平成21年4月16日

高速カラープリンター
高速カラープリンター・
カラープリンター・オルフィスの
オルフィスのベーシックモデル
『ORPHIS X7200』
X7200』を発売
－高い生産性とコストパフォーマンスを
コストパフォーマンスを発揮－
※ 本ニュースリリース内で提供されている商品名・時期などは、すべて日本国内市場のみを
対象とした情報です。海外市場は対象としておりません。
◆ 理想科学工業株式会社（社長：羽山 明）は、高速カラープリンター｢ORPHIS Xシリーズ｣
のベーシックモデル『ORPHIS X7200』（オルフィス エックス7200）を平成21年5月8日(予定)
から発売いたします。
◆ 『ORPHIS X7200』は、1原稿からの多枚数プリント用途向けにベーシックな機能に絞り込
んで設計いたしました。プリントスピードは、ベーシックモデルでありながら毎分最速120枚
(※1) の高速プリントが可能で、販促用のチラシやリーフレットのほか教育現場での教材、自治
体の配布物などの多枚数プリントを短時間に処理しプリント業務の生産性を高めます。
※1：A4片面横送り、標準設定連続プリント、フェイスダウン排紙トレイ使用時。

◆ 『ORPHIS X7200』のランニングコストは、｢ORPHIS Xシリーズ｣の既存機種同様にA4フ
ルカラー1枚2.05円(※2) と低コスト。本体価格は低予算でも導入しやすい価格を実現しまし
た。経費削減に向け意識が高まる中、コストを抑えてフルカラードキュメントが手軽に出力でき
るプリント環境を提供いたします。
※2：A4片面、カラー(CMYK)各色5%／モノクロ(K) 5%、標準設定連続プリント、「RISO Xインク F」使用時。
用紙代別、税別。

◆ 本年2月に発売された「ORPHIS Xシリーズ」は、『ORPHIS X7200』が新たにラインアップ
に加わり全3機種となります。当社は新機種投入により多枚数カラープリント市場の裾野を広
げ、市場のさらなる拡大を目指してまいります。
◆ また、当社は同時に管理者用ユーティリティソフト『RISOアカウンティングマネージャー』を
発売いたします。同ソフトは「ORPHIS Xシリーズ」各機種をはじめ複数プリンター(※3) の利用
状況を簡単に集計できるソフトです。月別使用量、部署別使用量など条件に応じた集計がで
き、データのグラフ化も可能です。
※3：対応機種は、オルフィスシリーズおよびリソグラフRZ6シリーズ。

● 商品名、
商品名、発売日
発売日、価格等（価格は税等を除く）
商品名

ORPHIS X7200

価格

2,300,000円※

発売日

平成21年5月8日 予定

販売目標

1,000台（年間）

※別途納入設置料が必要となります。

商品名

RISOアカウンティングマネージャー

価格

75,000円

発売日

平成21年5月8日 予定

販売目標

500本（年間）

『ORPHIS X7200』
*写真はオプションの『RISOスキャナーHS4000』付

● 「ORPHIS X7200」
」の主な特長
1. 機能を
機能を絞り込んだ導入
んだ導入しやすい
導入しやすいベーシックモデル
しやすいベーシックモデル
『ORPHIS X7200』はベーシックな機能に絞り込んだ設計とすることで、導入しやすい
本体価格を実 現。シンプルな操作でフルカラードキュメントを手軽に出力できるプリン
ト環境を提供します。
2. 1枚
枚2.05円
円の低ランニングコスト
プリントコストは、フルカラー1枚あたり2.05円※、モノクロでは0.68円※です。モノクロか
らフルカラープリントまで経済的なランニングコストを提供します。
※A4片面、カラー(CMYK)各色5%／モノクロ(K) 5%、標準設定連続プリント、「RISO Xインク F」使用
時。用紙代別、税別。

3. 高速プリント
高速プリントによる
プリントによる高
による高い生産性を実現
『ORPHIS X7200』は、A４片面で毎分120枚※の出力が可能。両面は毎分60枚*のス
ピードでプリントでき、大量のプリントジョブをスピーディーに処理します。
※A4横送り、標準設定連続プリント、フェイスダウン排紙トレイ使用時。

