ドキュワイド

DocuWide® 9098α
A0サイズの高速フルカラースキャン、赤黒出力にも対応
広幅複合機のフラッグシップ

こだわり抜いた基本性能と技術で高画質・
高生産性を実現する、
1パス2カラーの
マルチファンクションシステム
白黒図面、カラーペンで加筆した図面、カラードキュメントといったさまざまな技術情報をいかに

スピーディーかつ効率的に活用するか、これはエンジニアリング部門の大きな課題です。

DocuWide 9098αは、高画質を可能にする最新のフルカラースキャナー、視認性が高く使いやすい
大型カラータッチパネル、技術情報を効率的に活用するさまざまな機能により、

センターマシンに求められるハイレベルのパフォーマンスと快適な操作環境を実現しています。

※写真はオプションのフォルダー、用紙収容エクステンション装着時。
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Total Performance
高生産性

フルカラー、152.4mm/秒の高速スキャン
A0サイズ9枚/分の高速出力

High Quality
高画質

最新の画像処理技術によるさらなる高画質の実現

Operability
操作性

10.4型の大型カラータッチパネル

オペレーターの作業性に配慮したデザイン

操作パネル

赤黒スキャン、赤黒出力

大判カラー図面の電子化に

6Way給紙方式を採用

コピー/プリントとも赤黒出力が可能です。ま

A0サイズで高 精 細600dpi×600dpiのフルカ

4ロール＋1トレイ＋手差しの6Way給紙方式に

た、赤黒2色のスキャンデータを生成・保存する

ラースキャンが可能です。プレゼンテーション

より、A0 ～ A4まで用紙を入れ替えることなく

こともできます。赤黒2色で保存したスキャン

資料、色つきの設計図、赤ペンで修正や作業指

A系列の全サイズに対応。 914mm/880mm/

データをそのまま出力することができます。

示を加筆した図面などの大判原稿も、カラーで

620mm/440mmなどの特殊サイズにも対応し

読み取り。これまで再現性が弱かった蛍光色を

ています。

画像処理技術により、原稿により近い色に再現
できるようになりました。電子ファイルとして保
管しておくことが可能です。
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Scan
フルカラースキャナーを標準装備

多彩なスキャン機能、
お客様のニーズに合わせたスキャン環境を提供

解像度600×600dpiの
高品質フルカラースキャナー

読み取り色の認識範囲を設定可能
色別濃度調整の際に、
それぞれの色として認識する範囲を指定できます。

エンジニアリング・オフィスの多様な要求に高品位な画質で応えます。 例えば、同じ「赤色」でもペンの色と印刷色では異なります。この場合、
スキャナーは600×600dpiの高解像度により高品質なスキャンデータ

色の認識範囲設定機能を使って、
どの範囲を
「赤色」
と認識するかを設定

を生成します。

できます。

カラースキャナーの特性を活かす色別濃度調整

本体でDocuWorks文書やPDF文書のパスワードを
設定して情報漏えいを抑止

コピー /スキャン時に、原稿中の7色（赤/黄/緑/水色/青/紫/黒）を選び、
それぞれ9段階の濃度調整ができます。捺印された個所を強調する、赤で

プッシュスキャン時に、出力ファイル形式としてDocuWorks文書やPDF

加筆された部分を濃くするなどの調整が可能です。もちろん、指定した色

文書を選択した場合、
それぞれが持つパスワードセキュリティーを機械本

をカットすることも可能です。

体で直接設定できます。パスワードを入力しないとファイルを開けないよ
うにしたり、
プリントや転記を制限したりすることができます。
※暗号化されたDocuWorks文書を開くには［カラーモード］が［赤黒（2値）］または［赤黒擬似階調（2値）］の場合は5.0以降、
それ以外の［カラーモード］では6.0以降、暗号化されたPDF文書を開くにはAdobe Acrobat 7.0以降が必要です。

ファイルの保存とプリントが同時にできるマルチ送信機能
本体で1度スキャン操作を行うだけで、
ネットワーク上のPCへのファイル
保存と、
プリントが同時に行えます。しかも、同じネットワーク上に他の複
合機やプリンターがある場合、
それらの機器を出力先として選択できます。
大きなサイズは広幅機で、小さなサイズはオフィス複合機で、
というよう

