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P1 P2

カラーがいきる、身近なNet -Ready  MFP

オフィスの情報ゲートウェイとして、

ビジネスの良きパートナーとして、

ワークスタイルの理想を描いていくネットワークMFP。

ドキュメントの複製・保管・共有はもちろん、

情報発信・受信の中核として業務やコミュニケーションを効率化します。

毎日の業務の身近な存在として、信頼のおける先進デバイスとして、

よりフレンドリーな操作性と先進のセキュリティ機能を搭載した「Net-Ready MFP」。

いつでも安心して「つながりたい」、「つなげたい」。

そんなビジネスシーンのニーズにスマートに応えます。

フレンドリーに使える、安心してつながる。
オフィスの身近に、先進のネットワークM F P。

※写真はオプションの自動両面原稿送り装置（MR-3018）、多段給紙装置（KD-1011J）、
　給紙カセット（MY-1021）を装着した状態です。

P.3-P.4

P.5

P.6

P.7

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.14

CONTENTS

オフィスの情報入出力プラットフォーム

スムーズなコピーワーク

鮮やかで美しい、カラー再現

ビジネスを見つめたプリント機能

カラーできれいに電子文書化

手軽にデータ保管＆ドキュメント共有

ネットワークを使った新FAXスタイル

効率的なマシン管理

頼れる部門管理、セキュリティ機能

見やすく使いやすいシンプル操作

細やかな配慮がうれしい拡張性&環境対応
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Ne t - Re ad y  M F Pなら
オールインワン
マルチタスク機能により、コピーやプリント出力中にもスキャン操作が

行えるのをはじめ、FAX送信中にもプリント出力が可能。作業待ちに

よる時間のロスを軽減し、作業の効率化を図れます。

InternetII

P3 P4
SolutionS

オフィスに存在する紙文書や電子データなどを効率的に

管理・活用する情報の入出力プラットフォームとして、ドキュ

メントワークフローの新しいスタイルを提案します。

インターネットを利用し、電子データの送信やデバイスの

管理を実行。時間や場所を問わずにビジネス・コミュニケー

ションを実現します。

重要性が広く認知され、信頼性のあるオフィスには欠か

せない情報セキュリティ対策。利用形態に合わせたセキュ

リティ機能で機密情報を保護します。

オフィスに開放感を提供するワイヤレス環境に対応。ビ

ジネスツールとして浸透しているモバイル機器とスムーズ

に接続し、ワークスタイルの可能性をひろげます。

SecurityS

MobileM
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デバイス管理
部門管理

無線LAN
Bluetooth

プリント
スキャン

INTERNET

FAX

Eメール
インターネットFAX

コピー

ネットワークを最大限に活 用することで、情報の効率

的な活用をサポートする「Net-Ready  MFP」。

e-STUDIO281cは、時代 が求めるニーズに確かに

応えるために、集中する ジョブをコントロールする

アーキテクチャへと進化し  た第二世代“e-BRIDGE

コントローラ”を採用。オフ  ィスの課題を克服する情

報の入出力プラットフォー  ムとして毎日のワークフ

ローを支えます。



自動用紙選択／自動倍率選択／手差し用紙サイズ指定／用紙残量表示／混在サイズコピー／回転コピー／電子ソート／マガジンソート／ステイプル＊／ホールパンチ＊／縦横独立変倍／N 

in 1／ページ連写／ビルドジョブ／枠消し／とじしろ／日付時刻付加／ページ付加／表紙モード／シート挿入モード／トリミング／マスキング／鏡像／ネガポジ反転（ブラック/フルカラーモ

ード時）／ブック中消し／両面コピー／コピー to ファイリングボックス／コピー to 共有フォルダ／先行予約／LED表示付リセットボタン                                            　   ＊オプション カラーバランス／RGB調整／ワンタッチ調整（あたたかい/つめたい/あざやか/めりはり）／シャープネス

