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Business Inkjet Printer

さらなる生産性が
ビジネスの可能性を拓く。

このマークのある写真は

AR動画に対応
QRコードからARアプリを
インストール。「COCOAR2COCOAR2」
を起を起動し、画像に合わせ
てください。

※写真はオルフィスFT5430にオプションのORスキャナーHS7000を接続したものです。



さらなる生産性で

ビジネスの力に。

業務効率化が加速する。
毎分14 0枚＊1の高速性に経済的なプリントコスト、

一度に手間なく大量の印刷を可能にする給紙・排紙オプションなど、

オルフィスF T 5 4 3 0は、圧倒的なパフォーマンスと拡張性で

あらゆる仕事の印刷業務に高い生産性をもたらします。
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※写真はオルフィスFT5430にオプションのORスキャナーHS7000を接続したものです。



圧倒的パフォーマンスで生産性を高める

1.47

PRINT SPEED

PRINT COST

140 枚
分

枚
分

円
枚

A4カラー
両面

 70

＊1：A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。＊2：A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時。 カラーは測定画像にISO/IEC24712に定めるパター
ンを使用し、ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方
法によって算出。用紙代別。

フルカラー 0.41円
枚

モノクロ

A 4
カラー
片面
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最大給紙容量

プリントから後処理までを高速に自動化

後処理まで自動化

ステープル 二つ折り 小冊子 三つ折り Z折り混在 パンチ
（二つ折り＋ステープル）

4,000枚

給紙・排紙オプション接続でさらなる生産性を

＊2

＊1

＊1

＊1

＊2

＊1：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時、本体のフロント給紙トレイに1,000枚、ストレート給紙台に1,000枚、増設2000枚給紙トレイに2,000
枚（積載高220mm以下）積載できます。※写真はオルフィスFT5430にオプションの増設2000枚給紙トレイ、ORスキャナーHS7000、ORマルチ
フィニッシャーM、マルチフィニッシャー紙折ユニット、マルチフィニッシャーパンチユニットを接続したものです。※後処理機能は構成により
異なります。詳細は6ページをご覧ください。



圧倒的な速さでプリント時間を大幅に短縮 優れた経済性で、オフィスプリントの
カラー化をサポート

小型の本体サイズで140枚/分＊1（A4カラー片面）の高速プリン
トを実現。両面プリントも70枚/分＊1で高速プリントできます。片
面、両面ともに大量プリントを短時間で処理でき、作業時間を大
幅に短縮できます。

140
PRINT SPEED

70
A4カラー片面1,000枚のプリント時間

PRINT COST

オルフィス
FT5430

事務用
カラープリンター
（40枚/分）

＊1：A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。

＊1：A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時。カラーは測定画像にISO/IEC24712に定めるパターン
を使用し、ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは測定画像に
ISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方法によって
算出。用紙代別。

＊1：データプリント時、プリント開始指示受信完了から排紙完了までの時間。A4普通紙片面横送り、ス
トレート給紙台、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時。

約 分7 ＊1

約 分25

オルフィス独自のカラープロファイル「ComuColorTM Standard」
によって、画像に適した画質でプリントし、インクをムダなく効率的
に使うことで、カラー１枚1.47円＊1・モノクロ1枚0.41円＊1の経済的
なプリントコストを実現します。

パソコンからのプリント指示で1枚目がプリントされる時間は5秒
以下＊1。少枚数プリントにもスピーディーに対応します。

円/枚＊1

1.47

ファーストプリント時間

5秒以下

円/枚＊1

0.41

圧倒的パフォーマンスで

生産性を高める

P E R F O R M A N C E

A4カラー片面 A4カラー両面

枚
分

枚
分
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＊1＊1

＊1



精密な用紙搬送機構により、印刷ズレの少ない高速プリ
ントが可能です。用紙の搬送速度は、印字ヘッドのイン
ク吐出量に合わせてコントロール。140枚/分＊1の高速
プリント時でも安定した印字品質を可能にします。

＊1：A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、本体フェイスダウン排紙トレイ
使用時。＊2：用紙の種類や環境によって異なります。

■ 精密な用紙搬送

ライン型インクジェット印字ヘッド

用紙

搬送ベルト

A3ワイド相当の用紙短辺幅を一度に印字できる、ラ
イン型インクジェット印字ヘッドを配置しています。

■ ライン型インクジェット印字ヘッド

耐光性、耐水性に優れ、色褪せや水滴によるにじみに
強いオルフィス用の油性顔料インク＊2を独自に開発。
速乾性に優れたインクだから、高速プリントでも用紙
が汚れたり、波打ったりすることが少なく、従来の
インクジェットでは難しかった高速両面プリントを
実現します。また、安定した用紙搬送により、後処理
加工への移行もスムーズです。

■ 独自に開発した
オルフィス用油性顔料インク

波打ちなど用紙が変形しやすい

水性
インク

用紙の変形が少ない

油性
インク

ハイボリュームプリント市場における確固たる実績
高い生産性を支えるRISO独自のテクノロジー

両面同時読み取り機構のオート
フィーダーで高速スキャン・コピーが
可能に。スキャン速度は片面・両面
100ページ/分＊1、コピーの読み取
り速度は片面・両面70ページ/分＊2

を達成しました。原稿台に一度に最
大200枚＊3セットできるため大量
の資料も素早く処理できます。

オルフィスFTは重送検知センサーを搭載。2枚重なった状態で紙
送りすると、センサーが反応し自動的にストップ。出力物に白紙
が混在しないので、検品作業が不要です。

独自の用紙搬送技術により、トータル600万ページ＊1の出力が可
能。高い耐久性で、安定した高速大量プリント業務の効率化をサ
ポートします。

高い耐久性で
安定した高速大量プリントを実現

＊1：A4横送り、300dpi、PDF設定時。＊2：A4横送り、300dpi設定時。＊3：用紙坪量80g/㎡紙
使用時。※オプションのORスキャナーHS7000とスキャナースタンド（HS7000）が必要です。

＊1：当社耐久テストにより達成。200万ページ使用するごとに、リフレッシュ作業を実施した
場合。製品の使用状況により製品寿命は異なります。

両面ワンパスで、高速読み取り

重送検知センサーを搭載。
大量プリント業務をスムーズに

オプション
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オプションのFWオフセットステープル排紙トレイは140枚/分＊1

の高速プリントに対応。オフセット排紙＊2や最大50枚（100ペー
ジ）＊3のステープルとじ＊2、サイズ混在ステープルとじ＊4を自動
化できます。1,000枚＊5まで用紙積載が可能で、大量プリント作
業にも活躍します。

FWオフセットステープル
排紙トレイ

＊1：A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、棒積み排紙時。＊2：オフセット排紙時のプ
リント速度は、A4横10枚で115枚/分。ステープル時のプリント速度はＡ4横10枚で42枚/
分。＊3：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時。用紙束質量265g以下。＊4：A3とA4の組み合わせかB4
とB5の組み合わせで可能です。＊5：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時。