4. 高速スキャン
高速スキャン／
スキャン／コピー機能
コピー機能に
機能に対応（
対応（オプション）
オプション）
オプションの両面カラースキャナ『RISOスキャナー HS4000』を利用することで毎分40
枚※の高速スキャ ンに対応します。また、スキャン後のデータはプリント時と同様に、
毎分120枚のスピードで出力が 可能です。
※AF（オートフィーダー）使用時、A4横片面での原稿交換速度。

5. 省スペース化
スペース化を実現
「ORPHIS Xシリーズ」の既存機種と同様、省スペース設計により本体をコンパクトにし
ました。
6. 使いやすさを追求
いやすさを追求した
追求した操作性
した操作性
大型カラータッチパネルを標準搭載し、「ORPHIS Xシリーズ」の特長のひとつとしてご
好評いただ いている、使いやすさを重視した操作性を踏襲しました。直感的な操作性
を重視した見やすく分かり やすい画面構成です。

● 別売消耗品（
消耗品（インク）
インク）※ （価格は税等を除く）
商品名

単位

価格

RISO ＸインクF シアン
RISO ＸインクF マゼンタ
RISO ＸインクF イエロー

1,000ml／本

36,500円

RISO ＸインクF ブラック

33,500円

※RISO Xインクは各色500ml入りも販売いたします。

● 『ORPHIS X7200』
』の主な仕様
項目

仕様

モデル名

ORPHIS X7200

プリント方式

ライン型インクジェット方式

解像度

標準設定時：
300dpi（主走査方向）×300dpi（副走査方向）
高精細設定時：
300dpi（主走査方向）×600dpi（副走査方向）

データ処理解像度

標準設定時：
300dpi（主走査方向）×300dpi（副走査方向）
高精細設定時：
300dpi（主走査方向）×600dpi（副走査方向）
文字スムージング処理時：600dpi×600dpi

印字ヘッド

ピエゾ型 物理解像度300dpi 最大８階調

インク

油性顔料タイプ
Ｃ/Ｍ/Ｙ/Ｋインク
片面：120枚/分
両面：60枚/分［120ppm］

印刷速度

（A4判横送り、標準設定連続プリント時）

最大:Ａ3Ｗ相当（316mm×550mm）
最小:ハガキサイズ相当（90mm×148mm）

用紙サイズ

（最大通紙可能サイズ：340mm×550mm）

用紙重量

46～210g/m2

最大プリント可能範囲

最大310mm×544mm

周囲余白
（保証プリント面積は用紙の周囲か

標準：5mm
最大：3mm

ら3mm内側の範囲）

（封筒印刷時は10mm）

給紙容量

1,000枚 （85g/m2紙使用時）

排紙台容量

500枚
ＣＰＵ

Intel® Celeron® -M440 1.86GHz

メモリ容量

512MB

ハードディ
スク

160GB

ＯＳ

Linux

RISORINC/C II
内蔵コントローラ ＰＤＬ
仕様
インターフェ
Ethernet：1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
イス
対応プロト
コル

TCP/IP、HTTP、HTTPs(SSL) 、DHCP、ftp、lpr、IPP、
SNMP、Port 9100（RAWポート）

対応ＯＳ

Windows®2000、Windows®2000 Server、Windows®
XP(32bit版)、Windows Server® 2003(32bit版)、
Windows Vista®(32bit版)

電源

AC100-127/200-240V、50/60Hz、10.0/5.0A

消費電力

最大1000Ｗ以下・待機時約250Ｗ以下・スリープ時約45
Ｗ以下

本体寸法

使用時：1,210mm(W)×695mm(D)×1,020mm(H)
収納時：1,150mm(W)×695mm(D)×990mm(H)

質量

約160kg

● 『RISOアカウンティングマネージャー
アカウンティングマネージャー』
アカウンティングマネージャー』の主な仕様
項目

仕様

商品名

RISOアカウンティングマネージャー

対応プリンター

オルフィスシリーズ、リソグラフRZ6シリーズ

対応ＯＳ

Windows® XP、Windows Vista®

ＣＰＵ

Intel® x86(Pentium®など)
およびその互換CPU（1GHz以上推奨）

ＨＤ空き容量

100ＭＢ以上

メモリ容量

Windows® XPは512MB以上、Windows Vista®は１GB以
上

モニター

800×600ドット、High Color以上を推奨

*製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
*Intel、Celeron、Pentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
*Windows、Windows Server、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他
の国における登録商標または商標です。
*その他の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

