
ドキュプリント

DocuPrint CP310 st
ゴールド、シルバー、ホワイトが、より身近に



クリエイティブの現場をサポート ■デザイン会社　■企業内企画制作部門　■プリントショップなど

ゴールド、シルバー、ホワイトの特殊色印刷を、コンパク
トサイズでお手頃なA4プリンターで実現しました。
リアルなサンプルづくりが求められるデザイン会社は
もちろん、顧客に向けプレミアム感あふれる販促物や
DMを制作したい小売業やサービス業の皆さまにも多彩
に活用いただけます。
ゴールド、シルバー、ホワイト＋ブラックの特殊色専用
プリンター、DocuPrint CP310 st。
この小さな一台が、ビジネスの可能性を大きく広げます。

DocuPrint CP310 st

ゴールド、シルバー、ホワイト…プレミアム感あふれる
特殊色印刷をA4プリンターで実現。

● ゴールド、シルバー、ホワイト＋ブラック、特殊色専用機
● ポストスクリプト互換
● 用紙サイズ：A4
● 用紙坪量：70〜220 g/㎡
● 外形寸法：幅420×奥行481＊×高さ347 mm
＊ Wi-Fiアダプター装着時。

企画制作活動の
表現力アップ
擬似色ではなく
本物に近い色で再現

● 仕上りがイメージ
  できるカンプ作成
● サンプル作成
● 小ロット印刷対応

など

告知リーフレット、DM アイテムデザイン

Printed on DocuPrint CP310 st

Printed on DocuPrint CP310 st

Printed on DocuPrint CP310 st

パッケージサンプル 商品ラベルサンプル



業界初*の特殊色印刷対応A4プリンター
ゴールド、シルバー、ホワイトの特殊色印刷
を初めてA4プリンターで実現しました。
コンパクトサイズでデスクサイドや限られた
スペースにも設置しやすく、特殊色を使った
カンプやチラシなど、特別な印刷物制作が
身近になります。
＊ A4オフィスプリンター市場。2019年10月現在当社調べ。

ポストスクリプト互換
ページ記述言語は、デザイン制作に欠かせない
ポストスクリプトの言語仕様に沿っており、
文書や画像の色、大きさ、形など、パソコンの
機種や使用するソフトウェアにかかわらず、
同じ印刷結果を得ることができます。

■小売り、サービス業　■ホテル、百貨店などプレミアム感のある特殊色印刷を、オンデマンドで

MacにもWindowsにも対応
OSはMacにもWindowsにも、またカラー
モードはCMYKにもRGBにも対応可能。
DTPソフトを駆使するデザイン会社はもち
ろん、Microsoft WordやPowerPointなど
を主に使う一般オフィスでも、幅広い用途で
便利にご利用いただけます。

さまざまな用紙に対応
普通紙をはじめ、コート紙、ラベル紙、フィル
ムなど幅広い用紙が使用できます。
カンプやパッケージ制作、店舗装飾や販促物
などイメージを膨らませていろいろな制作に
お役立てください。
＊ 対応用紙や使用上の制限事項等については、当社の公式サイ

トでご確認ください。

Adobe®Illustrator用
スウォッチデータを提供
お手頃なA4プリンターでありながら、専用の
スウォッチ（ゴールド、シルバー、ホワイト）を
用意しました。代替色からの読み替えや、ス
ウォッチ作成の手間もなく、パソコンのモニ
ター上で仕上がりイメージ通りにスムーズな
デザイン作業が行えます。
＊ 当社の公式サイトから無償でダウンロードいただけます。

ゴールド、シルバー、ホワイト…プレミアム感あふれる
特殊色印刷をA4プリンターで実現。

販促物や店内装飾
の訴求力アップ
特殊色印刷が
ブランドイメージを向上

● チラシ・POP
● ダイレクトメール
● ショップカード
● 商品メニュー　など

飲食店販促物

パーティ案内状、席次表証書など社内制作物

店舗向け販促物



〈複製禁止事項〉　法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、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、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律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、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）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
用するために複製する以外は禁じられています。

〈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、感電する恐れがあります。

本カタログは富士ゼロックスブランドの商品を含みます。
富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。
商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。
Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話
からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年04月現在のものです。　DGE-1362 1910-4

DocuPrint CP310 st の主な仕様

●Windows、Windows Server、PowerPointは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Mac、Mac OS、macOS、OS X、Bonjourは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商
標です。●Adobe、Adobeロゴ、Adobe Illustratorは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のた
め予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ 印刷するデータの内容や用紙種類および使用用途によっては、画質含め期待するような
出力物が得られない場合があります。