色別濃度調整画面

に、
用途に応じて振り分けて出力できます。
tiff
PDF
xdw
jpeg

原稿

色別濃度調整で原稿の
赤色部分の濃度を上げ
てコピーした場合

PC

色別濃度調整を行わず
にコピーした場合

マルチ送信

Scan

原稿

スキャン
（PC 保存）

SMB

LPR

複合機

A3/A4
サイズ
プリント

プリンター
A0/A1
サイズ
プリント

広幅複合機

※実際のコピーサンプルは実機でご確認ください。
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親展ボックススキャン
スキャン文書を本体の親展ボックスに保存し、
ネットワーク上のPCから本体に接続して取り
込むことができます。

プッシュスキャン
（PC保存）
本体のタッチパネルからの指示により、
スキャン
した文書をネットワーク
（SMBプロトコル）経由
でPCへ転送できます。

ダイレクトスキャン

●
「DW-Scan5 Service」

スキャンデータを読み込み、領域選択した部分

大量の原稿を効率的にスキャンするためのソフ

の切り取り、貼り付け、色変換、網かけや文字列

機 械 本 体とPCをUSB接 続し、PCにスキャン

トウェアです。フルカラー／モノクロのほか赤黒

マージなどの編集を加えることも可能です。

データを直接取り込みます。
ダイレクトスキャン用のソフトウェアとして大量
の原稿を効率的にスキャンできる
「DW-Scan5
Service」
を用意しています。
※「DW-Scan5 Service」はオプションです。

＊
を利用すると、あらかじめ
2 色のスキャンデ ータも作 成できます。プレ 「CSV連携キット」

ビュー画像を見ながら、
ファイル名編集、傾き補

CSVファイルで用意した原稿の属性情報を確

正、汚れ除去など、多彩な機能で原稿の電子化

認しながらスキャンでき、作業ミスの防止につ

作業をサポートします。また、原稿を再読み込み

ながります。属性情報を使ってファイル名にした

することなく、読み取り設定の変更をスキャン文

り、属性情報が反映された結果ファイルを同時

書に反映させる再スキャン機能や、
1回の原稿読

に生成したりすることもできます。属性情報を

み込みでコピーと同時にスキャンデータも自動

付加し、上位の図面管理システムと連携させる

生成できるスキャナー＆コピー機能もあります。

ことも可能です。
＊オプション

編集前

編集後

領域を選択

切り取りを実行
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Print
データを忠実に再現する高性能プリントコントローラー

赤で強調できるプラス1カラー

＊
「BT-X Repro Server」
でデータの一括出力に対応

CADソフトはもちろん、Microsoft® Wordなどのオフィスソフトからもプ 「BT-X Repro Server」
はクライアントPCとサーバーの2つのソフトウェ
ラス1カラー（赤）の出力が可能なプリンタードライバー＊を提供。訂正個

アで構成されたプリントコントロールソフトウェアです。ネットワーク上の

所や設計変更部分などを赤で表現すれば確認が容易になり、
ミスの防止

クライアントPCから転送されたデータを一括出力します。サーバー機能

にも役立ちます。

は、紙折りやスタンプの有無、出力枚数などの設定をリモートから可能に

＊DocuWide Plotドライバー

し、
プリンターが持つ機能を最大限に引き出します。さらに、通常の丁合い
はもちろん、配付先ごとに部数や紙折りの有無、倍率などの設定ができる
プログラム丁合いも装備しています。
＊オプション

＊
「BT-PlotAssistant」
で異なる複数データも一括出力

フォーマットの異なる複数データを画面上にドラッグ＆ドロップするだけ
で準備完了。個々のアプリケーションを立ち上げることなく、一括出力す
ることができます。
＊オプション

プリンタードライバー画面

Webブラウザーで出力状況の確認が可能
クライアントPCのWebブラウザーから、セットされている用紙のサイズ
や、
プリントジョブの状況などを確認できます。

ドラッグ＆
ドロップ

出力

BT-PlotAssistant

DocuWorks文書を出力する場合は、別売りソフトウェアDocuWorksが必要です。

＊

多彩なデータフォーマットに対応し、
オープンな出力環境を提供
HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、CALS、VRF、VCGL、FX-MMRを
標準でサポート。オプションでAdobe® PostScript® 3™、PDFに対応。
フルカラーまたは赤黒2色で保存したTIFFデータをコントローラーで赤
CentreWare Internet Services画面

