
アペオスポート

ApeosPort®-VII
C7788 / C6688 / C5588

ドキュセンター

DocuCentre-VII
C7788 / C6688 / C5588

オフィスプリントの新時代を切り開きます



色彩、輝く。
プロダクション機に迫る
色あざやかで精細なプリントが
オフィスの複合機で実現しました。

ビジネスに求められる高い生産性やセキュリティーは、
さらに強化され、先進的なユーザーインターフェイスや
モバイル機器との連携など、ユーザビリティも進化。
オフィスのセンターマシンとして、卓越した能力を発揮します。
さらに、多彩な後加工を可能にする
フィニッシングオプションを組み合わせれば、
複合機の領域を超えたオンデマンド印刷機として、
クリエイティブな印刷ニーズにも柔軟に対応します。
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ApeosPort-VII       C7788 / C6688 / C5588

DocuCentre-VII       C7788 / C6688 / C5588

Copy�/�Print

カラー�70枚/分*¹��モノクロ�75枚/分*¹

Scan

カラー/モノクロ�270ページ/分*²

書き込み解像度

2400×2400 dpi*³

用紙坪量

64 g/m2�〜�300 g/m2

用紙サイズ

100×148 mm�〜330×660 mm*⁴

＊1：A4ヨコ。ApeosPort-VII�C7788、DocuCentre-VII�C7788の場合。
＊2：1パス両面読み取り時。当社標準原稿A4ヨコ、200�dpi、親展ボックスまで。
＊3：多値コピーまたは、プリント出力時。
＊4：プリント出力時。

美しく、
たくましく
ハイエンドモデルに迫る高い耐久性が、
高品質を維持しながら、
連続大量出力を実現します。

広がる

単体の複合機から基幹業務出力、
オンデマンド印刷用途まで、
選べる後処理オプションの活用により
幅広く対応します。

かんたん、
あんしん
直感的でわかりやすいパネル操作や
スマートフォンとの連携が、
オペレーションの負担を軽減します。



優れた耐久性で、高画質を維持しながら大量プリントを実現。さらに快適操作や高速スキャンにより、
プリント作業の効率化を支援します。

オフィスのセンターマシンとして

信頼性の高い設計と安定した走行性

従来機で実績のある技術（プリントエンジン、画像書き込み部、出力装
置）を踏襲し、高速連続出力を可能にします。本体は強度の高いフレー
ムを採用して剛性を高めました。また、内部に空間を作ることで温度の
上昇を抑えています。用紙搬送では、用紙を水平に走行させるため、厚
紙でも安定して供給できます。さらに、簡易的なデカーラーを内蔵し、
安定走行の妨げとなる普通紙のカールを補正します。

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と給紙トレイの採用により、ト
ナーと用紙の交換頻度を低減します。

＊1：当社P紙。大容量給紙トレイ（1段）装着時。�＊2：当社P紙。大容量給紙トレイC1-DS装着時。
＊3：A4サイズで各色像密度5%原稿使用時の参考値です。実際のプリント可能枚数は使用方法、原稿の種類

やプリント濃淡度によって異なるので、あくまで目安です。

1台の複合機を2部門で利用可能

オプションで2つめのイーサネットを増設可能。1台の複合機をオフィ
ス文書の出力用と基幹システムからの出力用などに分けて利用でき
ます。ネットワークポートは完全に独立しているので、セキュリティー
も確保できます。締め日など、集中した大量プリントにも安心してご
利用いただけます。
※�オプション。

サーバーレスオンデマンドプリント

出力先に選んだ複合機が使用中でも、ネットワーク上の別の複合機で
自分のジョブを選んで出力できます。プリント指示した文書は一旦複
合機に蓄積され、出力前にジョブの確認や部数、各種プリント設定の変
更も可能。セキュリティーを保ちつつ、無駄なプリントも削減できます。
※�オプション。

