
ApeosPort®-V 7080 N / 6080 N / 5080 N
アペオスポート  ファイブ

DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N
ドキュセンター  ファイブ

高い生産性、高い耐久性が導く、高度な付加価値。
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コピー、プリントともに75枚/分＊1、スキャンはカラー・モノクロともに片面100枚/分、 両面200ページ/分＊2。
富士フイルムビジネスイノベーションにおけるモノクロ複合機のフラッグマシンとして優れたスピードを提供します。
耐久性にも優れ長時間の連続使用も安定して稼働します。
さらにフィニッシャーとの接続で後処理も多彩に。
大量出力ニーズのあるお客様に高い生産性を提供します。
＊1: A4 ヨコ。ApeosPort-V 7080 N、DocuCentre-V 7080 Nの場合。 ApeosPort-V 6080 N、DocuCentre-V 6080 Nは、65 枚/分。 
　　 ApeosPort-V 5080 N、DocuCentre-V 5080 Nは、55 枚/分。
＊2: 当社標準原稿（A4 ヨコ）、200 dpi、親展ボックスまで。

パワフルに、さらに使いやすく。
大量出力ニーズに応えるセンターマシン。

ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N 
DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N

カラー・モノクロ : 100枚/分＊2

1パス両面読み取り時 : 200ページ/分＊2Scan

Copy
Print

スーパーG3対応Fax

＊1: A4ヨコ。
＊2: 当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで。
※写真は、ApeosPort-V 7080 N、大容量給紙トレイ（1段）、
　中とじフィニッシャー C3、紙折りユニットCD1装着時。

ApeosPort-V 7080 N 
DocuCentre-V 7080 N

ApeosPort-V 6080 N
DocuCentre-V 6080 N

ApeosPort-V 5080 N
DocuCentre-V 5080 N

75枚/分＊1 65枚/分＊1 55枚/分＊1

オフィスの
センターマシン

快適
カラースキャン 大容量給紙 柔軟な用紙対応 操作がスムーズ

 コピー プリント ファクス スキャン

ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N ● ● ○ ●

DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N ● ● ○ ○

標準 : ●　オプション : ○
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生産性

7WAYS、9820枚＊の給紙容量で大量出力にも対応

4段トレイに4970枚＊、手差しトレイに100枚＊と標準でも大量給
紙を実現しました。さらにオプションでA4サイズを2300枚＊収容
できる大容量給紙トレイは1段と2段のタイプを用意しております。
最大9820枚＊の大量給紙ができ、大量出力時などにも用紙補給の
手間を省けます。
＊: 当社P紙。

75枚/分の高速で多部数出力も一括処理できる
高い生産性を実現

75枚/分＊のスピードと1200 dpi相当×1200 dpiの高解像度で大
量コピーも高速・高画質出力。プリントジョブ出力中に、次のコ
ピージョブの原稿を読み取るなど作業の効率化を図り、多数のジョ
ブが集中するオフィスのセンターマシンとしての高い生産性を発揮
します。
＊: ApeosPort-V 7080 N、DocuCentre-V 7080 Nの場合。ApeosPort-V 6080 Nと

DocuCentre-V 6080 Nは、65枚。ApeosPort-V 5080 NとDocuCentre-V 5080 Nは、
55枚。

カラースキャンもできる大容量の自動両面原稿送り装置

モノクロ100枚/分＊1、カラー 100枚/分＊1の高速読み取りを実現
しました。さらにモノクロ両面原稿のスキャンは、原稿を反転する
ことなく200ページ/分＊1の圧倒的なスピードで表裏同時に読み込
むことができます。原稿反転が不要なので、ななめ送りや紙づまり
等の少ない、安定した原稿送りを実現します。また、エレベーター
トレイの採用により、250枚＊2の原稿を積載でき、大量原稿でも一
度に読み込みができます。
＊1: 当社標準原稿（A4ヨコ）、200dpi、親展ボックスまで。
＊2: 当社P紙の場合。

紙質、紙厚、サイズなど、ニーズに合わせて幅広く対応

静電気力で用紙を転写ベルトに吸着することで、安定した用紙走行
性能を獲得。幅広い用紙への出力を実現しました。本体トレイで
200 g/㎡までの用紙に両面コピーができるうえ、手差しトレイに
250 g/㎡までの厚紙をセット可能。郵便はがき（日本郵便製）から
12×18"サイズの用紙まで出力できます。

大容量給紙トレイ1段 大容量給紙トレイ2段

大きくて見やすい操作パネル

9型の液晶カラー操作パネルを標準装備し
ました。カラー表示で視認性も高く、フ
リック/ドラッグによる直感的な操作が可
能です。角度を上下左右に調整し、楽な
姿勢で作業できる10.4型の大型カラー操
作パネルもオプションで用意しています。
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信頼性