黒に振り分け、赤黒2色で出力することができます。

ギガビットイーサネット対応
伝送速度1000Mbit/秒のギガビットイーサネット環境に対応。容量の大
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きなデータを高速に伝送したい場合に効果を発揮します。

プリントの効率化、
後処理や
データ管理のための豊富な機能

セキュリティープリント

プライベートプリント

第三者に見られたくない文書、機密文書などを

プリントジョブを強制的に本体内に蓄積し、

プリント出力を効率化し、後処理や管理を容易

一時蓄積。パスワードを入れることで出力を開

ユーザーは認証後に初めて出力できます。

にする各種の機能を搭載しています。

始させることができます。

※認証モードでの運用が必要です。

※セキュリティープリントと併用することはできません。

●論理プリンター機能＊
ペンの太さ、出力枚数、出力色、紙折りの種類な
どの設定を、
あらかじめ論理プリンターとして登
録しておくことができます。論理プリンターを選
ぶだけで、そのつど細かい設定をすることなく
出力できるようになります。
＊
「CentreWare Internet Services」の管理者モードからのみ設定可能。

セキュリティー
プリント

●オートスケーリング機能

パスワード入力

プリントジョブを
蓄積

プリント指示

用紙に合わせて適正な倍率を自動選択します。
●スタンプ制御

プリント

●フォルダー（紙折り機）制御

利用者ごとに
蓄積

●出力時刻オーバーレイ

出力されずに
蓄積

プライベート
プリント

ハードディスク蓄積データの暗号化*、 IC Card Gate 3＊でICカードによる認証、
利用者の制限が可能
上書き消去*でセキュリティーを強化
認証機能を運用することにより機器の使用を許

また、Active Directory®サーバーが管理する

ハードディスクに蓄積されたデータを暗号化、 されていないユーザーの操作や不正なアクセス

ユーザー情報を、機器利用時のユーザー認証に

上書きすることによって、本体からの情報漏えい

を抑止。オプションのIC Card Gate 3を追加する

のリスクを低減します。また、本体搬出時など、 だけで、ICカードによる認証機能を実現します。

活用することもできます。
※オプション。

ハードディスク内のデータを第三者に解析され
るリスクも低減します。
＊オプションのデータセキュリティーキットが必要です。

IC Card Gate 3
FeliCa/FeliCa Lite＊1、
MIFARE＊2、eLWISE＊3、
ELWISE＊4 対応

IC Card Gate 3
for HID Prox

IC Card Gate 2
for FeliCa

HID Prox 対応

FeliCa/FeliCa Lite＊1 対応

＊1 ソニー株式会社が開発した非接触型ICカード。

＊2 NXPセミコンダクターズ社が開発した非接触型ICカード。

＊3 NTTコミュニケーションズ株式会社が開発した非接触型ICカード。eLWISEの「.Com-ID」の読み取りが可能。

＊4 NTT研究所が開発した非接触型ICカード。NTTカードソリューション発行のカードシリアルIDの読み取りが可能。
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Copy
高速・大量コピーをサポートする充実のコピー機能

