
頼れるビジネス感熱ファクシミリ

もっと手軽に、もっと使いやすく。

見やすいユニバーサルデザイン 大型ワンタッチボタン＆大型表示ランプ
最大40ヵ所まで登録可能 ワンタッチダイヤル機能 
よく使う操作を登録できる プログラムボタン

宛先間違いを未然に防ぐ 直接ダイヤル再入力機能
メモリーに蓄積して一括印刷 メモリー受信 
停電時でもデータ内容を保持 メモリーバックアップ機能

効率よく送信できる メモリー送信 
通信コストの削減に VoIPダイヤル機能
一度のセットで最大400ヵ所へ送信 順次同報送信

■ 待機時（節電モード）消費電力1.2 Wの低電力
■ グリーン購入法適合
■ 国際エネルギースタープログラムの基準をクリア
■ エコリーフ環境ラベル公開
■ RoHS指令準拠

操作性こんなに使いやすい

機能性もっと快適 基本機能

信頼性さらに頼れる 充実機能

コンパクトだから
棚などにらくらく
置けます。

使いやすいから、こんな場所でも活躍使いやすいから、こんな場所でも活躍
離れていても状況が
わかる大型表示ランプ。

お客様の目に触れ
ないように文書は
一括印刷。

狭い場所でも
らくらく設置。

環
境
配
慮

環
境
配
慮

〈品番〉UF-B300

送信原稿サイズ

記録紙サイズ
読取方式
記録方式
電源
消費電力
電送時間
走査線密度
データ圧縮方式
伝送速度

適合回線
通信可能機種
メモリー容量 

※1　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本／mm）で、スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28,800 bps
以上）で送った時の速さです。一般の電話回線での最高電送速度は28,800 bps程度です。電送時間は、画像情報のみの電送
速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

※2　メモリー枚数：約240枚、A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）でメモリーした時の、メモ
リーを使用する機能での合計枚数。

※1　お客様のご要望により、年間保守契約のご締結は設置時より承ります。なお、設置時にご契
約いただいた場合には保証期間経過後の有償の年間保守料金より10％割引させていただ
きます。

※2　年末・年始の休日は12月29日～1月3日
※3　部品代とは保守用性能部品及び補修用部品のことです。消耗品は含まれません。
※4　年間保守契約には1回／年の保守点検が含まれます。
●設置後1年間は無償保証対応いたします。
●上記保守契約以外の、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお
　問い合わせください。
●上記の料金（価格、消耗品、保守契約）は、パナソニックCCソリューションズ（株）の標準価格
　です。

●停電時には、ファクス・電話とも使えません。停電時にも使える電話機を外部接続している場合には、そちらをお使いいただけます。

■VoIPダイヤル機能について
・本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP　環境で実施しています。
・公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回
　線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス（IP電話事業者）については、別途、担当セールスにお尋ね
　ください。
・公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れ
　や切断がおこる場合があります。

※本体取付調整費には、パネル上のワンタッチ等40個分の登録を含みます。それ以上の短縮ダイヤル
　登録は、10ヵ所毎に別途2,000円となります。

※直接ダイヤル再入力機能、直接ダイヤル制限機能は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費に
　含まれます。同時設定以外の場合は、別途費用12,000円が必要となります。

■質量：約9 kg（本体のみ、記録紙含まず）

正面図

平面図

■外形寸法（単位：mm）

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

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、故障、感電などの原因となることがあります。

・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。

B4～A6（最大：幅280 mm×長さ1,000 mm、最小：幅148 mm×長さ105 mm）
有効読取幅：252 mm（B4）、208 mm（A4）

33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／16,800／14,400／
12,000／9,600／7,200／4,800／2,400 bps、自動切替（フォールバック機能）

CCDイメージセンサーによる固体電子走査
感熱記録
AC 100 V ±10 V、50/60 Hz
待機時（節電モードON）約1.2 W、（節電モードOFF）約6 W、動作時　最大 120 W
約3秒（スーパーG3通信時）※1

主走査：8 dot/mm　副走査：15.4本/mm、 7.7本/mm、 3.85本/mm
MH、MR、MMR

電話回線
G3規格機（G3機、スーパーG3機）
4 MB※2

（B4）幅257 mm×100 m（ロール紙）、（A4）幅210 mm×100 m（ロール紙）

Panafax UF-B300　価格／消耗品

品番

UF-B300

本体希望価格

408,000円

標準取付調整費※

21,000円

本体希望価格（税別）

品名 　　品番

UG-0001B4

UG-0001A4

UG-0005B4

UG-0005A4

B4

A4

B4

A4

希望価格 

14,520円

11,880円

14,520円

11,880円

消耗品（税別）

■通常Dayサービス※1（税別）

高感度感熱記録紙
（100 m×6巻）

再生感熱記録紙
（100 m×6巻）

Panafax UF-B300　標準仕様

保守契約

日常業務に支障をきたさないよう下記の時間帯でサポートします。

その他、365日サービス／24時間・365日サービス、またはスポット保守サービスをお選
びいただけます。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

442

352

412

477

235207

受付時間・実施時間 年間保守料金※4

18,000円

22,000円

部品代別※3

部品代含む※3

月～金曜日
（祝日・年末年始除く）※2
9：00～17：30

No. AH-06-030

パナソニックがご提案する 「通信機器」と「イメージング機器
（画像・映像）」を融合したパナソニック
  ならではの連携パックをワンストップで
  お届けします。panasonic.biz / ipoffice

グリーン購入法
適合商品

環
境
対
応

「IPオフィス」及び「　　　　 」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

●お問い合わせは...

