
Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P



Revoria Press E1136P/ E1125P / E1110Pには、
当社が長年にわたり、
基幹業務出力の分野で培ってきた経験と
ノウハウが、あまさず活かされています。
基幹業務出力に求められる
高い生産性・信頼性・耐久性とともに、
より効率的でフレキシブルな
プリンティング環境を構築します。

さまざまな基幹業務システムとの
接続性に優れた高速モノクロプリンター

Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P

＊1 A4ヨコ。Revoria Press E1136P同一原稿の連続プリント時　＊2 オプション

＊1 オプション　＊2 別売ソフトウェア

基幹業務
出力

多様な
データ形式に

対応
PostScriptⓇ /
PDF / LCDS＊¹

柔軟な
バリアブル
プリント

各社の
基幹システム

との連携
Quadient 
Inspire＊²

OpenGate＊²

136ページ/分＊1の
高速プリント

高画質・高速処理
プリントサーバー

安定した用紙搬送や
重送検知による
高い信頼性

2400 dpi印字の
高画質
プリントエンジン

薄紙52～
厚紙350 g/m² など
幅広い用紙対応

プリントデータの
情報漏えいを防止。
削除済みデータを
確実に消去＊2
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多様なデータ形式をサポート
プリントサーバーRevoria Flow E11は、AdobeⓇ PostScriptⓇ、
PDF、LCDS＊など多様なデータ形式をサポートしており、さまざまな
システム環境に柔軟にフィットします。当社基幹系プリンターとの互
換性を確保しており、メインフレームからオープンシステムまでホス
トを選ばない、高いコネクティビティーを備えています。ネットワーク
インターフェイスは1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを標
準装備。ネットワークプロトコルはTCP/IP（FTP、lpr）に対応していま
す。
＊ Line Conditioned Data Stream オプション。

OpenGate＊で効率的なプリントシステムを構築
OpenGateは、基幹システムとプリンターをネットワークで繋ぎ、ホス
トコンピューターの負荷軽減ベースとした高い信頼性と、運用効率に
優れたプリンティング環境を構築するためのプリンティング統合管理
ソフトウェアです。各社の基幹システムとの連携により、メインフレー
ムからサーバーまで幅広いプリンティング環境を構築できます。
＊ 別売ソフトウェア。

高速プリントを支える技術
片面も両面も136ページ/分＊1の高速連続プリントを実現。従来品よ
り低い温度での定着が可能なEA-Eco LGK＊2トナーと、安定した熱供
給が可能なロール式定着器により、高速走行する用紙への確実な定
着を可能にしました。
＊1 Revoria Press E1136P、A4ヨコ送り、同一原稿の連続プリント時
＊2 EA：Emulsion Aggregation 乳化重合　LGK：Low Gloss Kuro

連続大量出力をサポート
プリントを止めることなく、トナーカートリッジ交換や用紙補給が 
できます。また、大容量のトナーカートリッジは、1本あたり約71500
ページ＊のプリントが可能です。
＊ A4ヨコ、像密度6％連続印刷時、当社テスト基準による参考値。

粘度
EA-Eco LGKトナー

従来EAトナー

紙への定着に必要な
粘度の上限

温度

高

低 温度低下

高低

バリアブルデータを柔軟に処理
Quadient Inspire＊は、バリアブルプリント用のデータを加工し、レイ
アウト・面付けなど、柔軟な対応が可能です。ダイレクトメールや請求
書、利用明細書など、個人ごとにパーソナライズ化されたバリアブル
印刷データを高速に処理できます。
＊ Quadient社製の別売ソフトウェア。

Print Resource Utility＊1でプリンターを管理
LCDS＊2用のフォームやPDLなどのコンパイル機能、プリンターへの
プリント資源配信機能を提供することで、プリンター管理を効率化し
ます。
＊1 別売ソフトウェア。Windows環境で動作します。
＊2 Line Conditioned Data Stream オプション。