高画質プリント

実績ある技術を結集し、美しく高品位なプリントを実現しました。
光沢モードによってコピーでもプリントでも写真を光沢感のある美しい
仕上がりにできます。

・2400�dpiの高精細印字�VCSEL＊1

・小粒径約5.8�μm�EA-�ECOトナー�
・高精度レジストレーション�IReCT�＊2
＊1：Vertical�Cavity�Surface�Emitting�Laser
＊2：Image�Registration�Control�Technology

簡単調整でプリント品質を維持

SIQA（Simple�Image�Quality�Adjustment）により、お客様自身でプリン
ト品質の各種調整が可能です。カストマーエンジニアに頼る必要がない
ので、プリンターのダウンタイムの削減、稼働率の向上につながります。�

・アライメント補正
両面プリント時の表裏の画像ズレを補正。断ち落としトンボを用いて
断裁する場合などに品質を高めます。
・面内ムラ調整
用紙面内の濃度ムラを調整。ベタ塗りや面付けジョブなどに効果を発
揮します。
・転写出力調整
厚紙やコート紙など、用紙の特性に応じて適切に転写電圧を自動設定
します。�

For office work

LAN1 LAN2

最大給紙容量比較 黒トナー容量比較

ApeosPort-VII C7788ApeosPort-VI C7771

約1.8倍
増量

約36000
ページ*³
×1本搭載

約33500
ページ*³
×2本搭載

ApeosPort-VII C7788ApeosPort-VI C7771

最大
5780枚*¹

最大
8230枚*²約1.4倍

増量
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多くのハードキー

ハードキーは２つだけ

コピー

スキャナー
（メール送信）

ファクス

デジカメ
プリント

スムーズなパネル操作とモバイル連携が快適なオペレーションを提供

多言語に対応

言語の表示を、日本語/英語のほか、中国語（簡体字・繁体字）、韓
国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語に切り替えられます。
外国の方でも、戸惑うことなく操作できます。

Portable UI for Business

iOSやAndroid™のモバイル端末を使って、コピー、ファクス、スキャン
（ボックス保存/メール送信）などの基本操作を事前に設定できます。
設定したスマートフォンを複合機のNFC（近距離無線通信）タッチエ
リアにかざすだけでジョブがスタート＊するので、複合機の前で操作
に迷うことがなく、利用待ち渋滞も緩和できます。
※�アクセスポイントのある無線環境が構築されている必要があります。
＊：NFC機能搭載端末の場合。

アイコンデザインが複合機と共通化されているので、操作パネルを持
ち運ぶ感覚で操作できます。また、「文字拡大」や「音声読み上げ」など
のアクセシビリティ機能により、高齢者や視覚障害の方のストレスを
低減できます。

Print Utility

無線LANに接続したスマートフォンで複合機を自動認識し、アプリ
ケーションを使って出力したり、Webページ、撮影画像などのデータを
出力したりできます。複合機でスキャンしたデータをスマートフォンに
取り込むこともできます。また、NFCを利用すれば、使いたい複合機の
NFCタッチエリアにスマートフォンをかざすだけで出力やスキャンが開
始でき、複合機を指定する手間も省けます。

Wi-Fi Direct®

来訪者や個人のモバイル端末など、社内イントラネット環境を利用で
きない場合も、無線キットを経由して複合機と接続できます。Print�
Utilityを使用したプリント・スキャンのほか、AirPrint、Mopriaにも
対応します。
※�オプション。

操作パネルのデザインを一新

スマートフォンに採用されているタップやスワイプ操作を複合機に導
入しました。10.1型タッチパネルは各種設定項目も探しやすく、少な
いステップでジョブをスタートできます。