お使いの複合機の状態を見守り

富士フイルムビジネスイノベーションの複合機管理サービスEP-BB＊1

（無償）は、お客様の複合機と当社のEPシステムをインターネットで結
び、メーターカウントの自動確認、消耗品の自動配送、日々の状態監
視と故障時の自動通知など複合機管理者の方の手間を軽減し、安心
してお使いいただけるようにサポートします。さらに「富士フイルムBI
ダイレクト 複合機サービス＊2」との連携で、複合機の使用状況、消
耗品の配送状況・配送予定日、保守状況など、さまざまな情報を
Web上でいつでも確認することができます。
＊1: EPはElectronic Partnership、BB はBroad Band の頭文字です。
＊2: 「富士フイルムBIダイレクト 複合機サービス」をご利用いただくには、別途お申し込みが必

要です。

安心の保守サポートとセキュリティー管理

データのセキュリティー対応
本体の内蔵ハードディスクのデータを、不正に読み取られないよう
に暗号化＊1と上書き消去＊2ができます。
＊1: データの暗号化を有効にした場合。
＊2: オプション。

認証
認証機能を運用することにより、プリンターの使用を許されていな
いユーザーによる操作や不正アクセスを防ぎ、セキュリティーを保て
ます。認証操作は、プリンター操作画面でのキーボード入力や、IC
カード＊が利用できます。ユーザー情報の保持/管理は、プリンター
本体、あるいは、Active DirectoryⓇなどの外部認証サーバーで行え
ます。
＊: オプションのICカードリーダー A（本体内蔵型）またはICカードリーダー C（本体内蔵型）が必

要です。

サーバーレス認証連携
認証サーバーを立てずに認証機能を使用する場合、プリンター 1台
1台にユーザー情報を登録しなければならず、プリンターの台数が
多くなると管理が難しくなります。「サーバーレス認証連携」機能で
は、プリンター同士がユーザー情報を自動的に同期するため、どの
プリンターからでも認証操作ができます。
＊: オプション。

認証OK

親機

子機
子機

登録

認証OK 子機に登録
↓

親機に通知
↓

すべての子機に通知

親機に登録
↓

すべての子機に通知

ApeosPortは機能拡張・カスタマイズが優れているほか、管理
工数の削減や情報漏えい抑止に貢献する機能も充実。企業の
情報基盤を固めながら、一人ひとりが業務に集中できる環境
を促進します。 

サーバーに登録されたユーザー情報で認証
複合機一台ずつにユーザー情報を設定することなく、管理の手
間を大幅に削減できます。また、ユーザーごとに利用できる機
能やカラー出力を制限＊1 したり、短期アルバイトなど認証
サーバーに登録がないユーザーでも複合機を使えるように設定
することができます。

セキュリティーもさらに強化
デバイス証明書を複合機にインポートすることで、Eメール・イン
ターネットファクス時にS/MIMEによる暗号化通信やデジタル署
名が行えます。 スキャン文書に電子署名を付けることで、ファ
イルの改変を検出したり、送信者のなりすましを防いだりでき
ます。

イメージログ ＊2 

利用者、利用時刻、部数などのジョブログとイメージそのもの
をともに蓄積・管理。機密文書が漏えいした場合の調査など
が、よりスムーズに実現可能になります。 
＊1: 別売ソフトウェアApeosWare Management Suite 2が必要です。
＊2: オプション。別売ソフトウェアApeosWare Image Log Managementが必要です。

ApeosPortで提供する価値

異なるネットワーク環境でプリント

業務用の社内LANとインターネット接続など、ネットワーク環境を
分けて複合機を利用することができます。複合機の二つのネット
ワークポート間にはコネクションが無く、完全に独立しているためセ
キュリティーを保つことができます。 
※ オプション。プリント機能のみ。対応プロトコルはTCP/IP（lpd、Port9100）限定。

ファクスにも対応

オプションでG3ファクスに対応。最大3回線まで拡張可能で複数
のファクスを1台に集約できます。またペーパーレスファクスにも
対応しており、ファクス受信文書をサムネールやプレビューで確認
後、必要な文書だけ出力できます。親展ボックスに受信したファク
ス文書を、プリント、メール送信、パソコンへの転送することも可
能です。