オルフィスFTは本体のみで最大2,000枚の連続給紙が可能。さ
らに、オプションの増設2000枚給紙トレイを接続することで最
大4,000枚＊1の給紙ができ、より高い生産性を実現します。用紙
補給頻度の軽減につながり、出力を止めることなく連続プリン
トが可能になります。

オプション オプション増設2000枚給紙トレイ

給紙・排紙オプション接続で

さらなる生産性を。

E X P A N D A B I L I T Y
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＊1：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時。同一サイズ（A4、B5のみ）の用紙積載時。

2,000枚

1,000枚

500枚

500枚

FWオフセットステープル
排紙トレイ

ステープル サイズ混在ステープル オフセット排紙

オプション：
増設2000枚給紙トレイ（　　　        ）



従来機と比べ、静音性と処理能力がアップ。オルフィスFTの高速性を生かし、ステープル時は125枚/分＊1で処理できるなど、後処
理加工までスピーディーに自動化。会議資料や広報誌作成なども効率化できます。

オプション

三つ折り＊1•Z折り＊1•Z折り混在＊1

マルチフィニッシャー紙折ユニットを付
ければA4の三つ折り＊1やB4/A3のZ折
りが可能になります。A3とA4が混在す
る書類は、A3をZ折りにしてA4サイズ
にまとめるZ折り混在も可能です＊2。
＊1：ORマルチフィニッシャーS/Mにマルチフィニッシャー紙折ユニットを接続した場合に可能です。複数
枚重ねた三つ折りやZ折りはできません。＊2：A3とA4の組み合わせかB4とB5の組み合わせで可能です。

ORマルチフィニッシャーS・ORマルチフィニッシャーM
マルチフィニッシャー紙折ユニット・マルチフィニッシャーパンチユニット

小冊子作成＊1

ORマルチフィニッシャーMで20
ページ（5枚）＊2までの二つ折り加工、
80ページ（20枚）＊2までの中とじが
可能。小冊子作成を自動化できます。

＊1：ORマルチフィニッシャーMを接続した場合に可
能です。＊2：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時。一度に処理
できるページ数を超える場合は分冊処理が可能です。

＊1：A4片面横送り、10ページ原稿時。
※写真はオルフィスFT5430にORマルチフィニッシャーM・ORスキャナーHS7000を接続したものです。
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ORマルチフィニッシャーS

ORマルチフィニッシャーS

ORマルチフィニッシャーM

マルチフィニッシャー紙折ユニット

ORマルチフィニッシャーM

マルチフィニッシャーパンチユニット

マルチフィニッシャー紙折ユニット

さらに、マルチフィニッシャーパンチユニットの
接続でできる後処理加工

ORマルチフィニッシャーでできる後処理機能

2穴/4穴パンチ

オフセット排紙ステープル

オフセット排紙

Z折り混在
+ステープル

内三つ折り 外三つ折り

ステープル

Z折り Z折り混在

Z折り混在
+ステープル

内三つ折り 外三つ折りZ折り Z折り混在

オフセット排紙 二つ折り 小冊子
（二つ折り）

小冊子
（二つ折り+ステープル）

ステープル

オフセット排紙 二つ折り 小冊子
（二つ折り）

小冊子
（二つ折り+ステープル）

ステープル

新たに針カット機能＊１を搭載。少ページで
も多ページでもステープル処理時の仕上が
りを美しく整えます。

ステープル処理の仕上がりも綺麗に

従来機 ORマルチ
フィニッシャーS/M

＊1：平とじ時。

ステープル時の
処理速度

枚/分＊1
125



使いやすさを追求した
機能性と環境に
配慮した設計

オルフィスFTはプリンター機能のみでの使用も可能。コンパクト
高速プリンターとして置き場所を選ぶことなく高い生産性を実
現します。

プリンター機能のみなら、
置き場所を選ばずコンパクト

画面を使いやすくカスタマイズできる
チルト式液晶操作パネル

本体操作パネルは、テンキーと液晶パネルの組み合わせにより、
高い操作性を実現しました。利用者がよく使う機能のボタンを
メイン画面に移動するなどといったホーム画面のカスタマイズ
ができます。また、座った状態やさまざまな状況でも見やすい角
度に調節できるチルト機構を採用しました。最大約90度の角度
調節が可能です。

定期的に使用する設定をお気に入りに登録で
きます。ユーザー認証機能と組み合わせれば、
利用者ごとにカスタマイズしたお気に入り画
面の利用もできます。全ユーザー共通と個人
でそれぞれ30件ずつ登録が可能です。

操作画面はメニューアイコンを用いて大きく
見やすく表示。また、ホーム画面のボタンの色
とその操作画面のベースカラーを同色にし、
どの画面を操作しているか、わかりやすくし
ました。

ホーム画面に管理機能ボタンを配置。メンテ
ナンスやシステム情報の確認も少ない操作で
行えます。

［ホーム画面］ ［コピーモード］ ［お気に入り（スキャンモード）］

本体で利用状況をすぐ確認できる
ジョブ確認キー

操作パネルの「ジョブ確認」キーで、プリントやスキャン、コピー
履歴などをすぐに確認することができます。

970mm

775mm
＊1
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＊1：使用時最小サイズ。



国際エネルギースタープログラム適合

各種環境ラベルや規制に対応

エコマーク認定商品
欧州RoHS指令に適合

対象：本体

対象：本体•インク

対象：本体•インク

（公財）日本環境協会が認定する、製品ライフサ
イクル全体を通して環境への負荷が少なく、環
境保全に役立つと認められた商品に表示される
「エコマーク」の認定商品です。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参
加事業者として、本製品が国際エネルギース
タープログラムの対象製品に関する基準を満
たしていると判断します。

生産から廃棄に至るまで特定有害物質の使用を制限する欧州
RoHS指令に適合しています。

グリーン購入法適合
グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関
する法律）の特定調達品目の判断基準に適合。省エネルギー設
計やリサイクルへの対応などにより環境負荷の低減に貢献し
ています。

対象：本体・オプション・インク

Windows®、Mac OS＊1、Linux®＊2に対応。複数のOSが混在する
オフィスでも快適にプリントできる環境を実現します。

多様なOS環境に対応

＊1：Mac OSのご利用には、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。＊2：Linuxのご利用
にはオプションのOR-PostScriptキットが必要です。利用できる機能に一部制限があります。

パソコンを使わずに
ダイレクトプリント
USBメモリーに保存したプリン
トデータ＊1、PDFファイル＊2を
ダイレクトプリントできます。
スキャンデータをUSBメモリーへ
保存することも可能です。また、
タブレット内のプリントデータ
もダイレクトプリントできます。