カラフルで使いやすい

アイコンと操作画面の色を機能ごとに統一しています。また、よく使う基
本機能はカラー部分に表示されるので見つけやすく、操作に迷いません。

探しやすく、たどり着きやすい

画面構造が階層レスなので、各種の設定項目を一覧で確認できます。
詳しい設定もタップやスワイプで操作できます。

管理者からの「お知らせ表示」

管理者が作成した文字や画像によるメッセージを操作パネルに表示
できます。表示される時間や曜日を指定することも可能です。

多くのハードキー

ハードキーは２つだけ

コピー

スキャナー
（メール送信）

ファクス

デジカメ
プリント

スキャンデータ取り込み

プリント指示



For office work

業務や文書の種類別にあらかじめ設定しておいたボタンを押すだけ
で、ルールに基づいたファイル形式・ファイル名のスキャン文書を、適切
な保存先に自動的に格納することができます。

繁雑な作業を自動化することにより、スキャン業務の効率改善が図れ
ます。また、ユーザーごとにファイル名やフォルダー名が変わってしまう
心配もなく、均質なスキャンが可能になります。
※�オプション。

「業務別らくらくスキャン」で定型業務を効率化

スキャナー活用で定型業務をかんたん処理

大量原稿も高速スキャン

両面原稿の表裏を一度のスキャンで読み取る自動両面原稿送り装置
を搭載し、270ページ/分の高速読み取りを実現。読み取り原稿は最大
250枚まで積載できます。
※�1パス両面読み取り時。当社標準原稿A4ヨコ、200�dpi、親展ボックスまで。

非定形サイズもスムーズにスキャン

自動両面原稿送り装置でスキャンする際、非定形サイズや小サイズ原
稿を最も近い定形サイズに自動的に収めてスキャンできます。領収書
や納品書なども、いちいち原稿サイズを手入力することなく、まとめて
すばやく読み取ります。

原稿の重送を検知

自動両面原稿送り装置に重送検知機能を搭載。用紙の種類や地色に
よる影響を受けにくい超音波センサーが、原稿が重なっていないこと
を検知します。複数原稿をコピーやスキャンした時の読み込みミスを
未然に防ぎます。

超音波
発信センサー

原稿

超音波
受信センサー

原稿が重なっている場合原稿が1枚の場合

信号を検知 信号検知なし

P10 重層検知の図

P４非定型の図

下記の内容で作成をお願いします。

差し替えをお願いします。

定型サイズで自動読み込み非定型サイズの原稿

Invoice
$0000.00-

Receipt
$0000.00-

Invoice
$0000.00-

Receipt
$0000.00-

定形サイズで自動読み込み非定形サイズの原稿

Invoice
$0000.00-

Receipt
$0000.00-

Invoice
$0000.00-

Receipt
$0000.00-

8業務、10文書のスキャンルールを登録可能

スキャンルールは、最大8個の業務名と、
各業務ごとに最大10個の文書名でボタンに登録できます。

・
・
・

申込書

見積書

契約書

QRコードやバーコードの利用
原稿のヘッダーシートや本文にQRコードやバーコードを貼り付けてスキャンすると、業務別ら
くらくスキャンがQRコードやバーコードの内容を読み取って処理します。

業務別らくらくスキャンの流れ

Easy
to scan

Easy
to use

❶ スキャン
・宛先や日付などの特定条件を自動抽出して
　ファイル名に使用可能*¹
・検索に使える属性の付与*²
・OCR処理*¹（全文検索向け）　・ミックスサイズ対応
＊1 スキャン機能拡張キットが必要です。
＊2 DocuWorksまたはPDF形式で保存する場合。

