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C450

既存文書の電子データ化がさらに手軽に。
ネットワークスキャナー機能

充実の基本性能に、さらにセキュリティ機能 を強化したネットワークデジタル複合機
カラーコピー、ネットワークプリンター、ネットワークスキャナー、ファクス★、
さらにインターネットFAX★の1台5役のフルカラーデジタル複合機がさらに進化して新登場。
カラーでも35枚/分の高速出力を実現。スキャナー機能もより使いやすくなりました。
さらに充実のセキュリティ機能と優れた操作性で、ビジネスを強力にバックアップします。
★オプション

モノクロ45枚、カラー35枚/分の高速プリント。
ネットワークプリンター機能

ファーストコピーも、ウォームアップも速い。
カラーコピー機能

受信データのパソコン転送でペーパーレス化を促進。

★
ファクス機能

Eメール／インターネット利用で通信コストを削減。

★
Eメール／インターネットFAX機能

★はオプションです。
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地球環境に配慮した エコロジー設計
環境負荷の少ない重合トナーの採用、節電機能の搭載など、地球環境に
配慮したエコロジー設計。「国際エネルギースタープログラム」基準のクリア、
「グリーン購入法」適合など環境負荷の少ない設計を実現しています。

カラーもモノクロもスピーディ
モノクロ45枚、カラー35枚/分※の高速
コピー＆プリントを実現。さらにファース
トコピータイム、ウォームアップも短縮化。
スキャンも、モノクロ50枚、カラー35
枚と圧倒的な速さです。

充実のセキュリティ機能
コピーやプリントをすると隠し文字が合
成される隠し文字印刷機能＊や、出力にユ
ーザーIDの入力を必要とするセキュリ
ティプリント機能など、徹底してドキュメ
ントの機密を守ります。
＊複製管理拡張キット（オプション）が必要。

高精細＆高画質プリント
マゼンタ色材の変更で、今まで再現しに
くかった色も鮮やかに再現できます。
ツヤと深みのある鮮やかな発色を実現
しました。さらに、1200dpiの高画質
で文字や画像もくっきり表現します。

進化したスキャナー機能で、簡単に既存文書を電子データ化。さらに、Eメール/
インターネットFAX機能★などとの連携により、情報の共有化や業務の効率化
を促進します。

進化したネットワーク機能

グリーン購入法
適合商品

充実の基本性能に、さらにセキュリティ機能 を強化したネットワークデジタル複合機

パソコン

パソコン パソコン

パソコン

LAN

インターネット
FAX

G3ファクス
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★：オプション

（A4ヨコ）
枚／分

カラーコピー/
プリントスピード

（A4ヨコ）
枚／分

モノクロコピー/
プリントスピード

※A4ヨコ。画質調整のため速度が低下することが
あります。用紙の種類、トレイによっては生産性
が落ちる場合があります。

事業活動の一環として製品のライフサイクルの源泉となる資材調達において、グリーン調達の取り
組みを推進しています。環境に配慮した商品づくりのさらなる推進を図るため、地球負荷が少ない
資材の調達を推進しています。環境保全活動に積極的な購入先とともに、持続可能な社会の発展を
目指す循環型経営の追求を進めています。

ライフサイクルエネルギーの取組みについての報告
環境報告（その1）

消耗品　18.2％

待機時電力　44.4％
使用時電力　0.2％
製品輸送  0.4％

生産工程. 18.4%　

包装材製造　3.0％
電子部品製造　6.4％

素材製造　9.0％

廃棄　0％
使用済製品輸送　0％

消耗品　26.4％

待機時電力　28.8％
使用時電力　0.1％

製品輸送  5.8％

生産工程. 11.9%

包装材製造　3.4％

電子部品製造　13.7％

素材製造　10.0％

廃棄　0％
使用済製品輸送　0％

地球温暖化への影響

大気汚染への影響 資材枯渇への影響

消耗品　65.9％

待機時電力　0.2％

使用時電力　0％

製品輸送  0％

生産工程. 0.1%

包装材製造　0％

電子部品製造　0.3％

素材製造　33.4％

廃棄　0％
使用済製品輸送　0％

禁複写　禁複写
2004.1.15



形式
読み取りサイズ
読み取り解像度

読み取り階調
原稿読み取り速度＊1

インターフェイス

カラースキャナー
最大：297×420mm（A3）

RGB各色10ビット入力、8ビット出力
モノクロ：50枚/分、カラー：35枚/分　

（当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで）
Ethernet  100BASE-TX/10BASE-T
TCP/IP（Salutation、HTTP）
モノクロ2値：TIFF　
グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG
TWAIN（Salutation）
Windows® 95/98/Me＊2、Windows NT® 4.0＊2、
Windows® 2000/XP＊2、Windows ServerTM 2003＊2

TCP/IP（SMB、FTP）
Windows® 95/98/Me＊2＊3、Windows NT® 4.0＊2、
Windows® 2000/XP＊2、Windows ServerTM 2003＊2、
Mac OS® ＊4 ＊5、NetWare 5.11J/5.12J＊5　
モノクロ2値：TIFF（圧縮方式：MH、MMR）、
DocuWorks文書、PDF
グレースケール/フルカラー：TIFF（圧縮方式：JPEG）、
JPEG、 DocuWorks文書、PDF
TCP/IP（SMTP）
モノクロ2値：TIFF（圧縮方式：MH、MMR）、
PDF、DocuWorks文書
グレースケール/フルカラー：TIFF（圧縮方式：JPEG）、
JPEG、 PDF、DocuWorks文書

＊1原稿、解像度によって読み取り速度は異なります。 ＊2 日本語版に対応。 
＊3 対応プロトコルはSMBのみです。
＊4 Mac OS® X 日本語版・英語版［10.1.5～10.2.x］。 ＊5 対応プロトコルはFTPのみです。

対応プロトコル
出力フォーマット

ドライバー
ドライバー
対応OS
対応プロトコル
対応OS

出力フォーマット

対応プロトコル
出力フォーマット

本体からパソコンを指定してスキャンできるプッシュ型スキャンを搭載。

さらにEメール送信、親展ボックス保存、ジョブフローとオフィスの環境に

合わせてさまざまな使い方ができます。

■ＰＣ保存（プッシュ型スキャン）
コピーをとるように、本体の操作パネルから、保存

先のパソコンを直接指定してスキャンできます。SMB、

FTPに対応しています。

■親展ボックス保存
スキャンした文書を本体の親展ボックスに保存で

きます。親展ボックス内の文書は、TWAIN対応ア

プリケーションから取り出すことができます。

■高品質スキャン
原稿読み取り部のゴミによる「黒線」も、
カラー用ＲＧＢスキャンデータとモノクロ
用ＣＣＤのスキャンデータを照合させるこ
とで自動除去。高品質な読み取りを実現
しています。

