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スタッフの｢簡潔で迅速､かつ正確｣な業務を実現し、
お客さまの期待と信頼に応える｢最適ソリューション｣｡
いつもお客さまの立場を最優先に考え､スムーズなサービス提供を実現するため､
必要十分な機能を使いやすくコンパクトにまとめた､｢A4カラープリンター&複合機｣のご提案です｡
コスト削減はもちろんのこと、オペレーションの効率化やマネジメント対策､ペーパーレス化にも対応し､
日々の作業での高い利便性を実現｡スタッフのスマートな働き方を支援します。

SALE

小売店 保育園

病院・クリニック

対応サイズ

はがきA4

ネットワーク

1000/100/10Ethernet
IEEE802.11b/g/n

＊2解像度

1200
2400 dpi

両面印刷

標準

ランニングコスト＊3

カラー約14.0円 
モノクロ約3.1円

両機種共通

DocuPrint
CM310 z II

商品コード NL300069
本体標準価格 174,800円

カラー

28
枚/分＊1

モノクロ

28
枚/分＊1

A4
フルカラー
複合機

プリント、コピー､スキャン､
ファクス機能を搭載。
両面印刷、無線LAN対応の
A4カラープリンター複合機。

プリント コピー スキャン ファクス

カラー

28
枚/分＊1

モノクロ

28
枚/分＊1

A4
フルカラー
プリンター

DocuPrint
CP310 dw II

商品コード NL300070
本体標準価格 119,800円

両面印刷､無線LAN対応の
コンパクトなA4カラープリンター

プリント

＊1 A4同一原稿連続プリント時（普通紙）。  ＊2 無線LANと有線LANは同時使用はできません。  
＊3 大容量トナーカートリッジ（シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック）使用時。
　　JIS X 6932（ISO/IEC19798）に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の参考値です。

介護施設調剤薬局
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DocuPrint CM310 z II
のみ対応

+ =
表面 裏面

表面と裏面を
1枚の画像に

IDカードなどの表面と裏面を1ページにおさめてスキャンする機能

IDコピーの機能を、スキャンでも活用できるようになりました。例えば、
「運転免許証」「身分証明書」など、表面と裏面があるカードをスキャン
する場合、通常、2つの画像ファイルになりますが、この機能を使えば
1枚の画像にレイアウトしてスキャンできます。
また、ヘルスケア業種向けには「保険証スキャン」機能を搭載。保険証の
種類に応じて、片面・両面をその都度画面で選択してスキャンできます。

電子化が進む医療機関や店舗の業務効率をさらに改善。

宛先再入力 or 再選択。
宛先の２度入力、または宛先表
からの再選択でミスを回避。

宛先表以外の送信禁止。
あらかじめ登録された宛先以外
の送信を禁止。

宛先確認画面の表示。
送信前に確認画面を表示し、
間違った宛先は戻って修正が
可能。

同報指示時の宛先確認､
不要宛先の削除。
送信前に確認画面を表示し、
間違った宛先は戻って削除や
修正が可能。

宛先間違いのファクス誤送信を防止

誰もが起こす可能性のある、ファクスの宛先間違いによる誤送信を防
止します。個人情報など重大な情報漏えいにもつながる誤送信リスク
を抑えるための､セキュリティー機能を充実させています。

「患者 ID」「文書名」
「作業者 ID」の
バーコードを
読みスキャン

患者 IDや文書名等が
ファイル名に付与され
検索が容易に

患者 ID
（診察券）

作業者 ID
（職員証）

文書名

バーコードリーダーを活用し、スキャン文書の検索キーワードを付与

スキャン文書を業務で利活用するためには、ファイル名や属性を正し
く付与することが重要ですが、この作業負荷が現場の課題になってい
ます。
本機能では、日常業務で使用されているバーコードを市販のリーダー
で読み取り、その情報をファイル名にすることができます。使い慣れた
リーダで直感的に操作でき、入力漏れや間違いを低減するとともに、
検索効率を向上。文書管理ルールの標準化に寄与します。
例えば、医療施設では、問診票や紹介状などを電子保存する際に活用
していただけ、「患者ID」「文書名」「作業者ID」の3つの情報を付与す
ることができます。
※オプションの「バーコードScanキット」が必要。

