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ワイドに、
色鮮やかに、軽快に。

「国際エネルギースタープログラム」
の基準に適合しています。
※  適合商品は、Model-CPS、Model-

CPFSです。

●EU-RoHS*に対応
●公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定エコマーク商品
●グリーン購入法に適合
●国際エネルギースタープログラム基準をクリアした省電力設計

＊： 鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフィニル（PBB）、ポリ臭化ジフィニルエーテル（PBDE）、 
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）、フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸時ブチル（DBP）、 
フタル酸ジイソブチル（DIBP）

A2サイズ赤黒出力対応プリンター
●CAD用プロッターとして使用することが可能。
●Excel®やWord、PDFデータも赤黒2色でプリント。

大型フルカラータッチパネル
●角度調整が可能な10.1型の大型パネルで、フリックやドラッグ操作が可能。
●スキャン文書のサムネール・プレビュー表示。

多様なPDF/OCRに対応
●テキスト付きPDF、高圧縮PDF、長期保存に適したPDF/A、パスワード付き暗号化PDFの作成に対応。
●アプリケーションを起動することなく、PDFファイルを直接Able 1409 λからプリント可能。

A2サイズまでのフルカラースキャン対応
●赤黒2色図面、地図や写真などを添付した書類も、カラーのまま分かりやすく保存・共有。
●JPEG2000圧縮方式に対応。 カラーでも軽い高圧縮PDFを作成。

セキュリティー強化
●ファクス番号を入力する際、確認のため再入力するよう設定できるので、誤送信の抑止に貢献。
●時間帯に応じて出力切替できるので、休日のオフィスの受信文書放置を防止。

Able 1409 λ Model-DC

※ 写真はオプションのインナー 1ビントレイ装着。

赤黒コピー 原稿カバー
Able 1409 λ Model-CPS

※ 写真はオプションのインナー 1ビントレイ装着。

※ 写真はオプションの中とじフィニッシャー装着。

Able 1409 λ Model-CPFS

赤黒プリンター

赤黒コピー カラースキャナー

ファクス赤黒プリンター

赤黒コピー カラースキャナー

自動両面原稿送り

自動両面原稿送り インナー 1 ビントレイ

A2サイズのフルカラースキャナーを搭載し、
さまざまな書類をカラーのまま、分かりやすく保存・共有できる新しいAble 1409 λ。
メモリーカードから直接プリントしたり、スキャン文書をメモリーカードに直接保存したりできるなど、
これまで以上に使いやすさが向上しました。
また、セキュリティー機能が大幅に強化されて、安心・安全なドキュメント環境を実現しています。

公益財団法人日本環境協会認定の
エコマーク商品です。
認定番号　第17155027号

グリーン購入法に適合しています。
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A2対応赤黒出力プリンター
オフィスのネットワークプリンター、CAD用
プロッターとして、A4ヨコ毎分40枚、A2タ
テも毎分14枚の高速プリントが行えます。 
また、600 dpiの高画質出力により、図面の
細線や細かな文字も鮮明にプリントします。 
CAD出力に加え、Excel®やWord、PDFデー
タも赤黒プリントが可能です。 たとえば建
設・設備関連で電気配線や空調配管を赤線
で示した図面や、朱印を押印後にスキャンし
た文書なども、赤黒2色で分かりやすくプリ
ントできます。

※Able 1409 λModel-DCではオプション。

A2ネットワークプリンターやCAD用プロッターとして、赤黒2色出力に対応します。

Network Printer

Able 1409 λ
プリンター

PC
CAD用
プロッター

CAD

Adobe® PostScript® 3TMドライバー
PDF化した図面の高速出力
が行えます。 Mac OSから
の出力も可能です。
※ オプションのPS3カードTG5が必要となります。

製本プリント
中とじできるようページ順を割り付けて
出力。小冊子やカタログ作成がより手軽に
なります。
※ 中とじフィニッシャーが必要です。

1 1
2 2
3 3
4

4
5...... 5......