❹ 共有・活用
・文書を取り出して利用（FTP / SMB）
・外出先で文書を利用（Working Folder）

❸ 自動振り分け保存
・業務種類、文書種類、
 日付などによる振り分け
・白紙ページやQRコードによる分割保存

❷ 自動画像補正
・傾き補正　・白紙除去
・裏写り防止　・高圧縮

4

3

2

1

スキャンルールでは、文書の種類ごとに保存先を設定できます。
同時に２カ所への保存も可能です。

文書の保存先をルール化

同時に2カ所へ格納

FTP/SMBfolder 3

folder 4
契約書

folder 2見積書

folder 1申込書
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管理や運用をもっと安心・手軽に

新たな国際標準に準拠するよう、セキュリティーをさらに強化しました。

ハードとソフトの両面でセキュリティーを充実

＊�:�ApeosPortのみ対応。

利用制限

ファクス
誤送信防止

パスワード/
署名

データ消去複製管理監査ログ

・ IPSec　・SSL/TLS通信
・S/MIME通信*
・SMB3.0による
  SMB転送の暗号化

・ TPMチップ採用による
 暗号鍵管理の強化
・ ハードディスク暗号化
・ ジョブフローでのSFTP対応

・ スキャン文書のパスワード
・ スキャン文書の署名*
・ 認証ユーザーのパスワード
 最大63桁対応

・ 利用時のハードディスク
 上書き消去キット（オプション）
・ 搬出時のハードディスク
 消去サービス（有償サービス)

・ 隠し文字印刷
・ デジタルコード埋め込みと
 追跡機能
・ UUID印字　・強制アノテーション

・ アクセスログなど
 利用状況を確認
・ 15000件のログ収集
・ イメージログ*

・ 本体認証　
・ 外部認証*
・ ICカード利用
・ 受付IPアドレス制限

・ FASEC1適合　・ 宛先再入力
・ 宛先表以外の送信禁止
・ 宛先確認画面表示
・ 受信制限

通信経路
暗号化

データ
暗号化

お客様の情報を
守ります。

＊1：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。　＊2：Z折り混在時は枚数が減ります。　＊3：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。フィニッシャーC3（2/4穴）/中とじフィニッシャーC3（2/4穴）には、2/4穴パンチ
ユニットが標準搭載されています。　＊4：フィニッシャーD�パンチユニット2/4穴またはフィニッシャーD�パンチユニット2/3穴（US規格）が必要です。　�
＊5：10ビン出力装置が必要です。　＊6：紙折りユニットCD1が必要です。　＊7：紙折りユニットCD2が必要です。

フィニッシャーC3 中とじフィニッシャーC3
+10ビン出力装置

中とじフィニッシャーC3
+紙折りユニットCD1

中とじフィニッシャーD6
+紙折りユニットCD2
+インターフェイスデカーラー

ソート/スタック

ステープル（50枚/65枚＊1）

パンチ＊3

ソート/スタック

ステープル（50枚/65枚＊1）＊2

パンチ＊3

中とじ（16枚）/二つ折り

Z折り/三つ折り＊6

ソート/スタック

ステープル（50枚/65枚＊1）

パンチ＊3

10ビン仕分けトレイ＊5
中とじ（16枚）/二つ折り

ソート/スタック

ステープル（100枚）＊2

自動針カット

パンチ＊4

中とじ（30枚）/二つ折り

Z折り/三つ折り＊7

カール補正

排紙トレイ容量
500+3000枚

排紙トレイ容量
500+1500枚+各ビン100枚

排紙トレイ容量
500+1500枚

排紙トレイ容量
500+2000枚

Z折り三つ折り二つ折りパンチ 中とじステープル

排紙オプション

充実した後処理機能で、オフィスの
多様な出力に対応します。

フィニッシャーD6のご紹介



プリントオンデマンドに最適

必要なものを、必要なときに、必要な量だけ出力できます。スペックの変
わるスピードが速い商品では、印刷されたカタログ類はすぐに「古い情
報」となります。プリントオンデマンドなら、印刷在庫を発生させること
なく、常に最新の情報を伝えることができます。

高画質・高速処理の自社開発プリントサーバー

64ビットアーキテクチャーを採用
した外付けコントローラー「GX-
i�Print�Server�for�ApeosPort/
DocuCentre-Ⅶ�C7788�Series」
が大容量のデータも高速RIP処理
します。
※�オプション。

いつでも簡単、再プリント

頻繁に出力するデータは、RIPデータやラスターデータとして保存でき
ます。プリントデータと共に、紙種、片面/両面、ステープルなどの設定情
報も一緒に保存するため、必要なときにすぐ再プリントできます。