1パス2カラーコピー
設計変更などにより原稿に加筆された赤色を、

原稿サイズに合わせて、用紙・倍率を
自動選択するオートモード機能

黒とともに1回の用紙走行で同時に転写する

希望の用紙サイズを指示しておけば、
コピー時

1パス2カラー方式を採用。2色コピーでも1色

に原稿サイズを判断して、倍率が自動的に選択

と同じコピースピードです。

されるオートモード機能。特に、異なるサイズの
原稿が混在している場合など、オートモード機
能を使えばその都度倍率を設定する必要がな
原稿

く、原稿を送るだけで、手早くコピーできます。

AO幅・最大６ｍまでのコピーが可能
１５ｍまでの原稿を最長６ｍの用紙にコピーで
きます。

常に最適なコピーのための
サンプルコピー

しかも、縦オートモードに加えて、入力効率に

原稿の一部分をサンプルとしてコピーし、最適

優れた横オートモード機能も搭載しています。

な設定を決めることができます。サンプルとする

※オートモード機能はA系列定形サイズに対応しています。

領域は任意に指定でき、指定領域に対して
「倍
率」
「コピー濃度」
「原稿の画質」などの設定を変

原稿に合わせて選べる7つのモード
［赤黒コピー］ ［赤コピー］

［黒コピー］

また、赤黒コピー時に、原稿上の各色
（赤/黄/緑/
水色/青/紫/黒）
ごとに、赤・黒いずれの色で再現
するか指定することができます。
※カラーモードは
「白黒」
「単色カラー
（赤）
「
」2色カラー
（赤/ 黒）
」
の3つから選べます。

原稿に適した7種類のモードをメニューから選
択できます。図面に不可欠な斜線や曲線、繊細

えられます。コピーの濃度だけを確認したい場
合は、9段階の濃度一覧を出力することもでき
ます。サンプルコピーを使えばやり直しを減ら
せるので、
コストの削減に役立ちます。

な直線をシャープに再現し、技術資料のテキス
ト、写真やイラストなどのハーフトーンも適切な
画質で出力できます。

原稿

濃度一覧
サンプルコピー

カラーモード画面

原稿の画質画面

3種類のロール紙カット方式
定形サイズでのカットはもちろん、原稿の長さに

1回の読み込みで設定変更が可能な
追加コピー

合わせてロール紙をカットしたり、任意に指定

追加コピー機能を使えば、直前にコピーした原

した長さ にそろえてカットするなど、用途に合

稿を再度読み込ませることなく出力できます。

わせて仕上げることができます。

倍率や濃度など設定を変えて追加コピーするこ

＊任意長が210 ～ 6,000mmの範囲で選択可能です。

とも可能です。直前にソート
（1部ごと）
コピーし

＊

た場合は、
ソート1セット分を追加コピー＊する
ことができます。サンプルコピーで最適なものを
選んで追加コピーすることが可能です。
＊ソートコピーの場合は部数のみ変更可能です。
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地色除去技術により濃淡むらのある原稿も
きれいにコピー
先進の地色除去技術により、地色部分の濃淡差が大きい原稿に対応。
「濃淡
むら原稿」
モードを選択すると、濃い地色と薄い地色の濃度情報をエリアごと
にきめ細かく検出して濃度を調整します。濃い背景は飛ばし、薄い背景部分
の線を残すなど、
地色汚れの少ないコピーが可能です。

比較的大きな濃度むらがある場合

コピー例

※実際のコピーサンプルは実機でご確認ください。

配布パターンソート

マルチジョブソート

図面の配布に合わせた原稿ごとに、配布枚数を指定したソートを行うこと

配布先ごとに、枚数だけでなくコピー設定を変更して出力できます
（最大

ができます
（300パターン、99部まで可能）。

配布先数20件、99部まで可能）。

※網かけは
バナーシート

原稿

A
B
C

A
A
B
B

ビン1

A
B
C

ビン2

A
B
C
C

ビン3

B
C
C

原稿A
A2

部門1

コピー部数:2部
オートモード:等倍

原稿B

ビン4

A2

部門2

コピー部数:2部
オートモード:等倍
スタンプ:あり
スタンプ色：赤

原稿C
原 稿 A 原稿B
100%

原稿C

A3

原稿C
原 稿 A 原稿B
100%

2011.00.00

部門3

コピー部数:3部
オートモード:A3

原稿C
原稿B A3
原稿A A3
A3

2011.00.00

2011.00.00

原稿C
原 稿 A 原稿B
100%

原稿C
原 稿 A 原稿B
100%

2011.00.00

2011.00.00

2011.00.00

原稿C
原稿B A3
原稿A A3
A3

原稿C
原稿B A3
原稿A A3
A3

※電子ソーターを使用した場合、読み込みできる原稿の最大数は 800 枚です。

ジョブメモリー

よく使うコピーやスキャン機能の設定をメモリーに設定しておくことができます。
コピージョブメモリー、
スキャナージョブメモリー、 コピー画質設定メモリー、スキャナー画質設