保 証 書 に
関 す る
お 願 い

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みの上、正しくお使いください。

安全に
関するご注意

このカタログの記載内容は
2008年4月現在のものです。
UF-JJCT53CC9

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

ドキュメントソリューションズカンパニー

 〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号

 【お問い合わせ窓口】　　（03）3491-9191（代表）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示している
ものがあります。●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

仕
事
が
は
か
ど
る
、
手
間
が
省
け
る
。

身
近
に
使
え
る
こ
の
一
台
。

ファクス

電 話

グリーン購入法
適合商品

UF-B300
使いやすくてコンパクトなビジネス感熱ファクシミリ

B4/B4
送信/受信サイズ

感熱ロール紙

すっきり置ける

コンパクト設計。

（最大） （最大）

No.AH-06-030

2008

ファクシミリ
●UF-B300

カタログ

詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/fax/



見やすく、
使いやすい大型パネル 

●パスワード通信
●セレクト受信
●メモリーバックアップ（フラッシュメモリー）
●ワンタッチ(最大40ヵ所）／短縮（310ヵ所）ダイヤル
●プログラムダイヤル（8個）
●ファクス／電話自動切替（音声応答つき）
●リモート受信
●外部電話接続
●カバーシート
●済スタンプ
●アクセスコード
●A4カットマーク付加
●ハンドセット

●ポーリング通信
●64階調ハーフトーン再現機能
●スーパーファイン（細密）モード［ファクス送信時］
●直接ダイヤル再入力機能※1

●直接ダイヤル制限機能※1

●宛先確認送信
●メモリー受信（パスワード設定可能）
●メモリー代行受信
●メモリー転送
●ルーティング機能（Fコード、発信者番号※2、
　モデムダイヤルイン番号※3、数字ID）
●発信元印字［カタカナ・英数字］送信の日付・
　時刻・宛先名（15文字）・発信者名（25文字）・
　ページ数・トータルページ数の印字
●レポート（通信管理・送信・親展受付・通信結果）

●スーパーG3＆スーパーDクイック制御
●VoIPダイヤル機能
●クイックメモリー送信
●高速3秒台読み取り（A4/ふつうモード）
●順次同報送信（最大400ヵ所）
●中継同報指示
●親展通信
●メモリー送信
●通信予約ファイル（最大50通信）
●タイマー送信
●宛先別一括送信
●オート再ダイヤル
●未達宛先再送信
●ページ再送機能

約3秒の高速電送＆スーパーDクイック制御により、通信処理
量のアップと、通信コストの削減が図れます。

すべての受信文書を、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録
した他のファクスへ転送する設定ができます。また、ルーティング
機能を使うと、特定の相手からの受信文書を転送する設定も
可能。夜間や休日に別の場所で受信したい場合に便利です。

一度のセットで最大400ヵ所（ワンタッチ40ヵ所、短縮ダイヤル
310ヵ所、直接ダイヤル50ヵ所）の宛先へ順次送信ができます。

送信時はメモリーへ読み込み後、自動的に送信を開始。送信
中や受信中などでも、次の送信を予約できるので、送受信
終了まで待たずに原稿を持ち帰れます。

送受信時にお互いのパスワードを照合し、一致した場合のみ
通信を開始する設定ができます。送信時はダイヤル番号の入力
ミスによる誤送信を防止、受信時はパスワードが一致しない
相手からの受信を拒否できます。

記録紙がなくなった場合でも、メモリーに保存。受信内容は
記録紙セット後に印刷することができます。A4サイズの標準
原稿で240枚分※の保存が可能。（メモリー容量4 MB）

アクセスコードを知っている人だけがUF-B300を使用できる
設定が可能。また、システム登録と自局情報の登録のみに
限定する設定もできます。

※送信側、受信側ともにあらかじめシステムの登録が必要です。
●この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

※メモリー枚数はA4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）で
　メモリーしたときの枚数。■1回目の入力時画面 ■もう一度2回目を入力

▲入力番号は消えます

送
信
で
き
ま
す

従来の感熱ファクシミリより、大幅に消費電力を低減。

一定の間、何も操作しないと※自動的に使用する電力を下げ、
消費電力を節約します。

ボタンを押すだけでダイヤルできます。
ワンタッチボタンには最大40ヵ所※まで
登録可能。（短縮ダイヤルは310ヵ所）

消耗品交換

受信開閉部を開けロール
紙をセットするだけ。B4また
はA4サイズの100ｍの感熱
ロール紙をセットできるので、
大量受信に対応できます。

プログラムボタン

ワンタッチボタンのうち、8つはプログラ
ムボタンとして使用でき、複数の宛先や
よく使う操作などをボタンを押すだけ
で呼び出せます。

当社従来機（UF-B56） 7.5 W

1.2 W 1/6に削減!UF-B300

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を
防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、
一致した場合のみ送信が可能です。

親展ボックスにパスワードをつけて送受信することができます。
受信側はパスワードを入力しないと印刷できないため、特定
の相手とのやりとりや、重要な文書の通信に便利です。

待機時（節電モード）消費電力1.2 W省エネルギー仕様

使いやすさを追求した簡単＆快適オペレーション さらに頼れる充実機能信頼性信頼性信頼性 セキュリティにも配慮した充実機能で強力サポート

もっと快適基本機能機能性機能性機能性 ビジネスに役立つ機能でスムーズ＆スピーディ

スーパーG3通信スピーディに送信できる

メモリー転送受信文書を指定の宛先へ転送

VoIPダイヤル機能を使えば、公衆IP電話網を使ったファクス
通信が手軽に、しかも確実に行えます。VoIPダイヤルは通信
エラーによる未送信を回避する機能で、エラー時に公衆IP網から
一般電話へ自動切り替えによるかけ直しを行い、より確実
な送信を可能にします。取引先や支店、営業所などとの通信
コストの削減が図れます。