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GDｰ1201Ｊ）が必要

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GDｰ1201Ｊ）が必要

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GDｰ1201Ｊ）が必要

カラー／モノクロ混在原稿をスムーズ出力

カラーモードは、ブラックモード、フルカラーモード、オートカラーモードを搭載。オートカラーモードは、ページごとにカ

ラー／モノクロを自動で判別します。モード判別と画像読み取りを同時に行うリアルタイム処理により、プレスキャンは不要。

原稿に合わせてわざわざカラーモードを切り替える必要がなく、スムーズな出力が行えます。

● ハ ン ギ ン グ フ ィ ニ ッ シ ャ

（MJ-1022）

用紙の仕分けやステイプル止めを行

う、吊り下げタイプのフィニッシャ

です。

●マルチポジション
　ステイプルフィニッシャⅡ
（MJ-1101）

用紙の仕分けやステイプル止めを行う

フィニッシャです。

●サドルステッチフィニッシャ（MJ-1024）

用紙の仕分けやステイプル止め、簡易製本

を行うフィニッシャです。

鮮やかで美しい、カラーの再現力。

印象深いドキュメントでビジネスに差をつける。

オートカラーモード

カラーの表現力とモノクロの低コストを両立

2色コピーモードは、原稿内の黒とその他の色を区別し、それぞ

れに色の指定を行うことができます。保守料金はモノクロと同じ

なので、コストパフォーマンスにも優れたモードです。また、原

稿内の赤色部分を赤、その他の部分を黒でコピーする2色コピー

（黒・赤）モードは、赤色の色合いを調整することもできます。

裏写りを防止、淡い下地を強調

裏写りが気になる両面原稿も、下地を薄くするよう設定す

ることで裏写りを防止することができ、両面ともに鮮明に

出力することができます。また、下地を濃くするよう設定

すると淡い背景をしっかり強調することができます。

2色コピーモード 下地調整

見やすく、書き込みもできるレスオイル定着

テカリを抑えたマット調のカラー画質を採用。テカリが少

ないため見やすいうえに、鉛筆やマーカーなどでの書き込

みもしやすく、また付箋なども貼りやすいので、ビジネス

文書に適しています。

省スペース設計の4回転ドラム

C、M、Y3色のトナーをリボルバ式に配置。黒トナーの容器を

独立、大容量化し、オフィスで圧倒的に多いモノクロ出力に対

応するとともに、トナー交換の手間を軽減。高生産性と低ラン

ニングコストを両立し、さらに省スペース化も実現しています。

マット調画質 黒独立型現像ユニット

キレイな画質、軽快なスピード。

毎日のコピーワークを効率的に。

多彩な原稿モード

原稿モードは、「文字／写真」「文字」「印画紙写真」「印

刷写真」「地図」「グレースケール」を搭載。原稿モードに

適した画像処理を行います。

スピード

高画質

＊ A4ヨコ、本体1段目カセット、ガラス面、等倍

＊ 室温20℃時

連続コピースピード28枚／分＊（モノクロ）

コピースピードはモノクロ28枚／分＊、カラー11枚／分＊。

ファーストコピータイムはモノクロ6.8秒＊、カラー16.2秒＊。ス

ピードが求められるビジネスシーンにもスムーズに対応します。

ウォームアップタイム約40秒＊

低温定着トナーとツインIH定着との相乗効果により、カラー

機ながらウォームアップタイムは約40秒＊。また、節電モー

ドからは30秒以下での起動が可能となり、省エネルギー機

能が積極的に活用いただけます。

縦横交互排紙

メモリで電子ソートした原稿を、さらに出力時に1部ずつタテ・

ヨコ交互に排出できます。仕分け作業をいっそう効率化します。

フィニッシャ
フィニッシング効率を求めるお客様のために、以下のオプションをご用意しました。手間を軽減し、効率の良い資料作成を支援します。