●ダイレクトファクス強制禁止 
●同報指示時の宛先確認・不要宛先を削除 
●手動リダイヤル

ファクス誤送信を抑止する機能も充実

●宛先再入力 
●宛先表以外の送信禁止 
●宛先確認画面を表示 

LAN1

LAN2
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利便性

さまざまなスキャン機能

便利なスキャン機能が利用できます。

＊1: オプション。
＊2: ApeosPortのみ。

ボックス
保存

USBメモリー
保存＊1

スキャン

・TWAINスキャン
 （ネットワークスキャナーユーティリティ3)
・Webブラウザー
 （CentreWare Internet Services)

・PC保存　　 
・メール送信
・ジョブフロー＊2

多彩なファイル形式・処理に対応

スキャンデータをメール送信したりパソコン保存する際に、TIFF、
JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS＊1に変換できます。また、検
索に便利なOCR処理＊2や通信負荷軽減に役立つ容量圧縮、パス
ワード設定も行えます。 
＊1: XML Paper Specificationの略。
＊2: オプション。

編集可能なWordやExcel®形式に変換

スキャンデータは、WordやExcel®形式のフォーマットに変換可能＊1。
紙でしか残っていない書類も編集可能な電子文書にできます。表や
イラストもWordやExcel®での再現に適したオブジェクトに変換し
ます。 
※ 本機能は、紙原稿にある文字や表、図形、写真などの素材を再利用するための補助機能で

す。ただし、素材を100%再現することを保証するものではありません。
＊: オプション。

スキャン操作をより簡単に

スキャンをよく失敗する。設定が多く、難しい。定型業務なのに都
度手作業で設定するのは面倒など、スキャンの使いにくさを改善し
自動的に処理できるアプリケーションを用意しました。

個人利用のスキャンがより簡単に
原稿の向きや片面/両面などを意識することなく、最適に設定された
スキャン文書を、メールまたはスキャナー（PC保存）機能で送ること
ができる「スキャンオート」。スキャンデータの送付先入力も送信履
歴から選択できるほか、認証時にはユーザーのメールアドレスが自
動入力されるなど便利です。 

業務ごとのスキャンとファイル保存を簡単に
「業務別らくらくスキャン＊」は文書の種類を選択するだけで、あらか
じめ設定されたルール通りにファイル名をつけ、所定の保存先に直
接スキャン文書を格納します。PCで取り出し格納する必要がなくな
り、定型的なスキャン業務の作業効率の改善が図れます。
＊: オプション。

どの複合機からでも出力可能

出力先に選んだ複合機が使用中の場合にも、他の複合機から自分の
ジョブを選んで出力可能。専用のサーバーを立てることなく、ネット
ワーク上の特定の複合機だけに出力が集中することを避けることが
できます。機器の稼動を適正化することで、台数削減にもつながり
ます。
※ オプション。

ネットワーク上の空いている
複合機で、蓄積ジョブを
選択して出力

出力

データの転送

指定した複合機が
使用中
データの蓄積

Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct®接続で、モバイル端末から複合機に直接プリントで
きます。同時に社内LANに接続された業務用端末をアクセスポイン
ト経由で接続することも可能です。
富士フイルムビジネスイノベーション製のモバイル端末用アプリ
Print Utilityを使ってのプリント・スキャンに対応。
※ オプション。

iPad / iPhone

Wi-Fi
ルーター

スキャン

プリント

DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 Nでスキャン機能をご利用いただく場合は、スキャナーキットが必要です。
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多彩なオプション

環境への配慮

エコプリント状況を見える化

プリント時のエコ度合いにより、リーフ（葉っぱ）を5段階に表示しま
す。ドキュメントモニター＊の画面上に表示されるリーフの数によって、
どれくらいエコロジーを意識してプリントできたかを確認できます。 
＊: ドキュメントモニターはパソコンにインストールしていただくソフトウェアです。本体同梱の

DVDに収録されています。

カラーコピーや厚紙を表紙に

インターポーザーを使えば、カラーコピーや厚紙にプリントした用
紙を、表紙として挿入することができます。
制作物に応じた製本が行えます。

仕分けシートの挿入

プリントのジョブごとに仕分け用のバナーシートを排出させること
ができますので、他のプリントジョブと区別して仕分けしやすくなり
ます。

スマート節電

複合機を「原稿読み取り装置」「操作パ
ネル」「コントローラー」「出力装置」の
4パートに分け、使う機能に応じて使
う部分だけに通電することで消費電力
やCO2 排出量を低減します。 たとえ
ば、スキャンやファクス送信の時は、
使わない出力装置に通電しません。

