
このカタログは森林認証紙及び、
VOC（揮発性有機化合物）成分ゼ
ロの100％植物油インキを使用し、
「水なし印刷」で印刷しています。

※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※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。
※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、セールスマン、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、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windows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。
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。

Copyright ©2010 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.　

形式

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

トナー補給

メモリ容量

電源

最大消費電力

大きさ

質量

機械占有寸法

デスクトップ

600dpi

2,400dpi相当×600dpi

256階調

ヒートローラ方式

自動給紙の場合：64～80g/m2

手差し給紙の場合：50～163g/m2の上質紙、OHPフィルム、
 ハガキ 他

約25秒（20℃）

カセット1段自動給紙 （東芝推奨紙250枚×1）
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250枚×1）

自動濃度検知、カートリッジ供給方式

ページメモリ：32MB （最大96MB）

AC100V・15A、50/60Hz共通

1.5kW以下

幅600×奥行643×高さ463mm（本体のみ）

32.7kg（本体のみ）

幅948×奥行643mm
（手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、取扱説明書ポケット含まず）

e-STUDIO181　基本仕様

形式

インターフェイス

ドライバ

解像度

読み取りモード

読み取りサイズ

対応ＯＳ

内蔵型

USB2.0（High Speed）

Windows TWAIN規格v1.6準拠（v1.8互換）

300／600dpi

モノクロ（白黒2値／誤差拡散256階調）

A3／B4／A4

Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

e-STUDIO181　スキャナ機能・仕様

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

複写倍率

連続複写

シート、ブック （最大A3）

自動給紙の場合：A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ
手差し給紙の場合：A3～A5タテ、ハガキサイズ

約7.6秒 
（A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時）

18枚 ／ 分（A4ヨコ）
13枚 ／ 分（B4）
11枚 ／ 分（A3）

等倍 1：１±0.5%
縮小 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
ズーム倍率：25～200% （1%きざみ）

1～999枚

e-STUDIO181　コピー機能・仕様

e-STUDIO181寸法図 (mm)

形式

解像度

連続プリント速度

インターフェイス

ページ記述言語

対応ＯＳ

内蔵型

300dpi×300dpi、600dpi×600dpi

18枚／分 （A4ヨコ）

USB2.0 （High Speed）

Windows GDI方式

Windows2000/XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

e-STUDIO181　プリンタ機能・仕様

●本資料の記載内容は2010年10月現在のものです。
●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。
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ガラス面

プラテンカバー
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注意
安全上のご注意

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。

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、郵便ハガキ、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。



環境にもオフィスにもやさしい、ちょうどいいコピー機。

高画質と実用性、
使いやすさを極めたコピー機能

　 18枚/分（A4ヨコ）のお手軽コピー

　 ファーストコピータイム約7.6秒＊

　  高画質2,400dpi相当×600dpi

　 選べる原稿モード

　 自動で仕分けできる電子ソート

手軽に紙をセットできるフロント給紙を実現。250枚の給紙カセッ
ト1段と、最大連続給紙100枚が可能な手差しトレイを標準装備。さ
らにオプションで250枚給紙可能なカセットを1段装着できます。

原稿サイズと同一サイズの用紙にコピーします。
※自動原稿送り装置（オプション）に原稿をセットした場合。

用紙サイズを指定すれば、原稿サイズが用紙サイズと異なる場合
でも、自動で倍率を設定しコピーします。
※自動原稿送り装置（オプション）に原稿をセットした場合。

パネルのボタンで原稿サイズとコ
ピーしたい用紙サイズを指定すれ
ば、自動的に拡大・縮小倍率が設定
されます。

●スタート予約　●割込み　●アクセス制御　
●25～200％ズーム（1％きざみ）　●エラーメッセージランプ
●コピー濃度設定　●オートクリア
●自動カセット切換（オプション）　●名刺コピー

連続コピースピードは毎分18枚（A4ヨコ）のコピー速度を実現。

約7.6秒＊のファーストタイムコピーを実現。急ぎの1枚にもスピーディ
に対応します。
＊A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面。

コピー画質は2,400dpi相当×600dpi、256階調の高解像度を実現。文
字はもちろん、写真やイラストなどのハーフトーン原稿もクリアかつ
シャープに再現します。