■モノクロ50枚、カラー35枚/分※の
　高速スキャン
自動原稿送り装置に原稿を高速に送りなが
らスキャンするCVT方式を採用。高速スキ
ャンを実現しました。原稿読み取り部の間隔
を短縮したことで高画質のスキャンを実現
しています。
※当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで。

■ウィングレスで省スペース化
ＣＶＴ方式の採用により、自動両面原稿送り
装置をコンパクト化。原稿排紙トレイが不要
になり、省スペース化に貢献します。

■ 仕様

ネットワークスキャナー機能一覧

● A3フルサイズ対応
● 600dpi高画質スキャン
● 両面原稿自動読み取り

● 親展ボックス保存機能
● パソコン保存機能
● Eメール送信機能

プッシュ型スキャンも加わった豊富なスキャナー機能

ボ
ッ
ク
ス
保
存

パ
ソ
コ
ン
保
存

メ
ー
ル
送
信
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もっと手軽に書類をデータ化して、情報の共有化を促進したい

コピーをとるように簡単スキャン。カラーも美しいA3ネットワークスキャナー。コピーをとるように簡単スキャン。カラーも美しいA3ネットワークスキャナー。
！

●一目でわかるサムネイル表示
スキャン文書だけでなく、WordやExcelなどで作成したファイルも
サムネイルで表示されるので、検索や管理が簡単です。
●ドラッグ＆ドロップの簡単操作
ファイルの取り込み、文書の統合、印刷など、ドラッグ＆ドロップによる
簡単操作で、効率的に作業が行えます。
●豊富な編集機能
文字やスタンプの追加、切り取り・コピー、ページの入れ替え・挿入・削
除など、豊富な編集機能で、文書の再利用をバックアップします。

スキャン文書もWordやExceｌ文書と一緒にパソコンで、一括
管理・編集。一度の操作でまとめてプリントすることができます。

スキャン文書を一括管理・編集
PDMS（Panasonic Document  Management System）

600×600dpi、400×400dpi、
300×300dpi、200×200dpi

（23.6×23.6ドット/mm 、15.7×15.7 ドット/mm、
11.8×11.8ドット/mm 、7.9×7.9ドット/mm）

■Eメール送信
本体でスキャンした文書をEメールの添付書類とし

て送信できます。インターネット環境における文

書の情報発信が手軽に行えます。

※Eメール送信には、メールサーバーが必要です。

■ スキャンデータをE-mailで送信

Eメール

Eメール

Eメール
スキャン

■ジョブフロー
さまざまなスキャンの処理手順を登録しておくことが

できます。1回のスキャンで複数パソコン・サーバーへ

の保存、Eメール送信ができます（マルチセンド機能）。
※EasyAdminを使用すると、簡単にジョブフローを登録できます。
※Eメール送信には、メールサーバーが必要です。

登録済の
ジョブフローを
選択

■ 1スキャンで異なる配信方法を実現するマルチセンド機能

SMB

FTP

Eメール

PDF

TIFF

JPEG

その他

1回のスキャン

スキャン

操作パネルからのプッシュ

■本体からサーバー連携なしで直接保存

SMB

PDF

TIFF

JPEG

その他
FTP

ネットワークスキャナー機能

●ハードボタンへの機能の割り当て
ハードボタンに、よく使う機能を割り当てることができ
ます。ワンタッチ操作が可能になり、省力化を実現します。

●操作パネル表示メニューのカスタマイズ
メニューボタンの表示/非表示や並べ替えができます。
業務に合わせた操作パネルで、作業効率がアップします。

使用頻度に合わせて
カスタマイズ可能な操作パネル

スキャン

ファクス受信

親展ボックス

001
003

002

高速・高品質を支えるスキャン技術

4Line ギャップ

4Line ギャップ

1Line ギャップ
1Line ギャップ

R

G

B

R
G
B

用紙の流れ読み取る点

CCD
レンズ

用紙の流れ

用紙の流れ

ウイングレスによる
省スペース化

Belt方式

CVT方式※A4ヨコ（当社標準原稿）、200dpi、親展ボックスまで。

高画質と高生産性を両立する1ラインギャップCCD

1Line ギャップCCD従来型



形式
読み取りサイズ
読み取り解像度

読み取り階調
原稿読み取り速度＊1

インターフェイス

カラースキャナー
最大：297×420mm（A3）

RGB各色10ビット入力、8ビット出力
モノクロ：50枚/分、カラー：35枚/分　
（当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで）
Ethernet  100BASE-TX/10BASE-T
TCP/IP（Salutation、HTTP）
モノクロ2値：TIFF　
グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG
TWAIN（Salutation）
Windows® 95/98/Me＊2、Windows NT® 4.0＊2、
Windows® 2000/XP＊2、Windows VistaTM＊2、Windows Server® 2003＊2
TCP/IP（SMB、FTP）
Windows® 95/98/Me＊2＊3、Windows NT® 4.0＊2、
Windows® 2000/XP＊2、Windows VistaTM＊2、Windows Server® 2003＊2、
Mac OS® ＊4 ＊5、NetWare 5.11J/5.12J＊5　
モノクロ2値：TIFF（圧縮方式：MH、MMR）、
DocuWorks文書、PDF
グレースケール/フルカラー：TIFF（圧縮方式：JPEG）、
JPEG、 DocuWorks文書、PDF
TCP/IP（SMTP）
モノクロ2値：TIFF（圧縮方式：MH、MMR）、
PDF、DocuWorks文書
グレースケール/フルカラー：TIFF（圧縮方式：JPEG）、
JPEG、 PDF、DocuWorks文書

＊1原稿、解像度によって読み取り速度は異なります。 ＊2 日本語版に対応。 
＊3 対応プロトコルはSMBのみです。 ＊4 Mac OS® X 日本語版［10.1.5/10.2.x/10.3.3～10.4.3］。 
＊5 対応プロトコルはFTPのみです。

対応プロトコル
出力フォーマット

ドライバー
ドライバー
対応OS
対応プロトコル
対応OS

出力フォーマット

対応プロトコル
出力フォーマット

■高品質スキャン
原稿読み取り部のゴミによる「黒線」も、
カラー用ＲＧＢスキャンデータとモノクロ
用ＣＣＤのスキャンデータを照合させるこ
とで自動除去。高品質な読み取りを実現
しています。