タブレット・スマートフォン 無線アクセスポイント

オプション

＊1：データの保存には、付属のプリンタードライバーを使用します。＊2：PDFファイルをダイレクトプ
リントするには、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。※スキャンデータをUSBメモリーに
保存する際は、OR-PostScriptキットは不要です。USBメモリーは市販品をお使いいただけますが、す
べてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。※タブレットからのダイレクトプリント
には、オプションのOR-PostScriptキットおよびオルフィスが無線LANに接続できる環境が必要です。
また、タブレットに専用アプリRISO PRINT-Sのダウンロードが必要です（iOS/AndroidTM対応）。

USBメモリー

TEC値：経済産業省の「国際エネルギースタープログラム」に適合するための基準値で、1週間のプリン
ター使用を［稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間］と想定したときの
総使用電力量を表わします。

オルフィスFTのプリント1枚あたりの消費電力量は0.25Wh/枚
以下＊1。少ない電力で大量プリントも高速処理できます。
＊1：1週間使用時の消費電力量（TEC値）をプリント1枚あたりに換算。オルフィスFTシリーズは、各
機種ともTEC値3kWh/週以下を実現しています。

プリント1枚あたりも省電力

＊1：オルフィスFT単体使用時。

インクジェット方式の採用により、トナーの熱定着に必要なヒー
ターを使用しないため、最大消費電力を1,000W以下＊1に抑えま
す。また、プリント時に熱を使用しません。

2つのLANポートを標準装備
オルフィスFTは、異なる2つのネットワークが利用でき、セキュ
リティーに配慮した運用が可能です。

1,000W以下＊1
高速プリンターで、この消費電力

最大

タイマー運転機能
指定した時刻にオルフィスFT本体の電源をON/OFFするタイ
マー運転機能で電力を無駄なく使うことができます。

低速モードで静音化
低速モード時は速度を落としてプリントすることで印刷音を低減
します。
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オルフィスFTは色覚の個人差を問わず、より
多くの人に見やすいカラーユニバーサルデザ
インに配慮してつくられていると、NPO法人
カラーユニバーサルデザイン機構により認証
されています。

カラーユニバーサルデザイン認証を取得

20 155 004

本体

Wh/枚以下
＊10.25



作業効率を高める
便利な機能

プリントデータやコピーデータをボックス保存
プリントデータやコピーデータを本体内蔵HDDに保存しておき、必要に応じて再プリントすることができます。保存データには文書名を付
けて管理することができ、プリント時には操作パネルでサムネイルを確認して選択することができます。

グループごとに部数や組数、ソートなどをプログラム登録してお
けば、必要な部数を必要な組数だけ手早くプリントできます。部数
は9,999まで、組数は99まで入力でき、プリントを配布する際の
手間を軽減できます。さらに、プログラムオフセット排紙＊1を利用
すれば、仕分けが簡単になります。

グループごとに必要部数を登録できる
プログラム印刷

「回覧」や「秘」などのウォーター
マーク（透かし文字）を文書と同時
にプリントできます。任意の文字列
をプリントすることも可能です。

文書管理に便利なウォーターマーク

※プリンタードライバーのみの機能です。
ウォーターマークを印字

ページや日付、任意の文字列をヘッダーやフッター部分にプリント
でき、文書管理の効率化に役立ちます。

ページや日付、任意の文字列の印字が
可能なスタンプ機能

プリント終了データの再出力
プリントやコピーしたデータを自動的に保存。終了ジョブリスト
から再プリントすることができます。
※ご利用には、管理者メニューでの設定が必要です。

※コピー機能のご利用にはオプションのORスキャナーHS7000とスキャナースタンド（HS7000）が必要です。

必要部数をプリントする前に1部
だけプリントして、仕上がりを確
認してからプリントを続けること
ができます。

プリント前に仕上がりをチェックできる
確認プリント／コピー

紙

PC

コピーデータ

必要に
応じて
プリント

プリントデータ

保存

確認プリント
必要部数を
プリント

OK
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ポスターなどをつくりたい場合には、原稿を分割して拡大出力し
（最大A3用紙×16枚）、つなぎ合わせることができます。切り取り
線付きのプリントも可能です。貼り合わせの位置の目安としても
使用できます。

データを分割して拡大出力するポスター機能

※スキャンコピー機能にはポスター機能設定はありません。

原稿
4 枚

16 枚

＊１:プログラムオフセット排紙のご利用にはオフセット機能を有するオプションが必要です。

25枚

35枚

35枚

20枚

A

B D

C
定例会の
ご案内

AB

D C

オフセット排紙で
仕分けが簡単に。



複数ページを1枚におさめるページ集約や、同一原稿を縮小して1枚
の用紙に複数割り付ける連写で用紙の節約が可能です。

複数ページの一覧表示や用紙節約に役立つ
ページ集約／連写

ページ集約 連写

4
3

2
1

1 2

3 4

幅広い用紙対応力
精密な用紙搬送機構によって、軽量紙・厚紙・封筒・ハガキなど、さま
ざまな印刷物を高速プリント。また、最大通紙可能サイズは340㎜×
550㎜＊1で、A3サイズより大きめの用紙も給紙できます。

＊1：ストレート給紙台使用時。片面印刷の場合。両面印刷時の最大通紙可能サイズは340mm×460mm。
※封筒やハガキの種類によっては対応しない場合があります。※封筒やハガキ、厚紙へのプリントにはス
トレート給紙台を使用します。また、オプションの給紙アタッチメントのご使用をおすすめします。※封
筒やハガキプリントには、RISOオートフェンス排紙台、RP排紙台（W）、FU排紙台のご使用をおすすめし
ます。※封筒やハガキにプリントする場合、成形状態や保存環境などによってプリント時に紙づまりや汚
れが発生することがあります。封筒やハガキの曲がりを直すことなどで、これらが緩和されることがあり
ますが、すべてのプリントを保証するものではありません。

小冊子などのコピー/スキャン時に見開きの左右のページを1ページ
ずつ読み取り、プリント/保存することも可能。原稿ズレや原稿浮きに
よる画像劣化を抑えられます。

コピー／スキャン時のページ分割機能

原稿サイズやカラーモードが異なる原稿、文字/写真混在、文字のみ
など種類が異なる原稿を、１つのジョブとして出力/保存することが
できます。

コピー／スキャン時のジョブ結合

左側のみ 両側 右側のみ

大量プリント時に、自動で合紙を入れられます。合紙には数字やアル
ファベットの印字が可能です。また、表紙や裏表紙として本文とは異
なる用紙を、指定のトレイから挿入
し丁合することもできます＊1。ペー
ジごとトレイ指定機能＊2を使うと、
ページごとに用紙トレイを指定し、
プリントすることができます。