PDF/RTIFFダイレクトプリント
図面管理サーバーから転送されるPDF/
TIFFまたはCALS形式のビットマップイ
メージデータをダイレクトにプリントで
きます。
※ 高圧縮PDF、パスワード付暗号化PDFはダイレクトプリント
　 できません。

Mac OSに標準対応
PostScriptエミュレーションを標準搭載
し、Mac OSからの出力に対応。
※ PSカード TG5装着時とフォントは異なります。

WEBブラウザーからプリント
プリンタードライバーをインストールし
なくても、Web Printing Toolを使用して
異なるファイル形式＊の複数のデータを一
括出力することもできるので、便利です。
＊HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、CALS、JPEG、PDF、
　PostScript® 3™

高精度なCAD図面出力プロッターとして
使用可能
RP-GL/2モード対応
RP-GL/2モードを利用してプリントするた
めの、CAD用のWindows®ドライバーも用
意。ペンの線幅やフォント、印字領域の設定
など、CAD出力に求められる機能をサポー
トしてます。 

AutoCAD®対応
Windows®環境でのCADアプリケーショ
ンAutoCAD®で作成した図面ファイルを、
高精細かつ高速にプリントするための、
AutoCAD®用HDIドライバーを用意。

しおり折り印刷
ステープルも糊も使わずに小冊子が作成可
能な「しおり折り印刷」に対応しました。作業
用マニュアルなどに利用でき便利です。
※ RPCSドライバーで対応

切り込みを入れ
折り曲げ

A5サイズの
冊子が完成

8 1 2 3 8 1 2
3

4567

1

キリコミ

  A2サイズに8ページを集約
（しおり折り）して印刷

ドライバーを介さずスムーズにプリント
USBメモリーやSDカードに保存した文書
を、直接プリントできます。
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A2サイズ対応ネットワークフルカラースキャナーが、図面や文書の電子化を強力に支援します。

Network Scanner ※Able 1409 λModel-DCではオプション。

スムーズな電子化をサポートする
充実した機能
・ 傾き自動補正が、傾いて読み取られた画

像をまっすぐに自動補正します。
・ スキャンデータに日付や番号などを合成

することが可能です。
・ 頻繁に利用する条件をあらかじめ登録
 （読み取りモード登録）しておくことで、

より  スムーズな電子化が可能です。

高速、高精細な読み取り精度を実現
A4サイズの原稿なら毎分40枚＊の高速ス
キャンが可能です。 スキャンサイズは最大
A2まで、解像度は最大600 dpiまで対応し
ます。
＊ A4ヨコ送り、200 dpi文字モード時。

多彩な画像フォーマットに対応
透明テキスト付PDF
スキャンした原稿の文字情報を読み取り、
テキストデータをPDFに埋め込みます。検
索に便利です。
※ オプションのOCR変換モジュールが必要です。

高圧縮PDF
スキャンデータを従来よりも大幅に軽い
PDFデータ＊に変換可能です。A2サイズの
大判原稿も、フルカラーで電子化できます。
＊ 画像によって圧縮率は異なります。
※ 原稿の画質によっては期待通りのデータサイズや画質を得ら 

れない場合があります。

スキャン画像を確認、プレビュー機能
スキャン文書を、プレビュー画面で確認でき
ます。 スキャン文書を送信する際のチェッ
クや、読み取りミスの確認に役立ちます。
※ 高圧縮PDFのプレビュー表示はできません。

A2サイズまでのドキュメントを
フルカラーでスキャンして保存
赤黒2色でプリントした図面、色ペンで加筆
した作業指示、フルカラーのパース図などを
スキャンして、カラーのまま保存できます。
最大A2サイズまで対応で、オフィスのペー
パーレス化に貢献します。

PDF/A
PDFの長期保存を目的とする国際標準規
格PDF/Aに対応。内部統制に関する文書
など、重要な文書の電子化・保存に有用で
す。

デジタル署名付PDF
スキャン文書にデジタル署名を付加して
保存できるので、ドキュメントの偽造や改
ざんを抑止する効果があります。

パスワード付暗号化PDF
パスワード設定や暗号化を施したPDF
ファイルを作成することで、スキャン文書
が保護できます。 これにより重要な文書
も安心して電子化できます。