フィニッシング

※ カラーモードにより設定できる原稿モードは異なります。

※ 原稿によっては忠実に色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。

鮮明な画像再現

ドラムユニット、転写ベルトユニット、駆動ユニットなどの改良

により、色ずれや横すじの発生を低減。背景のある原稿や細かい

文字のビジネス文書も、より高画質な出力が可能となりました。

※ A4、B5サイズのみ。タテ・ヨコ両方向の用紙装着時。胴内に出力されます。

インナー排紙　

排紙を本体内に出力するインナー排紙を採用し、張出し

を抑えたコンパクト＆省スペース設計を実現。排紙部は

出力の有無がすぐわかる濃い色を採用しています。

その他コピー機能

その他画質調整機能

※ プリンタ出力は排紙先の選択が可能ですコピー出力先 プリンタ出力先 FAX出力先





イントラネット

●送信元FAXから送信先FAXへダイレクト送信

コピー／プリント／スキャン／FAX＊データもファイリング

ハードディスクの搭載により、コピー／スキャン／プリン

トしたデータや受信FAX＊原稿を、電子データとして本体

に保管することができます。取り込んだデータは、操作パ

ネルやWeb画面から手軽に再印刷を行えます。

Web上で文書編集

ファイリングボックスWebユーティリティを使用すれば、ファ

イリングボックス内に保存されているデータを、Web上でサム

ネイル表示することができます。Web上では、サムネイルを見

ながら、ファイリングボックス内に保管された複数のデータを

使って、ページの挿入／削除などの文書編集が行えます。

本体操作パネルからの出力も可能

ファイリングボックス内の文書は、パソコンからの出力

に加え、本体操作パネルで出力することもできます。出

力時には両面設定、ステイプル＊、部数、ページ付加な

どの印刷設定を変更することもできます。

1つの共有ボックスと200のユーザボックス

ファイリングボックスは、共有ボックスを1個と、ユーザボ

ックスを200個まで設定可能です。各ボックスとも最大400

ファイルのドキュメントを保管できます。ユーザボックス

には暗証番号を付加することもできるので、必要に応じて

情報共有の範囲を制限することが可能です。

簡易ファイリング

文書編集

出力・ダウンロード

※ コピーデータはコピーデータ間でのみ編集可能です。

ファイルダウンローダ

ファイルダウンローダを利用すれば、ファイリングボック

ス内で編集した文書、保管された文書を、パソコンにPDF

やTIFFのファイルとして保存することができます。データ

の取り出しは、ファイルダウンローダだけでなく、TWAIN

対応のアプリケーションを利用して行うこともできます。

ペーパレスで送受信、電子データで転送・保管。

ネットワーク利用で、FAXは新たなスタイルへ。

インターネットFAX 
FAX ： オプション
※カラーの送受信は行えません

繰り返し印刷するデータは本体で保管。

パソコンいらずで、再出力。

両面原稿送信／両面原稿受信／回転送信／回転受信／同一宛先列信化送信／復活送信／縦横交互排紙／中間調（256階調）／ガラス面読み取り／ECM／トーン送出／リダイヤル（自動）／発信元記録／受信元記録／給紙段固定／自動受信／手動受信／TEL/FAX

自動切り替え／リモート受信／ダイヤルイン対応／ビジー転送（サブダイヤル）／オンフック／時刻指定送信／海外通信指定／順次同報送信（個別指定：最大400宛先、グループ指定：最大200グループ［最大1,000宛先］）／優先送信／代行受信／ポーリング通

信／チェーンダイヤル／Fコード（親展・掲示板・中継同報）通信／FAX送信 to 共有フォルダ／原稿モード（3種）／解像度（3種）／濃度調整／メモリ送信／ダイレクト送信／原稿サイズ指定／混在サイズ原稿／回線指定＊   ＊オプション