仕分けを簡単にする合紙／表紙付け／
ページごとトレイ指定

帳票の様式など、定型フォームを本体に登録しておき、後から可変
データを合成してプリントすることができます。無地のカット紙に
フォームと可変データを一度にプリントできるので、帳票専用用紙に
かかっていたコストを低減できます。

保存したフォームに
データを合成するフォーム合成機能

※オプションのOR-PostScriptキットが必要です。

○原稿の地色だけを薄くする「地色除去」＊2

○白紙ページを除いてプリントする「白紙節約」＊3＊4

○多部数プリントを効率よく丁合する「ソート」

○カラー/白黒自動判別
○周囲最小余白3mmのプリント領域＊1

○コピー原稿サイズを自動検知＊2

○急なコピーが必要なときに役立つ「割り込みコピー」＊2

＊1：保証プリント面積は用紙の周囲から5mm内側の範囲です。＊2：ORスキャナーHS7000使用時のみの機能です。＊3：プリンタードライバーのみの機能です。＊4：ヘッダー・フッターの適用ページの場合は
本文データがなくても白紙扱いになりません。

その他のオフィスプリントを快適にする機能

マゼンタまたはシアン単色のプリン
ト単価は0.44円＊1。コストを抑えて
インパクトのある単色チラシやリー
フレットを作ることができます。
＊1：A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時。測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、
ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方法によって算出。用紙代別。※イラストはイメージです。

単色でもインパクトのある印刷物を作成可能

＊1：付属のアプリケーションをご使用ください。
※プリンタードライバーのみの機能です。

バーコードの印字領域を自動検
出＊1し、バーコードの読み取りに
適した濃度でプリントできます。

バーコードの読み取りに適した濃度でプリント

バーコードエリア外は
プリンタードライバーの
設定を反映

バーコードは最適な
濃度でプリント

オプション

マゼンタ単色 シアン単色

＊1：表紙や裏表紙にプリントすることはできません。
＊2：オプションのOR-PostScriptキットが必要です。

フォームにデータベースの
情報を差し込んでプリントします。

000-0000
000-0000
000-0000
000-0000
000-0000
000-0000
000-0000
000-0000
000-0000
000-0000

埼玉県
埼玉県
埼玉県
東京都
東京都
東京都
千葉県
千葉県
神奈川県
神奈川県

さいたま市
蕨市
川越市
港区
品川区
千代田区
市川市
浦安市
横浜市
川崎市

小宮区宮町
中央
朝日町
三田
大崎
一番町
国府台
舞浜
港北区
高津区

＊1：差し込み印刷機能を有するアプリケーションをご使用ください。

＊1

10
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多彩なスキャン機能

充実の管理者機能でセキュリティーを強固に

スキャンデータは、ネットワーク上の共有サーバーやパソコンへの保存、電子メール添付送信、本体HDDおよびUSBメモリーへの保存が可能です。
保存ファイル形式はPDF、PDF/A、TIFF、JPEGから選択でき、ZIP圧縮も簡単に行えます。

スキャンデータをさまざまな方法で保存可能

※オプションのORスキャナーHS7000とスキャナースタンド（HS7000）が必要です。

オプション

文書の長期保存を目的とした標準規格PDF/A形式での保存も可能。重
要な資料の電子化を安心して行えます。

■ PDF/Aデータ保存に対応
スキャナーで読み取った電子文書をPDF化する際、パスワードをかける
ことが可能です。万が一、送信先を誤ってもパスワードを解除しなけれ
ば内容を確認できないため、情報漏洩防止に役立ちます。

■ スキャンPDF暗号化

スキャンデータの送信に便利なアドレス帳機能を搭載。共通アドレス
300件、ユーザーごとに管理できるアドレス30件を登録できます。アド
レス帳を利用して複数のメンバーに一括転送することも可能。送信する
際、宛先一覧を操作パネルで確認できます。

■ アドレス帳を利用したデータ送信が可能
スキャナーで読み取ったデータのプレビューが操作パネルに表示され
ます。転送するデータのイメージや宛先を確認することができます。

■  転送前に確認できるスキャンプレビュー

RISOコンソールでカウント枚数情報を取得して、月ごとの使用枚数を把
握するなど、プリンター管理に活用できます。

使用状況を把握できるアカウンティング情報取得
１台につき最大1,000件までユーザー登録が可能です。RISOコンソール
を使うと複数のユーザーを一括登録できます。登録ユーザーのグループ
分けや使用制限なども、容易に行えます。

利用者を最大1,000件まで登録可能

インクの在庫数が設定した本数になると、操作パネルにメッセージを表
示。また、自動で複数人にメールで通知することもできます。急な消耗品
切れを防ぎ不足が発生する前に注文が可能です。

消耗品の在庫を管理しメールで通知
オルフィスFTは、各社の認証印刷ソリューションに対応し、プリントの
コスト管理やログ収集、情報漏洩対策など、最適な出力環境の構築を実
現します。

各社の認証印刷ソリューションに対応

※認証印刷ソリューションは、当社製品の他に、別途認証印刷ソリューションを提供する各社の製品を導
入する必要があります。※オルフィスFTシリーズに対応している認証印刷ソリューション提供会社につい
ては、担当営業までお問い合わせください。

LDAP＊1サーバーなどの外部認証サーバーで管理されているデータを参
照してプリントでき、出力機器の認証も一元管理できます。

外部認証サーバーと連携

＊1：Light weight Directory Access Protocol

その他の主な管理・セキュリティー機能

＊1：Internet Protocol version 6　＊2：Security Architecture for Internet Protocol

○HDD完全消去（データ一括上書き消去/残存データ上書き消去）
データ領域を一括して上書き消去し、データの復元を抑止します。

○IPv6＊1など各種の通信規格に対応
IPsec＊2を標準装備したプロトコルIPv6＊1を利用可能。ネットワーク上で
の情報漏洩を抑止します。

○機密文書への個別の暗証番号設定が可能
プリントデータの出力時に個別の暗証番号を設定できます。送信したデー
タは、操作パネルに暗証番号を入力することではじめてプリントできるた
め、印刷物が放置されたままの状態がなくなり、情報漏洩防止に役立ちます。

○HDDデータ暗号化
オルフィスのHDD内の保護対象データを暗号化し、情報漏洩を抑止します。

○RISOコンソールにさまざまな管理機能を統合
ウェブブラウザーからアクセスでき、ユーザー登録やプリンターの状態確
認、ボックス保存データのプリントなどさまざまな管理に利用できます。

○アプリケーションデリバリーCitrixに対応
アプリケーションを仮想化することでパソコンの集中管理ができます。
※Citrix社製品への対応と動作確認については当社ホームページをご確認ください。
また、Citrix社の該当ページも併せてご確認ください。  