PDF出力に最適なAPPE＊1に対応

RIPエンジンであるCPSI＊23020に加え、APPE4.7に対応。PDFデータ
を直接RIP処理するため、より高速で高品質な出力が可能です。
※�オプション。
＊1：Adobe®�PDF�Print�Engine�
＊2：Configurable�PostScript�Interpreter

マーケティングに効果的な
バリアブルプリント

一枚一枚、内容を差し替えて印刷するバリ
アブルプリントに対応。一人ひとりに合わせ
てメッセージや画像を変えるなど、訴求力の
高い販促物の社内作成を可能にします。
※�PPML対応アプリケーションからの出力に対応。

さまざまなカラープロファイルや特色に対応

印刷業界標準の各種色基準に準拠した色再現ができます。
日本国内で使用されているJapanColor、JMPA、DIC、海外で使用され
ているGRACoL、SWOP、ISO�Coatedに対応します。また、DIC、TOYO、
PANTONEⓇの特色をシミュレーション可能です。

その他のプリントサーバー機能

プレビューとジョブ編集
・面付けやページの入れ替え、挿入などの操作
・�異なるアプリケーションで作成した複数のファイルを1つのジョブと
してまとめてプリント
・�プリント直前の色調調整�Raster�Image�Viewer

高度なカラーマネジメント
・RGB色補正　・写真画像の自動補正　・CMYK色補正　・特色設定
・2色印刷シミュレーション　・オーバープリント
・トラッピング　・プリフライト

フォントや細線の再現機能
・連続階調（K100%高精細）　・白抜き文字の強調

印刷トラブルを防止する機能
・RGB画像/特色/インキ総量/ヘアライン/オーバープリント/QRコー
ドに関する警告機能

外付けコントローラーや後処理オプションを追加すれば、多様な印刷ニーズにも対応可能。
パンフレットやカタログなどの内製化に威力を発揮します。

オンデマンド印刷を可能に

For on-demand publishing 
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料金後納郵便

CVIC

春・夏先取り！キャンペーン実施中
店舗、オンラインショップのど
ちらにもお使いいただける
“スペシャルクーポン”もご
用意しました。詳しくはＷｅｂ
でご紹介中です。

20xx.1.5  3.31

横浜市西区みなとみらい 0-0-0
シーサイドアベニュー 1212大矢 良輔 様

〒000-0000 横浜市西区みなとみらい 0-0-0

TEL 045-000-0000
OPEN 10:00 ～ 20:00
http://www.cvic.co.jp/

シビック みなとみらい店
担当：横浜 みらい
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チェックシャツ七分袖
9,720 円（税込）
ハーフパンツ
11,340 円（税込）

店舗でＷｅｂ限定
カラーをご試着い
ただけます。

CVIC

Spring & Summer

GCS19100Y1SS
SAMPLE
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多様なサイズ、用紙坪量への対応

幅広い用紙坪量と用紙サイズに対
応。A3フルトンボのプリント、裁ち
落としを必要とするカタログなどの
作成も可能です。また、最長660�
mmの長尺用紙＊にプリントでき、ポ
スターやカレンダー、製本の表紙な
どに利用できます。
＊：長尺用紙は、手差しトレイもしくは長尺用手差し
トレイから給紙できます。

多彩な後加工をインラインで効率的に実現

480 mm

印刷可能領域

488 mm

317mm

330mm

652 mm

印刷可能領域

660 mm

323mm

330mm

三方断裁し全面写真の
大胆なデザインが可能

300�g/m2までの厚紙に対応した三方断裁＊に
より、美しい冊子仕上げを実現します。天地/小
口の余白を裁ち落した全面写真のイメージ
リッチなデザインを可能にします。�
＊：オプションの天地トリマークリ―サーD2と小口トリマースクエア
フォールドD1が必要。