メール送信＊

スキャンしたデータ（最大A2）を添付
ファイルとして社内のPCや社外のモバ
イルPCに送信できます。
＊ 別途E-mailできる環境が必要です。

フォルダー送信
スキャンしたデータをWindows®の共
有フォルダーやFTPサーバーに直接保
存できます。

ネットワークTWAINスキャナー
クライアントPC上アプリケーションか
らネットワーク経由で利用できます。

メディア保存
スキャンしたドキュメントをUSBメモ
リーやSDカードに直接保存することが
できます。

Web Image Monitor
本体に蓄積したスキャン文書をWebブ
ラウザー経由でPCにダウンロードでき
ます。

多彩なスキャン機能

A2サイズの等倍ファクス送受信や、受信ファクスの電子化など、使いやすさを追求しました。

Fax

多彩なファクス送受信に対応
公衆回線を利用したファクスに加えイン
ターネットファクス、IPファクス、PCファクス
などに対応。利用環境に応じて適切な送受
信が選択できます。

宛先繰り返し入力で、誤送信を抑止＊

テンキーでファクス番号を直接入力して送
信する場合に、確認のため同じ番号を再度
入力するよう設定できます。 押し間違えに
よる誤送信の抑止に役立ちます。
＊ カストマーエンジニアによる設定になります。

ファクス受信文書出力切替タイマー
勤務時間中の受信はプリント、時間外の場
合は転送と、時間帯に応じて受信した文書
のプリント/転送/蓄積の設定が切り替え
られます。
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大サイズ原稿は分割して送信
送信先がA2/B3サイズに非対応の場合、原
稿を2枚の用紙に分割し、等倍で送信しま
す。 分割した部分は重複して読み取るので、
図面など中央部に大切な情報がある場合に
有効です。
※ ファクス送信相手により、縮小して送信される場合があります。

用紙削減のペーパーレスファクス
ハードディスクに蓄積
ファクス受信文書をプリントアウトせ
ず、本体内のハードディスクに蓄積して
おけます。 蓄積受信文書は操作パネルで
確認し、必要なものだけをプリントする
ことで、用紙の節約につながります。

ファクス受信文書を PC で受信＊1

受信したファクス文書を、指定したPCの
メールアドレスに自動配信できます。 発
信元情報（TSI）、ダイヤルイン＊2などに
よる配信に対応しており、受信した文書
はデータとして保管できるほか、メール
転送することもできます。
＊1：添付ファイル形式は TIFF 形式になります。
＊2：ダイヤルイン配信は別途 NTT との契約（有料）が必要です。

図面出力に有効なコピーモード
原稿に適した設定をすることで、忠実な画
質でコピーします。新たに、原稿種類に蛍
光ペン/ケイ線消去/切り貼り原稿を追加
しました。

IDカードコピー
免許書や保険書などカードのおもて面と
うら面を用紙の片面にコピーします。

変更部分
床の間

二世帯天井

和室（13タタミ）

（8帖） 洋タンス
900×600×900

洋タンス和タンス
1500 × 600 × 900

1350 × 600 × 900

L
P
G

間仕切障子

押入

SW
09
09
-S
A

（3.5帖）

広縁

テラス

⑫

⑭

⑱今までのモノクロコピー

2色原稿

床の間

二世帯天井

和室（13タタミ）

（8帖） 洋タンス
900×600×900

洋タンス和タンス
1500 × 600 × 900

1350 × 600 × 900
間仕切障子

SW
09
09
-S
A

（3.5帖）

広縁

テラス

⑫

⑭

⑱

変更部分

指示が明確に伝わる2色コピー床の間

遮音壁 遮音壁 サイドボード

1250 × 400 × 930

二世帯天井
二世帯天井

和室（13タタミ）
和室（13タタミ）

（8帖）
（6帖）

洋タンス
900×600×900

洋タンス和タンス
1500 × 600 × 900

1350 × 600 × 900

H
＝
C
L－
16
20

間仕切障子 間仕切障子

SW
09
09
-S
A

（3.5帖）

広縁

テラス テラス

⑫

⑭

⑱ ⑲

吊押入

変更部分

印字/スタンプ機能
多彩な印字/スタンプ機能を搭載してお
り、それぞれ自由に組み合わせて使用でき
ます。
・ページ印字
・日付印字
・文字印字
・機密管理ナンバリング
・8種類の定形スタンプ印字
・秘、複製厳禁、回覧、至急など
・ ユーザースタンプを4種類まで登録可能