■モノクロ50枚、カラー35枚/分※の
　高速スキャン
自動原稿送り装置に原稿を高速に送りなが
らスキャンするCVT方式を採用。高速スキ
ャンを実現しました。原稿読み取り部の間隔
を短縮したことで高画質のスキャンを実現
しています。
※当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで。

■ウィングレスで省スペース化
ＣＶＴ方式の採用により、自動両面原稿送り
装置をコンパクト化。原稿排紙トレイが不要
になり、省スペース化に貢献します。

■ 仕様

ネットワークスキャナー機能一覧

● A3フルサイズ対応
● 600dpi高画質スキャン
● 両面原稿自動読み取り

● 親展ボックス保存機能
● パソコン保存機能
● Eメール送信機能

ボ
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保
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●一目でわかるサムネイル表示
スキャン文書だけでなく、WordやExcelなどで作成したファイルも
サムネイルで表示されるので、検索や管理が簡単です。
●ドラッグ＆ドロップの簡単操作
ファイルの取り込み、文書の統合、印刷など、ドラッグ＆ドロップによる
簡単操作で、効率的に作業が行えます。
●豊富な編集機能
文字やスタンプの追加、切り取り・コピー、ページの入れ替え・挿入・
削除など、豊富な編集機能で、文書の再利用をバックアップします。

スキャン文書もWordやExceｌ文書と一緒にパソコンで、一括
管理・編集。一度の操作でまとめてプリントすることができます。

スキャン文書を一括管理・編集
PDMS（Panasonic Document  Management System）

600×600dpi、400×400dpi、
300×300dpi、200×200dpi
（23.6×23.6ドット/mm 、15.7×15.7 ドット/mm、
11.8×11.8ドット/mm 、7.9×7.9ドット/mm）

●ハードボタンへの機能の割り当て
ハードボタンに、よく使う機能を割り当てることができ
ます。ワンタッチ操作が可能になり、省力化を実現します。
●操作パネル表示メニューのカスタマイズ
メニューボタンの表示/非表示や並べ替えができます。
業務に合わせた操作パネルで、作業効率がアップします。

使用頻度に合わせて
カスタマイズ可能な操作パネル

高速・高品質を支えるスキャン技術

4Line ギャップ

4Line ギャップ
1Line ギャップ
1Line ギャップ

R

G

B

R
G
B

用紙の流れ読み取る点

CCD
レンズ

用紙の流れ

用紙の流れ

ウイングレスによる
省スペース化

Belt方式

CVT方式

高画質と高生産性を両立する1ラインギャップCCD

1Line ギャップCCD従来型



高画質、高生産性を実現するネットワークカラープリンター。高画質、高生産性を実現するネットワークカラープリンター。

連続プリント速度
連続プリント速度
解像度

ページ記述言語

モノクロ（DP-C450）45枚/分　（DP-C360）36枚/分
カラー（DP-C450）35枚/分　  （DP-C360）26枚/分
出力解像度（標準・高画質）：
600×600dpi（23.6×23.6ドット/mm)
出力解像度（高精細）＊1：
1,200×1,200dpi（47.2×47.2ドット/mm）
標準：ART EX、ART Ⅳ ､
オプション：Adobe® PostScript® 3TM ＊2 
Compatible、Nibble、ECP
TCP/IP（lpd、IPP、SMB、Port9100)
Windows® 95/98/Me＊3、Windows NT® 4.0＊3、
Windows® 2000/XP＊3、Windows ServerTM 2003＊3

［PostScript®3TMキット］Windows® 95/98/Me＊3、
Windows NT® 4.0＊3、Windows® 2000/XP＊3、
Windows ServerTM 2003＊3、Mac OS® ＊4

アウトラインフォント(平成明朝体TMW3､
平成角ゴシック体TMW5､欧文17書体)
ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用）

［PostScript®3TMキット ］ 平成2書体版：平成明朝体TMW3､
平成角ゴシック体TMW5、欧文136書体
ESC/P（VP-1000）
768MB
双方向パラレル（IEEE1284-B）、
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
USB2.0＊5

パラレル
Ethernet
標準

オプション

標準

オプション

標準

標準

別売品

マイクロ･タンデム・エンジンをさらにパワーアップ。

用紙搬送の高速化、新中央制御部CPUと処理部メモ

リーによるイメージパス処理の高速化で、高速連続

プリントを実現しました。

マゼンタ色材の変更で、今まで再現しにくかった色も

鮮やかに再現できます。しかも、新規ワックスの採

用で、トナー中のワックスの剥離性能が向上。

高画質を保ちながら高速に連続出力できます。

カラー・モノクロともに
1200ｄpiのリアル出力
高精細モードでは、リアル1200

×1200dpiを実現。高精細かつ

シャープな印刷品質を提供します。

ソートやホチキス止めなどの
仕上げが可能なフィニッシャー
出力指示からホチキス止めまで
を自動処理。生産性を大幅に向
上できます。スタック容量は、
1000枚※まで対応できます。
※A4、当社指定紙。

● ネットワークプリンター機能
● フォームオーバーレイ機能
● 拡大連写機能
● セキュリティプリント機能
● 自動両面プリント機能
● まとめて1枚プリント機能
● サンプルプリント機能
● バナーシート機能

■ 仕様

● 時刻指定プリント機能
● 小冊子プリント機能
● 原稿180度回転機能
● 白紙節約機能
● ヘッダー/フッター印刷機能
● ＩＤ印刷機能
● 表紙/合紙プリント機能
● ＯＨＰ合紙機能

＊1高精細モードでプリント時、連続プリント速度は、A4ヨコでモノクロ・カラー共にDP-
C450が22枚/分、DP-C360が16枚/分。 ＊2 PostScript®3TMキット装着時。
＊3 日本語版に対応。 ＊4 漢字Talk®［7.5.3］～Mac OS® 日本語版［9.2.2］、Mac OS® X 
日本語版［10.1.5～10.2.x］。＊5 Windows® 98/Me 日本語版、Windows® 2000/XP
日本語版、Windows ServerTM 2003 日本語版、Mac OS® 日本語版［8.6～ 9.2.2］、
Mac OS® X 日本語版［10.1.5～10.2.x］に対応。

表

裏

モノクロ45枚/分※、
カラー35枚/分※の高速プリント

新型トナーによりさらに高画質

対応プロトコル

対応OS

内蔵フォント

エミュレーション
メモリー容量　
インターフェイス
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プリント指示
印刷時刻設定

指定時刻に
印刷開始

出力

カラードキュメントをきれいに、しかももっと速くプリントしたい！

オプション

※DP-C450、A4ヨコ。画質調整のため速度が低下することがあります。
　用紙の種類、トレイによっては生産性が落ちる場合があります。
　DP-C360はモノクロ36枚/分、カラー26枚/分。