VoIPダイヤル機能通信コストの削減に

メモリー送信通信中でも次の送信を予約できる

標準モードの4倍の解像度を持つスーパーファイン（細密）
モードで細かい文字も鮮明に送信できます。

スーパーファインくっきりきれいに送信できる

順次同報送信一度のセットで400ヵ所に送信できる

パスワード通信相手先を限定して送信できる

誤送信を未然に防ぐ

特定の相手とやりとりできる

メモリー代行受信記録紙切れにもしっかり対応

アクセスコード使う人を限定できる

親展通信

こんなに使いやすい操作性操作性操作性

離れた所からでも見やすい
立体的な表示ランプ。通信
中や記録紙切れなどを点灯
してお知らせします。

※すべてワンタッチボタンとして使用した場合。

大型表示ランプ

●この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

※節電モードに移行するまでの時間は60分。設定変更可能。

公衆IP電話網

一般電話網

1

2

PBX

相手先

通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信
VoIPダイヤル機能 公衆IP電話網を経由して一般電話網へ1

直接、一般電話網へ2

PBX

G3 ファクス

デジタル
ビジネスホン 〈ラ・ルリエ〉

■VoIPダイヤル機能についての注意事項は最終ページをご覧ください。

UF-B300

■ RoHS指令準拠※

■ グリーン購入法
省資源・リサイクル設計などの
環境配慮によりグリーン購入法に適合。

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板など、
環境負荷の少ない設計を実現しています。

■ エコリーフ環境ラベル公開
資源採取から製造、物流、使用、さらにリサイクルや廃棄に
至るまで、製品のライフサイクル全体における環境負荷を
適正な手順でデータ化されていることを示すラベル。

Panafax UF-B300 機能一覧

素材・設計から配慮した環境負荷軽減

●ビス、鋼板の六価クロムフリー化　●基板接合はんだの鉛フリー化100 ％
●重金属フリートナー採用による環境負荷低減　●ハーネス、電源コードの鉛、
カドミウムフリー素材使用　●筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用

※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および
　閣僚理事会指令

0123456789
TEL.NO. TEL.NO.（サイニュウリョク）

グリーン購入法
適合商品

節電ボタン

液晶ディスプレイ

大型ワンタッチボタン

No.AH-06-030

受信時には受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。さらに
パスワードを設定することで、印刷できる人を限定でき、置き
忘れや紛失を防ぐことができます。
また、受信文書はメモリー内で自動的に正順に並び替えて印刷
することができるので、ページ順を直す必要がありません。

メモリー受信メモリーに蓄積して一括印刷

■ 国際エネルギースタープログラム
待機時消費電力※を抑える省エネ設計で、「国際エネル
ギースタープログラム」基準をクリア。　※低電力モード時

※1　カスタマーエンジニアによる設定となります。
※2　ナンバーディスプレイサービス（有料）の契約が必要。
※3　モデムダイヤルインサービス（有料）の契約が必要。

直接ダイヤル再入力機能※

テンキー入力を制限する 直接ダイヤル制限機能※1

宛先を確認してから送信する 宛先確認送信

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する
設定ができます。あらかじめ登録されたワンタッチダイヤルと短縮
ダイヤルからのみ送信が可能です。※2

送信の際に、指定した宛先を再度確認しないと送信できない
設定が可能。誤送信を未然に防ぐことができます。（出荷時は
OFF。お客様の設定により、機能させることができます。）

※1　カスタマーエンジニアによる設定となります。
※2　ハンドセットからの電話発信もできなくなります。

※カスタマーエンジニアによる設定となります。

身近に置けて、らくらく使える。
経済性も魅力の感熱ファクシミリ。
「省スペース」「経済性」「簡単操作」がポイントの感熱ファクシミリ。

  Panafax UF-B300は、軽量・コンパクトサイズですっきり置けて、

 充実したビジネス機能を身近に使えます。

幅442×奥行418の

省スペース！
幅442×奥行477 ｍｍの幅442×奥行477 ｍｍの

省スペース！

経済的！
導入コスト・電気代が

送信もメンテナンスも

簡単！
送信も消耗品交換も

UF-B300



頼れるビジネス感熱ファクシミリ

もっと手軽に、もっと使いやすく。

見やすいユニバーサルデザイン 大型ワンタッチボタン＆大型表示ランプ
最大40ヵ所まで登録可能 ワンタッチダイヤル機能 
よく使う操作を登録できる プログラムボタン

宛先間違いを未然に防ぐ 直接ダイヤル再入力機能
メモリーに蓄積して一括印刷 メモリー受信 
停電時でもデータ内容を保持 メモリーバックアップ機能

効率よく送信できる メモリー送信 
通信コストの削減に VoIPダイヤル機能
一度のセットで最大400ヵ所へ送信 順次同報送信

■ 待機時（節電モード）消費電力1.2 Wの低電力
■ グリーン購入法適合
■ 国際エネルギースタープログラムの基準をクリア
■ エコリーフ環境ラベル公開
■ RoHS指令準拠

操作性こんなに使いやすい

機能性もっと快適 基本機能

信頼性さらに頼れる 充実機能

コンパクトだから
棚などにらくらく
置けます。

使いやすいから、こんな場所でも活躍使いやすいから、こんな場所でも活躍
離れていても状況が
わかる大型表示ランプ。

お客様の目に触れ
ないように文書は
一括印刷。

狭い場所でも
らくらく設置。

環
境
配
慮

環
境
配
慮

〈品番〉UF-B300

送信原稿サイズ

記録紙サイズ
読取方式
記録方式
電源
消費電力
電送時間
走査線密度
データ圧縮方式
伝送速度

適合回線
通信可能機種
メモリー容量 

※1　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本／mm）で、スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28,800 bps
以上）で送った時の速さです。一般の電話回線での最高電送速度は28,800 bps程度です。電送時間は、画像情報のみの電送
速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