マルチジョブメモリー

スキャナー＆コピージョブメモリー

定メモリー

複数部数コピーするときに仮想の配布先ごとに、

コピージョブには、コピーの各機能、スキャナー

画質の設定の登録ができます。

ジョブにはスキャナーの各機能を登録できます。

ジョブメモリーを適用して仕分け出力が登録で
きます。
「コピー部数」
「倍率」
「用紙選択」
「スタンプ」
「紙

コピージョブメモリー

最大 80 個

コピー画質設定メモリー

スキャナージョブメモリー

最大 80 個

スキャナー画質設定メモリー

スキャナー＆
コピージョブメモリー

最大 40 個

最大 40 個

折り」
「用紙カット方法」
「先端後端余白」の登

最大 40 個

録が可能。
マルチジョブメモリー

最大 20 個
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Option
スタンパーやフォルダー（紙折り機）
など、次工程の生産性を高めるオプションを用意

スタンパー

PCからの登録、
同時に2つまでの
印字が可能

フォルダー

選べる2つの折りモードで
長尺6mまで対応

大容量のベルトスタッカー
用紙が排出されるベルトスタッカーには、紙折

PCで作成した最大150×150mmのスタンプパ 「ファン折り」
と
「クロス折り」
の2つの折り

りされたA0用紙は100枚、紙折りなしのA4用

ターンをネットワーク経由で99種類まで登録可

モードから選べます。縦横いずれのオートモー

紙は1,000枚がストックできます。電子ソート

能。あらかじめ設定された位置か、マニュアル

ドにも対応し、長さ2.5m ～ A3サイズまでの出

を併用すると、1部ごとに90°回転して出力でき

調整した位置に、黒/グレー /赤のいずれかで印

力をA4サイズに仕上げます。A2サイズで最も

るほか、1部ごとに番号を表示した合紙を自動

字できます
（同時に2個まで）。90°の回転印字

使用頻度の高い
「横送りファン折り」
も機械本体

挿入することも可能で、出力後の作業の手間が

もできます。スタンプの日付は自動で更新され、 のオートモードでフォルダー出力が可能。2.5m

省けます。

スタンプの有無や日付書式の変更も容易です。 を超えて6mまでの長尺出力には
「ジャバラ折
ナンバー（通し番号）印字は、決められた管理

り」
で対応可能です。

番号か、電子ソーターの丁合い部数ごとのセッ
ト番号の2種類から選べ、日付書式は英文表示
や西暦2桁表示が可能です。

仕上がり例（ファン折り）
A0サイズ たて方向 ファン折り

A2サイズ よこ方向
（7090タイプ）ファン折り
※部数の区分けを1部ごとに90°回転。

A1サイズ たて方向 ファン折り

A2サイズ よこ方向
（3090タイプ）ファン折り

※実際のスタンプは実機でご確認ください。

スタンパーの主な仕様

A1サイズ よこ方向 ファン折り

A3サイズ たて・よこ方向
ファン折り

日付（内蔵クロックにより自動変更）、
印字種類

12桁固定番号もしくは部数ごとの連続番号*
最大99種類登録可

印字範囲

150 ×150 mm

印字色

赤、
グレー、黒

A2サイズ たて方向 ファン折り

フォルダー

＊コピーのみ

その他のオプション

長尺原稿ホルダー

Uターンガイド

原稿ストックトレイ

アテンションライト
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スキャンカウンターキット

DocuWide 9098αの主な仕様
基本機能

プリント機能

項目

内容

項目

内容

形式

コンソールタイプ *1

プリントサイズ

コピー機能の複写サイズに準ずる

書き込み解像度

600 ×600 dpi

連続プリント枚数

99枚*1

A0

タテ：9枚/分

ファーストプリント・タイム

22秒（A0、1.28 MBデータ、上段ロール1使用時）

A1

ヨコ：17枚/分、タテ：13枚/分

倍率精度

100 ± 0.4 %*2

A2

ヨコ：22枚/分、タテ：17枚/分

出力色

A3

ヨコ：29枚/分、タテ：22枚/分

A4

ヨコ：37枚/分、タテ：29枚/分

ページ記述
言語

ロール給紙2段 × 2本＋カット紙トレイ1段（1000枚*3）、手差し給紙（1枚送り）

対応プロトコル

連続プリント
速度*2

給紙方式/給紙容量

ロール給紙

用紙サイズ

トレイ

手差し給紙

カット紙
A0、A1、A2、A3、A4、特A0
（880 mm）
、特A1
（625 mm / 620 mm）
、特A2
（440 mm /
435 mm）
幅：210 ～ 880 mm
長さ：210 ～ 6000 mm