A2コピーに赤黒ツインカラーコピーをプラスして、多彩なニーズに柔軟に応えます。

Digital Copy

赤黒ツインカラーコピーを標準装備
多彩なカラー加工が可能
赤黒2色コピーのほか、赤色の濃度を変更
したり、赤色を指定濃度の黒色に変換して
コピーできます。 また、赤消去/黒消去機
能により原稿の赤、または黒の部分を消去
してコピーすることも可能です。

ドキュメントボックスにデータを蓄積、再利用
本体内のドキュメントボックスに、コピー機能、ファクス機能、プリンター機能、ス
キャナー機能で読み取った文書を蓄積しておくことができます。蓄積文書は、必要な
ときに必要な条件でコピーやプリント、送信、ダウンロードできます。繰り返して利
用することの多い文書を蓄積しておけば、業務の効率化に役立ちます。

3000件の文書が蓄積可能
ドキュメントボックスには3000件までの文書が蓄積できます。1文書の総ページは
1000ページまで、蓄積文書総ページは3000ページまでと豊富です。

  Able 1409 λ
  「ドキュメントボックス」コピー保存

スキャン保存

プリント保存

ファクス文書

確認1
ダウンロード2
プリントアウト3

「Web Image 
 Monitor」

Web Image Monitor
Web Image Monitorを利用して、ドキュメントボッ
クスに蓄積されたデータをWeb経由で閲覧・出力指
示できます。また、機器の状態管理、ジョブ履歴、ファ
クス送受信の確認なども行えます。

ファクス
文書

ファクス蓄積
受信文書の
サムネール表示

表

裏

氏名 富 士 太 郎

眼鏡等

優良

本籍
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
交付

平成 00年 0月 0日生

平成 00年 0月 0日        0000
平成 00年 0月 0日まで有効
免許の
条件等

番号

二種
他

二・小・原

運
転
免
許
証

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0
平成 00年 00月 01日
平成 00年 00月 01日
平成 00年 00月 01日

第 号

氏名 富 士 太 郎

眼鏡等

優良

本籍
住所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
交付

平成 00年 0月 0日生

平成 00年 0月 0日        0000
平成 00年 0月 0日まで有効
免許の
条件等

番号

二種
他

二・小・原

運
転
免
許
証

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0
平成 00年 00月 01日
平成 00年 00月 01日
平成 00年 00月 01日

第 号

備　考

備　考

等倍
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ドキュメントボックス保護機能
ドキュメントボックスに蓄積されている
データはパスワードで保護されているの
で、出力管理することができます。

パスワードによる機密印刷機能
データをいったん本体に蓄積し、本機の操
作部からパスワードを入力してプリント
します。ネットワークでプリンターを共有
している場合など、他人に見られたくない
文書をプリントするのに有効です。 管理者の認証をより厳格に実現

セキュリティー上重要な管理機能を、アク
セスコードで保護できます。 初期設定を
操作する使用者を限定できるので、信頼性
が向上します。

安全性の高いユーザー認証環境を提供
従来のユーザーコード認証に加え、ログイ
ンユーザー名とパスワードによる、個人認
証が可能なユーザー認証システムを搭載
しています。また、Windows®のドメイン
コントローラーやLDAPサーバーとの連携
など、既存の認証システムを利用した個人
認証にも対応しています。

不正利用を防止する、機能利用制限
コ ピ ー、フ ァ ク ス、プ リ ン タ ー、ス キ ャ
ナー、ドキュメントボックスの各機能につ
いて、登録ユーザーごとにきめ細かな利用
制限が設定できます。管理者はそれぞれの
利用状況の把握が可能で、セキュリティー
の向上とランニングコストの低減が図れ
ます。