操作パネルの高速復帰

節電ボタンを押してから約3秒で操作パネルが使えます。特に意識
せずに環境配慮を促進できます。 

フィニッシャー
C3

中とじフィニッシャー
C3

中とじフィニッシャーC3
+ 紙折りユニットCD1

フィニッシャーD2
+ 紙折りユニットD2

中とじフィニッシャーD2
+ 紙折りユニットD2

ステープル枚数 50枚または65枚＊3 50枚または65枚＊3 50枚または65枚＊3 100枚＊4 100枚＊4

自動針カット機能 － － － ○ ○
パンチ 2/4穴＊1または2/3穴＊2 2/4穴＊1または2/3穴＊2 2/4穴＊1または2/3穴＊2 2/4穴または3穴＊5 2/4穴または3穴＊5

中とじ － ○ ○ － ○
二つ折り － ○ ○ － ○
三つ折り － － ○＊6 ○＊7 ○＊7

Z折り － － ○＊6 ○＊7 ○＊7

表紙 / 合紙挿入インターポーザー － － － ○ ○

トレイ
容量＊7

排出トレイ 500枚 500枚 500枚 500枚 500枚
フィニッシャー
トレイ 3000枚 1500枚 1500枚 2000枚 2000枚

＊1 パンチユニット2/4穴が必要です。　＊2 パンチユニット2/3穴（US規格）が必要です。　＊3 65枚ステープルユニット2が必要です。＊4 Z折り混在時は枚数が減ります。　＊5 3穴パンチユニット（US規格）が必要です。　
＊6 紙折りユニットCD1が必要です。フィニッシャー C3にも取り付け可能です。　＊7 紙折りユニットD2が必要です。　＊8 当社P紙。

ステープル
複数ページをまとめる
ホチキス止め

パンチ
バインダー用の
穴あけ処理

中とじ
カタログや小冊子制作に
便利な二つ折りと
ホチキス止め

Z折り
A3原稿をA4サイズに
まとめるZ折り

三つ折り
ダイレクトメール
などの封入に便利な
三つ折り

（例）スキャンやファクス送信時

通電
しない

通電
する
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ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N、 DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 Nの主な仕様

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

標準 標準 : 600×600 dpi　高精細 : 1200×1200 dpi
オプション 標準 : 600×600 dpi　高精細 : 1200×1200 dpi

ページ
記述言語

標準 ART EX
オプション Adobe® PostScript® 3™

対応プロトコル Ethernet（標準）TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、ThinPrint®）
対応OS*2 標準 【ART EXドライバー】 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）

【Mac OS Xドライバー】macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11 / 10.10 / 10.9
オプション 【Adobe® PostScript® 3™ドライバー】 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、OS X 10.11 / 10.10 / 10.9

内蔵
フォント

標準 アウトラインフォント（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文19書体）
オプション 【Adobe® PostScript® 3™キット】

平成3書体版 : 日本語3書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、平成丸ゴシック体™ W4）、欧文136書体
モリサワ2書体版 : 日本語2書体（リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™）、欧文136書体

【エミュレーションキット】ストロークフォント（日本語書体、欧文書体 : HP-GL用）、欧文82書体、シンボル37セット
エミュレー
ション

標準 ART IV、ESC/P（VP-1000）、BMLinkS®、PDF、XPS、DocuWorks、TIFF、JPEG
オプション 【エミュレーションキットまたはAdobe® PostScript® 3™ キット】

PC-PR201H、HP-GL（HP7586B）、HP-GL2/RTL（HP Design Jet750C Plus）、PCL5/PCL6
インターフェイス 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0

※WSDは、Web Services on Devicesの略称です。XPSは、XML Paper Specificationの略称です。Linux® OSについては、PDFダイレクトプリントを用いたオ
プションとして、当社ダウンロードページからのみ、無保証のソフトウェアとして日本語版を提供します。＊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。

自動両面原稿送り装置
項目 ApeosPort-V 7080 N

DocuCentre-V 7080 N
ApeosPort-V 6080 N
DocuCentre-V 6080 N

ApeosPort-V 5080 N
DocuCentre-V 5080 N

原稿送り装置の種類 自動両面原稿送り装置
原稿サイズ 最大 : A3、11×17 ”　最小 :  A5*1 
用紙坪量 38〜200 g/m2（両面時 : 50〜200 g/m2）
原稿積載枚数*2 250枚
原稿読み取り
速度（A4片面）

コピー時 75枚/分 65枚/分 55枚/分 
スキャン時 モノクロ : 100枚/分、カラー : 100枚/分（1パス両面読み取り時モノクロ : 200ページ/分、カラー : 200

ページ/分）　［当社標準原稿（A4ヨコ、200 dpi、親展ボックスまで）］
＊1 : 非定形サイズの場合は、139.7×139.7 mm。 ＊2 : 当社P紙。