普通紙、トレーシングペーパー、フィルム
普通紙52.3 ～ 81.4 g/m2、トレーシングペーパー 55 ～ 85 g/m2、フィルム75 μm

画像欠け幅

ロール紙：先端 8 mm、後端 8 mm、左/右 8 mm
カット紙：先端 5 mm、後端 5 mm、左/右 5 mm

ウォームアップ・タイム

300秒以下（室温22℃、湿度55 %）

電源

スキャナー部：AC100 V ± 10 %、3 A、50/60 Hz 共用
（単独電源）
プリンター部：AC200 V ± 10 %、30 A、50/60 Hz 共用
（単独電源）

最大消費電力

スキャナー部：0.15 kW、プリンター部：5.8 kW
スリープモード時
スキャナー部：10.0 W、プリンター部：22.0 W
低電力モード時
スキャナー部：90 W、プリンター部：250 W

大きさ

スキャナー部：幅1575 × 奥行1290 × 高さ1340 mm
プリンター部：幅1615 × 奥行940 × 高さ1370 mm
幅1615 ×奥行2040 ×高さ1380 mm（フォルダー接続時*6）

質量

スキャナー部：138 kg
プリンター部：810kg

標準

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10 (32 ビット)、Windows 10 (64ビット)
8.1（32ビット）、Windows 8.1（64ビット）
8（32ビット）、Windows 8（64ビット）w
7（32ビット）、Windows 7（64ビット）
Vista（32ビット）、Windows Vista（64ビット）
Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)
Server 2012 R2（64ビット）、Windows Server 2012（64ビット）
Server 2008 R2（64ビット）、Windows Server 2008（32ビット）
Server 2008（64ビット）

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

10 (32 ビット)、Windows 10 (64ビット)
8.1（32ビット）、Windows 8.1（64ビット）
8（32ビット）、Windows 8（64ビット）
7（32ビット）、Windows 7（64ビット）
Vista（32ビット）、Windows Vista（64ビット）
Server 2016 (64ビット)
Server 2012 R2（64ビット）、Windows Server 2012（64ビット）
Server 2008 R2（64ビット）、Windows Server 2008（32ビット）
Server 2008（64ビット）

TCP/IP（IPv4 / IPv6 : LPR、FTP）

Adobe®
PostScript® 3TM
（オプション）

データ
フォーマット

標準

HP-GL系：HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL
（HP Designjet 1050c準拠）
VERSATEC系：VRF、VCGL、FX-MMR
その他：TIFF、JFIF（JPEG）、CALS

オプション

Adobe PostScript 3TM、PDF

インターフェイス

Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

＊1：画像安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 ＊2：定形サイズを超えた長さの出力時には、
それ以上の
誤差が生じる場合があります。 ＊3：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。

スキャン機能
項目

内容

形式

読み取りサイズ *

※本製品は、電源スイッチを切っただけでは、
スキャナーモジュールで4.5W、
プリンターモジュールで19Wのエネルギーを消費しています。
このエネルギー消費は電源ブレーカー
（主電源スイッチ）
を切るか、
または電源プラグをコンセントから抜くことにより無くすことができます。
＊1：スキャナー、
プリンター分離型。 ＊2：画質調整のため速度が低下することがあります。
用紙種類によっては生産性が落ちることがあり
ます。 ＊3：当社P紙（64 g/m2）。 ＊4：当社E紙（64 g/m2）200 mロール紙1本相当。 ＊5：当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条
件によっては、正しく印刷されない場合があります。 ＊6：オプション。