Flexible & Efficiency
多様な基幹業務システムに対応

Productivity & Stability
基幹システムからの出力機として、高い生産性と安定性を実現

OpenGate / Quadient Inspireの概略図

プリント
出力

プリント
出力 プロダクションプリンター オフィスプリンター

オフィス複合機

サーバー

データ保存

各種ホスト
各種ホストデータ入力

（LCDS、STDOUT)

●マルチホスト（異なる環境からデータ受信）
●データフォーマット変換
●分散プリント / 遠隔プリント
●印刷データのファイル保存
●機器管理 / ジョブ管理

OpenGate

バリアブルデータ入力
（CSV、TEXT、XML)

印刷データ出力
（PDF、PostScript®）

●バリアブルプリント用のデータ入力・加工
●プログラミング不要で簡単レイアウト設計
●さまざまなデータ形式の入出力に対応
   （イメージバリアブルも可能）
●電子データ配信（PDF、HTML を生成）

Quadient Inspire

データサーバーメインフレーム

各種プリンター（PDF、PostScriptⓇ)
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用紙の安定走行
急カーブのない搬送経路により、
安定した高速走行を可能にして
います。両面プリント時などの用
紙反転機構を縦型にすることで、
搬送経路の曲がりが少なくなり、
用紙詰まりに強くしています。ま
た、定着後の用紙から発生する熱
による転写機構などへの影響が
少なくなり、用紙搬送と画質のト
ラブルに強くしています。

１面目プリント
２面目プリント

Quality
より美しく高品位なプリント

Reliability
基幹システムからのプリント出力を
高い信頼性でサポート

白紙ページの混入を防止
2枚以上の用紙が重なって搬送されないよう、重送検知センサーで用
紙送りを監視します。万一の重送を検知したときはプリントを停止し、白
紙ページの混入を防ぎます。

高精度レジストレーションIReCTⓇ＊

高速で走行する用紙の位置を正確に測定するとともに、デジタル画
像補正技術「IReCTⓇ＊」によって、用紙に対するプリント像のズレやゆ
がみを1枚1枚リアルタイムに、そして高精度に補正します。機械的な
補正だけでは成し得ない、高精度なレジストレーション（見当合わせ）
を実現しています。
＊ Image Registration Control Technology

用紙ハンドリング能力が向上した 
「エアーサクション給紙トレイC1-DS」
新開発の「エアーサクション」方式。当社独自技術のシャトルヘッドが、少
ないエアーで用紙を強力に引き上げ、一枚一枚の用紙を簡単にはがし
て効率的に送り出します。この技術によって、紙粉の多い用紙、パウダー
を使用したプレプリント紙、凹
凸用紙、密着しやすいコート紙
なども、給紙性能を向上させて
います。薄紙から厚紙、小サイ
ズ用紙から長尺用紙と、さまざ
まな用紙において安定した高
速給紙を行います。

用紙搬送方向

2400×2400 dpiの高精細印字
プリンターの心臓部であるROS＊1の光源にVCSEL＊2を採用。
32本のレーザービームで同時に画像を書き込むことで、2400×
2400 dpiの高解像度と高速プリントを実現しました。
＊1 Raster Output Scanner 走査型露光装置。
＊2 Vertical Cavity Surface Emitting Laser 垂直共振型面発光レーザー。

高画質EA-Eco LGK＊トナー
6.5 μmという極めて小さな粒径のEA-Eco LGKトナーにより、写真
などのグラデーションは美しく滑らかに、図などの中間調は均一に、
小さな文字は明瞭に再現します。また、テカリを抑え、目にやさしく読
みやすい文字をプリントします。
＊ EA：Emulsion Aggregation 乳化重合　LGK：Low Gloss Kuro

転写部の高画質化設計
コシの強い用紙を使用しても用紙搬送速度の変動が起きにくい設計
です。転写ベルトの速度を安定させるため、大径の駆動ロールを使用
しています。転写ベルトとドラムの接触圧力を自動調整し薄紙から厚
紙まで確実に転写します。

より美しく画像エンハンス処理
細線や文字の輪郭のジャギー（ギザ
ギザ）を改善する「エッジエンハンス」
と、文字の太りや白抜き文字のつぶ
れを改善する「白抜き文字の強調/黒
文字の細線化」により、画質をさらに
向上させます。
※デフォルト設定はOFFです。