※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

基本機能
項目 内容
商品コード NL300073
形式 デスクトップ
プリント方式 LEDゼログラフィー*¹
ウォームアップ時間*² 35秒以下（電源投入時：室温23℃）（スリープモード時は20秒以下）
連続プリント
速度*³

片面印刷時 A4：カラー28枚/分、モノクロ28枚/分
両面印刷時 A4：カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分

ファーストプリント時間*⁴ A4：カラー8.5秒、モノクロ8.5秒
解像度 1200×2400 dpi
階調 各色256階調

用紙
サイズ*⁵

標準
トレイ

A4、B5、A5、A6、レター、リーガル、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき
（日本郵便製）、封筒（洋形2号、洋形4号、洋長形3号、長形3号）、ユーザー定
義用紙（幅76.2 mm～215.9 mm、長さ148 mm～355.6 mm）

手差し
トレイ

A4、B5、A5、A6、レター、リーガル、郵便はがき（日本郵便製）、往復はがき
（日本郵便製）、封筒（洋形2号、洋形4号、洋長形3号、長形3号）、ユーザー定
義用紙（幅76.2 mm～215.9 mm、長さ127 mm～355.6 mm）

オプション トレイモジュール：A4、B5、A5タテ、レター、リーガル、ユーザー定義用紙
（幅76.2 mm～215.9 mm、長さ190.5 mm～355.6 mm）

両面印刷 A4、B5、A5タテ、レター、リーガル、ユーザー定義用紙（幅139.7 mm～215.9 mm、
長さ210 mm～355.6 mm）

像欠け幅 先端/後端/左右端：4.1 mm

用紙
坪量*⁵

標準トレイ 70～220 g/㎡
手差しトレイ 70～220 g/㎡
オプション トレイモジュール：70～220 g/㎡
両面印刷 70～176 g/㎡

給紙容量*⁶
標準 標準トレイ：250枚、郵便はがき（日本郵便製）100枚

手差しトレイ：50枚、郵便はがき（日本郵便製）20枚
オプション トレイモジュール：550枚×1段
最大 最大850枚［標準＋トレイモジュール］

出力トレイ容量*⁶ 150枚（フェイスダウン）
両面機能 標準
CPU ARM Many core ASIC 733 MHz
メモリー容量 512 MB（最大512 MB）※メモリーの増設はできません。
搭載フォント 日本語 2書体（平成明朝体TM、平成角ゴシック体TM）、欧文 81書体
ページ記述言語 ポストスクリプト互換
エミュレーション －
インターフェイス Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T*⁷、

IEEE802.11b / g / n*⁷、USB 2.0 
対応プロトコル TCP/IP（IPv4/IPv6：Port9100、lpd、IPP、Web Services on Devices）
電源*⁸ AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音*⁹ 稼動時：6.78 B、52.3 dB（A）　レディー時：3.99 B、25.2 dB（A）
最大消費
電力

最大：1160 W、スリープモード時：0.9 W
平均 稼働時：455 W　レディー時：42 W

エネルギー消費効率*¹⁰ 66 kWh/年　区分：プリンターA
外形寸法*¹¹ 幅420×奥行481*¹²×高さ347 mm
質量 約24.1 kg（消耗品含む）、約23.7 kg（消耗品含まず）
使用環境*¹³ 温度：10～32 ℃　湿度：10～85 %（結露による障害は除く）
商品寿命*¹⁴ 10万ページ、または5年の早い方

＊1：LED＋乾式電子写真方式。＊2：当社測定基準による測定値。＊3：A4同一原稿連続プリント時。郵便はがき（日本郵
便製）などの用紙種類、サイズやプリント条件によっては速度が低下します。また、画質調整のため、速度が低下する場合が
あります。本機ではゴールド、シルバー、ホワイト、ブラックトナーを使用。＊4：本体給紙トレイから給紙した場合。数値は
出力環境によって異なります。＊5：推奨用紙をご使用ください。用紙の種類（紙質、サイズなど）によっては、正しく印刷でき
ない場合があります。特にユーザー定義用紙のご使用にあたっては、用紙走行性の事前確認をお願いします。インクジェッ
ト専用用紙は使用しないでください。「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは使用できない場合があります。使用済
用紙の裏面および事前印刷用紙への印刷や、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良な
どの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますの
で、事前に印刷品質の確認を推奨します。なお、推奨用紙や事前の用紙走行確認については、販売店もしくはプリンターサ
ポートデスク（0120-66-2209）までお問い合わせください。＊6：C²紙（70 g/㎡）。＊7：有線LANと無線LANは同時に使
用できません。＊８：推奨コンセント容量。機械側最大電流は 12 A。＊９：ISO7779に基づき測定。単位B：音響パワーレ
ベル（LWAd）、単位dB（A）：放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。＊10：省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定
方法による数値。＊11:手差しトレイを閉じた本体のみ。＊12：Wi-Fiアダプター装着時。＊13：使用直前の温度、湿度の環
境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。
＊14：印刷可能ページ数は、A4普通紙を片面連続印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷
条件やプリンターの電源投入頻度などにより変動します。また、定期交換部品の交換が必要です。