PC-FAX送信

パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。

紙に印刷する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。

受信FAXのペーパレス化

受信したインターネットFAXやFAXを印刷することなくPDFやTIFFファ

イルに変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリン

グボックス＊などに転送することができます。受信データをパソコン上

で見ることができるので、印刷コストを抑えることができます。また、

発信元情報や、Fコードごとに転送先を振り分けることもできます。

最大1,000件のアドレス帳

Eメール送信やインターネットFAXに利用するメールアドレスと、

FAX番号を同一のアドレス帳で管理。送受信履歴やネットワーク上

のWebブラウザを利用しての登録も行えます。FAX送信とインター

ネットFAX送信を同時に行うこともできます。

インターネット経由でFAXを送受信

電話回線ではなく、インターネット網を利用してFAX

通信を行います。一般的な常時接続環境では、FAX通

信費をインターネット接続費に含めることができ、

FAX通信費を削減することができます。

インターネットFAX

ネットワークFAX

i-FAXのダイレクトSMTP FAX

統合アドレス帳

※ シンプルモード（送信時：A4サイズ、TIFF-S形式、200dpi）対応です。
  インターネットFAXを利用するにはメールサーバが必要です。

＊ ファイリングボックス独自のファイル形式となります ※ Eメール転送には、メールサーバが必要です。

その他FAX機能

その他インターネットFAX機能 同報送信（最大400宛先）／両面原稿送信／ガラス面読み取り／回転送信／分割送信／タイトル入力／本文入力

登録件数
アドレス帳：1,000件（1件につきFAX：1番号、Eメール：1アドレスの登録が可能） グループ：200グループ（1グループ最大400件）

パソコンからFAX送信

FAX受信文書の電子化

高速で円滑なFAX環境をサポート

スーパーＧ3モデム搭載、0.7秒＊読み取りによりＦＡＸの高速化に

対応。さらに、オプションの装着により2回線の収容ができ、2回

線同時通信や同報送信時間の短縮が可能です。1台で2台分の通信

ができるので、話中率の低減、省スペースも実現できます。

スーパーG3FAX

＊  A4判700字程度の原稿（独自）を普通モード（8×3.85本/mm）でガラス面からメモリ入力した場合

※ 自動両面原稿送り装置使用時の読み取りスピードは、50枚／分（A4ヨコ、片面）です。

※ 出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスマンによる設定が必要です。

ダイレクトSMTP対応

メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しまし

た。イントラネット上で、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GDｰ1201Ｊ）が必要

＊ オプション

＊ FAX機能は、オプションのFAXユニット（GDｰ1201Ｊ）が必要



Webブラウザからマシン状況を確認

Webブラウザを使用したTopAccess Webユーティリティを

利用すれば、ネットワークに接続された本体の状況やログなど

を、ネットワーク上のパソコンから確認することができます。また、

管理者は各種機能の設定や、ジョブログのエクスポートなども

行え効率的な運用をサポートします。

カウンタ

フルカラー／2色／ブラックのモードごとに出力枚数をカウント

します。カラーとモノクロの混在した原稿をプリントする場合も、

オートカラー機能を設定すると、カラー原稿はフルカラーで、モ

ノクロ原稿はブラックで自動的にカウントします。

e-BRIDGE Remote