受信ファクス

Eメール送信
スマートフォンで
ファクス内容を確認

プリント

PC転送

多彩に活用できるペーパーレスファクス
ペーパーレスファクスを活用すれば、いつでも、どこでもファクスを確認でき、タイムリーな対応が可能になります。

ムダな紙出力を削減
受信したファクスをすぐに出力せず、本体の親展ボックスに蓄積
させ、操作パネルで確認後に必要なものだけプリントできます。
外出先でもファクス確認
複合機の親展ボックスに受信したファクスを、お使いのスマート
フォンやタブレット端末にメール転送でき、移動先でも確認でき
るようになります。
自動で振り分け＊

ファクス番号や受信した日付でファクス受信文書を仕分け、指定
のサーバーや共有フォルダーに転送したり、メール送信したりで
きます。
＊ オプション。

時間や曜日で動作を変更＊

オフィスにいる昼間は紙で出力し、夜間はパソコンに転送するな
ど、時間・曜日・期間で受信時の動作を自動で切り替えられます。
＊ オプション。
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設置の自由度が高く､狭い場所でも前面操作ができる工夫の数々。

幅420 mmのコンパクト設計 

置き場所を選ばないコンパクトな設計だから、机の周りや専用キャス
ター台による床置き設置など、さまざまな環境に対応。お客様のご要
望に合わせて構成をお選びいただけます。

トナーカートリッジの交換が前面操作

頻繁に操作されるトナーカートリッジの交換や各種用紙の補給など、
本体機器の前面から簡単に操作できる設計としています。

手差しトレイ：100枚

トレイ1：250枚

トレイ2（オプション）：550枚

最大給紙容量
900枚

最大給紙容量900枚

標準はトレイ1の250枚に加え、手差しトレイ100枚の給紙が可能｡さ
らに､オプションのトレイ2に550枚を追加でき、最大給紙容量が900
枚になります。

チルト機構で前後の角度調整可能

直観的なUI （ユーザーインターフェイス）操作

新設計の4.3型カラータッチパネルを採用。複雑なハードボタンをな
くし、タッチディスプレイだけですべての操作が可能。画面は上下に
動かしながら表示ができます。

自在に多彩に繋がるネット環境との連携活用で､快適業務を実現。

Cloud Service Hub

Dropbox® Google
DriveTM

Box® SharePoint®   
Online

Evernote®OneDrive®

Working
Folder®

標準で無線LAN環境･Wi-Fi Direct®対応

ヘルスケアや店舗のワークシーンで、タブレットの普及が進んでいる
中、本機は標準で無線LANに対応しています。また、Wi-Fiダイレクト
の機能＊1＊2を使うことで、社内LANに接続していないPCやタブレッ
トでも簡単にプリントやスキャン＊3ができます。
さらに、NFC機能も搭載しており、タブレットやスマートフォン＊4を本
体パネル操作部にタッチするだけでプリントやスキャン＊3をすること
もできます。＊5

＊1 有線LANと無線LANは、同時利用することができません。
＊2 有線LANまたは無線LANとUSB接続は、同時に利用可能です。
＊3 スキャンはDocuPrint CM310 z IIのみ対応。
＊4 Android4.4以降、iOS搭載機種。
＊5 PrintUtility（Ver2.2以降）のインストールが必要です。

プリントスマートフォン
タブレット

複合機から直接クラウドサービスにアクセス

A4カラープリンター複合機でスキャンした文書をCloud Service 
Hub＊1を経由して、お使いのクラウドサービスに保存できます。例え
ば、クラウド上に保存し、情報共有することが可能。クラウドサービス
に保管しておいた文書＊2を、複合機の操作パネルから直接選んでプ
リントすることもできます。
＊1 富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービス。別途、サービス契約が必
要です。
＊2 プリント可能なフォーマットはPDF、Excel®、Word、PowerPoint®などです。