※2　メモリー枚数：約240枚、A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）でメモリーした時の、メモ
リーを使用する機能での合計枚数。

※1　お客様のご要望により、年間保守契約のご締結は設置時より承ります。なお、設置時にご契
約いただいた場合には保証期間経過後の有償の年間保守料金より10％割引させていただ
きます。

※2　年末・年始の休日は12月29日～1月3日
※3　部品代とは保守用性能部品及び補修用部品のことです。消耗品は含まれません。
※4　年間保守契約には1回／年の保守点検が含まれます。
●設置後1年間は無償保証対応いたします。
●上記保守契約以外の、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお
　問い合わせください。
●上記の料金（価格、消耗品、保守契約）は、パナソニックCCソリューションズ（株）の標準価格
　です。

●停電時には、ファクス・電話とも使えません。停電時にも使える電話機を外部接続している場合には、そちらをお使いいただけます。

■VoIPダイヤル機能について
・本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP　環境で実施しています。
・公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回
　線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス（IP電話事業者）については、別途、担当セールスにお尋ね
　ください。
・公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れ
　や切断がおこる場合があります。

※本体取付調整費には、パネル上のワンタッチ等40個分の登録を含みます。それ以上の短縮ダイヤル
　登録は、10ヵ所毎に別途2,000円となります。

※直接ダイヤル再入力機能、直接ダイヤル制限機能は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費に
　含まれます。同時設定以外の場合は、別途費用12,000円が必要となります。

■質量：約9 kg（本体のみ、記録紙含まず）

正面図

平面図

■外形寸法（単位：mm）

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

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、故障、感電などの原因となることがあります。

・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。

B4～A6（最大：幅280 mm×長さ1,000 mm、最小：幅148 mm×長さ105 mm）
有効読取幅：252 mm（B4）、208 mm（A4）

33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／16,800／14,400／
12,000／9,600／7,200／4,800／2,400 bps、自動切替（フォールバック機能）

CCDイメージセンサーによる固体電子走査
感熱記録
AC 100 V ±10 V、50/60 Hz
待機時（節電モードON）約1.2 W、（節電モードOFF）約6 W、動作時　最大 120 W
約3秒（スーパーG3通信時）※1

主走査：8 dot/mm　副走査：15.4本/mm、 7.7本/mm、 3.85本/mm
MH、MR、MMR

電話回線
G3規格機（G3機、スーパーG3機）
4 MB※2

（B4）幅257 mm×100 m（ロール紙）、（A4）幅210 mm×100 m（ロール紙）

Panafax UF-B300　価格／消耗品

品番

UF-B300

本体希望価格

408,000円

標準取付調整費※

21,000円

本体希望価格（税別）

品名 　　品番

UG-0001B4

UG-0001A4

UG-0005B4

UG-0005A4

B4

A4

B4

A4

希望価格 

14,520円

11,880円

14,520円

11,880円

消耗品（税別）

■通常Dayサービス※1（税別）

高感度感熱記録紙
（100 m×6巻）

再生感熱記録紙
（100 m×6巻）

Panafax UF-B300　標準仕様

保守契約

日常業務に支障をきたさないよう下記の時間帯でサポートします。

その他、365日サービス／24時間・365日サービス、またはスポット保守サービスをお選
びいただけます。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

442

352

412

477

235207

受付時間・実施時間 年間保守料金※4

18,000円

22,000円

部品代別※3

部品代含む※3

月～金曜日
（祝日・年末年始除く）※2
9：00～17：30

No. AH-06-030

パナソニックがご提案する 「通信機器」と「イメージング機器
（画像・映像）」を融合したパナソニック
  ならではの連携パックをワンストップで
  お届けします。panasonic.biz / ipoffice

グリーン購入法
適合商品

環
境
対
応

「IPオフィス」及び「　　　　 」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

●お問い合わせは...

保 証 書 に
関 す る
お 願 い

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みの上、正しくお使いください。

安全に
関するご注意

このカタログの記載内容は
2008年4月現在のものです。
UF-JJCT53CC9

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

ドキュメントソリューションズカンパニー

 〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号

 【お問い合わせ窓口】　　（03）3491-9191（代表）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示している
ものがあります。●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。

仕
事
が
は
か
ど
る
、
手
間
が
省
け
る
。

身
近
に
使
え
る
こ
の
一
台
。

ファクス

電 話

グリーン購入法
適合商品

UF-B300
使いやすくてコンパクトなビジネス感熱ファクシミリ

B4/B4
送信/受信サイズ

感熱ロール紙

すっきり置ける

コンパクト設計。

（最大） （最大）

No.AH-06-030

2008

ファクシミリ
●UF-B300

カタログ

詳しくはホームページで panasonic.biz/doc/fax/



見やすく、
使いやすい大型パネル 

●パスワード通信
●セレクト受信
●メモリーバックアップ（フラッシュメモリー）
●ワンタッチ(最大40ヵ所）／短縮（310ヵ所）ダイヤル
●プログラムダイヤル（8個）
●ファクス／電話自動切替（音声応答つき）
●リモート受信
●外部電話接続
●カバーシート
●済スタンプ
●アクセスコード
●A4カットマーク付加
●ハンドセット

●ポーリング通信
●64階調ハーフトーン再現機能
●スーパーファイン（細密）モード［ファクス送信時］
●直接ダイヤル再入力機能※1

●直接ダイヤル制限機能※1

●宛先確認送信
●メモリー受信（パスワード設定可能）
●メモリー代行受信
●メモリー転送
●ルーティング機能（Fコード、発信者番号※2、
　モデムダイヤルイン番号※3、数字ID）
●発信元印字［カタカナ・英数字］送信の日付・
　時刻・宛先名（15文字）・発信者名（25文字）・
　ページ数・トータルページ数の印字
●レポート（通信管理・送信・親展受付・通信結果）