本体価格 ※表記の価格は全て税別価格です。

商品名 商品コード 標準価格

DocuPrint CP310 st NL300073 348,000円

＊1: 印刷可能ページ数は、A4サイズで各色像密度5%を前提とした参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容
や、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整
動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。＊2: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密度各色
5%、一度に印刷する枚数を平均3枚連続プリントした使用条件を満たした参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷
内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持の
ための調整動作などにより大きく異なることがあります。

分類 商品名 商品コード 標準価格 備考

ト
ナ
ー

小容量トナーカートリッジ CP310 st 専用ブラック（K） CT203313 4,000円 約01000ページプリント可能。*¹
小容量トナーカートリッジ ゴールド（GLD） CT203314 8,500円 約01000ページプリント可能。*¹
小容量トナーカートリッジ シルバー（SLV） CT203315 8,500円 約01000ページプリント可能。*¹
小容量トナーカートリッジ ホワイト（WHT） CT203316 8,500円 約01000ページプリント可能。*¹
トナーカートリッジ  CP310 st 専用ブラック（K） CT203317 9,600円 約02800ページプリント可能。*¹
トナーカートリッジ  ゴールド（GLD） CT203318 20,000円 約02800ページプリント可能。*¹
トナーカートリッジ  シルバー（SLV） CT203319 20,000円 約02800ページプリント可能。*¹
トナーカートリッジ  ホワイト（WHT） CT203320 14,300円 約02000ページプリント可能。*¹

ド
ラ
ム

ドラムカートリッジ  CP310 st 専用ブラック（K） CT351200 11,500円 約20000ページプリント可能。*²
ドラムカートリッジ  ゴールド（GLD） CT351201 11,500円 約20000ページプリント可能。*²
ドラムカートリッジ  シルバー（SLV） CT351202 11,500円 約20000ページプリント可能。*²
ドラムカートリッジ  ホワイト（WHT） CT351203 11,500円 約20000ページプリント可能。*²

他 トナー回収ボトル CWAA0915 3,000円 約10000ページプリント可能。*²

消耗品価格一覧 ※表記の価格は全て税別価格です。

商品名 商品コード 標準価格 備 考
トレイモジュール EL300921 50,000円 550枚（P紙使用時）。1段まで増設

可能。質量6.6 kg
専用キャビネット EL300922 30,000円 プリンター本体設置用。キャス

ター付き。質量19.2 kg
専用キャスター台 EL300923 17,000円 プリンター本体設置用。キャス

ター付き。質量4.3 kg

オプション品価格一覧 ※表記の価格は全て税別価格です。

＊ 最新対応OSについては当社公式サイトをご覧ください。

対応OS
項目 内容

対応 OS* 標準

Windows 10（32ビット/64ビット）、Windows 8.1（32ビット/64ビット）、
Windows 7（32ビット/64ビット）、Windows Server 2019（64ビット）、
Windows Server 2016（64ビット）、
Windows Server 2012 R2（64ビット）、Windows Server 2012（64ビット）、
Windows Server 2008 R2 （64ビット）
macOS 10.15/10.14/10.13/10.12、OS X 10.11/10.10

本体附属品
●トナーカートリッジ（スタータートナー）　●ドラムカートリッジ　●トナー回収ボトル
●Wi-Fiアダプター　●電源コード　 ●保証書　 ●保守連絡先カード　 ●設置ガイド
●ソフトウェア/製品マニュアルCD-ROM　（プリンタードライバー、ユーザーズガイド、原稿作
成ガイド、他）
※ ご購入時、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルは本体に装着済み。
※ 商品同梱のトナーカートリッジは、印刷可能ページ数が約1000枚のスタータートナーです。
※ 本体付属品の内容は予告なく変更になる場合がございます。