白抜き文字の強調/黒文字の
細線化

（8 pt明朝の例）

文字の太りを改善 つぶれを改善

出力サンプル（事前印刷用紙にバリアブルプリントした例）

請求書

ローラー間隔の変動を監視します。
用紙搬送 重送検知センサー
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用紙汎用性
52 g/m2の薄紙から350 g/m2の厚紙まで、幅広い用紙坪量に対応。
用紙搬送経路の設計および、用紙坪量に応じた定着ロール圧力の2段
階自動切替えなどの制御により、厚紙の坪量上限を拡大しています。
また、特殊用紙への対応範囲を広げるため、きめ細かい制御を行い
ます。用紙サイズは、郵便はがき（100×148 mm）から330.2×488 
mmまで、非定形サイズにも対応。圧着はがき、穴あき用紙、ドライ
シーラー紙などの特殊用紙＊にもプリントできます。バリアブルプリン
トによって、個人宛の通知や請求などの業務に対応できます。
＊ 特殊用紙の走行性、汚れ、圧着性などについては当社担当営業までお問合せください。
※ すべての用紙について性能を保証するものではありません。走行可能な用紙については、担当

営業にご相談ください。

用紙種類ごとに適切な設定でプリント
最大100種類の用紙を「ユーザー用紙」として登録できます。使用
する用紙に応じてアライメント、紙折り位置、定着温度など各種パラ
メーターを設定でき、高品質にプリントできます。

豊富な給紙 / 排紙オプション
プリント業務に合わせて、柔軟にプリントシステムを
構築できます。
※写真は中とじフィニッシャーD6です。フィニッシャーD6の場合は、小口ト

リマーフォールダーD1を装着できません。

Z折り 内三つ折り 角背仕上げ 小口断裁 天地断裁 筋入れ外三つ折り

二つ折り
（複数枚）

二つ折り中とじステープル1カ所とじ 2カ所とじ パンチ2穴 パンチ3穴 パンチ4穴

多彩なフィニッシング機能
用途に応じてさまざまな後加工が可能です。
※ LCDSデータのプリント時は、各種後加工はできません。

大容量給紙トレイ（２段）C1-D2

最大A4×2段
2300枚×2段

合計で最大9280枚の用紙をセット可能。
大量プリント時も用紙補給の回数が少なく、
長時間の連続稼動が可能です。

最大A3、330.2×488 mm
2300枚×1段
エアーアシスト
＊Revoria Press E1136Pには装着不可。

大容量給紙トレイB1-S＊

最大A3、330.2×488 mm
2300枚×2段
エアーアシスト

大容量給紙トレイC3-DS

連続大量出力をサポート
大容量スタッカーA1は最大5000枚の用紙をスタック可能。出力物はスタッカーカー
ト（台車）に直接積まれるので、大量のプリントでも容易に運ぶことができます。オフラ
インの後加工機に運ぶ場合などに便利です。大容量スタッカーA1を2台接続できます。
2台を交互に使用し、印刷を止めることなく印刷物を取り出せるため、高い生産性を発
揮します。

最大A3、330.2×488 mm
2400枚×2段+280枚
エアーサクション

エアーサクション給紙トレイC1-DS

❶インターフェイスデカーラーD1
・リアルタイムカール補正
❷インターポーザーD1
・用紙の挿入
❸大容量スタッカーA1
・大量出力用紙の平積み5000枚
・スタッカーカート
トランスポートモジュール付き 
大容量スタッカーA1
・他社後処理機との接続
・大量出力用紙の平積み5000枚
・スタッカーカート
❹天地トリマークリーサーD2
・天地断裁
・筋入れ