ユーザー認証で
利用者制限やセキュリティーを強化

※オプションのICカード認証キットが必要です。

社員証などに使われている非接触型ICカードを使ってスピーディーな
ユーザー認証が可能です。登録したユーザーだ
けが使用できる利用者制限やセキュリティー
強化に活用できます。

オプション
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オプション一覧

RISOオートフェンス排紙台 FU排紙台RP排紙台（W）

会議資料から販促ツールの作成まで、幅広くお使いいただけます。

ORマルチフィニッシャー

大量プリントや封筒、ハガキなどをプリントするときの排紙トレイとして便
利に使えます。 RISOオートフェンス排紙台＊1は選択した用紙サイズに合わ
せてフェンス位置を自動調整。1,000枚＊2までの積載が可能です。RP排紙
台（W）＊3は長さ550mmまでの用紙サイズに対応します。FU排紙台＊3は
長さ432mmまでの用紙サイズに対応します。

RISOオートフェンス排紙台・RP排紙台（W）・FU排紙台

FWオフセットステープル排紙トレイ3

4 5

封筒給紙アタッチメント7

厚紙給紙アタッチメント8

増設2000枚給紙トレイ2

＊1：RISOオートフェンス排紙台は長さ432mmまでの用紙サイズに対応します。＊2：理想用紙IJ（85g/㎡）
使用時。＊3：マニュアルフェンス可動です。

※写真はORマルチフィニッシャーM＋マルチフィニッシャー紙折ユニットです。

● ORマルチフィニッシャーS
ステープル・オフセット排紙が可能
● ORマルチフィニッシャーM
ステープル・オフセット排紙・二つ折り・小冊子が可能
●マルチフィニッシャー紙折ユニット
ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合
三つ折り・Z折り・Z折り混在が可能
●マルチフィニッシャーパンチユニット
ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合
2穴パンチ・4穴パンチが可能

6 ICカード認証キット

ORスキャナー HS7000

＊1：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時。
用紙束質量265g以下。

＊1：積載高220mm以下、
理想用紙IJ（85g/m2）使用時。A4、B5のみ。

スキャンは片面・両面100ページ/分＊1、
コピーは片面・両面70ページ/分＊2で
原稿を高速で読み取ることができます。

オフセット排紙もしくは最大50
枚（100ページ）＊1のステープルと
じが可能です。

＊1：A4横送り、300dpi、PDF設定時。＊2：A4横送り、300dpi設定時。※スキャナーのご使用には
スキャナースタンド（HS7000）が別途必要です。

ORスキャナーHS7000・スキャナースタンド（HS7000）1 FWオフセットステープル
排紙トレイ

3

一度に2,000枚＊1の用紙を積載で
き、大量プリント時の給紙の手間
が省けます。

増設2000枚給紙トレイ2

スキャナースタンド（HS7000）

ICカードを使った利用者制限やセキュリティー強化
ができます。

ICカード認証キット

用紙紙質100g/m2～400g/m2、用紙サイズ
100mm×148mm～160mm×218mmに対応。

厚紙給紙アタッチメント
用紙紙質50g/m2～120g/m2、
定型封筒最小～角1封筒に対応。

封筒給紙アタッチメント

OR-PostScriptキット
OR-PostScriptキットを搭載することで、タブレットか
らのプリントやPDFダイレクトプリント、USBメモリー
プリント、フォーム合成など、オルフィスFTの機能が拡張
します。Mac OS/Linuxからのプリントにも対応します。

6

87

※対応用紙については担当営業にお問い合わせください。 ※対応用紙については担当営業にお問い合わせください。

キャスター固定し、地震の揺れによる移動を抑止する
耐震パーツ。キャストイット2点固定。

オフィス耐震セットA

［OR-PostScriptキットの主な機能］
●タブレットプリント対応
●PDFダイレクトプリント
●USBメモリープリント対応 
●フォーム合成
●カラープロファイル登録　など

［外形寸法］93mm（W）×65mm（D）×19mm（H）
［重量］約90g ［電源］USB給電約500mA（MAX）

ソフトウェアRIP

AdobeⓇ PostScriptⓇ 3TM対応のソフトウェアRIP。
可変データや多ページ文書、DTPデータなどを効率よく
プリントできます。

※RIP＝ラスター・イメージ・プロセッサー（画像生成出力装置）

※ORマルチフィニッシャーなどのオプション固定も可能です。

発売予定

ORスキャナーHS7000・
スキャナースタンド（HS7000）

1

RISOオートフェンス排紙台
RP排紙台（W）
FU排紙台

5

ORマルチフィニッシャーS
ORマルチフィニッシャーM
マルチフィニッシャー紙折ユニット
マルチフィニッシャーパンチユニット

4
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ORPHIS FT5430の主な仕様

インク

プリント解像度

データ処理解像度

連続プリント
速度＊2

用紙厚（重さ）

給紙容量

排紙トレイ容量

対応プロトコル

インターフェイス

HDD容量

電源

稼働音＊9

使用環境

大きさ

質量

消費電力

メモリー容量

PDL（ページ記述言語）

プリント領域

用紙サイズ

ウォームアップタイム

ファーストプリント（1枚目プリント時間）

油性顔料タイプC/M/Y/Kインク各色1,000ml、500ml

印字ヘッド

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）

標準設定時：300dpi×300dpi
高精細設定時：600dpi×600dpi
文字スムージング（強）：600dpi×600dpi

2分30秒以下（室温23℃）

5秒以下＊1

片面：140枚/分（140ppm）  両面：70枚/分（140ppm）

最大：A3W相当（340mm×550mm）
最小：ハガキサイズ相当（90mm×148mm）

片面時：最大310mm×544mm 両面時：最大310mm×454mm

標準:5mm  最小：3mm  封筒プリント時：10mm

TCP/IP、HTTP、HTTPs（TLS）、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP（SNMP v1）、
Port9100（RAWポート）、IPv4、IPv6、IPSec（IKE v1）

対応OS Windows＊5、Mac OS ＊5＊6、Linux＊7

4GB

AC100-240V　50-60Hz　10.0-5.0A

最大消費電力：1,000W、動作時（アクティブ）＊8：360W以下、稼働準備
時（レディ）＊8：95W以下、省電力モード時：スリープ（標準）＊8：93W以下、
スリープ（少ない）：2W以下、待機（スタンバイ）：0.4W以下

65dB（A）以下＊10 /58dB（A）以下＊11稼働準備時（レディ）：43dB（A）以下

1,030mm（W）×735mm（D）×1,115mm（H）

775mm（W）×710mm（D）×970mm（H）

約137kg

1,185mm（W）×1,225mm（D）×1,115mm（H）

温度：15℃～30℃　湿度：40%RH～70%RH（非結露）

500GB（使用可能領域：約430GB）

Ethernet：1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、
USB2.0 1ポート、USB3.0 2ポート