●スーパーG3＆スーパーDクイック制御
●VoIPダイヤル機能
●クイックメモリー送信
●高速3秒台読み取り（A4/ふつうモード）
●順次同報送信（最大400ヵ所）
●中継同報指示
●親展通信
●メモリー送信
●通信予約ファイル（最大50通信）
●タイマー送信
●宛先別一括送信
●オート再ダイヤル
●未達宛先再送信
●ページ再送機能

約3秒の高速電送＆スーパーDクイック制御により、通信処理
量のアップと、通信コストの削減が図れます。

すべての受信文書を、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録
した他のファクスへ転送する設定ができます。また、ルーティング
機能を使うと、特定の相手からの受信文書を転送する設定も
可能。夜間や休日に別の場所で受信したい場合に便利です。

一度のセットで最大400ヵ所（ワンタッチ40ヵ所、短縮ダイヤル
310ヵ所、直接ダイヤル50ヵ所）の宛先へ順次送信ができます。

送信時はメモリーへ読み込み後、自動的に送信を開始。送信
中や受信中などでも、次の送信を予約できるので、送受信
終了まで待たずに原稿を持ち帰れます。

送受信時にお互いのパスワードを照合し、一致した場合のみ
通信を開始する設定ができます。送信時はダイヤル番号の入力
ミスによる誤送信を防止、受信時はパスワードが一致しない
相手からの受信を拒否できます。

記録紙がなくなった場合でも、メモリーに保存。受信内容は
記録紙セット後に印刷することができます。A4サイズの標準
原稿で240枚分※の保存が可能。（メモリー容量4 MB）

アクセスコードを知っている人だけがUF-B300を使用できる
設定が可能。また、システム登録と自局情報の登録のみに
限定する設定もできます。

※送信側、受信側ともにあらかじめシステムの登録が必要です。
●この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

※メモリー枚数はA4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）で
　メモリーしたときの枚数。■1回目の入力時画面 ■もう一度2回目を入力

▲入力番号は消えます

送
信
で
き
ま
す

従来の感熱ファクシミリより、大幅に消費電力を低減。

一定の間、何も操作しないと※自動的に使用する電力を下げ、
消費電力を節約します。

ボタンを押すだけでダイヤルできます。
ワンタッチボタンには最大40ヵ所※まで
登録可能。（短縮ダイヤルは310ヵ所）

消耗品交換

受信開閉部を開けロール
紙をセットするだけ。B4また
はA4サイズの100ｍの感熱
ロール紙をセットできるので、
大量受信に対応できます。

プログラムボタン

ワンタッチボタンのうち、8つはプログラ
ムボタンとして使用でき、複数の宛先や
よく使う操作などをボタンを押すだけ
で呼び出せます。

当社従来機（UF-B56） 7.5 W

1.2 W 1/6に削減!UF-B300

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を
防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、
一致した場合のみ送信が可能です。

親展ボックスにパスワードをつけて送受信することができます。
受信側はパスワードを入力しないと印刷できないため、特定
の相手とのやりとりや、重要な文書の通信に便利です。

待機時（節電モード）消費電力1.2 W省エネルギー仕様

使いやすさを追求した簡単＆快適オペレーション さらに頼れる充実機能信頼性信頼性信頼性 セキュリティにも配慮した充実機能で強力サポート

もっと快適基本機能機能性機能性機能性 ビジネスに役立つ機能でスムーズ＆スピーディ

スーパーG3通信スピーディに送信できる

メモリー転送受信文書を指定の宛先へ転送

VoIPダイヤル機能を使えば、公衆IP電話網を使ったファクス
通信が手軽に、しかも確実に行えます。VoIPダイヤルは通信
エラーによる未送信を回避する機能で、エラー時に公衆IP網から
一般電話へ自動切り替えによるかけ直しを行い、より確実
な送信を可能にします。取引先や支店、営業所などとの通信
コストの削減が図れます。

VoIPダイヤル機能通信コストの削減に

メモリー送信通信中でも次の送信を予約できる

標準モードの4倍の解像度を持つスーパーファイン（細密）
モードで細かい文字も鮮明に送信できます。

スーパーファインくっきりきれいに送信できる

順次同報送信一度のセットで400ヵ所に送信できる

パスワード通信相手先を限定して送信できる

誤送信を未然に防ぐ

特定の相手とやりとりできる

メモリー代行受信記録紙切れにもしっかり対応

アクセスコード使う人を限定できる

親展通信

こんなに使いやすい操作性操作性操作性

離れた所からでも見やすい
立体的な表示ランプ。通信
中や記録紙切れなどを点灯
してお知らせします。

※すべてワンタッチボタンとして使用した場合。

大型表示ランプ

●この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

※節電モードに移行するまでの時間は60分。設定変更可能。

公衆IP電話網

一般電話網

1

2

PBX

相手先

通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信
VoIPダイヤル機能 公衆IP電話網を経由して一般電話網へ1

直接、一般電話網へ2

PBX

G3 ファクス

デジタル
ビジネスホン 〈ラ・ルリエ〉

■VoIPダイヤル機能についての注意事項は最終ページをご覧ください。

UF-B300

■ RoHS指令準拠※

■ グリーン購入法
省資源・リサイクル設計などの
環境配慮によりグリーン購入法に適合。

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板など、
環境負荷の少ない設計を実現しています。

■ エコリーフ環境ラベル公開
資源採取から製造、物流、使用、さらにリサイクルや廃棄に
至るまで、製品のライフサイクル全体における環境負荷を
適正な手順でデータ化されていることを示すラベル。

Panafax UF-B300 機能一覧

素材・設計から配慮した環境負荷軽減

●ビス、鋼板の六価クロムフリー化　●基板接合はんだの鉛フリー化100 ％
●重金属フリートナー採用による環境負荷低減　●ハーネス、電源コードの鉛、
カドミウムフリー素材使用　●筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用