e-BRIDGE Remoteでは、インターネット上に設置されたサーバに、マシンの使用状況やエラーログなどの情報を収集することに

より、お客様とサービスとの連携をよりスムーズに行えるようになります。また、サービスコールが発生した際、指定されたメールアド

レスに情報を送信することもできます。サーバに収集された情報は、インターネットを経由して管理者が閲覧することも可能です。

e-BRIDGE Device Manager

e-BRIDGE Device Managerとは、ネットワーク上に接続された弊社MFP及び他社製品の出力枚数を日別に管理／集計するこ

とができるソフトウェアです。更にインターネット環境につなげることで、e-BRIDGE Remoteの利用が可能になります。

デバイス管理

最大1,000件の部門管理

最大1 ,000件の部門管理が可能。部門別に出力枚数の

管理をすることができ、各部門の使用状況を効率的に管理

できます。さらに、ユーザ認証機能を利用すると、部門管理

を細分化し、ユーザごとに使用状況を管理することができます。

ユーザは最大10,000名まで登録可能です。

部門管理

リミテーション（出力枚数の制限）

管理単位ごとに、カラー／モノクロそれぞれの出力枚数を制

限することができます。リミテーション上限枚数に達すると、

カウンタリセットを行うまで出力できなくなります。使用者に

無駄を抑える意識付けができるとともに、TCO削減に貢献

します。

ブラック無制限

ブラック無制限機能を有効にすると、カラー出力のみ部門

管理を行います。モノクロモード選択時は、部門コードを入

力せずに操作が実行できます。

スクランブラボード（GP-1040）

スクランブラボードとは、データをMFP本体内のハードディス

クに書き込む際に暗号化し、ハードディスクから取り出す際

に復号化するものです。独自の圧縮技術に、さらに高度な

暗号技術を用いてハードディスク内のデータを保護します。

データ消去キット（GP-1060）

データ消去キットとは、MFP本体内のハードディスクにあるコピー、

プリント、スキャンなどの残存データに、ジョブ終了後、ダミーデー

タを上書きしてデータ消去するものです。残っているのはダミーデー

タのみとなるため、残存データからの情報漏洩を防ぎます。

情報セキュリティ国際標準規格であるI SO / IEC 15408

”Common Criteria EAL3”認証を取得しています。

機密情報の流出・改ざんを予防

MFPで扱われるデータは、すべてデジタル化され処理されます。これらのデジタル化されたデータは、本体内のハードディスクに

いったん入力、保存され、その後出力されます。このようにMFPのハードディスクには、一時的なデータが残存データとして残り

ます。データは独自の圧縮技術により保護されていますが、セキュリティをより高めるオプションを2種用意しました。

リモートデバイスマネジメントシステム

セキュリティ機能

※ 対応機種には制限があります。詳しくは、担当営業・サービスにご確認ください。

マシンの出力状況を一元管理。

効率的なプリントマネジメントをサポート。

プリンタの稼働状況を把握

リモートデバイスマネジメントシステムとは、ネットワーク上に接続されたプリントデバイスを一元管理するシステムです。

機密を守るために、セキュリティ機能にも配慮。

情報発信の中枢だから、頼れる機能を搭載。

※ ISO／IEC15408 （情報セキュリティ評価基準）は、製品・システムに関するセキュリティ評価を行う、唯一の国際標準規格です。

　 Common Criteria とは、情報システムやそれを構成するハードウェア・ソフトウェアについて、目標とするセキュリティ保証レベルをその評価基準に基づいて、評価・認証し公開する国際規格です。

e-BRIDGE
Remote







MR-3018
※e-STUDIO281c

e-STUDIO281c　寸法図（mm）

MR-3018

MR-3018

（MR-3018）

※e-STUDIO281c

(MR-3018)