RISORINC/C Ⅳ

片面：79枚/分（79ppm）  両面：39枚/分（78ppm）

片面：46g/m2～210g/m2
両面：46g/m2～104g/m2（A4以下：46g/m2～210g/m2）

52g/m2～104g/m2

500枚×2トレイ（積載高56mm以下）＊4

500枚（積載高56mm以下）＊4

1,000枚（積載高110mm以下）＊4

最大：A3相当（297mm×432mm）
最小：182mm×182mm

片面：90枚/分（90ppm）  両面：42枚/分（84ppm）

片面：108枚/分（108ppm）  両面：54枚/分（108ppm）

ピエゾ型、物理解像度300dpi、最大11階調

プリント方式 ライン型インクジェット方式

FT5430

A4横

A4

A3

B4

フロント給紙トレイ
1/2

フロント給紙トレイ

フロント給紙トレイ1/2

フェイスダウン排紙トレイ

ストレート給紙台

使用時

収納時

占有寸法

ストレート給紙台

ストレート給紙台（片面時）

最大：A3W相当（340mm×460mm）
最小：ハガキサイズ相当（90mm×148mm）

ストレート給紙台（両面時）

最大プリント可能範囲

周囲余白＊3

＊1：プリント開始指示受信完了から、排紙完了までの時間。A4普通紙片面横送り、プリント濃度：標準、稼働準備時（レ
ディ）：最終プリント後10分以内、ストレート給紙台、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート：電子協標準パター
ンJ6/Ver.1。 ＊2：プリント濃度：標準、ストレート給紙台、本体フェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート：電子協標
準パターンJ6/Ver.1。＊3：保証プリント面積は用紙の周囲から5mm内側の範囲。＊4：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時。
＊5：対応OSの最新バージョンは当社ホームページをご確認ください。＊6：Mac OSのご利用には、オプションの
OR-PostScriptキットが必要です。＊7：Linuxのご利用には、オプションのOR-PostScriptキットが必要です。利用でき
る機能に一部制限があります。＊8：ウォームアップ時を除く。＊9：音圧レベル時。＊10：A4横送り（片面）最高プリント
速度時。＊11：低速モード時。

占有寸法図（単位mm）

■ORスキャナーHS7000＊1•FWオフセットステープル排紙トレイ接続時■本体

側面前面 側面

ORスキャナーHS7000の主な仕様

増設2000枚給紙トレイの主な仕様

用紙補給

形式

適用用紙サイズ

外付け式給紙トレイユニット

A4、B5

積載可能枚数 積載高220mm以下、2,000枚＊1

用紙厚（重さ） 52g/㎡～104g/㎡

増設2000枚給紙トレイ稼働中 フロント給紙トレイ、ストレート給紙台への用紙補給が可能

フロント給紙トレイ、ストレート給紙台稼働中

プリンター接続時の占有寸法

用紙残量検知

速度

電源

増設2000枚給紙トレイへの用紙補給が可能

4段階（51％以上、50％以下、30％以下、10％未満）

本体プリント速度に準ずる

プリンター本体より供給

稼働音＊2

大きさ

65dB（A）以下＊3

1,500mm(W)×1,215mm(D)×1,115mm(H)

質量 約29kg

＊1：理想用紙IJ（85g/㎡）使用時。＊2：音圧レベル時。＊3：A4片面横送り時。

最大読取範囲

光学解像度

オートフィーダー

コピー機能

電源

消費電力

大きさ

質量

スキャン機能

スキャニングモード

形式

原稿台使用時

形式

用紙厚（重さ）

原稿サイズ

拡大/縮小

拡大/縮小

オートフィーダー使用時

ファーストコピー

データ保存方法

データ保存形式

原稿最大積載量

読み取り速度

出力解像度

出力解像度

オートフィーダー（原稿自動送り装置）付き
フラットベッドスキャナー

最大：297mm×432mm 最小：100mm×148mm

52g/m2～128g/m2

7秒以下＊3

200dpi/300dpi/400dpi/600dpi

標準：300dpi×300dpi　高精細：300dpi×600dpi

スキャンモード時：片面・両面 100ページ/分以上＊1（A4横、カラー/モノクロ）
コピーモード時：片面・両面 70ページ/分以上＊2（A4横、カラー/モノクロ）

本体HDD保存、サーバー保存、メール送信、USBメモリー保存

等倍、固定変倍、ズーム（50％～200％）

等倍のみ

最大200枚（80g/m2）または25mm以下

640mm（W）×560mm（D）×255mm（H）　

1,185mm（W） × 1,325mm（D） × 1,635mm（H）

約25kg

白黒：TIFF、PDF、PDF/A　
グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、PDF、PDF/A
PDFはマルチページかシングルページを選択可能

100W以下

AC100-240V　50-60Hz　1.2-0.6A

295mm×430mm

600dpi

303mm×432mm

カラー/モノクロ/オート

原稿移動型（両面同時読み取り方式による両面読み取り）

＊1：300dpi、PDF設定時。＊2：300dpi設定時。＊3：原稿読み取り開始から、排紙完了までの時間。A4普通紙
片面横送り、プリント濃度：標準、稼働準備時（レディ）：最終プリント後10分以内、ストレート給紙台、本体
フェイスダウン排紙トレイ使用時、チャート：電子協標準パターンJ6/Ver.1。＊4：スキャナーのご使用にはス
キャナースタンド（HS7000）が別途必要です。（スキャナースタンドの大きさは650mm（W）×750mm（D）×
1,005mm（H）。キャスター回転によるはみ出し部、ストッパー突起部を除く。）

プリンター接続時の占有寸法
（スキャナースタンド含む）＊4

前面

1,185
735

1001,225
830

1001,3251,420

1,315 1,2601,115 1,115

1,635



14

FWオフセットステープル排紙トレイの主な仕様

積載可能枚数

速度

ステープル

電源

大きさ

質量

稼働音＊5

消費電力

用紙サイズ

方式・出力方向

シフトソート時

ノンソート時

最高排紙速度

ステープル時

オフセット排紙時

用紙厚（重さ）

用紙サイズ

ステープル可能枚数

ステープル位置

カートリッジ針数

プリンター接続時の占有寸法

ステープル機能付き一段シフト排紙トレイ・フェイスダウン出力

片面/両面：42枚/分*3

最大：A3（297mm×420mm） 最小：B5横（257mm×182mm）

52g/m2～210g/m2

片面：115枚/分*3
片面：140枚/分*2

5,000本

AC100-240V　50-60Hz　1.1-0.5A

65dB（A）以下＊6

フロント側1ヶ所（斜め打）、リア側1ヶ所（斜め打）、
中央2ヶ所（平行打）

A3/B4/A4/A4横/B5/B5横：1,000枚
（積載高108mm以下）*1
A5/A5横/B6/A6/ハガキ/不定形：100枚

A4/A4横/B5/B5横：50枚（5.7mm以下）*4 A3/B4：25枚*4 
サイズ混在：25枚*4

1,420mm（W） × 1,220mm（D） × 1,315mm（H）

約28kg＊7

100W以下

90mm×148mm～340mm×550mm

定形：182mm×257mm～297mm×431.8mm
不定形：131mm×148mm～305mm×550mm

＊1：理想用紙IJ（85g/m2）使用時。 ＊2：A4横送り時。＊3：A4横送り、10ページ原稿時。＊4：理想用紙IJ
（85g/m2）使用時。用紙束質量265g以下。＊5：音圧レベル時。＊6：A4横送り（片面）、ストレート給紙台、ノン
ソート時。 ＊7：中間搬送部は除く。