※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および
　閣僚理事会指令

0123456789
TEL.NO. TEL.NO.（サイニュウリョク）

グリーン購入法
適合商品

節電ボタン

液晶ディスプレイ

大型ワンタッチボタン

No.AH-06-030

受信時には受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。さらに
パスワードを設定することで、印刷できる人を限定でき、置き
忘れや紛失を防ぐことができます。
また、受信文書はメモリー内で自動的に正順に並び替えて印刷
することができるので、ページ順を直す必要がありません。

メモリー受信メモリーに蓄積して一括印刷

■ 国際エネルギースタープログラム
待機時消費電力※を抑える省エネ設計で、「国際エネル
ギースタープログラム」基準をクリア。　※低電力モード時

※1　カスタマーエンジニアによる設定となります。
※2　ナンバーディスプレイサービス（有料）の契約が必要。
※3　モデムダイヤルインサービス（有料）の契約が必要。

直接ダイヤル再入力機能※

テンキー入力を制限する 直接ダイヤル制限機能※1

宛先を確認してから送信する 宛先確認送信

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する
設定ができます。あらかじめ登録されたワンタッチダイヤルと短縮
ダイヤルからのみ送信が可能です。※2

送信の際に、指定した宛先を再度確認しないと送信できない
設定が可能。誤送信を未然に防ぐことができます。（出荷時は
OFF。お客様の設定により、機能させることができます。）

※1　カスタマーエンジニアによる設定となります。
※2　ハンドセットからの電話発信もできなくなります。

※カスタマーエンジニアによる設定となります。

身近に置けて、らくらく使える。
経済性も魅力の感熱ファクシミリ。
「省スペース」「経済性」「簡単操作」がポイントの感熱ファクシミリ。

  Panafax UF-B300は、軽量・コンパクトサイズですっきり置けて、

 充実したビジネス機能を身近に使えます。

幅442×奥行418の

省スペース！
幅442×奥行477 ｍｍの幅442×奥行477 ｍｍの

省スペース！

経済的！
導入コスト・電気代が

送信もメンテナンスも

簡単！
送信も消耗品交換も

UF-B300



見やすく、
使いやすい大型パネル 

●パスワード通信
●セレクト受信
●メモリーバックアップ（フラッシュメモリー）
●ワンタッチ(最大40ヵ所）／短縮（310ヵ所）ダイヤル
●プログラムダイヤル（8個）
●ファクス／電話自動切替（音声応答つき）
●リモート受信
●外部電話接続
●カバーシート
●済スタンプ
●アクセスコード
●A4カットマーク付加
●ハンドセット

●ポーリング通信
●64階調ハーフトーン再現機能
●スーパーファイン（細密）モード［ファクス送信時］
●直接ダイヤル再入力機能※1

●直接ダイヤル制限機能※1

●宛先確認送信
●メモリー受信（パスワード設定可能）
●メモリー代行受信
●メモリー転送
●ルーティング機能（Fコード、発信者番号※2、
　モデムダイヤルイン番号※3、数字ID）
●発信元印字［カタカナ・英数字］送信の日付・
　時刻・宛先名（15文字）・発信者名（25文字）・
　ページ数・トータルページ数の印字
●レポート（通信管理・送信・親展受付・通信結果）

●スーパーG3＆スーパーDクイック制御
●VoIPダイヤル機能
●クイックメモリー送信
●高速3秒台読み取り（A4/ふつうモード）
●順次同報送信（最大400ヵ所）
●中継同報指示
●親展通信
●メモリー送信
●通信予約ファイル（最大50通信）
●タイマー送信
●宛先別一括送信
●オート再ダイヤル
●未達宛先再送信
●ページ再送機能

約3秒の高速電送＆スーパーDクイック制御により、通信処理
量のアップと、通信コストの削減が図れます。

すべての受信文書を、ワンタッチダイヤルや短縮ダイヤルに登録
した他のファクスへ転送する設定ができます。また、ルーティング
機能を使うと、特定の相手からの受信文書を転送する設定も
可能。夜間や休日に別の場所で受信したい場合に便利です。

一度のセットで最大400ヵ所（ワンタッチ40ヵ所、短縮ダイヤル
310ヵ所、直接ダイヤル50ヵ所）の宛先へ順次送信ができます。

送信時はメモリーへ読み込み後、自動的に送信を開始。送信
中や受信中などでも、次の送信を予約できるので、送受信
終了まで待たずに原稿を持ち帰れます。

送受信時にお互いのパスワードを照合し、一致した場合のみ
通信を開始する設定ができます。送信時はダイヤル番号の入力
ミスによる誤送信を防止、受信時はパスワードが一致しない
相手からの受信を拒否できます。

記録紙がなくなった場合でも、メモリーに保存。受信内容は
記録紙セット後に印刷することができます。A4サイズの標準
原稿で240枚分※の保存が可能。（メモリー容量4 MB）

アクセスコードを知っている人だけがUF-B300を使用できる
設定が可能。また、システム登録と自局情報の登録のみに
限定する設定もできます。

※送信側、受信側ともにあらかじめシステムの登録が必要です。
●この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

※メモリー枚数はA4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）で
　メモリーしたときの枚数。■1回目の入力時画面 ■もう一度2回目を入力