■自動両面プリント/まとめて1枚プリント
複数ページを1枚に集約してプリントするこ
とができます。自動両面プリントと組み合わ
せることでさらに用紙を削減できます。

■バナーシート
プリントの直前/直後にバナーシート（ユー
ザー名、文書名、日時などが記載された仕
分け用のシート）を排出できます。

■サンプルプリント
大量部数をプリントする前に、まず1部だけ
プリントすることができます。プリント内容
を確認後、そのまま残り部数をプリントでき
ますので、ミスプリントを防ぐことができます。

■時刻指定プリント
出力する時刻を指定できます。大量プリン
トも他のコピー・プリント業務に支障のない
夜間などにプリントしておくことができます。

多値化により
グラデーションもスムーズ
600dpi多値化の採用により、写真やイラストの

グラデーションの階調表現もより自然に滑らかに

なりました。

用紙節約や業務の効率化に役立つプリント機能

ネットワークプリンター機能

用紙搬送イメージ

トナーカートリッジ

現像器用紙搬送路

中間転写体

S-Belt

用紙

出力紙

■小冊子作成機能
出力する用紙の両面に2ページずつ割り付
け、順序を変えて出力します。出力された用
紙を2つ折りにすると小冊子ができます。

■拡大連写
複数枚の用紙に分割して拡大プリントします。
貼り合わせてポスターを作ることができます。

ネットワークプリンター機能一覧

蓄積

確認・指示

サンプルプリント
指示

全部数出力

蓄積
待機

写真はフィニッシャーB



連続プリント速度

解像度

ページ記述言語

モノクロ（DP-C450）45枚/分
カラー（DP-C450）35枚/分
出力解像度（標準・高画質）：
600×600dpi（23.6×23.6ドット/mm)
出力解像度（高精細）＊1：
1,200×1,200dpi（47.2×47.2ドット/mm）
標準：ART EX、ART ㈿ Ⅳ
オプション：Adobe® PostScript® 3TM ＊2 
Compatible、Nibble、ECP
TCP/IP（lpd、IPP、SMB、Port9100)
Windows® 95/98/Me＊3、Windows NT® 4.0＊3、
Windows® 2000/XP＊3、Windows VistaTM＊3、Windows Server® 2003＊3

［PostScript®3TMキット］Windows® 95/98/Me＊3、
Windows NT® 4.0＊3、Windows® 2000/XP＊3、Windows VistaTM＊3

Windows Server® 2003＊3、Mac OS® ＊4

アウトラインフォント(平成明朝体TMW3､
平成角ゴシック体TMW5､欧文17書体)
ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用）
［PostScript®3TMキット ］ 平成2書体版：平成明朝体TMW3､
平成角ゴシック体TMW5、欧文136書体
ESC/P（VP-1000）
768MB
双方向パラレル（IEEE1284-B）、
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
USB2.0＊5

パラレル
Ethernet
標準

オプション

標準

オプション

標準

標準

別売品

ソートやホチキス止めなどの
仕上げが可能なフィニッシャー
出力指示からホチキス止めまで
を自動処理。生産性を大幅に向
上できます。スタック容量は、
1000枚※まで対応できます。
※A4、当社指定紙。

● ネットワークプリンター機能
● フォームオーバーレイ機能
● 拡大連写機能
● セキュリティプリント機能
● 自動両面プリント機能
● まとめて1枚プリント機能
● サンプルプリント機能
● バナーシート機能

■ 仕様

● 時刻指定プリント機能
● 小冊子プリント機能
● 原稿180度回転機能
● 白紙節約機能
● ヘッダー/フッター印刷機能
● ＩＤ印刷機能
● 表紙/合紙プリント機能
● ＯＨＰ合紙機能

＊1高精細モードでプリント時、連続プリント速度は、A4ヨコでモノクロ・カラー共に22枚/分。 
＊2 PostScript®3TMキット装着時。
＊3 日本語版に対応。 ＊4 漢字Talk®［7.5.3］～Mac OS® 日本語版［9.2.2］、Mac OS® X 
日本語版［10.1.5/10.2.x/10.3.3～10.4.5（制限付）］。 ＊5 Windows® 98/Me 日本語版、
Windows® 2000/XP日本語版、Windows Server® 2003 日本語版、Mac OS® 日本語版
［8.6～9.2.2］、Mac OS® X 日本語版［10.1.5/10.2.x/10.3.3～10.4.5（制限付）］に対応。

表

裏

対応プロトコル

対応OS

内蔵フォント

エミュレーション
メモリー容量　
インターフェイス

6

プリント指示
印刷時刻設定

指定時刻に
印刷開始

出力

オプション

■自動両面プリント/まとめて1枚プリント
複数ページを1枚に集約してプリントする
ことができます。自動両面プリントと組み
合わせることでさらに用紙を削減できます。

■バナーシート
プリントの直前/直後にバナーシート（ユー
ザー名、文書名、日時などが記載された仕
分け用のシート）を排出できます。

■サンプルプリント
大量部数をプリントする前に、まず1部だけ
プリントすることができます。プリント内容
を確認後、そのまま残り部数をプリントでき
ますので、ミスプリントを防ぐことができます。

■時刻指定プリント
出力する時刻を指定できます。大量プリント
も他のコピー・プリント業務に支障のない
夜間などにプリントしておくことができます。

用紙節約や業務の効率化に役立つプリント機能

■小冊子作成機能
出力する用紙の両面に2ページずつ割り
付け、順序を変えて出力します。出力された
用紙を2つ折りにすると小冊子ができます。

■拡大連写
複数枚の用紙に分割して拡大プリントします。
貼り合わせてポスターを作ることができます。

ネットワークプリンター機能一覧

蓄積

確認・指示

サンプルプリント
指示

全部数出力

蓄積
待機

写真はフィニッシャーB



紙送り機構の短縮化・高速化により、ファーストコ

ピータイム モノクロ4.5秒※1、カラー7.0秒※2を

実現。モノクロもカラーもスピーディに出力でき

ます。

フルカラーながら高速定着と省エネルギー定着を実現。

スピーディに作業を開始できます。またプリント中でも

コピーや他の機能を使用できるコンカレント処理を実

現。生産性も大幅にアップします。
※オプションのファクスキット装着時およびネットワークの環境によっては、45秒以上 

かかることがあります。

● 倍率選択
● 用紙選択
● カラーモード
● おまかせ画質調整 
● 原稿の画質選択
● コピー濃度/コントラスト

● シャープネス/彩度
● 地色除去
● カラーバランス
● 色合い
● 片面/両面選択
● ページ連写

● ブック両面
● 原稿サイズ入力
● ミックスサイズ原稿送り
● わく消し
● コピー位置/とじしろ
● 自動画像回転

● 鏡像/ネガポジ反転
● 原稿セット向き指定
● 仕分け/ホチキス
● 小冊子作成
● 表紙付け
● ＯＨＰ合紙

徹底した機能で、信頼のセキュリティ。
ネットワークだからこそセキュリティを重視したい

■機密文書はセキュリティプリント＆親展受信プリントで
出力データはいったん本体に保存され、操作パネルでユーザー
IDを入力することにより出力できます。給与明細や人事情報
など、機密文書を他の人に見られずプリントできます。また、
FAX受信文書は親展ボックスに一時蓄積され、操作パネル
でパスワードを入力することにより、出力されますので、他の
受信文書と混ざることなく出力できます。