ORマルチフィニッシャーの主な仕様

用紙サイズ

用紙厚（重さ）

トレイ容量

オフセット

形式

速度

電源

消費電力

小冊子作成
（中とじ／二つ折り）

紙折り
（マルチフィニッシャー
紙折ユニット接続時）

パンチ

ステープル

トレイ形式 スタックトレイ

小冊子トレイ

トップトレイ

用紙厚（重さ）

Z折り

ORマルチフィニッシャーM+
パンチユニット接続時

三つ折りトレイ容量

三つ折り（外三つ折り/内三つ折り）

最大枚数

最大：片面 A3W相当（330mm×488mm）、両面 A3W相当（330mm×460mm）
最小：ハガキサイズ相当（100mm×148mm）

最大：A3相当（297mm×432mm）
最小：182mm×148mm

最大：297mm×488mm   最小：203mm×148mm

最大：片面 A3W相当（330mm×488mm）、両面 A3W相当（330mm×460mm）
最小：148mm×148mm

52g/m2～210g/m2

52g/m2～210g/m2

52g/m2～210g/m2

片面125枚/分 両面70枚/分＊4

片面130枚/分 両面70枚/分＊4

最大：100枚＊1 ＊6

片面140枚/分 両面70枚/分＊3

スタック

外付け式用紙後処理ユニット

ソート/スタック（オフセット可）

約30枚＊1

フロント側1ヶ所（斜め打）＊7、
リア側1ヶ所（斜め打＊8/平行打）、中央2ヶ所（平行打）

2穴、4穴

［2穴］A3/B4/A4横/A4/B5横　［4穴］A3/A4横

用紙サイズ：A3、B4＊10、用紙厚（重さ）：60g/m2～90g/m2

用紙サイズ：A4、用紙厚（重さ）：60g/m2～90g/m2

230W

AC100-240V　50-60Hz　3.0-1.5A

スタックトレイ

小冊子トレイ

トップトレイ

スタックトレイ

小冊子トレイ

トップトレイ

スタックトレイ

小冊子トレイ

トップトレイ

最高排紙速度

ステープル排紙時

小冊子排紙時

可能サイズ

ステープル可能枚数

ステープル用紙サイズ

ステープル位置

パンチ数

可能サイズ

オフセット排紙時

スタック

ORマルチフィニッシャーS ORマルチフィニッシャーM

最大：A3W相当（330mm×460mm）
最小：B5相当（182mm×257mm）

60g/m2～90g/m2
（表紙は90g/m2～210g/m2紙まで）

500枚＊1

3,000枚または200部＊2 2,000枚または200部＊2

20部（15枚とじ）＊1

中とじ 20枚*1*9
二つ折り 5枚*1*9

2冊/分＊5

ORマルチフィニッシャーM+
紙折ユニット+
パンチユニット接続時

300W

＊1：理想用紙IJ（85g/m2）使用時。＊2：理想用紙IJ（85g/m2）A4横使用時。A3使用時は1,500枚または100
部。＊3：A4横送り時。＊4：A4横送り、10ページ原稿時。＊5：A4縦、60ページ原稿（15枚）時。＊6：A4を超える
サイズの場合は65枚。＊7：B5縦、主走査203.2mm未満の不定形サイズは平行打。＊8：A4横、A3のみリア側斜め
打が可能。＊9：表紙付けした表紙を含む。＊10：理想用紙IJ（85g/m2）使用時。スタックトレイに排紙する場合、用
紙サイズによって積載可能枚数が異なります。（A3：30枚/B4：20枚）＊11：音圧レベル時。＊12：トップトレイに排
出時。※理想用紙IJ Eライトには対応しません。

稼働音＊11

マルチフィニッシャー
紙折ユニット接続時

マルチフィニッシャー
紙折ユニット接続時

マルチフィニッシャー
紙折ユニット接続時

質量

大きさ
プリンター接続時の
占有寸法

68dB（A）以下＊12

1,165mm（W）×735mm（D）
×1,215mm（H）

1,205mm（W）×735mm（D）
×1,215mm（H）

1,440mm（W）×735mm（D）
×1,215mm（H）

2,450mm（W）×1,325mm（D）
×1,215mm（H）

2,485mm（W）×1,325mm（D）
×1,215mm（H）

2,210mm（W）×1,325mm（D）
×1,215mm（H）

2,245mm（W）×1,325mm（D）
×1,215mm（H）

1,400mm（W）×735mm（D）
×1,215mm（H）

約182kg 約198kg

約130kg 約146kg

排紙台の主な仕様

積載可能枚数

プリンター
接続時の
占有寸法

質量

用紙サイズ

方式 マニュアルフェンス可動方式

1,680mm（W）×735mm（D）
×1,115mm（H）

940mm（W）×710mm（D）
×1,000mm（H）

約5kg

90mm×148mm～340mm×550mm

用紙サイズ自動追従フェンス方式

1,580mm（W）×735mm（D）
×1,115mm（H）

1,005mm（W）×710mm（D）
×1,045mm（H）

約8kg

1,000枚＊2

90mm×148mm～320mm×432mm＊1

RISOオートフェンス
排紙台

マニュアルフェンス可動方式

1,580mm（W）×735mm（D）
×1,115mm（H）

965mm（W）×710mm（D）
×970mm（H）

約3kg

90mm×148mm～320mm×432mm

＊1：320mm×432mmを超える用紙の使用時は、排紙フェンスおよびストッパーをたたんでご使用くださ
い。＊2：理想用紙IJ（85g/m2）使用時。※封筒やハガキのプリントにはRISOオートフェンス排紙台、RP排紙台
（W）、FU排紙台のご使用をおすすめします。