HDD残存データ消去/HDD暗号化
機能を標準装備
コピー /スキャンの原稿読み取りやパソコ
ンからの出力によってHDD上に残存した
ままのデータやユーザーデータを、上書き
消去（逐次消去/一括消去）できます。 ま
た、アドレス帳データ、認証情報、蓄積文書
などは暗号化してからデータ保存するな
ど、セキュリティーを強化しています。
※ 自動消去設定時、以下のデータは上書き消去されません。
・ドキュメントボックスに蓄積された文書。
・アドレス帳に登録されたデータ。
・ユーザーコード別カウンター。
※ 暗号化の対象となるのはアドレス帳、蓄積文書データ、ユー

ザー認証データ、ログ、一時保存されている文書データ、ネット
ワークI/F設定情報、機器設定情報となります。

情報の安全と信頼性を確保するため、さまざまなセキュリティー機能を搭載しています。

Security

不正コピーの抑止に効果的な、
地紋印刷機能
プリント時に、用紙全体にマスクパターン

（地紋）を埋め込むことができます。 この
原稿をコピーすると、コピーされた原稿に

「コピー禁止」などの牽制文字が浮かび上
がり、不正コピーや情報漏えいの抑止につ
ながります。

牽制文字が浮かび上がり
不正コピーを警告

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー

コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー　
コピ
ー
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Able 1409 λ 地紋埋め込み
プリント

地紋を埋め込んだ
文書を再コピー

HDD残存データ
消去機能

HDD

消去
HDD暗号化
機能 暗号化

高性能フィニッシャー
仕分け、コピーやプリント後のステープル、パンチ穴あけまで自動
化。さらに、小冊子作成を可能にする中とじ機能を搭載していま
す。
※  A2/B3/A3ヨコ/B4ヨコには対応していません。

ジョブ別に排出先の仕分けが可能
オプションのA2対応インナー 1ビントレイTG5（胴内）、および、
A2対応サイドトレイを装着することで、排出先をコピー、ファク
ス、プリントのジョブ別に仕分けられます。

数々のオプション機器が、使いやすさの幅をさらに広げます。Option

サイドトレイ

テンキーデバイス原稿置き台 TG5

インナー 1ビントレイTG5

中とじフィニッシャー
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Able 1409 λの主な仕様

基本機能 / コピー機能
項目 Able 1409 λ Model-DC Able 1409 λ Model-CPS Able 1409 λ Model-CPFS
形式 コンソール
メモリー容量 2 GB（最大2 GB）
ハードディスク容量＊1 320 GB以上
カラー対応 赤黒2色
読み取り解像度 600×600 dpi
書き込み解像度 600×600 dpi
階調/表現色 256階調
ウォームアップ・タイム 90秒以下（室温23℃）
リカバリータイム（スリープ復帰時間） 90秒以下（室温23℃）
原稿サイズ シート・ブック共に最大A2、17×22"（431.8×558.8 mm）

用紙
サイズ

最大 A2、17×22"
最小 郵便はがき（日本郵便製）
画像欠け幅 先端5mm、後端4 mm、左/右4 mm

用紙
坪量＊2

トレイ 52～105 g/m2

手差しトレイ 52～157 g/m2

ファーストコピー・タイム 5.3秒（A4ヨコ）

複写
倍率

等倍 1：1 ± 0.5 %
固定倍率 25 %、50 %、61 %、71 %、82 %、87 %、100 %、115 %、122 %、141 %、200 %、400 %
任意倍率 25～400 %（0.1 %きざみ）