大容量給紙トレイ（1段）（オプション）
項目 内容
原稿サイズ A4ヨコ、レターヨコ、 B5ヨコ
用紙坪量 52〜200 g/m2

給紙容量*1/給紙段数 2300枚×1 段
大きさ 幅389×奥行610×高さ380 mm
質量 29 kg
本体接続時の占有寸法*2 幅1491×奥行804 mm
＊1 : 当社P紙。＊2 : 本体+大容量給紙トレイ（1段）、手差しトレイ、キャッチトレイを最大に伸ばした時。

大容量給紙トレイ（2段）（オプション）
項目 内容
原稿サイズ A4ノビ（305×210 mm）*1、 A4ヨコ、 B5ヨコ*2、 レターヨコ、 7.25×10.5 ”（184×267 mm）ヨコ*1 
用紙坪量 52〜200 g/m2［手差しトレイでは52〜250 g/m2］
給紙容量*3/給紙段数 2300枚×2 段 + 手差しトレイ250枚*4

大きさ 幅600×奥行694×高さ990 mm
質量 72 kg
本体接続時の占有寸法*5 幅1829×奥行804 mm
＊1 : カストマーエンジニアによる用紙ガイド位置の変更とマシン設定が必要。＊2 : カストマーエンジニアによる用紙ガイド位
置の変更が必要。＊3 : 当社P紙。＊4 : 大容量給紙トレイ（2段）装着時、手差しトレイは250枚になります。＊5 : 本体 + 大
容量給紙トレイ（2段）、手差しトレイ、キャッチトレイを最大に伸ばした時。

オフセットキャッチトレイ（オプション）
項目 内容
用紙サイズ 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : 郵便はがき（日本郵便製）
用紙坪量 52〜250 g/m2 
トレイ容量* 500枚
大きさ 幅460×奥行393×高さ184 mm
質量 6 kg
＊ : 当社P紙。

ダイレクトファクス機能（オプション）
項目 内容
送信原稿サイズ A3、B4、A4
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
対応OS* 【ART EXドライバー】 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）

【Mac OS Xドライバー】macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12、OS X 10.11 / 10.10 / 10.9
＊ : 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。

インターネットファクス機能（オプション） 
項目 内容
送信原稿サイズ A3、B4、A4
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-FX、圧縮方式 : MH、MMR、JBIG
プロファイル TIFF-S、TIFF-F、TIFF-J
対応プロトコル 送信 : SMTP、受信 : SMTP、POP3
インターフェイス 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

IPファクス（SIP）機能（オプション） 
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-T.38
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

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 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi
原稿読み取り速度*1 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 標準 Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
ボックス
保存

対応プロトコル TCP/IP（WebDAV、HTTP）
出力
フォー
マット 

モノクロ2値 : TIFF、DocuWorks文書*2 、PDF*2 、XPS*2

グレースケール : TIFF、JPEG*3 、DocuWorks文書*2 、PDF*2 、XPS*2

フルカラー : TIFF、JPEG、DocuWorks文書*2 、PDF*2 、XPS*2 、高圧縮DocuWorks文書*2 、高圧縮PDF*2 、高圧縮XPS*2

ドライバー TWAINインターフェイス対応
ドライバー
対応OS*4

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® 2008 R2（64ビット）

PC保存 対応プロトコル TCP/IP （SMB、FTP）
対応OS 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® 2008 R2（64ビット）
macOS 10.15*6 / 10.14*6 / 10.13*6 / 10.12、OS X 10.11 / 10.10*7 / 10.9

出力
フォー
マット

モノクロ2値 : TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS
グレースケール/フルカラー : TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高圧縮
DocuWorks文書、高圧縮PDF、高圧縮XPS、 Word文書*5 、Excel®文書*5 

メール
送信

対応プロトコル TCP/IP （SMTP）
出力
フォー
マット

モノクロ2値 : TIFF、DocuWorks文書、PDF、XPS
グレースケール/フルカラー : TIFF、JPEG、DocuWorks文書、PDF、XPS、高
圧縮DocuWorks文書、高圧縮PDF、高圧縮XPS、 Microsoft® Word文書*5 、
Microsoft® Excel®文書*5 

※XPSは、XML Paper Specificationの略称です。＊1 : 原稿によって読み取り速度は異なります。＊2 : CentreWare Internet 
Services取り出し時。＊3 : ネットワークスキャナーユーティリティ 3使用時。＊4 : 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。＊5 : 本機能を利用するにはオプションのスキャン機能拡張キットが必要です。本機能は、紙原稿をスキャン
して保存後に、変換されたテキストや画像などを適宜編集して再利用することを前提とした、補助機能です。紙原稿上の文字
や表、図形、写真を100 %再現することを保証するものではありません。＊6 : SMBのみ対応。＊7 : FTPのみ対応。