▲入力番号は消えます

送
信
で
き
ま
す

従来の感熱ファクシミリより、大幅に消費電力を低減。

一定の間、何も操作しないと※自動的に使用する電力を下げ、
消費電力を節約します。

ボタンを押すだけでダイヤルできます。
ワンタッチボタンには最大40ヵ所※まで
登録可能。（短縮ダイヤルは310ヵ所）

消耗品交換

受信開閉部を開けロール
紙をセットするだけ。B4また
はA4サイズの100ｍの感熱
ロール紙をセットできるので、
大量受信に対応できます。

プログラムボタン

ワンタッチボタンのうち、8つはプログラ
ムボタンとして使用でき、複数の宛先や
よく使う操作などをボタンを押すだけ
で呼び出せます。

当社従来機（UF-B56） 7.5 W

1.2 W 1/6に削減!UF-B300

直接ダイヤル入力時のテンキーの押し間違いによる誤送信を
防ぐため、番号を2回入力する設定ができます。番号を照合し、
一致した場合のみ送信が可能です。

親展ボックスにパスワードをつけて送受信することができます。
受信側はパスワードを入力しないと印刷できないため、特定
の相手とのやりとりや、重要な文書の通信に便利です。

待機時（節電モード）消費電力1.2 W省エネルギー仕様

使いやすさを追求した簡単＆快適オペレーション さらに頼れる充実機能信頼性信頼性信頼性 セキュリティにも配慮した充実機能で強力サポート

もっと快適基本機能機能性機能性機能性 ビジネスに役立つ機能でスムーズ＆スピーディ

スーパーG3通信スピーディに送信できる

メモリー転送受信文書を指定の宛先へ転送

VoIPダイヤル機能を使えば、公衆IP電話網を使ったファクス
通信が手軽に、しかも確実に行えます。VoIPダイヤルは通信
エラーによる未送信を回避する機能で、エラー時に公衆IP網から
一般電話へ自動切り替えによるかけ直しを行い、より確実
な送信を可能にします。取引先や支店、営業所などとの通信
コストの削減が図れます。

VoIPダイヤル機能通信コストの削減に

メモリー送信通信中でも次の送信を予約できる

標準モードの4倍の解像度を持つスーパーファイン（細密）
モードで細かい文字も鮮明に送信できます。

スーパーファインくっきりきれいに送信できる

順次同報送信一度のセットで400ヵ所に送信できる

パスワード通信相手先を限定して送信できる

誤送信を未然に防ぐ

特定の相手とやりとりできる

メモリー代行受信記録紙切れにもしっかり対応

アクセスコード使う人を限定できる

親展通信

こんなに使いやすい操作性操作性操作性

離れた所からでも見やすい
立体的な表示ランプ。通信
中や記録紙切れなどを点灯
してお知らせします。

※すべてワンタッチボタンとして使用した場合。

大型表示ランプ

●この機能は同機能を持つ当社機間で使用できます。

※節電モードに移行するまでの時間は60分。設定変更可能。

公衆IP電話網

一般電話網

1

2

PBX

相手先

通信エラーの場合に自動で回線を切り替えて送信
VoIPダイヤル機能 公衆IP電話網を経由して一般電話網へ1

直接、一般電話網へ2

PBX

G3 ファクス

デジタル
ビジネスホン 〈ラ・ルリエ〉

■VoIPダイヤル機能についての注意事項は最終ページをご覧ください。

UF-B300

■ RoHS指令準拠※

■ グリーン購入法
省資源・リサイクル設計などの
環境配慮によりグリーン購入法に適合。

プリント基板はんだの鉛フリー化、クロムレス鋼板など、
環境負荷の少ない設計を実現しています。

■ エコリーフ環境ラベル公開
資源採取から製造、物流、使用、さらにリサイクルや廃棄に
至るまで、製品のライフサイクル全体における環境負荷を
適正な手順でデータ化されていることを示すラベル。

Panafax UF-B300 機能一覧

素材・設計から配慮した環境負荷軽減

●ビス、鋼板の六価クロムフリー化　●基板接合はんだの鉛フリー化100 ％
●重金属フリートナー採用による環境負荷低減　●ハーネス、電源コードの鉛、
カドミウムフリー素材使用　●筐体プラスチック部品のハロゲン系難燃剤不使用

※RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および
　閣僚理事会指令

0123456789
TEL.NO. TEL.NO.（サイニュウリョク）

グリーン購入法
適合商品

節電ボタン

液晶ディスプレイ

大型ワンタッチボタン

No.AH-06-030

受信時には受信文書をすぐに印刷しない設定が可能。さらに
パスワードを設定することで、印刷できる人を限定でき、置き
忘れや紛失を防ぐことができます。
また、受信文書はメモリー内で自動的に正順に並び替えて印刷
することができるので、ページ順を直す必要がありません。

メモリー受信メモリーに蓄積して一括印刷

■ 国際エネルギースタープログラム
待機時消費電力※を抑える省エネ設計で、「国際エネル
ギースタープログラム」基準をクリア。　※低電力モード時

※1　カスタマーエンジニアによる設定となります。
※2　ナンバーディスプレイサービス（有料）の契約が必要。
※3　モデムダイヤルインサービス（有料）の契約が必要。

直接ダイヤル再入力機能※

テンキー入力を制限する 直接ダイヤル制限機能※1

宛先を確認してから送信する 宛先確認送信

直接ダイヤル時の誤送信を防ぐため、テンキー入力を制限する
設定ができます。あらかじめ登録されたワンタッチダイヤルと短縮
ダイヤルからのみ送信が可能です。※2

送信の際に、指定した宛先を再度確認しないと送信できない
設定が可能。誤送信を未然に防ぐことができます。（出荷時は
OFF。お客様の設定により、機能させることができます。）