連続
複写
速度＊3

A4ヨコ 40枚/分
B5ヨコ 41枚/分
B4ヨコ 28枚/分
A3ヨコ 26枚/分
B3 18枚/分
A2 14枚/分

給紙方式/
給紙容量＊4

標準 550枚×2トレイ＋250枚×3トレイ＋手差しトレイ50枚
最大給紙容量 1900枚

連続複写枚数 999枚

出力トレイ容量＊4
50枚：A2、B3、17×22"
250枚：A3
500枚：B4以下

100枚：A2、B3、17×22"
350枚：A3
500枚：B4以下

電源 AC100 V ± 10%、15 A、50/60 Hz共用

最大消費電力
1.5 kW
スリープモード時 ：0.8 W
スタンバイ時 ：0.3 W

エネルギー消費効率 省エネ法対象外

大きさ 幅780×奥行854×高さ
1098 mm 幅799×奥行854×高さ1242 mm

質量＊5 198 kg 218 kg 221 kg
機械占有寸法＊6 幅1273×奥行864 mm

＊1：表記されたハードディスク容量の全てをお客様が利用できるわけではありません。 ＊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。 ＊4：当社P紙。A2サイズは当社E紙の場合。 ＊5：トナーカートリッジは除く。 ＊6：
手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放時。操作部を床に垂直な状態から62度回転させた場合。

プリント機能（オプション）
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

RPCS（本体標準）　　　 600x600 dpi、200x200 dpi
RPGL/RPGL2（本体標準）600x600 dpi、400x400 dpi
RTIFF（本体標準）　　　600x600 dpi、400x400 dpi、300x300 dpi、200x200 dpi
PDF（本体標準）　　　　600x600 dpi、300x300 dpi
Adobe PDF（オプション） 600x600 dpi、300x300 dpi
PS3（本体標準）　　　　600x600 dpi、300x300 dpi
Adobe PS3（オプション）600x600 dpi、300x300 dpi

ページ
記述言語

標準 RPCS、PostScriptⓇ 3TMエミュレーション、PDF Directエミュレーション
オプション Adobe® PostScript® 3TM 、PDF Direct from Adobe®

対応プロ
トコル

Ethernet
（標準） TCP/IP（IPv4 / IPv6）：FTP、IPP、SMB

対応
OS＊2

標準

Windows 10（32ビット)
Windows 8.1（32ビット）
Windows 7（32ビット）
Windows Server 2019 (64ビット)
Windows Server 2016
Windows Server 2012（64ビット）
Windows Server 2008（32ビット）

Windows 10（64ビット) 
Windows 8.1（64ビット）
Windows 7（64ビット）
Windows Server 2012 R2（64ビット）
Windows Server 2008 R2（64ビット）
Windows Server 2008（64ビット）

オプション macOS 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11 / 10.10 / 10.9

内蔵
フォント

標準

明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、
Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4
書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、
Symbol、OCR-B、漢字ストローク、日本語平成2書体（HG平成明朝、HG平成角
ゴシック）、欧文93書体、JIS2004対応フォント日本語2書体（HG明朝L、HGゴ
シックB）

オプション 欧文136書体、日本語平成2書体（平成明朝体TMW3、平成角ゴシック体TMW5）、
JIS2004対応フォント日本語2書体（HG明朝L、HGゴシックB）

エミュ
レーション 標準 RTIFF、RP-GL、RP-GL/2

インター
フェイス 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

メディアプリント：USB2.0（Aタイプ）＊3、SDカードスロット＊3

※ Able 1409 λ Model-CPSおよびAble 1409 λ Model-CPFSは標準装備です。 ＊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：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：USB、SDカードは各対応機器すべての動作を保証するも
のではありません。

スキャン機能（オプション）
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
メール送信/ファイル送信：600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×
200 dpi、100×100 dpi
ネットワークTWAINスキャナー：100～1200 dpiの範囲で指定可能＊1

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」に準じる
インター
フェイス 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

スキャン to メディア：USB2.0（Aタイプ）＊2、SDカードスロット＊2

ネット
ワーク
TWAIN
スキャナー

対応
プロトコル TCP/IP（IPv4 / IPv6）

対応OS＊3

Windows 10（32ビット)
Windows 8.1（32ビット）
Windows 7（32ビット）
Windows Server 2008（32ビット）

ファイル
送信

対応
プロトコル TCP/IP（SMB、FTP）

対応OS

Windows 10（32ビット)
Windows 8.1（32ビット）
Windows 7（32ビット）
Windows Server 2016
Windows Server 2012（64ビット）
Windows Server 2008（32ビット）
OS X 10.11 