基本機能 / コピー機能
項目 ApeosPort-V 7080 N

DocuCentre-V 7080 N
ApeosPort-V 6080 N
DocuCentre-V 6080 N

ApeosPort-V 5080 N
DocuCentre-V 5080 N

形式 コンソールタイプ
メモリー容量 4 GB（最大 4 GB）
ハードディスク容量*1 160 GB以上（使用領域 : 128 GB）
読み取り解像度 600×600 dpi
書き込み解像度 2400 dpi相当×600 dpi
階調/表現色 256階調
ウォームアップ・タイム 30秒以下、主電源が入っている場合は30 秒以下（室温23 ℃）
リカバリータイム（スリープ復帰時間） 30秒以下（室温23℃）
原稿サイズ シート・ブック共に最大297×432 mm（A3、11×17 ”）
用紙
サイズ

最大 A3、11×17 ” ［手差しトレイでは12×18 ”（305×457 mm）］
最小 A5［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）］
画像欠け幅 先端4.0 mm、後端4.0 mm、左/右4.0 mm

用紙
坪量*2  

トレイ1〜4 52〜200 g/m2

手差しトレイ 52〜250 g/m2

ファーストコピー・タイム（A4ヨコ） 3.0秒 3.0秒 3.1秒
複写倍率 等倍 1:1 ± 0.7%

固定倍率 50%、70%、81%、86%、115%、122%、141%、200%
任意倍率 25〜400%（1%きざみ）

連続複写
速度*3 

B5ヨコ 79枚/分 68枚/分 58枚/分
A4ヨコ 75枚/分 65枚/分 55枚/分
A4/B5 55枚/分 47枚/分 40枚/分
B4 44枚/分 39枚/分 33 枚/分
A3 37枚/分 33枚/分 28枚/分

給紙方式/
給紙
容量*4 

標準 トレイ1・ 2 : 560枚 、トレイ3 : 1710枚 、トレイ4 : 2140枚、手差しトレイ : 100枚
オプション 大容量給紙トレイ（1段） : 2300 枚、大容量給紙トレイ（2段） : 2300 枚×2トレイ
最大 9820枚［標準 ＋ 大容量給紙トレイ（2段）*5］

連続複写枚数*6 9999枚
出力トレイ容量*4 500枚 （キャッチトレイ）
電源 AC 100 V ± 10 %、15 A, 50/60 Hz 共用
最大消費電力 1.5 kW以下　スリープモード時 : 1.0 W以下*7、低電力モード時 : 124 W以下*8、 レディー時 : 174 W以下
エネルギー消費効率*9 289 kWh/年　区分 : 複合機d 266 kWh/年　区分 : 複合機d 236 kWh/年　区分 : 複合機d
大きさ 幅620×奥行804×高さ1153 mm（社名バッチの突起分3mmは含まず）
質量*10 195 kg
機械占有寸法 幅1491×奥行804 mm （手差しトレイ、キャッチトレイを最大に伸ばした時）

＊1 : 表記されたハードディスク容量のすべてをお客様が利用できるわけではありません。 ＊2 : 当社推奨用紙の使用をお勧めします。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。用紙種類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 : 大容量給紙
トレイ（2段）装着時、手差しトレイは250枚になります。 ＊6 : 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。 ＊7 : Ethernet-速度設定の自
動を解除し100BASE-TXに固定して利用した場合は、スリープモード時 ： 0.9 W以下になります。＊8 : 工場出荷時に低電力モードは設定されていません。＊9 : 省エネ
法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。 ＊10 : トナーカートリッジ、排紙トレイを除く。 

ファクス機能（オプション）
項目 内容
送信原稿サイズ 最大 : A3、11×17 ”、長尺原稿可（最長600 mm）
記録紙サイズ 最大 : A3、11×17 ”　最小 :  A5 
電送時間 2秒台*1  
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 8×7.7 本/mm、200×200 dpi
超高画（400dpi） 16×15.4 本/mm、400×400 dpi
超高画質（600dpi）600×600 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 G3 : 加入電話回線、PBX、ファクシミリ通信網（PSTN）、最大3ポート*2 （G3-3 ポート） 

＊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  : 接続可能な回線数は最大3回線。ポートとは通信可能なチャネル数。



◎ApeosPort-V 7080 N、DocuCentre-V 7080 N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。国際エネルギースタープロ