❺紙折りユニットCD2
・Z折り/三つ折り
❻フィニッシャーD6
・ステープル100枚自動針カット
・パンチ＊1

❼中とじフィニッシャーD6
・ステープル100枚自動針カット
・パンチ＊1

・中とじ/二つ折り
❽小口トリマーフォールダーD1＊2

・小口断裁
・角背仕上げ
＊1 オプション
＊2 中とじフィニッシャーD6にのみ取り付け可能

Versatility
多様な用紙、多様な後加工

１ ２ 3 3 4 5 6 7 8
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プリントデータのセキュリティー対応
個人情報など秘密性の高いデータをプリントする場合、 情報漏洩の
リスクから守ります。プリントサーバー内の削除済みデータを、デー
タ復元ソフトなどでも復元できないように確実に消去＊1します。ま
た、プリンター本体の内蔵ハードディスクのデータも、不正に読み取
られないように暗号化＊1と確実な消去＊2ができます。
＊1 デフォルト設定はOFFです。
＊2 オプション。

アテンションライト＊

紙づまりやトナー切れなどのプリンター本体のアラートや、プリント
サーバーのエラーをライトとブザー音でお知らせします。
＊オプション。

無停電電源装置＊

停電などの電源障害時に一定時間電源を保持します。その間にプ
リントサーバーを正常に終了させることができます。
＊オプション。

高画質/高速プリントサーバー
64ビットアーキテクチャーを採用した自社開発のコントローラー
Revoria Flow E11。新しいハードウェアとカラープロダクションプ
リンターで培った画像処理技術により、RIP処理の高画質化と高速化
を実現しました。

プリントエンジンの性能を最大限に引き出す
画像データ処理
プリントサーバーで、600×600 dpi、8 bit（256階調）でRIP処理を
行い、高品質な画像データを生成します。さらに、プリンター本体で、
当社独自のHQデジタルスクリーン技術（MACS＊）により、2400×
2400 dpiの高精細でなめらかなスクリーン画像を生成します。これ
らのデータ処理技術により、プリントエンジンの性能を最大限に発揮
する高画質化を実現しました。
＊ Micro Accurate Control Screen

PDF出力に最適なAdobeⓇ PDF Print Engineに対応
Adobe® PDF Print Engineでは、PDFデータを直接RIP処理するた
め、透明効果やレイヤー機能などの情報が欠落することなく、より高
速で高品質な出力が可能です。ボカシやドロップシャドウ、光彩効果
も安心して使用できます。
※AdobeⓇ PDF Print Engineは、ファイルタイプがPDFとJDFのジョブに対して使用可能です。

プリントサーバーの高速化技術
●データ容量を抑えて高速処理
当社の独自技術「中間データフォーマット」により、高画質で効率的な
RIP処理を実現しました。従来のRIP処理では、画像データが大きく
なるため演算に長い時間がかかりましたが、テキストやイメージなど
のオブジェクトを自動判別し、データ量の少ない形式で処理すること
で、画質を落とすことなく処理時間を大幅に短縮します。
●高速シリアル伝送
巨大なラスターデータを4.25 Gbpsの広帯域でプリンターに高速
送信します。自動的に重送検知/訂正を行い、高い信頼性を確保して
います。

Security & Management
安心のセキュリティー管理

Image Processing
高画質 / 高速処理の自社開発
プリントサーバー
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Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P の主な仕様
基本機能/プリント機能
項目

内容
E1136P E1125P E1110P

形式 コンソールタイプ
プリント方式 レーザーゼログラフィー方式
書き込み解像度 2400×2400 dpi
階調/表現色 256階調
ウォームアップ・タイム 300秒以下
連続プリント速
度＊1

A4 136ページ/分 125ページ/分 110ページ/分
A3 68ページ/分 62ページ/分 55ページ/分

用紙サイズ＊2

トレイ1、2 定形サイズ：最大 A4、レター、最小 B5

トレイ3、4 定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）　最小 A5
非定形サイズ：140×182 mm ～ 330×488 mm

手差しトレイ＊3
定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）
最小 郵便はがき（日本郵便製）
非定形サイズ：100×148 mm ～ 330×488 mm＊4