使用時

収納時

PS：Roman Font 136書体と日本語フォント 2書体（IPA明朝、IPAゴシック）
PCL：欧文88書体

Adobe PostScript 3、PDF1.7＊1、PCL 6（PCL XL）、PCL 5C＊1＊2、TIFF＊1＊2

OR-PostScriptキットの主な仕様

PDL（ページ記述言語）

フォント

＊1：プリンタードライバーの提供は行いません。＊2：エミュレーションによる対応のため機能制約があります。

■増設2000枚給紙トレイ・ORスキャナーHS7000＊1•ORマルチフィニッシャーM＊2•
　マルチフィニッシャー紙折ユニット接続時

＊1：スキャナースタンド（HS7000）を含む。＊2：ORマルチフィニッシャーM単体の大きさは1,205mm（W）×735mm（D）×1,215mm（H）です。

■RISOオートフェンス排紙台接続時

前面

1,580

1,115

2,210mm

※本体に各フィニッシャーを接続した時の横幅

+ORマルチフィニッシャーS

2,245mm+ORマルチフィニッシャーM

2,450mm
+ORマルチフィニッシャーS
+マルチフィニッシャー紙折ユニット

+ORマルチフィニッシャーM
+マルチフィニッシャー紙折ユニット 2,485mm

1,580mm+RISOオートフェンス排紙台

1,680mm+RP排紙台（W）

1,420mm+FWオフセットステープル排紙トレイ

1,580mm+FU排紙台

前面

2,805

1,260

内径φ79mm×外径φ128mm×高さ22mm

オフィス耐震セットAの主な仕様

大きさ

830
1,420 100

側面 1,635

RP排紙台（W） FU排紙台



本社/〒108-8385 東京都港区芝5-34-7  田町センタービル
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お客様相談室
資料請求•お問い合わせ

受付時間 10:00～12:00  13:00～17:00 （土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）
0120-534-881

使用済みインクカートリッジの回収•再資源化
を進めています。

●ORPHIS FTは独自の油性顔料インクを採用しています。他のプリンターとは印刷物の仕上がりや保存条件等が異なります。●モノクロプリントのときも、メンテナンス動作のためにカラーインクを消費します。●実際のプリント速度はシステム構成、
データ、アプリケーションで異なります。●原稿や使用する用紙の種類によっては両面プリント時に用紙の端が汚れることがあります。●当社の推奨消耗品以外の用紙や、カールしていたり波打っている用紙をご使用の場合、印刷汚れや故障の原因
になる可能性があります。●印刷をする用紙によっては、その用紙に含まれている特有成分とインクの成分とが反応して、独特のアルコール臭を発生することがあります。●本機のご使用環境によっては全ての機能を発揮できない場合があります。
●ORPHIS FTはライン型インクジェット印字ヘッドを採用しており、塵等のために印刷面の一部に白線が入ることがあります。これが直ちに解消されないときは、印字ヘッドのクリーニングを行ってください。●ORPHISの印刷物をクリアファイルに入
れて保管するときは、PET製のクリアファイルをお使いください。●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●製品の写真、カラーサンプル等は印刷のため実際の色と異なる場合があります。●このカタログの画像サンプルは、機能説明
のために作成したもので、実際の出力イメージとは異なる場合があります。●ORPHIS FT本体部、オプションの保守サービスのために必要な補修用性能部品、インクなどの消耗品の最低保有期間は、本機製造終了後7年間です。●機械導
入金額のほか、搬入料金、基本設置料金（納入説明含む）を別途申し受けます。●お客様のご要望による機械の回収、引き取り、移動は別途料金を申し受けます。●料金は価格表をご参照ください。●このカタログに記載されている製品は国内向け仕
様のため海外では使用できません。●製品の詳しい仕様、制約については担当営業にお問い合わせください。● 　、　　、ORPHIS、オルフィス、ComuColorおよびFORCEJETは、理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。●Android
はGoogle Inc.の商標です。●AdobeおよびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●Linuxは、Linus Torvalds氏の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。●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または商標です。●Mac は、Apple Inc.の商標です。●Citrixは、Citrix Systems, Inc.および／またはその子会社の商標であり、米国の特許商標庁および他の国において登録されている
場合があります。●その他の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

消耗品

大量出力にも安心な各色1,000ml入りの大容量インクを用意。70,000枚＊1を超えるフルカラープリントが可能です。

A3/B4/A4/B5
リーズナブルな普通紙です。

理想筆耕職人 のし Ver.3 理想筆耕職人 会葬礼状 Ver.3

ORオフセットステープル 50枚用 ORマルチステープル 100枚用
5,000針×3セット/箱
FWオフセットステープル排紙トレイ用

5,000針×4セット/箱
針屑回収BOX 1個
ORマルチフィニッシャーS/M用

ORマルチステープル 中とじ用
5,000針×2セット/箱
ORマルチフィニッシャーM用

RISO FTインク F
ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
各色1,000ml/本

RISO FTインク H
ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー
各色500ml/本

百貨店・ギフトショップ・結婚式場・会葬ギフト業の「のし紙」
プリントに。シンプル操作で簡単に使えます。

奉書・会葬礼状の作成が簡単に。家紋や神式・仏式・キリスト教式の
文例を多数ご用意しています。

理想用紙マルチJ
A3/B4/A4/B5
両面印刷できるリーズナブルな普通紙です。

理想用紙マルチ
A3/B4/A4/B5
両面印刷できる普通紙です。

理想用紙IJ

A3/B4/A4
画像をより鮮明に表現する、
両面がマット加工された高品位紙です。

理想用紙IJマット（W）
A3/B4/A4/B5
両面印刷できる軽量紙です。
※理想用紙IJ Eライト（A3、B4サイズ）をお使いの場合には、
本体に別途専用パーツの装着が必要となります。営業または
サービスマンにご相談ください。

理想用紙IJ Eライト

カタログの記載内容は2020年10月現在のものです。 9510893 KP（50）

［ご注意］●その複製印刷物を所有するだけでも、法律的に罰せられる種類の印刷物がありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幤・貨幤、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券②未使用の郵便切手、日本郵便株式会社製はがき
など③法令等で規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍・絵画・版画・地図・映画・図画・写真など）は個人的または家庭内、あるいはそれに準ずる範囲内で使用する場合以外、複製することを禁じられています。

●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。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。〈安全にお使いいただくために〉

推奨用紙

アプリケーション

回収

紙外装部
（ダンボール素材）

製紙原料として
リサイクルします

紙外装部
以外の部材

RPF（固形燃料）
としてリサイクルします

素材分別

＊1：A4普通紙片面、RISO FTインク F使用時。ISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方法に
よって算出。

エコマーク商品の基準に適合
インク

20 155 004 20 142 001

本体 ORPHIS FT本体とRISO FTインクのシステムでプリント時に発生する総揮
発性有機化合物（TVOC）等の物質は厳しい基準値を満たしてエコマークの認
定を受けています。
回収・リサイクル、省資源、省エネ、人体への影響に関わる情報を積極的にユー
ザーに提供しています。

角2/長3
白色度が高いインクジェットプリンター用封筒です。
※オプションの封筒給紙アタッチメント、RISOオートフェンス排紙台、RP排紙台（W)、
FU排紙台のご使用をおすすめします。

IJ封筒WS