グラム適合商品は、ApeosPort-Ⅴ 7080 N CPS、DocuCentre-Ⅴ 7080 N CPです。
◎ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 Nシリーズは、エコマーク認定商品です。
◎DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 Nシリーズは、エコマーク認定商品です。

※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。 ● 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、AirPrint は、Apple Inc. の商標です。● Adobe、Adobe ロゴ、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。● HP-GL は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。 ● Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標または登録商標です。● Wi-Fi、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi Direct、は、
Wi-Fi Alliance の登録商標です。●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。●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。

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。
ApeosPort、ApeosWare、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。

〈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-1339 1808-3P

ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N、 DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 Nの主な仕様
フィニッシャー C3 / 中とじフィニッシャー C3（オプション）
項目 フィニッシャーC3 中とじフィニッシャーC3
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 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : 郵便はがき（日本郵便製）
フィニッシャートレイ 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : B5
製本トレイ − 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : B5

用紙
坪量

排出トレイ 52〜250 g/m2 
フィニッシャートレイ 52〜250 g/m2 
製本トレイ − 60〜105 g/m2*1 

トレイ
容量*2

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*2 : 300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、
ミックススタック*2 : 70部または200枚

［ステープル無しの場合］
A4 : 1500枚、B4以上 : 1500枚、ミック
ススタック*3 : 300枚

［ステープルした場合］
A4 : 200部または1500枚、B4以上 : 
100部または1500枚、
ミックススタック*3 : 70部または200枚

製本トレイ − 20部*4

ステープ
ル

最大ステープル枚数 50枚（90 g/m2以下）*5 
ステープル用紙サイズ 最大 : A3、11×17 ”　最小 : B5ヨコ
ステープル位置 1カ所、2カ所

パンチ*6 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

A3、11×17 ”、B4、 A4*7、 A4ヨコ、 レター*7 、 レターヨコ、 B5ヨコ、 7.25×10.5 ”（184×267 mm）、 8×
10 ”（203×254 mm）、 十六開（194×267 mm）、 表紙A4（223×297 mm）、 9×11”（229×279 mm）、 
215×315 mm、 8.5×13 ”（216×330 mm）、 リーガル、 11×15 ”（279×381 mm）、 八開（267×388 mm）

用紙坪量 52〜200 g/m2

中とじ/ 
中折り

最大枚数 − 中とじ : 16枚*8、二つ折り : 5枚
用紙サイズ − 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : B5
用紙坪量 − 中とじ: 60〜105 g/m2、二つ折り: 60〜105 g/m2

大きさ*9 幅788×奥行589×高さ1056 mm
紙折りユニットCD1装着時 : 幅1023×奥行726×高さ1056 mm

幅848×奥行589×高さ1056 mm
紙折りユニットCD1装着時 : 幅1083×奥行726×高さ 1056 mm

質量*9 48 kg、 紙折りユニットCD1装着時 : 100 kg 65 kg、 紙折りユニットCD1装着時 : 117 kg
本体接続時の
占有寸法*10

幅1874×奥行804 mm*10

紙折りユニットCD1装着時 : 幅2106×奥行804 mm*11
幅1936×奥行804 mm*10

紙折りユニットCD1装着時 : 幅2168×奥行804 mm*11

＊1 : 表紙は250 ｇ/㎡までです。 ＊2 : 当社P紙。 ＊3 : 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。 ＊4 : 同じサイズの用紙での出力時。 ＊5 
: オプションのフィニッシャー C3 65枚ステープルユニット2を装着すると、最大65枚まで可能です。ただし、用紙の種類によっては、用紙がずれたり、正し
くステープルされない場合があります。 ＊6 : オプションのフィニッシャー C3 パンチユニット2/4穴またはフィニッシャー C3パンチユニット2/3穴（US規格）が
必要です。 ＊7 : 3穴は使用できません。 ＊8 : 表紙に利用する用紙により本文の枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場
合があります。 ＊9 : 本体接続部の専用ユニットを含む。 ＊10 : 本体＋フィニッシャー C3/中とじフィニッシャー C3、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最
大に伸ばした時。 ＊11 : 本体＋フィニッシャー C3/中とじフィニッシャー C3＋紙折りユニットCD1、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

フィニッシャー D2 / 中とじフィニッシャー D2（オプション）
項目 フィニッシャーD2 中とじフィニッシャーD2
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 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : 郵便はがき（日本郵便製）
フィニッシャートレイ 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : B5
製本トレイ − 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : A4、レター

用紙
坪量

排出トレイ 52〜250 g/m2 
フィニッシャートレイ 52〜200 g/m2 
製本トレイ − 60〜220 g/m2*1 

トレイ
容量*1

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*2 : 300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*2 : 300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*3