用紙坪量
トレイ1、2、3、4 52 ～ 216 g/㎡
手差しトレイ＊3 52 ～ 350 g/㎡＊5

給紙方式/
給紙容量＊6

標準 4200枚（1200枚＋1800枚＋600枚×2トレイ）

オプション

［E1136P］
手差しトレイ：280枚
大容量給紙トレイC1-D2：2300枚×2 
大容量給紙トレイC3-DS：2300枚×2
エアーサクション給紙トレイC1-DS：2400枚×2+280枚

［E1125 / E1110］
手差しトレイ：280枚
大容量給紙トレイC1-D2：2300枚×2 
大容量給紙トレイB1-S：2300枚×1 
大容量給紙トレイC3-DS：2300枚×2
エアーサクション給紙トレイC1-DS：2400枚×2+280枚

最大 9280枚［標準＋エアーサクション給紙トレイC1-DS］
出力トレイ容量 排紙オプションの仕様に準じる
電源 単相AC200 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用

最大消費電力 3.0 kW
スリープモード時：1 W、低電力モード時：293 W

大きさ＊7 幅840×奥行783×高さ1090 mm
設置スペース＊8 幅2574×奥行1870 mm
質量＊9 246 kg

＊1: データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下する場合があります。　＊2: 画像欠け幅（326×486 mm以下の用紙）先端3.0 mm、後端3.0 
mm、手前3.0 mm、奥側3.0 mm。　＊3: 大容量給紙トレイB1-Sまたは大容量給紙トレイC3-DSまたはエアーサクション給紙トレイC1-DSを装着
しない場合。＊4: 最大330×660 mmの長尺プリントが可能。　＊5: 64～216 g/㎡の長尺プリントが可能。　＊6: 当社EP紙。　＊7: プリンター本体
のみ、手差しトレイを閉じた状態。操作パネルを垂直に立てた状態。　＊8: インターポーザー D1、フィニッシャー D6を接続した場合。　＊9: トナーカー
トリッジは除く。

コントローラー [Revoria Flow E11]
項目 内容
形式 外付け
CPU インテル® CoreTM i3 8100 プロセッサー 3.60 GHz
記憶装置 ハードディスク：1 TB、DVD Multiドライブ
メモリー容量 16 GB（最大16 GB）
サーバー OS名 Windows 10 IoT Enterprise (64ビット)

搭載フォント

標準
［PostScript］欧文172書体
［OpenType］日本語2書体（小塚明朝Pr6N R、小塚ゴシックPr6N M）、簡体字中国語2書
体、繁体字中国語2書体、韓国語2書体

オプション
日本語12書体（リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、太ミンA101TM、太ゴB101TM、じゅん
101TM、見出ミンMA31TM、見出ゴMB31TM、新ゴLTM、新ゴMTM、新ゴBTM、平成角ゴシック
体TM W5、平成明朝体TM W3）

ページ記述言語 Adobe® PostScript® 3TM、PDF/VT-1、PDF/VT-2、PPML、VIPP＊1、LCDS
プリントデータフォーマット PS、PDF1.7、PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4、PDF/X-5、EPS、TIFF、JPEG

プリンタードライバー
対応OS＊2

Windows 10 (32ビット / 64ビット)、Windows 8.1 (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)
macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2、USB3.1×4、USB2.0×4
対応プロトコル TCP/IP（lpr / FTP / IPP＊3 / SMB / HTTP）、Bonjour
電源 AC100～240 V±10 %、5.0 A～2.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 0.26 kW
大きさ＊4 幅98×奥行400×高さ340 mm
質量＊4 7 kg

＊1: 別売りソフトウェアFreeFlow VI Composeと組み合わせて利用。 ＊2: 最新の対応OSについては、当社公式サイトをご覧ください。 ＊3: 
FreeFlow商品との連携にて使用。 ＊4: プリントサーバー本体のみ。標準装備のモニター、キーボード、マウスを除く

大容量給紙トレイC1-D2（オプション）
項目 内容
用紙サイズ A4、レター、B5
用紙坪量 52 ～ 216 g/㎡
給紙容量/給紙段数＊ 2300枚×2トレイ
大きさ 幅597×奥行661×高さ930 mm
質量 73 kg

