナー価格より算出。A4判 5%印字比率換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。
※2　機種により対応するコマンドが一部異なります。　※3　出力するデータの内容によってはメモリの増設が必要な場合があります。　※4　フォーム数は、登録する個々
のフォームの容量、プリンタ本体のメモリ容量により異なります。　※5　A4判印字率5%データを連続印刷した際の目安です。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリン
ト枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

用紙サイズ

価格

 A3

140,000円

型番 PF-700

、B4、A4、B5、A5

給紙枚数 550 枚（64g/m2）×2段 

電源
 

本体より供給
 

大きさ(W×D×H）  585 x 590 x 315mm 

質量 約 26 kg 

275,000円

PF-750

A4ヨコ、B5ヨコ

3,000 枚（64g/m2）（1,500枚×2列 ）

本体より供給
 

585 x 600 x 314ｍm 

約 23kg 

オプション　フィニッシャ

用紙サイズ

トレイ数

用紙紙厚

価格 290,000円

3トレイ（メイントレイ＋サブトレイ2段）

メイントレイ：60～105g/㎡
サブトレイ（右側・左側）：60～105g/㎡

メイントレイ：A3～B5
サブトレイ（右側・左側）：A3～A6タテ
※A4タテ・B5タテは排紙不可

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

型番 DF-710

積載枚数

ステイプル

パンチ

 

電源 本体より供給

2穴（オプションPH-5B）

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

 

大きさ(W×D×H）
 
684 x 563 x 1,087mm 

質量 約 57kg 

 

180,000円

1トレイ

64～105g/㎡

A3～B5

最大1,000枚(B4以上は500枚)

DF-730

本体より供給

ー

位置（1ポジション）：1ヶ所:奥
ステイプル枚数：30枚（B4以上は20枚）

 

558 x 526 x 916 mm 

約 25kg 

■ プリンタは、ほこりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください（標準温湿度：22℃/60%RH）■ 各エミュレーションコマ
ンドの中には、実際のプリンタと比べて動作の異なるものや未サポートのものがあります。　■ 図面出力等の寸法は多少の誤差が生ずる場合があります。　■ PCと本機の
間に切り替え機等装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。　■ 用紙は一般の乾式静電複写用の普通紙（60～ 105g/m2）を使用してください。　■ 二次加
工を施した用紙、厚紙等、各種特殊に使用する用紙に関しましては、ご購入前に弊社までご相談ください。　■ 本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は、約20,000ページ
になります。■ 本体付属品：トナー・設置説明書・クイックガイド・CD-ROM(プリンタドライバ・ネットワーク設定・取扱説明書他 )・保証書・電源コード廃棄トナーボトル
他。（プリンタケーブルは別売です）   ■ 500,000ページ以上出力する場合(B4サイズ以上の出力は2カウントとなります）、メンテナンスキットの交換が必要です。
[有償・交換作業費別・年間保守契約に含まず ]

※Windowsは米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。　※PowerPC は米国 IBM社の商標です。※プリスクライブ、PRESCRIBE、
エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。　※PC-PR201A/65Aは、日本電気株式会社の製品です。　※IBM5577は、米国 IBM(International Business
Machines) 社の製品です。　※PCLは米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。　※その他本カタログ記載の会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標また
は登録商標です。

本体標準価格 ¥498,000LS-9530DN （トナー含む・税別）
※上記価格には搬入・設置料金は含まれて降りません。

最高の印字品質のため、京セラミタ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。
京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナー
をご使用されますと、機械故障の原因となる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具
合が生じたと判断した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承下さい。この場合、修理など
は有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンタのパイオニア [ECOSYS」が、さらに環
境対策でリードします。
トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。
その製造工場も ISO14001 を取得するなど、環境プリンタのパイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。ま
た唯一の消耗品であるトナーコンテナの使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プ
リンタを目指します。

※装着にはアタッチメントAK-705が必要です。

AC100V 50/60Hz

（紙厚　60g/㎡～105g/㎡)

（紙厚　60g/㎡～200g/㎡)

最大：1,050W、プリントモード：925W、レディモード：180W、スリープモード：4.5W　※標準装備時

1次元バーコード（45種）、2次元バーコード（PDF417)　※QR・QR2コードはオプション対応

フォームオーバーレイ機能
フォームオーバレイ機能で帳票や定型フォー

ムへの登録が簡単にできます。オプションの

ユーティリティ、FC-5C※により帳票設計も

簡単におこなえます。作成した帳票データを

本体メモリやオプションのハードディスク、

またメモリカード（CompactFlash™）に

登録。印刷コストだけでなく、印刷時間も

短縮することができます。

※ オプション

KM-NET VIEWER
ネットワーク管理ソフトKM-NET 

VIEWERで、プリンタの選択や

用紙サイズ、用紙切れの確認

など、イラストでわかりやすく

実行できます。またユーザだけ

でなく管理者がネットワーク上

のプリンタを一元監視できる

ため、消耗品の発注/在庫管理

などのトータルな効率化がは

かれます。
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003 CDEFGHIJKLM345678901

004 DEFGHIJKLMN456789012

005 EFGHIJKLMNO567890123

006 FGHIJKLMNOP678901234

007 GHIJKLMNOPQ789012345
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003 CDEFGHIJKLM345678901

004 DEFGHIJKLMN456789012

005 EFGHIJKLMNO567890123

006 FGHIJKLMNOP678901234

007 GHIJKLMNOPQ789012345

テキストデータ フォーム

合成

■フォームオーバーレイ機能 ■KM-NET VIEWER

トナー残量少 用紙切れ 印刷可能

1277 599

1498

922

615

646

オプション装着時※天面

オプション装着時※正面

本体天面

本体正面

※本体にPF-700、DF-710、AK-705、MT-710、
　BF-710を装着しています。