ステー
プル

最大ステープル枚数 100枚*4 （80 g/m2以下）
ステープル用紙サイズ 最大 : A3、11×17 ”　最小 : B5ヨコ
ステープル位置 1カ所、2カ所、4カ所*5

パンチ パンチ数 2穴/4穴、またはオプションで3穴（US規格）*6

パンチ用紙
サイズ

A3*7、11×17 ”*7、B4、 A4、 A4ヨコ*7、 レター、 レターヨコ*7、 B5ヨコ、 7.25×
10.5 ”ヨコ*7（184 ×267 mm）、 8×10 ”（203×254 mm）、8×10 ”ヨコ（254×203 
mm）、 十六開ヨコ*7（267×194 mm）、 表紙A4ヨコ*7（223×297 mm）、 9×
11”*7（229×279 mm）、 215×315 mm、 8.5×13”（216×330 mm）、 リーガル、 
11×15”*7（279×381 mm）、 八開*7（267×388 mm）

用紙坪量 52〜200 g/m2

中とじ/ 
中折り

最大枚数 − 中とじ : 15枚*8、二つ折り : 5枚
用紙サイズ − 最大 : 12×18 ”（305×457mm）、A3　最小 : A4、レター
用紙坪量 − 中とじ: 60〜90 g/m2*9

二つ折り: 60〜105 g/m2

インター
ポーザー
*10

用紙サイズ 最大 : A3、11×17 ”　最小 : B5ヨコ
用紙坪量 60〜220 g/m2

トレイ容量*1 200枚
電源*11 AC100 V ± 10 %、2 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 203 W以下
大きさ 幅1045×奥行725×高さ1165 mm

紙折りユニットD2装着時 : 幅1245×奥行725×高さ1165 mm
幅1050×奥行725×高さ1165 mm
紙折りユニットD2装着時 : 幅1250×奥行725×高さ1165 mm

質量 105 kg、紙折りユニットD2装着時 : 145 kg 135 kg、紙折りユニットD2装着時 : 175 kg
本体接続時の
占有寸法

幅2137×奥行804 mm*12

紙折りユニットD2装着時 : 幅2331×奥行804 mm*13
幅2142×奥行804 mm*12

紙折りユニットD2装着時 : 幅2336×奥行804 mm*13

＊1 : 当社P紙。 ＊2 : 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。 ＊3 : 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。 ＊4 : A4、レターを超えるサイズの場合は65枚。80ｇ/㎡以上の用紙は、最大ステープル枚数が100枚以下になる場合が
あります。 ＊5 : 4カ所ステープルは、A4 ヨコ、レターヨコのみ対応。 ＊6 : コピー時には2穴（US規格）も可能。＊7 : 4穴パンチ可能サイズ。 
＊8 : 表紙を付ける場合、14枚になります。 ＊9 : 表紙は220 ｇ/㎡までです。91〜220 ｇ/㎡の表紙を付けた場合、本文に使用できる用紙は
64〜80 ｇ/㎡までになります。 ＊10 : インターポーザーにセットした用紙には、プリントできません。  ＊11 : 本体とは別に電源が必要に
なります。 ＊12 : 本体＋フィニッシャー D2/中とじフィニッシャー D2、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。 ＊13 : 本
体＋フィニッシャー D2/中とじフィニッシャー D2＋紙折りユニットD2、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

※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、弊社は一切その責
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。

紙折りユニット（オプション） 
項目 紙折りユニットCD1

（フィニッシャーC3/中とじフィニッシャーC3用）
紙折りユニットD2

（フィニッシャーD2/中とじフィニッシャーD2用）
Z折り 用紙サイズ  A3、11×17 ”、B4

用紙坪量 60〜90 g/m2

三つ折り 用紙サイズ A4、レター
用紙坪量 60〜90 g/m2

トレイ容量*1 40枚
電源 AC100 V ± 10 %、1 A、50/60 Hz共用*2  （フィニッシャーD2 / 中とじフィニッシャーD2から供給）
最大消費電力 100 W以下
大きさ*3 幅232×奥行726×高さ991 mm 幅200×奥行725×高さ1165 mm
質量 53 kg 40 kg

＊1 : 当社P紙。 ＊2 : 紙折りユニットCD1装着時は、本体とは別に電源が必要です。＊3 : 奥行き、高さはフィニッシャー接続時。
 両面出力機能
項目 内容
自動両面可能用紙サイズ 基本機能/コピー機能に準ずる
用紙坪量 52〜200 g/m2

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。

〒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。