トナーカートリッジ交換イメージ
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基本画素

基本画素

600 dpi

1200×2400 dpi

スムーズに再現

600 dpi（約42ミクロン）が基本画素なので、
補正処理をしても段差が見える。

美
美

1200×2400 dpiの高解像度

お客様や利用者にお渡ししたり、見せたりする文書の見栄えは、サービ
スの品質そのものです。
本機はLEDプリントヘッドの搭載により、上級モデルに匹敵する1200 
×2400 dpiの高解像度出力を実現。さらに、Super EA-Ecoトナーとの
組み合わせで、細やかな文字や細線もくっきりと印刷できます。

標準時 ややうすい
トナー消費
削減率約20％

うすい
トナー消費
削減率約40％

かなりうすい
トナー消費
削減率約50％

ランニングコストを低減､トナー節約

トナーセーブ量を､｢ややうすい｣｢うすい｣｢かなりうすい｣の3段階＊1

から設定し選択できます｡＊2高画質を必要としない文書など、品質を
それほど落とさずにプリントができます。
※ Windows®ドライバーのみ対応。
＊1 標準時を含めると4段階の画質選択が可能です。
＊2 トナー節約機能を選択した場合、おすすめ画質タイプは選択できません。

USB接続設定の煩わしい手間を解消

これまでUSB接続の場合は、同機種のプリンターや複合機を増設し
たり入れ替えたり、新規接続をするたびに、プリンタードライバーの再
インストールが必要でした。USBポート固定機能は、この手間を解消
します。

サービスロック制御

管理者の権限で､各種の機能をロックすることができます。例えば、コ
ピーやUSBダイレクトプリントのカラー出力などの制御。管理者には
すべての機能を開示する暗証を与えて、ユーザーにはモノクロプリン
トしか使用できないようにするなどの制御が可能です。 ネットワーク上にあるプリンターの消耗品切れを事前通知し、

簡単発注

Supply Monitor（サプライ モニター）＊1を管理部門のPCにインス
トールすることで、ネットワーク上のDocuPrintシリーズ＊2の消耗品
残量を検知＊3できます。さらにインターネットショップ「イー・クイッ
クス」にリンクし、消耗品切れの前のタイミングで機種に対応する消
耗品を画面に表示。消耗品のご注文を簡単に行え、日々の現場の業
務を止めません。
＊1 当社公式サイトから無償でダウンロードできます。商品詳細情報および最新対応機種は、公式

サイトをご覧ください。 
＊2 最大100台まで同時に登録可能です。他社機や複合機が表示される場合もありますが、動作

保証外となります。 
＊3 用紙（用紙切れ、紙づまり）や定期交換部品に関する情報は監視できません。 

発注メール

消耗品配送

管理部門

消耗品の
情報を管理

拠点A 拠点B 拠点C 拠点D

当社
e-qix

DocuPrint CM310 z II
のみ対応

プリント集計管理で､利用量の抑制可能

プリント集計管理機能を有効にすると、本機に登録されたユーザー
（登録ユーザー）だけがプリントできるようになります。登録ユーザー
ごとにカラープリントの利用や上限枚数の制限や、プリントの利用量
を集計したりできます。
※ユーザー登録や利用制限の設定は、CentreWare Internet Servicesで行います。

さまざまな文書や掲示物の出力をこの1台で対応。

煩雑な運用･管理を､無理なく手間なく､一元管理。

マシンライフ20万枚の耐久性

コンパクトなボディで、約20万枚の高耐久性を実現しました。大量
出力の環境でも業務を止めません。
＊ A4サイズで20万枚もしくは5年の早い方。定期交換部品を適切に交換した場合。

さまざまな用紙種類や用紙サイズに対応

ヘルスケア業種で一般的なA5サイズの出力はもちろん、60〜220 
g/㎡の厚さに対応しているのでコート紙、ラベル紙、封筒などの幅広
い用紙が使用できます。また、飲食店などで、ポスターやPOPにラミ
ネートをお使いであれば、耐水紙への置換えができ、作成作業の手
間を軽減できます。

表彰状POPポスター

領収証

領　収　証
氏　　　名

発行日 年 月 日様

保
　
　険

初・再診料

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

点

円
円

円
円

円

注　　射

※領収書の再発行はできませんので大切に保管してください。

処　　置 リハビリテーション

在宅医療 画像診断

保　　険 保険外負担

検　　査

合　　計

負　担　額

領収額合計

投　　薬医学管理等

印
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DocuPrint CM310 z II の主な仕様
基本機能 / コピー機能 