小冊子の角背（かくせ）仕上げ

冊子の背の形状を平らにする角背仕上げ
が可能です。冊子の膨らみを低減し、高品
質な製本処理を実現します。
※�小口トリマースクエアフォールドD1が必要。

5本の筋入れが可能で蛇腹折りなど
にも柔軟に対応＊

山折り/谷折り、最大5本の自由な筋入れで、
蛇腹折りなどクリエイティブな成果物の
制作が可能です。また、折りの前に筋入れを
行うことでトナー割れを抑制できます。
＊：筋入れはオプションの天地トリマークリーサーD2で行います。折り加工は手作業となります。

※�天地断裁は、GX-i�Print�Serverが必要です。その他の後処理は、
ART-EXドライバー、PostScriptドライバーでも可能です。

※�写真は、大容量給紙トレイC1-DS装着時。

給紙オプション

❶大容量給紙トレイC1-DS

　大容量給紙トレイB1-S

　大容量給紙トレイ（1段）

2段トレイ 330�×�488�mm

エアアシスト 重送検知機能

1段トレイ
+キャビネット 330�×�488�mm

エアアシスト 重送検知機能

排紙オプション

❷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

❸インターポーザーD1

表紙/合紙挿入

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中とじフィニッシャーD6

ソート/スタック パンチ

ステープル

自動針カット

中とじ（30枚）/
二つ折り

❼小口トリマースクエアフォールド D1

小口断裁 角背仕上げ

1段トレイ A4

リアルタイムカール補正

用紙のカール量を目で確認しながらリアルタイムに調整できます。
※�オプションのインターフェイスデカーラーD1が必要。

用紙を1枚ずつ確実にフィード

�大容量給紙トレイC1-DS、大容量トレイB1-Sは、エアアシスト機構
で、空気を吹き付けて用紙を1枚ずつさばきます。また、重送検知装置
で、用紙が重なって送られないか監視します。
※�オプション。

給紙/排紙オプション

大量給紙・豊富な後加工で、
多様なニーズに応えます。

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
❼

小口断裁

筋入れ

天地断裁 三方断裁 角背仕上げ

Z折り三つ折り二つ折りパンチ 中とじステープル

フィニッシャーD6のご紹介



基本機能�/�コピー機能
項目 C7788 C6688 C5588
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＊1 320�GB以上（使用領域：128�GB）
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 2400×2400�dpi（多値写真）、600×600�dpi（文字/文字写真/写真/地図）
階調/表現色 各色256階調（1670万色）
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A3、11×17"、297×432�mm
用紙サイズ 最大 SRA3（320×450�mm）、13×18"（330×457�mm）、A3

［手差しトレイでは13×19.2"（330×488�mm）］
最小 A5［手差しトレイでは、郵便はがき（日本郵便製）、長形3号（120×235�mm）］
画像欠け幅＊2 先端4.0�mm、後端4.0�mm、左/右3.5�mm

用紙坪量＊3 トレイ 64〜 220�g/㎡
手差しトレイ 64〜 300�g/㎡

ファーストコピー・タイム モノクロ：4.1秒（A4ヨコ/モノクロ優先モード時）
カラー：6.5秒（A4ヨコ/カラー優先モード時）

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＊4�

A4ヨコ/
B5ヨコ

モノクロ：75枚/分
カラー：70枚/分

モノクロ：65枚/分
カラー：60枚/分

モノクロ：55枚/分
カラー：50枚/分

A4/B5 モノクロ：54枚/分
カラー：51枚/分

モノクロ：47枚/分
カラー：44枚/分

モノクロ：40枚/分
カラー：36枚/分

B4 モノクロ：44枚/分
カラー：39枚/分

モノクロ：39枚/分
カラー：36枚/分

モノクロ：33枚/分
カラー：30枚/分

A3 モノクロ：37枚/分
カラー：35枚/分

モノクロ：33枚/分
カラー：30枚/分

モノクロ：27枚/分
カラー：25枚/分

給紙方式/
給紙容量＊5

標準 560枚×2トレイ＋980枚＋1280枚＋手差しトレイ250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B1-S：2300枚
大容量給紙トレイC1-DS：2300枚×2段