＊:  当社EP紙。

大容量給紙トレイB1-S/大容量給紙トレイC3-DS（オプション）
項目

内容
大容量給紙トレイB1-S 大容量給紙トレイC3-DS

用紙サイズ

［トレイ6] 
定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、
12.6×19.2”（320×488 mm）　最小 郵便
はがき（日本郵便製） 
非定形サイズ：100×148 mm ～ 330×
488 mm 
[手差しトレイ＊1] 
非定形サイズ：100×148 mm ～ 330×
488 mm

［トレイ6、7] 
定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、
12.6×19.2”（320×488 mm）　最小 郵便
はがき（日本郵便製） 
非定形サイズ：100×148 mm ～ 330×
488 mm 
[手差しトレイ＊1] 
非定形サイズ：100×148 mm ～ 330×488 
mm＊2

用紙坪量 ［トレイ6］ 52 ～ 300 g/㎡ 
［手差しトレイ＊1] 52 ～ 253 g/㎡

[トレイ6、7] 52 ～ 350 g/㎡ 
[手差しトレイ*1] 52 ～ 253 g/㎡＊3

給紙容量＊4/給紙段数 2300枚×1トレイ 2300枚×2トレイ
電源 AC100 V±10 %、2.5 A、50/60 Hz共用 AC100 V±10 %、6 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 250 W 600 W
大きさ 幅988×奥行762×高さ992 mm 幅988×奥行762×高さ992 mm
質量 160 kg 215 kg

※大容量給紙トレイB1-Sは、Revoria Press E1125P / E1110P用オプション。
＊1: 本オプションを装着する場合、オプションの手差しトレイを大容量給紙トレイの天面に装着します。 ＊2: 長尺プリントは最大330×660 mm。 
＊3: 長尺プリントは64～216 g/㎡。 ＊4: 当社EP紙。

エアーサクション給紙トレイC1-DS（オプション）
項目 内容

用紙サイズ＊1

[トレイ6、7] 
定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）　 
最小：郵便はがき（日本郵便製） 
非定形サイズ：100×148 mm～330×488 mm 
[手差しトレイ] 
非定形サイズ：100×148 mm～330×488 mm＊1

用紙坪量 [トレイ6、7] 52～350 g/㎡ 
[手差しトレイ] 52～253 g/㎡＊2

給紙容量/給紙段数＊3 2400枚×2トレイ＋280枚
電源 AC100 V±10 %、5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 500 W
大きさ 幅988×奥762×高さ992 mm
質量 194 kg

＊1: 長尺プリントは最大330×660 mm。 ＊2: 長尺プリントは64～216 g/㎡。 ＊3: 当社EP紙。

フィニッシャーD6/中とじフィニッシャーD6（オプション）
項目

内容
フィニッシャー D6 中とじフィニッシャー D6

トレイ形式

排出トレイ ソート/スタック
フィニッシャー
トレイ ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）

製本トレイ — ソート/スタック

用紙サイズ

排出トレイ
定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm） 
最小 郵便はがき（日本郵便製）
非定形サイズ：100×148 mm ～ 330×488 mm＊1

フィニッシャー
トレイ

定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm） 
最小 A5
非定形サイズ：148×148 mm ～ 330×488 mm