■本体内のデータ解析を防止
本体のハードディスクへ書き込む時の暗号化機能と上書き
消去機能によって、データ解析を防止します。また、本体を廃
棄する場合には、ハードディスク内のデータを一括消去するこ
とも可能です。

ウォームアップタイム45秒を実現

87

！
セキュリティ

マネージメント

■隠し文字で不正コピーやプリントを抑止
コピーやプリントを行うと、隠し文字を合成して出力。不正
コピーを防ぐことができます。
※複製管理拡張キット（オプション）装着時

※1 A4ヨコ。モノクロ優先モード選択時
※2 A4ヨコ。カラー優先モード選択時

！モノクロだけでなくカラーも、もっと速くコピーしたい

モノクロも、カラーもこれ1台。高機能カラーコピー。モノクロも、カラーもこれ1台。高機能カラーコピー。

ファーストコピーが速い

隠し文字が含まれた
背景パターンを付加

コピー

再コピー

会議などで
配付

プリント

隠し文字が浮き出て、
不正コピーを抑止

隠し文字入り出力
紙原稿

（オリジナル）

禁複写　禁複写
2004.1.15

本体への登録で
隠し文字を合成

本体内のデータ解析防止

コピー、プリント
スキャン、ファクス

暗号化 保存

ランダムデータ
3回書き込み、
または 0データ
1回書き込み

廃棄時、
一括消去機能

消去機能による
完全消去

解析不能データ
セキュリティ

キット

■ユーザー認証
本体の使用にユーザー認証を必要とするユーザー認証機能を
用意しています。操作パネルからユーザーIDを入力する方法、
プリンタードライバーにユーザーIDとパスワードを設定しておく
方法など環境に合わせて選択できます。

■集計管理
次のような集計による使用分析が可能です。
●コピー/プリントのカラー/モノクロ別印刷ページ数
●スキャンの読み取りページ数、蓄積ページ数、ファイル転送�
ページ数、メール送信ページ数
●ユーザー（部門）ごとのファクス送信回数/ページ数、通信度数
●インターネットFAX送信回数/ページ数

■利用制限
TCOに対する意識を高めることができる利用制限機能を提供
しています。

●カラーモード制限
ユーザー（部門）ごとに、カラーコピー、カラープリント、カラース
キャンの使用を制限できます。

●利用枚数制限
ユーザー（部門）ごとに、コピー/プリント枚数を制限できます。
カラー、モノクロそれぞれに制限値を設定することができます。

TCOも意識してきちんと管理。

■アノテーション機能
ページ番号や日付、禁複写など、固定文字
列を合成してコピーできるので機密文書の
コピー管理などに最適です。

■小冊子作成機能
自動両面機能を使って中綴じ用に順序を変
えてコピー。重ねて中央で折ると冊子を簡
単に作成することができます。

■表紙付け機能
表紙や裏表紙だけ
別の用紙を使用でき
るので見栄えのよい
冊子、資料の作成が
可能です。

■画像繰り返し機能
ラベルやシールのように、1枚の用紙に、原
稿イメージを指定した回数、繰り返してコピー
できます。

■まとめて1枚
複数の原稿を1枚の用紙にまとめてコピー
できるので、用紙の節約につながります。

さらに生産性の向上を実現するコピー機能

プリント ファクス スキャン コピー

プリント

ファクス スキャン コピー指示

時間短縮

従来方式

C450/
C360

カラーコピー機能

0

200

400

600

800

1000

295

0 100 200 400300

0 100 200 400300

0 100 200 400300

比較

改良品を発売することによってより

インタビューにおいては、現行品の

各改良案は下のグラフに見られる

　  もとに、さらに改良とテストを今

歯ごたえが有りすぎるという意見が多かった。

更に若年層ではポイントが高く、B案はフワフワと

した舌触りが若年と高年齢層から高い評価を得た。

C案は今までにないもちもち感が新鮮か印象を

セキュリティプリント

セキュリティプリント指示

ユーザーID認証
により出力

暗証番号なし
出力不可

データを格納

出力データは、
いったん、本体内の
ボックスに格納

親展ボックスに保存

ファクス受信

パスワードを
入力して出力

ファクス

親展受信プリント

コピー機能一覧

操作パネルで
ユーザーID認証する
ことにより出力可能

● まとめて1枚（Ｎアップ）
● 拡大連写
● 画像繰り返し
● アノテーション
● ビルドジョブ
● 複製管理（オプション）

表

裏

※データセキュリティキット（オプション）装着時。

出力時のユーザー指定、
または本体への登録で
隠し文字を合成



徹底した機能で、信頼のセキュリティ。
ネットワークだからこそセキュリティを重視したい

■機密文書はセキュリティプリント＆親展受信プリントで
出力データはいったん本体に保存され、操作パネルでユーザー
IDを入力することにより出力できます。給与明細や人事情報
など、機密文書を他の人に見られずプリントできます。また、
FAX受信文書は親展ボックスに一時蓄積され、操作パネル
でパスワードを入力することにより、出力されますので、他の
受信文書と混ざることなく出力できます。

■本体内のデータ解析を防止
本体のハードディスクへ書き込む時の暗号化機能と上書き
消去機能によって、データ解析を防止します。また、本体を廃
棄する場合には、ハードディスク内のデータを一括消去するこ
とも可能です。
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■隠し文字で不正コピーやプリントを抑止
コピーやプリントを行うと、隠し文字を合成して出力。不正
コピーを防ぐことができます。
※複製管理拡張キット（オプション）装着時