カラースキャナー
幅：176 ～ 914.4 mm、長さ：210 ～ 15000 mm*2

読み取り解像度

600×600 dpi、400 ×400 dpi、300 ×300 dpi、200×200 dpi、150 ×150 dpi

読み取り階調

フルカラー、グレースケール
（256階調）、白黒（2値）、白黒擬似階調（2値）、
赤黒（2値）、赤黒擬似階調（2値）

読み取りモード

文字/線画、文字/写真、印刷写真、印画紙写真、青焼き、透過、濃淡むら原稿

原稿読み取り フルカラー
速度
フルカラー以外

高速：152.4 mm/秒（解像度300 dpi以下）
、低速：50.8 mm/秒、超低速：25.4 mm/秒

インターフェイス

Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

高速：152.4 mm/秒、中速：76.2 mm/秒、超低速：25.4 mm/秒

対応プロトコル

TCP/IP（HTTP）

ドライバー

TWAINインターフェイス対応*4

ドライバー
対応OS*5

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

対応プロトコル

TCP/IP（SMB）

対応OS

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

フルカラー / グレースケール
（256階調）：TIFF / PDF / JPEG / DocuWorks文書*3
出力フォーマット 白黒（2値）/ 白黒擬似階調（2値）：TIFF / PDF / DocuWorks文書*3
赤黒（2値）/ 赤黒擬似階調（2値）：TIFF / PDF / DocuWorks文書*3

コピー機能
項目

内容

原稿台方式

原稿移動式

原稿サイズ

最大幅：914.4 mm、最小幅：176 mm
最大長*1：15000 mm、最小長：210 mm

原稿の厚さ

前方排出時（Uターンガイド取り付け時）
：0.05 ～ 0.2 mm
後方排出時：0.05 ～ 12.7 mm*2

原稿種類

文字/線画、文字/写真、印刷写真、印画紙写真、青焼き、透過、濃淡むら原稿

読み取り解像度

600 ×600 dpi

複写サイズ

幅：210 ～ 914.4 mm
（手差し給紙では210 ～ 880 mm）、長さ：210 ～ 6000 mm

連続複写枚数

99枚

複写倍率

Adobe® PostScript® 3TM

1

幅4715 × 奥行3715 mm、
幅5390 × 奥行5155 mm
（フォルダー接続時*6）

ファーストコピー・タイム

オプション

対応OS*3

定寸カット、シンクロカット、任意長カット

用紙種類 /用紙坪量*5

機械占有寸法

なし

ロール紙
A0、A1、A2、A3、特A0（880 mm）、特A1（625 mm / 620 mm）
、特A2（440 mm /
435 mm）、
36”、34”、24”、22”、18”、17”、12”、11”
幅：279.4 ～ 914 mm
外径：180 mm以下*4

カット紙
A3、A4、12”、11”、9”、8.5”

ロール紙のカット方法

赤黒色 / 黒単色 / 赤単色
標準

ボックス保存

22.0秒（A0サイズ、倍率100%、上段ロール1使用時）

等倍

1:1 ± 0.4%*3

固定倍率

25 %、35 %、50 %、70 %、141 %、200 %

任意倍率

25 ～ 400 %（0.1 %きざみ）

出力色

赤黒色 / 黒単色 / 赤単色

メモリー容量

4 GB（最大4 GB）

コピーおよび原稿入力機能

手差しコピー、追加コピー、割り込みコピー、オートモード
（原稿の向き / 自動用紙選択 /
自動倍率選択）、マニュアルモード、カラーモード、倍率選択、用紙選択、カット方法、原稿の
画質、
コピー濃度、シャープネス、
コントラスト、地色除去、中間調の振り分け、色別濃度調整、
画質設定メモリー、原稿幅、コピー位置、読み取り開始位置、わく消し、鏡像、ネガポジ反転、
（スタック / ソート / 配布パターン）、スタン
原稿読み取り速度、紙折り*4、排出先*5、仕分け
6
プ*（黒
/ 赤 / グレー）、先端後端余白、マルチジョブ、サンプルコピー

＊1：読み取り最大長は読み取り条件で変わります。 ＊2：厚さが0.2 mmを超え、12.7 mmまでの平面な堅い原稿（スチレンボード、厚紙）
を読み込むことができます。
ただし、原稿を手で支える必要があります。
また、原稿を正確に読み込みできることを保証するものではありませ
ん。 ＊3：室温22℃、湿度55 %の環境下で、定形サイズの場合。 ＊4：フォルダー（オプション）装着時。 ＊5：フォルダー（オプション）未
装着時。 ＊6：オプション。