用紙坪量
排出トレイ 52 ～ 350 g/㎡＊2

フィニッシャー
トレイ 52 ～ 350 g/㎡

トレイ容量＊3

排出トレイ 500枚（A4）

フィニッシャー
トレイ

［ステープル無しの場合］
A4：3000枚　B4以上：1500枚
ミックススタック＊4：350枚

［ステープルした場合］
A4：200部または3000枚
B4以上：100部または1500枚

［ステープル無しの場合］
A4：2000枚　B4以上：1500枚
ミックススタック＊4：350枚

［ステープルした場合］
A4：200部または2000枚
B4以上：100部または1500枚

製本トレイ — 20部＊5 

ステープル

最大ステープル
枚数 100枚＊6（90 g/㎡以下）

ステープル
用紙サイズ＊7

定形サイズ：最大 A3、11×17”、最小 B5
非定形サイズ：182×182 mm ～ 297×431 mm

ステープル
用紙坪量 52 ～ 300 g/㎡

ステープル箇所 1カ所＊8、2カ所

パンチ＊9

パンチ数 2穴/4穴または2穴/3穴（US規格）

パンチ
用紙サイズ＊10

定形サイズ：2穴 B5、A4、レター、B4、A3、11×17”
3穴 B5、A4、レター、B4、A3、11×17”
4穴 A4、レター、A3、11×17”
非定形サイズ：2穴 203×182 mm ～ 297×431 mm
3穴 254×182 mm ～ 297×431 mm
4穴 267×182 mm ～ 297×431 mm

用紙坪量 52 ～ 220 g/㎡

中とじ/
二つ折り

最大枚数＊11 — 中とじ：30枚、二つ折り：5枚

用紙サイズ —
定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、
12.6×19.2”（320×488 mm）、最小 B5
非定形サイズ：182×257 mm ～ 330×
488 mm

用紙坪量 — 60 ～ 300 g/㎡
電源 AC100 V ± 10 %、3 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 300 W
大きさ 幅855×奥行725×高さ1200 mm 幅892×奥行725×高さ1200 mm
質量 87 kg 107 kg

※大容量スタッカー A1を接続せずに、フィニッシャー D6または中とじフィニッシャー D6を接続する場合は、インターポーザー D1が必須です。
＊1: 長尺プリントは最大330×660 mm。 ＊2: 長尺プリントは64～216 g/㎡。＊3: 当社EP紙。 ＊4: 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙
が積載された場合。 ＊5: 17～20枚/部は最大16部、21～25枚/部は最大12部、26～30枚/部は最大10部。 ＊6: A4、レターを超えるサ
イズの場合は65枚。 ＊7: 処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。 ＊8: 1カ所の奥斜め打ちが可能なのは、A4およびA3
のみ。 ＊9: オプション。 ＊10: 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズにより異なります。 ＊11: 用紙種類、用紙坪量などによって処理可能枚数
が減少します。

紙折りユニットCD2（オプション）
項目 内容

Z折り
用紙サイズ A3、11×17”、B4
用紙坪量 60 ～ 90 g/㎡

三つ折り
用紙サイズ A4、レター
用紙坪量 60 ～ 90 g/㎡
トレイ容量＊1 40枚

電源＊2 AC100 V ± 10 %、1 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 100 W
大きさ 幅232×奥行725×高さ992 mm
質量 55 kg

※フィニッシャー D6および中とじフィニッシャー D6用オプション。
＊1: 当社EP紙。 ＊2: 紙折りユニットCD2装着時は、本体とは別に電源が必要になります。

大容量スタッカーA1/トランスポートモジュール付き大容量スタッカーA1
（オプション）

項目 大容量スタッカー A1 トランスポートモジュール付き
大容量スタッカー A1

トレイ容量＊1 排出トレイ 500枚
スタッカートレイ 5000枚 または積載高さ570 mm以下

用紙サイズ
排出トレイ

定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）　最小 郵便
はがき（日本郵便製） 
非定形サイズ：100×148 mm～330×488 mm＊2

スタッカートレイ 定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）　最小 B5
非定形サイズ：203×182 mm～330×488 mm

用紙坪量
排出トレイ 52 ～ 350 g/㎡＊2

スタッカートレイ 52 ～ 300 g/㎡
電源 AC100 V ± 10 %、1.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 150 W
大きさ 幅800×奥行725×高さ1042 mm 幅848×奥行725×高さ1042 mm
質量＊4 155 kg 159 kg

※本体との接続には、インターフェイスデカーラー D1が必要です。
＊1: 当社EP紙。 ＊2: 長尺プリントは最大330×660 mm。 ＊3: 長尺プリントは64～216 g/㎡。 ＊4: スタッカートレイ含む。
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※すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては当社の用紙を推奨いたします。その他
の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。