隠し文字が含まれた
背景パターンを付加

コピー

再コピー

会議などで
配付

プリント

隠し文字が浮き出て、
不正コピーを抑止

隠し文字入り出力
紙原稿

（オリジナル）

禁複写　禁複写
2004.1.15

本体への登録で
隠し文字を合成

本体内のデータ解析防止

コピー、プリント
スキャン、ファクス

暗号化 保存

ランダムデータ
3回書き込み、
または 0データ
1回書き込み

廃棄時、
一括消去機能

消去機能による
完全消去

解析不能データ
セキュリティ

キット

■ユーザー認証
本体の使用にユーザー認証を必要とするユーザー認証機能を
用意しています。操作パネルからユーザーIDを入力する方法、
プリンタードライバーにユーザーIDとパスワードを設定しておく
方法など環境に合わせて選択できます。

■集計管理
次のような集計による使用分析が可能です。
●コピー/プリントのカラー/モノクロ別印刷ページ数
●スキャンの読み取りページ数、蓄積ページ数、ファイル転送�
ページ数、メール送信ページ数
●ユーザー（部門）ごとのファクス送信回数/ページ数、通信度数
●インターネットFAX送信回数/ページ数

■利用制限
TCOに対する意識を高めることができる利用制限機能を提供
しています。

●カラーモード制限
ユーザー（部門）ごとに、カラーコピー、カラープリント、カラース
キャンの使用を制限できます。

●利用枚数制限
ユーザー（部門）ごとに、コピー/プリント枚数を制限できます。
カラー、モノクロそれぞれに制限値を設定することができます。

TCOも意識してきちんと管理。

セキュリティプリント

セキュリティプリント指示

ユーザーID認証
により出力

暗証番号なし
出力不可

データを格納

出力データは、
いったん、本体内の
ボックスに格納

親展ボックスに保存

ファクス受信

パスワードを
入力して出力

ファクス

親展受信プリント

操作パネルで
ユーザーID認証する
ことにより出力可能

※データセキュリティキット（オプション）装着時。

出力時のユーザー指定、
または本体への登録で
隠し文字を合成



ペーパーレスを促進する高機能ファクス。ペーパーレスを促進する高機能ファクス。

＊1 A4判700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）、高速モード（28.8kbps以上：JBIG）送信時。
　　画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の　

内容、相手機種、回線の状況により異なります。
＊2 オプションのISDN-G3/G4増設ポート装着時。

受信文書を
直接パソコンへ転送
受信文書を直接パソコンへ転送できる

ので、配付作業の省力化とファクス用紙

の削減を実現します。

既存の書類を相手のパソコンにEメール

として送信。受信した書類はプリントアウ

トせずに、画面上で確認・保存ができます。

■ 仕様ファクス機能一覧

※オプション ※オプション

送信原稿サイズ
記録紙サイズ
電送時間／通信モード
走査線密度

符号化方式
通信速度

適用回線

最大：A3（297×420mm）、長尺原稿可（最長600mm）　
最大：A3、11×17"、最小：A5
2秒台／ITU-T  G3＊1／G4＊2

MH、MR、MMR、JBIG

電話回線、PBX、ISDN＊2

パソコン

LAN 電話回線

手書き文書をEメールで
パソコンへ送信

通信コストの削減にも大きく貢献。Eメール/インターネットFAX。通信コストの削減にも大きく貢献。Eメール/インターネットFAX。

※インターネットFAX通信は、モノクロです。

 インターネットFAX機能一覧

● Eメール送信機能
● インターネットFAX機能
● ファクス着信転送

● ネットワークPCファクス

■ 仕様

ファクス

送信原稿サイズ

出力フォーマット

プロファイル

対応プロトコル

A3、B4、A4

フォーマット：TIFF-FX、圧縮方式：MH、MMR、JBIG

TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J

送信：SMTP、受信：SMTP、POP3
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メールサーバー メールサーバー

直接配信

C社分は出力

A社フォルダー
に保存

パソコン

SMB

■受信ファクス文書を直接配信

ファクス  A社

ファクス B社

ファクス C社

NTTダイヤルインサービスや

発信電話番号通知により

振り分け配信

B社フォルダー
に保存

ファクス受信用紙を削減したい！

メール
サーバー

メール
サーバー

パソコン

標準：8×3.85本/mm、200×100dpi（7.9×3.9ドット/mm）
高画質：8×7.7本/mm、200×200dpi（7.9×7.9ドット/mm）
超高画質：16×15.4本/mm、
超高画質（400dpi）：400×400dpi（15.7×15.7ドット/mm）、
超高画質（600dpi）：600×600dpi（23.6×23.6ドット/mm）

G3：33.6 / 31.2 / 28.8 / 26.4 / 24.0 / 21.6 / 19.2 / 
16.8 / 14.4 / 12.0 / 9.6 / 7.2 / 4.8 / 2.4kbps　
G4：最大64kbps以下＊2

ファクス機能 Eメール／インターネットFAX機能

■インターネット利用で大幅に
　通信コストを削減
インターネット・イントラネットを利用するこ
とにより、遠隔地や海外への通信コストを大
幅に削減できます。

■高速2秒台送信※＆マルチチャネル機能
スーパーG3＆JBIG対応により、高速2秒台
送信※を実現。通信時間の短縮により通信
コストを削減します。またオプションで
ISDNによるG4に対応。G3と合わせて最大
5チャネルまで拡張可能です（オプション）。
※ A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/mm）、
　スーパーG3モード（ITU-T、V.34準拠、28.8kbps）、
　JBIGで送ったときの速さです。

■ファクス送信と同時にパソコン保存、
　Eメール送信が可能
本体に処理手順を登録しておくことにより、
1回のファクス送信で複数のパソコン/サー
バーへのSMB、FTP保存、Eメール送信が
可能。配付作業を効率的に行えます。

■70個のワンタッチダイヤル
よく送る相手先はワンタッチダイヤルに登録
できます。短縮ダイヤルは、標準500件、
オプションで999件まで登録できます。

■ファクス受信文書をダイレクトに
　パソコンへ転送
インターネット・G3ファクスからの受信を自
動的にネットワーク上のパソコンへ転送。
受信文書の取り忘れを防ぎ、用紙の節約に
もなります。

■パソコンからダイレクトにファクス
標準添付のファクスドライバーを使えば、
パソコン上で作成した文書をプリンﾄアウ
トせずに、そのままG3ファクスに送信でき
ます。

ファクス パソコン

LAN

電話回線

メールサーバー

ファクス通信のコストや手間を削減できるEメール/インターネットFAX機能高速・高機能でビジネスを強力にサポートするファクス機能

Eメール送信

親展ボックスに読み込み
（ファクス親展ポーリング予約で親展ボックスに蓄積）

ファクス送信

ファクス

パソコン

● スーパーG3
● ISDN-G4（オプション）
● マルチチャネル機能
● 最大5チャネル
● （G3：3チャネル、G4：2チャネル）
● 同報送信（549宛先）
● 中継同報/中継指示※