※1　カスタマーエンジニアによる設定となります。
※2　ハンドセットからの電話発信もできなくなります。

※カスタマーエンジニアによる設定となります。

身近に置けて、らくらく使える。
経済性も魅力の感熱ファクシミリ。
「省スペース」「経済性」「簡単操作」がポイントの感熱ファクシミリ。

  Panafax UF-B300は、軽量・コンパクトサイズですっきり置けて、

 充実したビジネス機能を身近に使えます。

幅442×奥行418の

省スペース！
幅442×奥行477 ｍｍの幅442×奥行477 ｍｍの

省スペース！

経済的！
導入コスト・電気代が

送信もメンテナンスも

簡単！
送信も消耗品交換も

UF-B300



〈品番〉UF-B300

送信原稿サイズ

記録紙サイズ
読取方式
記録方式
電源
消費電力
電送時間
走査線密度
データ圧縮方式
伝送速度

適合回線
通信可能機種
メモリー容量 

※1　A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本／mm）で、スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28,800 bps
以上）で送った時の速さです。一般の電話回線での最高電送速度は28,800 bps程度です。電送時間は、画像情報のみの電送
速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。

※2　メモリー枚数：約240枚、A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8 dot×3.85本/mm）でメモリーした時の、メモ
リーを使用する機能での合計枚数。

※1　お客様のご要望により、年間保守契約のご締結は設置時より承ります。なお、設置時にご契
約いただいた場合には保証期間経過後の有償の年間保守料金より10％割引させていただ
きます。

※2　年末・年始の休日は12月29日～1月3日
※3　部品代とは保守用性能部品及び補修用部品のことです。消耗品は含まれません。
※4　年間保守契約には1回／年の保守点検が含まれます。
●設置後1年間は無償保証対応いたします。
●上記保守契約以外の、時間外および遠隔地の保守サービスについては別途、担当セールスにお
　問い合わせください。
●上記の料金（価格、消耗品、保守契約）は、パナソニックCCソリューションズ（株）の標準価格
　です。

●停電時には、ファクス・電話とも使えません。停電時にも使える電話機を外部接続している場合には、そちらをお使いいただけます。

■VoIPダイヤル機能について
・本機能の接続及び動作環境は、NTT東日本・NTT西日本のフレッツADSL、Bフレッツを利用したVoIP　環境で実施しています。
・公衆IP電話サービスを利用するには、IP電話事業者が指定するインターネットサービスとIP電話サービスの契約、および接続回
　線通信事業者との契約が必要です。接続可能な公衆IP電話サービス（IP電話事業者）については、別途、担当セールスにお尋ね
　ください。
・公衆IP電話サービスは、ベストエフォート型のサービスです。ご利用状況やネットワークの混雑状況によっては、通信中の途切れ
　や切断がおこる場合があります。

※本体取付調整費には、パネル上のワンタッチ等40個分の登録を含みます。それ以上の短縮ダイヤル
　登録は、10ヵ所毎に別途2,000円となります。

※直接ダイヤル再入力機能、直接ダイヤル制限機能は、本体と同時設定の場合は標準取付調整費に
　含まれます。同時設定以外の場合は、別途費用12,000円が必要となります。

■質量：約9 kg（本体のみ、記録紙含まず）

正面図

平面図

■外形寸法（単位：mm）

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。

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、故障、感電などの原因となることがあります。

・保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製品番号と一致しているかお確かめください。

B4～A6（最大：幅280 mm×長さ1,000 mm、最小：幅148 mm×長さ105 mm）
有効読取幅：252 mm（B4）、208 mm（A4）

33,600／31,200／28,800／26,400／24,000／21,600／19,200／16,800／14,400／
12,000／9,600／7,200／4,800／2,400 bps、自動切替（フォールバック機能）

CCDイメージセンサーによる固体電子走査
感熱記録
AC 100 V ±10 V、50/60 Hz
待機時（節電モードON）約1.2 W、（節電モードOFF）約6 W、動作時　最大 120 W
約3秒（スーパーG3通信時）※1

主走査：8 dot/mm　副走査：15.4本/mm、 7.7本/mm、 3.85本/mm
MH、MR、MMR

電話回線
G3規格機（G3機、スーパーG3機）
4 MB※2

（B4）幅257 mm×100 m（ロール紙）、（A4）幅210 mm×100 m（ロール紙）

Panafax UF-B300　価格／消耗品

品番

UF-B300

本体希望価格

408,000円

標準取付調整費※

21,000円

本体希望価格（税別）

品名 　　品番

UG-0001B4

UG-0001A4

B4

A4

希望価格 

14,520円

11,880円

消耗品（税別）

■通常Dayサービス※1（税別）

高感度感熱記録紙
（100 m×6巻）

Panafax UF-B300　標準仕様

保守契約

日常業務に支障をきたさないよう下記の時間帯でサポートします。

その他、365日サービス／24時間・365日サービス、またはスポット保守サービスをお選
びいただけます。詳細については担当セールスにお問い合わせください。

442

352

412

477

235207

受付時間・実施時間 年間保守料金※4

18,000円

22,000円

部品代別※3

部品代含む※3

月～金曜日
（祝日・年末年始除く）※2
9：00～17：30

No. AH-06-030

パナソニックがご提案する 「通信機器」と「イメージング機器
（画像・映像）」を融合したパナソニック
  ならではの連携パックをワンストップで
  お届けします。panasonic.biz / ipoffice

グリーン購入法
適合商品

環
境
対
応

「IPオフィス」及び「　　　　 」は、松下電器産業株式会社の登録商標です。

●お問い合わせは...

保 証 書 に
関 す る
お 願 い

●ご使用の際は、取扱説明書をよく
　お読みの上、正しくお使いください。

安全に
関するご注意

このカタログの記載内容は
2008年5月現在のものです。
UF-JJCT53CC10

この内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

ドキュメントソリューションズ カンパニー

 〒321-8502
宇都宮市平出工業団地9番1号

 【お問い合わせ窓口】　　（03）3491-9191（代表）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示している
ものがあります。●本カタログに掲載しております商品をご購入の際、消費税が付加されますので、ご承知おき願います。工事・調整費も別途消費税が付加されます。