※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。

Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P の主な仕様
インターフェイスデカーラーD1（オプション）
項目 内容
電源 AC100 V ± 10 %、2.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 250 W
大きさ 幅340×奥行725×高さ992 mm
質量 40 kg

※ 本体に大容量スタッカー A1、トランスポートモジュール付き大容量スタッカー A1を接続する際に必要です。
※フィニッシャー D6/中とじフィニッシャー D6接続時には、本オプションまたはインターポーザー D1のいずれかが必要です。

天地トリマークリーサーD2（オプション）
項目 内容

天地断裁
用紙サイズ

定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）、最小 A4、レ
ター
非定形サイズ：194×210 mm ～ 330×488 mm

用紙坪量 52 ～ 350 g/㎡
断裁寸法 片側6 ～ 25 mm

筋入れ
用紙サイズ 定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）、最小 B5

非定形サイズ：182×210 mm ～ 330×488 mm
用紙坪量 52 ～ 350 g/㎡＊

筋入れ本数 1 ～ 5本
電源 AC100 V ± 10 %、4 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 400 W
大きさ 幅605×奥行725×高さ992 mm
質量 128 kg

※フィニッシャー D6、中とじフィニッシャー D6用オプション。
＊: 単シート折りなし時は106 g/㎡以上に対応。

小口トリマーフォールダーD1（オプション）
項目 内容
用紙サイズ 中とじフィニッシャー D6の中とじ/二つ折りの用紙サイズに準ずる
用紙坪量 中とじフィニッシャー D6の中とじ/二つ折りの用紙坪量に準ずる

製本トレイ容量＊1 20部（16枚とじ以下）、16部（17 ～ 20枚とじ）、12部（21 ～ 25枚とじ）、10部（26 ～ 30
枚とじ）

小口断裁 最大枚数＊2：中とじ30枚、二つ折り5枚
断裁寸法：2 ～ 20 mm

角背仕上げ最大枚数＊2＊3 30枚
電源 AC100 V ± 10 %、1.0 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 100 W
大きさ 幅1066×奥行725×高さ552 mm
質量 100 kg

※中とじフィニッシャー D6用オプション。　
＊1: 用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合があります。　＊2: 二つ折りおよび5枚未満の中とじは、角背仕上げ処理はできません。　＊3: 
用紙種類、用紙坪量などによって処理可能枚数が減少します。

インターポーザーD1（オプション）
項目 内容

用紙サイズ 定形サイズ：最大 SRA3（320×450 mm）、12.6×19.2”（320×488 mm）　最小 A5＊1

非定形サイズ：182×148 mm ～ 330×488 mm
用紙坪量 52 ～ 350 g/㎡
トレイ容量＊2 250枚
電源 インターフェイスデカーラー D1、フィニッシャー D6、中とじフィニッシャー D6から供給
大きさ＊3 幅700×奥行725×高さ1235 mm
質量 45 kg

※フィニッシャー D6、中とじフィニッシャー D6のいずれかが必要です。大容量スタッカー A1またはトランスポートモジュール付き大容量スタッカー A1を
接続せずに、フィニッシャー D6または中とじフィニッシャー D6を接続する場合は、インターポーザー D1が必須です。
※インターポーザー D1にセットした用紙には印刷できません。
＊1: サイズ入力することにより利用可能。 ＊2: 当社EP紙。 ＊3: 機器接続時の用紙搬送部のみの幅は、165 mm。

 注意 〈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。安全上のご注意

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

〈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。

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2022年3月現在のものです。　DGE-1424 2107-1

fujifilm.com/fb

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

●Revoria Press E1136P / E1125P / E1110P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」のプリ
ンタに対する「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。●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。●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。●Revoria、Revoriaロゴ、Revoria PressおよびRevoria Flow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。●Microsoft、Windows、WindowsServer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。●macOS、Bonjourは、米 国 お よ び そ の 他 の 国 で 登 録 さ れ たApple Inc.の 商 標 で す。●Adobe、Adobeロ ゴ、
PostScript、PostScriptロゴ、Adobe PDF、Adobe PDF Print Engine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、それぞれ各社の商標、または登録商標です。

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。