● メモリー送受信
● 両面FAX送受信機能
● 通信予定
● 時刻指定送信
● 宛先別一括送信
● ポーリング通信　　　
● A3サイズ等倍送受信
● 600dpi送受信
● 256階調写真モード
● ブック送信機能

● ミックスサイズ原稿送信
● 90度回転送受信
● 優先通信
● ページ連写
● F網通信
● Fコード通信
● メモリー代行受信
● ページ再送
● 発信元記録［漢字・かな・英数字］
　・送信の日付・時刻・宛先名（18文字）
　・発信者名（30文字）・ページ数
　・トータルページ数の印字
● メモリーバックアップ機能
● ワンタッチダイヤル（70個）
● 短縮宛先（500件）
● 宛先グループ登録（50グループ）
　　　　　　　　 ※当社指定機種間にて可能



受信文書を
直接パソコンへ転送

既存の書類を相手のパソコンにEメール

として送信。受信した書類はプリントアウ

トせずに、画面上で確認・保存ができます。

※オプション ※オプション

パソコン

LAN 電話回線

手書き文書をEメールで
パソコンへ送信

通信コストの削減にも大きく貢献。Eメール/インターネットFAX。通信コストの削減にも大きく貢献。Eメール/インターネットFAX。

※インターネットFAX通信は、モノクロです。

 インターネットFAX機能一覧

● Eメール送信機能
● インターネットFAX機能
● ファクス着信転送

● ネットワークPCファクス

■ 仕様

ファクス

送信原稿サイズ

出力フォーマット

プロファイル

対応プロトコル

A3、B4、A4

フォーマット：TIFF-FX、圧縮方式：MH、MMR、JBIG

TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J

送信：SMTP、受信：SMTP、POP3
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！ファクスの通信費を削減したい

メールサーバー メールサーバー

メール
サーバー

メール
サーバー

パソコン

ファクス機能 Eメール／インターネットFAX機能

■インターネット利用で大幅に
　通信コストを削減
インターネット・イントラネットを利用するこ
とにより、遠隔地や海外への通信コストを大
幅に削減できます。

■ファクス送信と同時にパソコン保存、
　Eメール送信が可能
本体に処理手順を登録しておくことにより、
1回のファクス送信で複数のパソコン/サー
バーへのSMB、FTP保存、Eメール送信が
可能。配付作業を効率的に行えます。

■ファクス受信文書をダイレクトに
　パソコンへ転送
インターネット・G3ファクスからの受信を自
動的にネットワーク上のパソコンへ転送。
受信文書の取り忘れを防ぎ、用紙の節約に
もなります。

■パソコンからダイレクトにファクス
標準添付のファクスドライバーを使えば、
パソコン上で作成した文書をプリンﾄアウ
トせずに、そのままG3ファクスに送信でき
ます。

ファクス パソコン

LAN

電話回線

メールサーバー

ファクス通信のコストや手間を削減できるEメール/インターネットFAX機能

Eメール送信

親展ボックスに読み込み
（ファクス親展ポーリング予約で親展ボックスに蓄積）

ファクス送信

ファクス

パソコン

● スーパーG3
● ISDN-G4（オプション）
● マルチチャネル機能
● 最大5チャネル
● （G3：3チャネル、G4：2チャネル）
● 同報送信（549宛先）
● 中継同報/中継指示※

● メモリー送受信
● 両面FAX送受信機能
● 通信予定
● 時刻指定送信
● 宛先別一括送信
● ポーリング通信　　　
● A3サイズ等倍送受信
● 600dpi送受信
● 256階調写真モード
● ブック送信機能



このカタログの記載内容は
2007年10月現在のものです。

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。
もしおわかりにならない場合は当社におたずねください。

オフィスネットワークカンパニー

DP-JJCT60AF2

●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。●本カタログは資源保護のため再生紙および植物性大豆油インキを使用しています。
●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。
●松下電器ホームページ  panasonic.co.jp  松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

●お問い合わせは...

外形寸法（単位：mm）

上面図

正面図

DP-C450 標準仕様

967

780

666

1,143

質量：175.7kg

＜品番＞
■ DP-C450

コンソールタイプ
フルカラー
600×600dpi（23.6×23.6ドット/mm）　　　　  　　　　　　
600×600dpi（23.6×23.6ドット/mm）　
各色256階調（1,670万色）
45秒※1以下(室温20℃）
シート・ブック　最大297×432mm（A3、11×17”）
最大：A3（297×420mm)、11×17"（279×432mm）、最小：A5（148×210mm）
〔手差しトレイでは最大：12.6×17.7"（320×450mm）、12×18"（304.8×457.2mm）、
最小：官製ハガキ（100×148mm）、封筒（長型洋3号）（120×235mm）〕
画像欠け幅：先端4mm以内、後端2mm以内、奥/手前2mm以内
トレイ：64 ～169g/?、 手差しトレイ：55 ～220g/?
モノクロ：4.5秒（A4ヨコ、モノクロ優先モード時）
カラー：7.0秒（A4ヨコ、カラー優先モード時）
〈等倍〉1:1±0.7%
〈固定倍率〉1:0.500,1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225,1:1.414
〈任意倍率〉1:0.25～1:4.00（1%きざみ）

標準：560枚×4トレイ+手差しトレイ100枚　最大給紙量：2,340枚
999枚　　　　　　　　　　
ＡＣ100Ｖ±10%、15Ａ、50/60Ｈｚ共用
1.5KW以下、スリープモード時：10W、低電力モード時：85W、待機時：230W
幅666×奥行780×高さ1,143mm
175.7kg
幅967×奥行780mm（手差しトレイを最大に伸ばした時）

（A3）
（B4）
（A4ヨコ/B5ヨコ/A5）
（A4タテ/B5タテ）

連続複写速度※3

形式
カラー対応　
読み取り解像度
書き込み解像度
階調/表現色　　　　
ウォームアップ・タイム
複写原稿
複写（用紙）サイズ※2

複写用紙※2

ファーストコピー・タイム

複写倍率

給紙方式/給紙容量※4

連続複写枚数※5

電源　
最大消費電力
大きさ
質量
機械占有寸法

〔モノクロ〕
22枚/分 
27枚/分
45枚/分
34枚/分

〔カラー〕
17枚/分
21枚/分
35枚/分
26枚/分

※1 オプションのファクスキット装着時およびネットワークの環境によっては、45秒以上かかることがあります。
※2 当社推奨用紙をお奨めします。使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
※3 画質調整のため速度が低下することがあります。用紙の種類、トレイによっては生産性が落ちる場合があります。
※4 当社指定紙。
※5 画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