Windows 10（64ビット) 
Windows 8.1（64ビット）
Windows 7（64ビット）
Windows Server 2012 R2（64ビット）
Windows Server 2008 R2（64ビット）
Windows Server 2008（64ビット）

出力
フォーマット TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A

メール
送信

対応
プロトコル TCP/IP（SMTP）

出力
フォーマット TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A

※ Able 1409 λ Model-CPSおよびAble 1409 λ Model-CPFSは標準装備です。 ＊1：読み取り原稿サイズにより、
最大読み取り解像度が変わります。 ＊2：USB、SDカードは各対応機器すべての動作を保証するものではあ
りません。 ＊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。

ファクス機能
項目 内容
送信原稿サイズ 最大：A2、17×22"
記録紙サイズ 最大：A2、最小：A5
電送時間 2秒台＊1

通信モード ITU-T G3

走査線
密度

ふつう字 8×3.85本/mm、200×100 dpi
小さな字 8×7.7本/mm、200×200 dpi
微細字＊2 8×15.4本/mm、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＊3（G3-1ポー
ト）

※ Able 1409 λ Model-CPFSは標準装備です。Able 1409 λ Model-DCおよびAble 1409 λ Model-CPSへのオプ
ション設定はありません。 ＊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（28.8 kbps
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FAXメモリーが必要です。 ＊3：
接続可能な回線数は最大1回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

インターネットファクス機能
項目 内容

送信原稿サイズ フルモード時：A3、B4、A4
シンプルモード時：A4（A3/B4はA4に縮小して送信）

走査線密度 ファクス機能に準ずる
出力フォーマット フォーマット：TIFF-F　圧縮方式：MH、MR、MMR圧縮
プロファイル TIFF-F
対応プロトコル 送信：SMTP　受信：SMTP、POP3、IMAP
インター
フェイス 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

※ Able 1409 λ Model-CPFSは標準装備です。Able 1409 λ Model-DCおよびAble 1409 λ Model-CPSへのオプ
ション設定はありません。

IPファクス（SIP）機能
項目 内容

送信原稿サイズ ファクス機能に準ずる
走査線密度 ファクス機能に準ずる
対応プロトコル SIP、JT-H.323V2
符号化方式 ファクス機能に準ずる
インター
フェイス 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

※ Able 1409 λ Model-CPFSは標準装備です。Able 1409 λ Model-DCおよびAble 1409 λ Model-CPSへのオプ
ション設定はありません。

両面出力機能
項目 内容
自動両面可能
用紙サイズ

最大 A3、11×17"
最小 A5、8.5×5.5"（215.9×139.7 mm）

用紙坪量 64～105 g/m2



サイドトレイ（オプション）
項目 内容

用紙サイズ 最大：A2、17×22"
最小：郵便はがき（日本郵便製）

用紙坪量 52～157 g/m2

トレイ容量＊
250枚：B4以下
100枚：A3、11×17"
20枚：A2、B3、17×22"

大きさ 幅435×奥行430×高さ40 mm
本体接続時の
占有寸法 幅1242×奥行864 mm

※ 中とじフィニッシャーとの同時装着はできません。 ＊：当社P紙。A2サイズは当社E紙の場合。

中とじフィニッシャー（オプション）
項目 内容

トレイ
形式

上トレイ ソート/スタック
シフトトレイ ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）
中とじトレイ ソート/スタック