MR-3018

35～157
35

幅600×奥行523×高さ135mm
約12.5kg

49.5W

回線増設キット（GD-1260J）

ＦＡＸユニット（GD-1201J）

パラレルインターフェイスキット（GF-1140）
パラレルでの接続時に必要です。※装着には、PCIスロット（GO-1060）が必要。

Bluetoothモジュール（GN-2010）
Bluetooth機能を拡張するためのオプションです。

データ消去キット（GP-1060）
ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプションです。

28CPMデジタルMFPの基本形

e-STUDIO281c FC-281c-JPD 1,310,000円（税別）

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別）

多段給紙装置 KD-1011J 100,000円（税別）

給紙カセット MY-1021 65,000円（税別）

システム希望価格 1,695,000円（税別）

希望搬入調整料・取付費 35,500円（税別）

RADF
4段＋手差し給紙

e-STUDIO281cの基本形。

4段給紙でハイボリューム出力を

効率サポート。

セキュリティ機能を強化

RADF
4段＋手差し給紙

e-STUDIO281c FC-281c-JPD 1,310,000円（税別）

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別）

多段給紙装置 KD-1011J 100,000円（税別）

給紙カセット MY-1021 65,000円（税別）

スクランブラボード GP-1040 80,000円（税別）

PCIスロット GO-1060 12,000円（税別）

データ消去キット GP-1060 80,000円（税別）

システム希望価格 1,867,000円（税別）

希望搬入調整料・取付費 37,500円（税別）

FAX機能を拡張

RADF
4段＋手差し給紙

高性能コピー、プリンタ、スキャナ

そしてFAXを4段給紙でサポート。

e-STUDIO281c FC-281c-JPD 1,310,000円（税別）

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別）

多段給紙装置 KD-1011J 100,000円（税別）

給紙カセット MY-1021 65,000円（税別）

FAXユニット GD-1201J 120,000円（税別）

システム希望価格 1,815,000円（税別）

希望搬入調整料・取付費 44,100円（税別）

機能別仕分けを省スペースで

RADF
4段＋手差し給紙

ハンギングフィニッシャ

ハンギングフィニッシャによる機

能別排紙に加えて、プリンタ・コ

ピー出力時のステイプル処理も

可能。

e-STUDIO281c FC-281c-JPD 1,310,000円（税別）

自動両面原稿送り装置 MR-3018 220,000円（税別）

多段給紙装置 KD-1011J 100,000円（税別）

給紙カセット MY-1021 65,000円（税別）

ハンギングフィニッシャ MJ-1022 150,000円（税別）

フィニッシャ中継ユニット KN-3511A 30,000円（税別）

システム希望価格 1,875,000円（税別）

希望搬入調整料・取付費 39,000円（税別）

自動両面原稿送り装置
（MR-3018）

フィニッシャ中継ユニット
（KN-3511A）

マルチポジションステイプルフィニッシャ
（MJ-1101）

e-STUDIO281c
（FC-281c-JPD）

アンテナ
（GN-3010）

無線LANモジュール
（GN-1040）

Bluetoothモジュール
（GN-2010）

ハンギングフィニッシャ
（MJ-1022）

パラレル
インターフェイスキット
（GF-1140）

スクランブラボード
（GP-1040）

データ消去キット
（GP-1060）

PCIスロット
（GO-1060）

アンテナ
（GN-3010）

拡張メモリ
（GC-1181）
拡張メモリ
（GC-1230）

スクランブラボード、データ消去

キットの装着により、機密情報を

しっかり保護。

758-782

1,151

1,016

782

GC-1181はページメモリ拡張用、GC-1230はメインメモリ拡張用オプ
ションです。メモリを増設するには両方の拡張メモリが必要です。

します。

カラー/オートカラー：600／400dpi、グレースケ

無線LANモジュール（GN-1040）
IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

PCIスロット（GO-1060）が必要。

e-BRIDGE ID Gate（KP-2003）
非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプション
です。（FeliCa用）

e-BRIDGE ID Gate（KP-2005）
非接触型ユーザー認証システムを利用する際に必要なオプション
です。（Mifare用）

1201

スクランブラボード
（GP-1040）

データ消去キット
（GP-1060）

／グレースケール：22

※装着には、フィニッシャ中継ユニット（KN-3511A）が必要。 ※装着には、フィニッシャ中継ユニット（KN-3511A）が必要。

30枚（A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ）
20枚（B4）、15枚（A3）

50枚（A4ヨコ、B5ヨコ）
30枚（A3、B4、A4タテ）、サドルステッチ15枚

758 758

2,000枚或いは30部の
いずれか早く到達した方

1,000枚或いは30部の
いずれか早く到達した方

A4ヨコ
B5ヨコ
A5タテ
A3、B4
A4タテ
B5タテ

 用紙サイズ/ A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、
 使用可能用紙 A5タテ、（ハガキ）
 64～209g/m2（ステイプル64～105g/m2）

 トレイ容量（80g/m2）

※積載枚数は同一サイズ積載時の参考値です

ノンソート
ノンソート/ソート/
グループ/ステイプル

250枚

125枚

　　　　　　　　　　　　　   
                                      
　　　　　　　　 ステイプル

位置
電源/最大消費電力 本体より供給/70W以下

大きさ
幅650×奥行598×高さ1,092mm
（サブトレイを伸ばしたサイズ）

質量 約34kg
本体接続時の 幅1,652×奥行758mm
占有寸法 （サブトレイ・手差しトレイを伸ばしたサイズ）

上段トレイ 下段トレイトレイ

マルチポジションステイプルフィニッシャ   （MJ-1101）の仕様

ステイプル

最大ステイプル
枚数

II

50枚（A4ヨコ、B5ヨコ）
30枚（A3、B4、A4タテ）

※装着には、フィニッシャ中継ユニット（KN-3511A）が必要。

本体左側に装着するコンソールタイプのフィニッシャで、コピー
/FAX/プリンタ機能で排紙された用紙の区分けや、電子ソート時、
プリンタ出力時のステイプル止めを行います。また、マニュアル
ステイプルも行えます。

＊上段トレイのみ

マルチポジションステイプルフィニッシャ   （MJ-1101）II

II

e-BRDGE ID Gate 
（KP-2003）

e-BRDGE ID Gate 
（KP-2005）

回線増設キット
（GD-1260J）

スクランブラボード（GP-1040）

拡張メモリ（GC-1181、GC-1230）

FAXユニット
（GD-1201J）