プリント機能
項目 内容
形式 内蔵型
連続プリント速度*1 基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み解像度 基本機能/コピー機能に準ずる
ページ記述言語 PCL6
対応プロトコル TCP/IP（IPv4/IPv6：Port9100/lpd/ IPP/IPPS/Web Services on Devices）
内蔵フォント 日本語2書体（平成明朝、平成角ゴシック）、欧文81書体
エミュレーション PCL5e、PDF*2、TIFF*2、JPEG*2　  

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T*3、
IEEE802.11b / g / n*3、USB 2.0

＊1：画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合がありま
す。＊2：USBメモリーに対応。＊3：有線LANと無線LANは同時に使用できません。

スキャン機能 
項目 内容
形式 カラースキャナー
原稿サイズ 基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度 基本機能/コピー機能に準ずる
原稿読み取り速度* 自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる
インターフェイス プリント機能に準ずる

PC保存 
対応プロトコル TCP/IP（SMB、FTP）
出力フォーマット JPEG、TIFF、マルチページ TIFF、PDF、XDW（DocuWorks）

メール
送信

対応プロトコル TCP/IP（SMTP）
出力フォーマット JPEG、TIFF、マルチページ TIFF、PDF、XDW（DocuWorks）

＊：原稿によって読み取り速度は異なります。

項目 DocuPrint CM310 z II
商品コード NL300069
形式 デスクトップ
メモリー容量*1 1 GB（オンボード）
カラー対応 フルカラー
読み取り解像度 600×600 dpi
書き込み解像度 1200×2400 dpi
階調/表現色 各色256階調（1670万色）
ウォームアップ・タイム 45秒以下（室温23℃）
リカバリータイム

（スリープ復帰時間） 20秒以下（室温23℃）

原稿サイズ シート・ブック共に最大215.9×297 mm（A4）
自動原稿送り装置使用時：最大215.9×355.6 mm（A4、リーガル）

用紙
サイズ

最大 A4、リーガル
最小 A6
画像欠け幅 先端4.1 mm、後端4.1 mm、左/右4.1 mm

用紙
坪量*2

トレイ 60 〜 220 g/㎡
手差しトレイ 60 〜 220 g/㎡

ファーストコピー・
タイム

モノクロ：プラテン12.5秒、自動原稿送り装置12.5秒
（A4 / モノクロ優先モード時）
カラー：プラテン14.5秒、自動原稿送り装置15.5 秒

（A4 / カラー優先モード時）

複写
倍率

等倍 1:1± 1.3 %
固定倍率 50 %、70 %、81 %、100 %、122 %、141 %、200 %
任意倍率 25 〜 400  %（1 %きざみ）

連続
複写
速度*3

A4/B5
（片面印刷時）

モノクロ28枚/分、
カラー 28 枚/分

A4/B5
（両面印刷時）

モノクロ18ページ/分、
カラー 18 ページ/分

給紙方式
/給紙
容量*4

標準 250枚×1トレイ + 手差しトレイ100枚
オプション トレイモジュール：550枚 
最大 900枚（標準+トレイモジュール）

連続複写枚数*5 99枚
出力トレイ容量*4 150枚（A4）
電源*6 AC100 V ± 10%、15 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 最大：1200 W、スリープモード時：0.9  W
エネルギー消費効率*7 73 kWh/年　区分：複合機a
大きさ 幅420×奥行503×高さ500 mm（自動原稿送り装置付き）
質量*8 30.2 kg
機械占有寸法*9 幅870×奥行1265 mm