用紙サイズ/ 
用紙坪量

上トレイ 最大：A3、11×17"　最小：A5ヨコ、5.5×8.5"ヨコ（140×216 mm）　64～105 g/m2

シフトトレイ 最大：A3、11×17"　最小：A5ヨコ、5.5×8.5"ヨコ（140×216 mm）　64～105 g/m2

トレイ
容量＊1

上トレイ 250枚：A4、レター以下
50枚：B4、リーガル以上

シフトトレイ

2000枚：A4ヨコ、レター ヨコ
1000枚： A3、B4、A4、B5、B5ヨコ、11×17"、リーガル、8.5×13"（216×330 mm)、

8.25×13"（210×330 mm）、レター
500枚：A5ヨコ
100枚：5.5×8.5"ヨコ（140×216 mm）

中とじ
トレイ＊2

30部：2～5枚とじ、15部：6～10枚とじ、10部：11～15枚とじ、
6部：16～20枚とじ

ステー
プル＊1

最大ステー
プル枚数 65枚（サイズ混載時も同一）

ステープル
用紙サイズ 最大：A3、11×17"　最小：B5、レター

ステープル
用紙坪量 64～105 g/m2

ステープル
位置 1カ所、2カ所

パンチ

パンチ数 2穴

パンチ用紙
サイズ

A3、A4、A4ヨコ、A5ヨコ、B4、B5、B5ヨコ、11×17" 、リーガル、
8.5×13"（216×330 mm）、レター、レターヨコ、8.25×13"（210×330 mm）、
5.5×8.5"ヨコ（140×216 mm）

用紙坪量 64～105 g/m2

中とじ / 
二つ折り
＊1

最大枚数 中とじ：20枚、重ね二つ折り：5枚
用紙サイズ A3、B4、A4、B5、11×17"、リーガル、レター
用紙坪量 64～105 g/m2

大きさ/質量 幅657×奥行730×高さ980 mm、61 kg
本体接続時の
占有寸法＊3 幅2040×奥行864 mm

※ サイドトレイとの同時装着はできません。 ＊1：当社P紙。用紙種類など使用条件により、収納可能枚数は異な
ります。 ＊2：中とじトレイでB5 サイズを使用した場合、収容性が悪くなることがあります。 ＊3：手差し、トレイ
等を最大に伸ばした時。 

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-1326  1801-4

〈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。

◎Able 1409 λ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。Able 1409 λは、リサイクルパーツを採用しております。
◎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。エネルギースター適合商品は、Model-CPS、Model-CPFSです。
◎Able 1409 λはエコマーク商品です。

※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。 ●（財）電気通信端末機器審査協会の技術基準等
適合認定を受けた商品です。（認定番号：ACD03-0085JPA） ●Windows、Windows Server、Excel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。 ●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、それぞれ各社の商標、または登録商標です。 ●Able 1409λは、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。

Able 1409 λの主な仕様

※万一本体の記憶媒体（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。

※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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中とじフィニッシャー（オプション）

Able 1409 λ 
Model-DC

Able 1409 λ 
Model-CPS

Able 1409 λ 
Model-CPFS

＊操作部を床に垂直な状態から62度回転させた場合。

自動両面原稿送り装置
項目 内容
原稿送り装置の種類 自動両面原稿送り装置
原稿サイズ
/用紙坪量

片面原稿 最大：A2、17×22"　最小：B6　40～128 g/m2

両面原稿 最大：A3、11×17"　最小：B5　52～105 g/m2

原稿積載枚数＊ 50枚：A3以下
30枚：A3を超えるサイズ

原稿読み
取り速度

コピー時 モノクロ：40枚/分、カラー：40枚/分
スキャン
時

モノクロ：40枚/分、カラー：40枚/分
[当社標準原稿（A4）200 dpi]

※ Able 1409 λ Model-CPSおよびAble 1409 λ Model-CPFSは標準装備です。Able 1409 λ Model-DCへのオプ
ション設定はありません。  ＊：当社P紙。A2サイズは当社E紙の場合。

インナー1ビントレイ（オプション）
項目 内容

用紙サイズ 最大：A2、17×22"
最小：A6

用紙坪量 64～105 g/m2

トレイ容量＊ 100枚：A3以下
50枚：A3を超えるサイズ

大きさ / 質量 トレイ部：幅595×奥行545×高さ80 mm、1.7 kg
排紙部：幅180×奥行535×高さ190 mm、1.5 kg

※ Able 1409 λ Model-CPFSは標準装備です。  ＊：当社P紙。A2サイズは当社E紙の場合。

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。