PC保存

10 (32ビット)、Windows 10 (64ビット)
8.1（32ビット）、Windows 8.1（64ビット）
8（32ビット）、Windows 8（64ビット）
7（32ビット）、Windows 7（64ビット）
Vista（32ビット）、Windows Vista（64ビット）
Server 2019 (64ビット)、Windows Server 2016 (64ビット)
Server 2012 R2（64ビット）、Windows Server 2012（64ビット）
Server 2008 R2（64ビット）、Windows Server 2008（32ビット）
Server 2008（64ビット）
、Windows Server 2003（64ビット）
Server 2003（32ビット）
10（32ビット）、Windows 10（64ビット）
8.1（32ビット）、Windows 8.1（64ビット）
8（32ビット）、Windows 8（64ビット）
7（32ビット）、Windows 7（64ビット）
Vista（32ビット）、Windows Server 2012 R2（64ビット）
Server 2012（64ビット）
、Windows Server 2008 R2（64ビット）
Server 2008（32ビット）

フルカラー / グレースケール
（256階調）：TIFF / PDF / JPEG / DocuWorks文書*3
出力フォーマット 白黒（2値）/ 白黒擬似階調（2値）：TIFF / PDF / DocuWorks文書*3
赤黒（2値）/ 赤黒擬似階調（2値）：TIFF / PDF / DocuWorks文書*3
プリンター転送
ダイレクト
スキャン*6

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
対応プロトコル

TCP/IP（LPR）

インターフェイス USB 2.0

＊1：連携するソフトウェアにより最大長が制限される場合があります。 ＊2：読み取り最大長は読み取り条件で変わります。 ＊3：1辺が
500mmを超える場合、DocuWorks 7.0以降で表示できます。 ＊4：ファイル形式は使用するアプリケーションに依存します。 ＊5：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。 ＊6：ダイレクトスキャンの場合、
出力フォーマット/圧縮形式は連携するアプリケー
ションにより異なります。

フォルダー（オプション）
項目
紙折り

ファン折り
クロス折り

内容
用紙サイズ：A0、A1、A2、A3、A4、特A0
（880 mm）、特A1（620 ｍｍ）、特A2
（440 ｍｍ）
用紙坪量：64 ～ 81.4 g/m2
用紙サイズ：A0、A1、A2、A3、A4、特A0
（880 mm）、特A1（620 ｍｍ）、特A2
（440 ｍｍ）
用紙坪量：64 ～ 81.4 g/m2

大きさ

幅1555×奥行1215×高さ1380 mm

質量

524 kg

※万一本体の記憶媒体（ハードディスク）
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等が消失する
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。
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寸法図

(単位：mm)

●スキャナー部
正面図

側面図
1,285

1,575

1,340

●プリンター部（フォルダーなし）
正面図

●プリンター部（フォルダーあり）

側面図
940

側面図

1,370

正面図
2,040

1,615

1,615

1,380

1,370

1,380

◎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。
DocuWide 9098 αには、当社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。
※性能・仕様など詳細については、当社担当営業へご確認ください。 ※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体の製造中止後 7年間です。 ※万一本体のハードディスクに不具合が発生した場合、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等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。 ※商品の仕様 ､外観は改良のため、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｡ ※表紙およびカタログ中の出力イメージは、実際の出力サンプルでは
ありません。
● Microsoft､Windows、
Windows Vista、
Internet Explorer、
Windows Server 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および商標です。● HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL は、米国ヒュー
レット・パッカード社の登録商標です。 ● Adobe、Adobe ロゴ、Adobe PDF、PostScript、PostScript ロゴは、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。
〈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。

〒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。

当商品は、環境マネジメントシステム
ISO（国際標準化機構）14001 を取得
した富士ゼロックスマニュファク
チュアリング株式会社 鈴鹿事業所
で生産しています。
登 録 証 番 号 ：E C 9 7 J 1 0 1 9
取 得 年 月 ：1997 年 5 月
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。
DocuWide、
DocuWorks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。

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-1297-1511-1