騒音*10 稼動時：6.9 B、53.1 dB
レディー時：4.3 B、27.8 dB

商品寿命*11 20万ページ、または5年の早い方
＊1：出力データの種類や内容によっては、出力画像を保証できない場合があります。＊2：当社推奨紙をご使用くださ
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。インクジェット専用用紙はご使用
にならないようお願いします。「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。使用済み用
紙の裏面や事前印刷用紙への印刷、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。＊3：画質調整のため速度が低下することがあります。用紙設定によっては生
産性が落ちることがあります。＊4：当社P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。＊6：推奨コンセント容量。機械側最大電流は、12 A。＊7：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。＊8：消耗品は除く。＊9：フロントカバー、サイドカバー、リアカバーが開いている状態。＊10：ISO7779に基づ
き測定。単位B：音響パワーレベル（LwAd）、単位dB：放射音圧レベル（LpAm）（バイスタンダ位置）。＊11：商品寿命ペー
ジ数は、A4用紙を一度に3枚印刷した場合です。使用する用紙サイズ、一度に印刷するページ数、電源のON/OFF頻度な
どの条件により大きく前後する場合があります。

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　●電話線ケーブル＊
●電源コード　　　　  ●保証書 　　　　　  ●保守連絡先カード　　
●基本操作ガイド　　  ●オンラインユーザー登録のご案内
●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、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 800 ページ（JIS X 6932

（ISO/IEC 19798）に基づく測定基準での概算値）のスタータートナーです。
＊ DocuPrint CM310 z II のみ附属しています。（6 極 2 芯）

DocuPrint CP310 dw II の主な仕様
プリント機能 
項目 DocuPrint CP310 dw II
商品コード NL300070
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 20秒以下（電源投入時：室温23℃）（スリープモード時も同じ）

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8.0秒

解像度 1200×2400 dpi
階調 各色256階調（1,670万色）

用紙
サイズ*5

標準
トレイ

A4、B5、A5、A6*6、レター、リーガル、はがき*6、往復はがき*6、封
筒（洋形2号、洋形4号、洋長形3号、長形3号）*6、ユーザー定義用紙
（幅76.2 mm〜215.9 mm、長さ148 mm〜355.6 mm）*6

手差し
トレイ

A4、B5、A5、A6*6、レター、リーガル、はがき*6、往復はがき*6、封
筒（洋形2号、洋形4号、洋長形3号、長形3号）*6、ユーザー定義用紙
（幅76.2 mm〜215.9 mm、長さ127 mm〜355.6 mm）*6

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）*6

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
139.7mm〜215.9mm、長さ210mm〜355.6mm）*6

像欠け幅 先端 / 後端 / 左右端：4.1 mm

用紙
坪量*5

標準トレイ 60〜220 g/㎡
手差しトレイ 60〜220 g/㎡
オプション トレイモジュール：60〜220 g/㎡
両面印刷 64〜176 g/㎡

給紙容量*7

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 100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900枚（標準+トレイモジュール）

出力トレイ容量*7 150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
搭載フォント 日本語 2書体（平成明朝、平成角ゴシック）、欧文 81書体
ページ記述言語 PCL6
エミュレーション PCL5e

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T*8、
IEEE802.11b / g / n*8、USB 2.0 

対応プロトコル TCP/IP（IPv4/IPv6：Port9100、lpd、IPP/IPPS、Web Services on 
Devices）

電源*9 AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用

騒音*10 稼動時：6.9 B、53.1 dB
レディー時：4.3 B、27.8 dB

最大消費
電力

最大：1200 W、スリープモード時：1.0 W
平均消費
電力

稼働時：357 W
レディー時：44 W

エネルギー消費効率*11 66 kWh/年　区分：プリンターA
外形寸法*12 幅420×奥行481*13×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*14 温度：10〜32 ℃　湿度：15〜85 %（結露による障害は除く）
商品寿命*15 20万ページ、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：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。＊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： Mac OS Xドライバーでは対応していません。＊7：当社P紙（64 g/㎡）。＊8：有線LANと無線LANは同時に使用できませ
ん。＊9：推奨コンセント容量。機械側最大電流は 12 A。＊10：ISO7779に基づき測定。単位B：音響パワーレベル（LwAd）、
単位ｄB：放射音圧レベル（バイスタンダ位置）。＊11：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。
＊12: 手差しトレイを閉じた本体のみ。＊13：Wi-Fiアダプター装着時。＊14：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。＊15：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。

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）、
Windows Server 2008（32ビット/64ビット）
macOS 10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8、Mac OS X 10.7