●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7年です。

    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

お問い合せ窓口における
個人情報のお取り扱いについて

当社は2006年8月、日本情報処理
開発協会より適切な個人情報取
り扱い事業者に付与される「プラ
イバシーマーク」を取得しました。

松下電器産業株式会社はおよびその関係会社、お客様の個人情報やお問い合わせ内容を、
ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に提供しません。お問い合わせはお問い合わせ窓口にご連絡ください。

使 用 上 の
ご 注 意
そ の 他 の
付 記 事 項

・コピーには法律によって、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますので、充分ご注意ください。
・著作権の目的となっている書籍、絵画、版画、地図、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。

・Windows  、WindowsNT  は、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
・カタログに記載されている商品名は一般に各社の登録商標・商標です。

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。

●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



消耗品 （税別）

C450

DIC183

オフィスネットワークカンパニー
 〒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

このカタログの記載内容は
2007年10月現在のものです。
DP-JJCR52AF2

●本資料掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。
●本資料は資源保護のため再生紙を使用しています。

備　考品　名 品　番 希望価格

DP-C450 価格・消耗品とオプションのご案内

本体希望価格

備　考

オプション

品　名

フィニッシャーB
フィニッシャーC※

中綴じフィニッシャーC※

サイドトレイ※

ファクスキット
ファクスポート増設キット※

G3増設ポートキット※

ISDN-G3/G4増設ポート※

インターネットFAXキット※

内線/外線切り替えキット※

ハンドセット※

通過スタンプキット赤※

宛先表拡張キット※

データセキュリティキット※

複製管理拡張キット※

PostScript3キット
USB2.0拡張キット※

品　番

DA-FS450
NC100129
NC100130
EC100329
DA-FG45１
EC100344
EC100345
EC100346
EC100457
EC100348
EC100347
WF34
EC100458
EC100459
EC100460
DA-MC450
EC100353

希望価格 標準取付調整費
本体同時 本体別途

200,000円
450,000円
500,000円
10,000円
150,000円
50,000円
100,000円
150,000円
50,000円
15,000円
10,000円
10,000円
15,000円
85,000円
98,000円
160,000円
20,000円

18,500円
18,500円
18,500円
4,500円
18,500円
10,000円
10,000円
12,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
10,000円
4,500円
4,500円

13,500円
13,500円
13,500円

－　　
13,500円
4,500円
4,500円
9,000円
－　　

4,500円
－　　

4,500円
－　　
－　　
－　　
－　　
－　　

5ドメインまでは標準に
含み、それ以上は1ドメイ
ンごとに別途2,000円

※標準取付調整費には、パネル上のアドレス帳など20個分の登録を含みます。
　以降10宛先ごとに別途2,000円となります。（メールアドレスの登録は10カ所ごとに
　別途3,000円となります。）
※プリンタードライバーのパソコンへのインストールは、お客様にて実施していただきます。
　ただし、お客様のご要望により、有償にてお引き受けします。

品　番
DP-C450

本体希望価格
2,560,000円

標準取付調整費
35,000円

通常Dayサービス
受付時間・実施時間

月曜～金曜日（祝日・年末年始除く）※、9：00～17：30

365日サービス
受付時間・実施時間

365日、9：00～17：30 20,000円／年

24時間・365日
サービス

受付時間・実施時間 標準特約料金

標準特約料金

24時間、365日 25,000円／年

インターネットFAX関連 設定費用

セットアップ

FAXゲートウェイ

SMTP/POP3 SMTPとPOP3
両方の変更費用

標準セットアップ設定費
本体と同時
取付時

本体と別途
取付時

備　考

11,000円

11,000円 22,000円

拡張費用

PostScript3キット
インターネットＦＡＸキット

※左記オプションで、部品交換が
　必要になった場合、無償で部品
　を提供いたします。

オプション名 備　考拡張料金（月額）
500円
500円

下記オプション装着時には、別途拡張料金がかかります。

上記の通常Dayサ－ビスに加えて、365日／24時間・365日サービスをご利用の
場合には下記、特約契約が必要です。

使用済み機器引揚げ費用

30kg未満

30kg以上100kg未満

100kg以上200kg未満

200kg以上

※左記引揚げ費用は、標準的な
　引揚げ作業の参考費用です。
※引揚げ機質量は、本体とオプ
　ションを合算した質量です。
※特殊作業（クレーン車使用、
　階段作業など）の場合には、
　別途費用が必要となります。

引揚げ機質量 備　考引揚げ費用
5,000円

10,000円

20,000円

30,000円

使用済み機器を引揚げさせて頂く際に、右記費用がかかります。

（税別） （税別）

（税別）

（税別）

（税別）

2チャネル目の増設時に必要。
2チャネル目以降の増設時に必要。
ファクスキットが必要。
ファクスキットが必要。
ファクスキットが必要。
ファクスキットが必要。
ファクスキットが必要。

平成2書体

パナソニック保守サービス

　　月間プリント枚数
1～1,000枚まで
1,001枚～3,000枚まで
3,001枚以上
最低プリント料金★

モノクロ
8.5円／枚
7.0円／枚
6.5円／枚

カラー
45円／枚
40円／枚
35円／枚

パナソニック・カウンターサービス・システム（通常Dayサービス／
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。※ 別途、特約契約が必要です。

■ パナソニック・カウンターサービス・システム（通常Dayサービス）

■特約契約料金

★「モノクロ」および「カラー」料金を合算した金額が、最低プリント料金を下回る場合に適用します。
※カウンター料金には、トナー、感光体ドラムなどの消耗品類および保守サービス料金が
　含まれています。ただし、用紙代は含まれておりません。
　（トナー別契約もご用意しています。詳細は担当セールスにおたずねください。）
※モノカラー（2色）もカラー料金に含みます。
※カウンターは出力1面ごとに1カウント進みます。両面出力は2カウントとなります。
※ご請求は1カ月単位です。契約有効期間は最長5年間とします。
※この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後7年です。

（税別）

8,500円

※印のオプション品は、Panasonicブランドでの梱包ではございません。

※印の消耗品は、Panasonicブランドでの梱包ではございません。

3,000円
7,500円
4,800円
12,000円

5,000針×3
スタンプ交換キット(赤)※

ホッチキス針
フィニッシャーC用ホチキス針
中綴じフィニッシャーC用ホチキス針

F451
DQ-SS35
CWAA0540
CWAA0501

※年末年始の休日は12月29日～1月3日