文字/写真モード、写真モード、文字モードの3つのモードを搭載。企画
書や写真など、オフィスで使う様々な原稿に合わせて、画質モードを選
択できます。　

複数部のコピーをする際、ページ順に1部ごとに出力を行う電子ソート
を実現。枚数の多い企画書などを複数部数コピーする場合に便利です。

　 最大3種類の給紙

　 自動用紙選択

　 自動倍率選択

　 便利な標準倍率選択

　  その他のコピー機能

999部
・
・
・
・

オフィスの電子文書化を進めるローカルスキャナ機能
パソコンとUSBケーブルで接続すれば、TWAIN対応のモノクロ
スキャナとしても利用可能。A3対応のスキャナとして、手軽にパ
ソコンへ画像を取り込むことができます。解像度最大600dpiで
忠実にデータ化。枚数の多い原稿のスキャンも、オプションの
自動原稿送り装置により、簡単にスキャンできます。

スキャンSCAN

※写真は自動原稿送り装置を
　装着した状態です。

プリントPRINT
パソコンから手軽に出力できるローカルプリンタ機能
A3出力が可能なローカルプリンタ機能を標準搭載。パソコンと
USB2.0（High Speed）インターフェイスで手軽に接続できます。

※写真はプラテンカバーを
　装着した状態です。

オプションOption
さらに快適に使いやすくするために、様々なオプションを用意
　プラテンカバー

　自動原稿送り装置
1枚タイプの原稿押さえです。

複数枚の書類を一度にコピー・
スキャンするときに便利です。

　 デスク
コンソールとして使
用するための台です。

※写真は自動原稿送り装置、
　給紙ユニットを装着した状態です。

※写真は自動原稿送り装置を装着した状態です。

※写真は自動原稿送り装置を
　装着した状態です。

エコECO
地球環境に配慮した様々な取り組みと設計
　 トナーリサイクルシステム

　 自動節電

　 RoHS指令対応

環境への配慮
現像後のトナーを機体内でリサイクル使用
する機構を採用しています。紙粉除去機構
と回収トナー専用ミキサを採用し、紙の繊
維を除去した回収トナーをフレッシュト
ナーとミックスしてリサイクルしています。

一定時間マシンを使用しないと、自動的に
電力を節約するモードに切り替わります。
25秒＊のウォームアップタイムにより、節電
モードも有効にご使用いただけます。
＊室温20℃時

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。

環境負荷の低減を念頭におき、当社はライフサイクルを通じて極力環境への
負荷が少ない商品作りを目指しています。

「国際エネルギースタープログラム」に適合(2009年度新基準)
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
製品の開発・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。

グリーン購入法適合商品
環境負荷が少ない製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。

「エコマーク」の認定を取得
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。

ISO9001／ISO14001の認証を取得
当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格である
「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外の生産拠点
及び東芝テック株式会社、東芝テックビジネスソリューション株式会社の両本社では、
環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

認定番号：09117019

使う人にやさしい、
高画質で使いやすいコピー・プリンタ・スキャナ機能。

環境にやさしい、
トナーリサイクル・自動節電・RoHS指令対応。

e-STUDIO181は、コンパクトにシンプルに。
求められる要素を
誰もが親しみやすいカタチへまとめました。 

コピーCOPY

　拡張メモリ 　給紙ユニット
電子ソートの可能枚数を、標
準（文字/写真）モードで41
枚から235枚に増やせます。

カセット1段に250
枚の用紙を収納。
本体と合わせて2段
の給紙が可能です。
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電子ソートの可能枚数を標準（文字/写真）モードで41枚から235枚に増やせます。

東芝デジタル複合機　基本サポートメニュー

●上記価格は複合機本体納入と同時に行う場合の価格となります。複合機本体納入後に作業を行う場合は別途下記出張料金が加算されます。
　・弊社最寄サポートセンターより（30km未満）7,000円  ・弊社最寄サポートセンターより（30km以上）8,000円
●サービスマンによる事前環境調査には、出張料金+環境調査料金として3,500円／30分が必要となります。
●オプション取付け時は、別途オプションに応じた基本サポートメニュー料金が必要となります。
●本誌に掲載のサポートメニュー等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消税を甲し受けますのでご承知おき願います。

15,000円／台

2,000円／PC1台

価格(税別) 作業内容

ＭＦＰ基本ネットワーク
設定サービス

名   称

追加ドライバ
インストールサービス

ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニ
アにおたずねください。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2010年10月現在のものです。

複合機本体にIPアドレスや連携するメールサーバの登録作業、複合機のメールアカウント及びメールアドレス
の登録作業を行います。また、クライアントPC1台へのプリンタ/スキャナドライバのインストール作業及び、
FAX自局設定、ダイヤルタイプ、海外通信等の基本設定作業を行います。
複合機基本ネットワーク設定時にインストールしたクライアントＰＣ以外のＰＣに対し、プリンタ／スキャナドラ
イバのインストール作業を行います。