＊ Mac OS Xドライバーの対応可能な用紙サイズは、A4、B5、A5、レター、リーガルです。最新の対応OSについては当
社の公式サイトをご覧ください。 https://www.fujixerox.co.jp/download/defacto/
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両面出力機能
項目 内容

自動両面可能用紙サイズ 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）*

用紙坪量 64 〜 176 g/m2

＊： Mac OS Xドライバーでは対応していません。

自動両面原稿送り装置
項目 内容
原稿送り装置の種類 1パス両面原稿送り装置
原稿サイズ*1 最大：リーガル　最小：A5
用紙坪量 60〜128 g/m2

原稿積載枚数*2 50枚

原稿読み
取り速度

コピー時 モノクロ27.5枚/分、
カラー18枚/分 （A4片面）  

スキャン時
モノクロ36枚/分、カラー18枚/分
1パス両面読み取り時：モノクロ44ページ/分、カラー18ページ/分

（A4、片面、200 dpi、保存先：USBメモリー）
＊1： 非定形サイズでは、幅148 〜 215.9 mm×長さ210 〜 355.6 mm。＊2： 64 g/㎡（A4用紙）。

ダイレクトファクス機能
項目 内容
送信原稿サイズ ファクス機能の送信原稿サイズに準ずる
送信画質* ファクス機能の走査線密度に準ずる
通信速度 ファクス機能に準ずる
適用回線 ファクス機能に準ずる

＊： 圧縮方式はMHのみとなります。

※ 万一本体の記憶媒体に不具合が生じた場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録さ
れたデータなどが消失することがあります。データの消失による損害については、当社は一切そ
の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

※ 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。

ファクス機能
項目 内容
送信原稿サイズ 原稿台：最大A4/レター、自動原稿送り装置：最大リーガル
記録紙サイズ 最大：リーガル　最小：A4/レター　
電送時間 約3秒*
通信モード ITU-T G3

走査線密度
標準 8×3.85本/mm、200×100 dpi
高画質/写真 8×7.7本/mm、200×200 dpi
超高画質 16×15.4本/mm、400×400 dpi

符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
通信速度 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 / 2.4 kbps
適用回線 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網（PSTN）、最大1ポート

＊： A4サイズの700字程度の原稿を標準画質（8×3.85本/mm）、高速モード（28.8kbps：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。
※ ご利用されようとしている回線が、DSL（デジタル加入者回線、光回線、IP電話回線）の場合には、伝送路の回線品
質（パケットロス、エコー、遅延など）により、ファクス通信がエラーになる場合があります。このようなファクス通
信に関する回線品質は、サービスプロバイダーにお問い合わせください。

＊1: 印刷可能ページ数は、JIS X 6932（ ISO/IEC 19798）に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。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%、カラープリント比率100%、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。＊3: 印刷可能ページ数は、A4、片面プリント、像密
度各色5%、カラープリント比率50%でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、連続プリント枚数、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。

※表記の価格は全て税別価格です。

分類 商品名 商品コード 標準価格 備 考

ト
ナ
ー

トナーカートリッジ　ブラック（K） CT202677 10,300円 約03,000ページプリント可能。＊1

トナーカートリッジ　シアン（C） CT202678 11,800円 約03,000ページプリント可能。＊1

トナーカートリッジ　マゼンタ（M） CT202679  11,800円 約03,000ページプリント可能。＊1

トナーカートリッジ　イエロー（Y） CT202680 11,800円 約03,000ページプリント可能。＊1

大容量トナーカートリッジ　ブラック （K） CT202681 17,000円 約06,000ページプリント可能。＊1

大容量トナーカートリッジ　シアン（C） CT202682 20,900円 約06,000ページプリント可能。＊1

大容量トナーカートリッジ　マゼンタ（M） CT202683 20,900円 約06,000ページプリント可能。＊1

大容量トナーカートリッジ　イエロー（Y） CT202684 20,900円 約06,000ページプリント可能。＊1

ド
ラ
ム

ドラムカートリッジ　ブラック（K） CT351110 8,000円 約50,000ページプリント可能。＊2

ドラムカートリッジ　シアン（C） CT351111 8,000円 約50,000ページプリント可能。＊2

ドラムカートリッジ　マゼンタ（M） CT351112 8,000円 約50,000ページプリント可能。＊2

ドラムカートリッジ　イエロー（Y） CT351113 8,000円 約50,000ページプリント可能。＊2

他 トナー回収ボトル CWAA0915 3.000円 約30,000ページプリント可能。＊3

消耗品価格一覧

消耗品

※ トナーカートリッジは「非互換」の商品にもセット可能で
すが、動作しませんので、よく種別を確認してお使いくだ
さい。

トナーカートリッジ 大容量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

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

バ ー コ ー ドScan
キット EC103765 50,000円 DocuPrint CM310 z II 専用オプション。

※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
DocuPrint CP310 dw II NL300070 119,800円 トナーカートリッジ（ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー）

各色1本＊ 、ドラムカートリッジ（ブラック、シアン、マゼン
タ、イエロー）各色1本、トナー回収ボトル（1本）を含む。DocuPrint CM310 z II NL300069 174,800円

＊：商品同梱のトナーカートリッジの印刷可能ページ数は、カラー各色約 800 ページ、モノクロ約 800 ページとなります。

本体価格 ※表記の価格は全て税別価格です。

オプション品価格一覧オプション （全機種共通）
専用キャスター台専用キャビネットトレイモジュール



リサイクル回収/配送
●回収したカートリッジはリサイクルに
より資源の有効活用と環境保全に努め
ます。

●16時までにご連絡いただくと翌日回収。
（土日、祝日のご依頼・一部地域を除く）
●回収は当社指定業者がお伺いします。
●回収費用は無償。

回収費用は無料。資源の有効活用のため、ぜひご利用ください。
当社のトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは、再利用を前提としたリサイクル対
応設計です。そのために「使用済みカートリッジ無償回収」を行っています。ご使用
済みになったときに、ご連絡いただくだけで、無料で回収にお伺いします。資源の有
効活用と環境保全に努める一環としてのこのサービスを、有効にご活用ください。

お電話かファクスをいただくだけで、回収にお伺いします。
また、Webサイトからも直接お申し込みいただけます。
ファクスの場合は、カートリッジに同封されている「使用済みカートリッジ回収
依頼」にご記入の上、お送りください。

回収お申し込み　
富士フイルムビジネスイノベーションカストマーコンタクトセンター回収受付

0120-04-0692TEL
9:00～17：30（月～金）、9:00～12：00（土）、祝祭日休

0120-04-0693FAX

URL fujifilm.com/fb/support/cru/printer/
2 4 時 間 受 付

※ 当社Webサイトから「回収受付」ができます。

●使用済みカートリッジ無償回収を実施

DocuPrintシリーズ本来の性能を得るために、純正トナーカートリッジをおすすめします。

DocuPrintシリーズの高画質出力、高速出力は、純正トナーカートリッジの使用時
に印刷品質やプリンター性能がもっとも安定するように設計されています。純正品
以外の消耗品を使用した場合、プリンター本来の性能が発揮できない場合があり
ます。また、純正品以外の消耗品が原因でプリンター本体が故障したときに保証期間

内または保守契約であっても有償修理となります。純正品をご使用いただけますと、
万一のトラブルの時も安心してサポートを受けることができます。（純正品以外の
消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては
十分にご留意ください。）

※記載内容および商品の仕様、外観などは改良のため、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、印刷インクの性質上、実際の色とは異なってみえる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ● Microsoft、
Windows、Windows Server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 OS、App Storeは、Apple Inc.の商標です。●Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。● Mopriaは、
Mopria Alliance の登録商標です。●その他の社名、または商品名などは、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。

〈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。

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4月現在のものです。　DGE-1347  1812-1
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DocuPrint CP310 dw II

DocuPrint CM310 z II

◎DocuPrint CP310 dw II、DocuPrint CM310 z IIは、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のコピー機に対する「判断基準および配慮事項」
　に適合しています。
◎富士フイルムビジネスイノベーションは環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。
◎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。
◎DocuPrint CP310 dw II、DocuPrint CM310 z IIはエコマーク商品です。

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、Fuji Xeroxロゴ、およびDocuPrint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。
Cloud Service Hub、DocuWorks、Working Folder は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の
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。