最大 8230枚［標準＋大容量給紙トレイC1-DS］
連続複写枚数＊6 9999枚
出力トレイ容量＊5�＊7 500枚
電源 AC100�V�±�10%、11�A＋9�A、50/60�Hz共用（2電源）
最大消費電力 2.0�kW

スリープモード時：0.7�W、低電力モード時：93�W＊8、レディー時：194�W
エネルギー消費効率＊9 － － 373�kWh/年　区分：複合機b
大きさ 幅700×奥行841×高さ1145�mm
質量＊10 230�kg
機械占有寸法 幅1574×奥行841�mm＊11

＊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：A3サイズまでの場合。　
＊3：当社推奨紙の使用をお奨めします。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。　＊4：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。　＊5：当社P紙。　＊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：シンプルキャッチトレイまたはオフセットキャッチ
トレイ装着時。　＊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
た測定方法による数値。ApeosPort-VII�C7788/C6688、DocuCentre-VII�C7788/C6688は「省エネ法」の対象外です。　�
＊10：トナーカートリッジ、排出トレイを除く。　＊11：手差しトレイ、キャッチトレイを最大に伸ばした時。

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 600×600�dpi、400×400�dpi、300×300�dpi、200×200�dpi
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 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＊1、PDF＊1、XPS＊1
グレースケール：TIFF、JPEG＊2、DocuWorks文書＊1、PDF＊1、XPS＊1
フルカラー：TIFF、JPEG、DocuWorks文書＊1、PDF＊1、XPS＊1、高圧縮DocuWorks文書＊1、高圧縮PDF＊1、高圧縮XPS＊1

ドライバー TWAINインターフェイス対応
ドライバー
対応OS＊3

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（32ビット）
Windows�Server�2008（32ビット/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�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�10.14＊4�/�10.13＊4�/�10.12、�OS�X�10.11�/�10.10＊5

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＊6、Microsoft�Excel文書＊6

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＊6、Microsoft�Excel文書＊6

※XPSは、XML�Paper�Specificationの略称です。　＊1：CentreWare�Internet�Services取り出し時。　＊2：ネットワー
クスキャナーユーティリティ3使用時。　＊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。　＊4：SMBの
み対応。　＊5：FTPのみ対応。　＊6：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。�

プリント機能
項目 内容
形式 内蔵型
プリント
サイズ

最大 SRA3（320×450�mm）、13×18"（330×457�mm）、A3
［手差しトレイでは13×19.2"（330×488�mm）、330×660�mm＊1］

最小 A5［手差しトレイでは、郵便はがき（日本郵便製）、長形3号（120×235�mm）］
画像欠け幅＊2 先端4.0�mm、後端4.0�mm、左/右3.5�mm

連続プリント速度＊3 基本機能/コピー機能に準ずる
書き込み
解像度

標準 【ART�EXドライバー】
標準：2400×2400�dpi、高画質：2400×2400�dpi、高精細：2400×2400�dpi

オプション【Adobe®�PostScript®�3TMドライバー】
高速（標準）：2400×2400�dpi、高画質：2400×2400�dpi、高精細：2400×2400�dpi

ページ記述
言語

標準 ART�EX
オプション Adobe®�PostScript®�3TM

対応プロトコル Ethernet（標準）TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、WSD、BMLinkS®、ThinPrint®）
対応OS＊4 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）

標準（Mac�OS�
Xドライバー）

macOS�10.15�/�10.14�/�10.13�/�10.12、�OS�X�10.11�/�10.10

オプション
（Adobe®�
PostScript®�3TM
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

内蔵
フォント

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

平成2書体版：日本語2書体（平成明朝体TM�W3、平成角ゴシック体TM�W5）、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-KLTM、中ゴシックBBBTM）、欧文136書体
モリサワ5書体版：日本語5書体（リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、じゅん101TM、太ミンA101TM、太ゴB101TM）、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43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®�3TMキット】

PC-PR201H、HP-GL（HP7586B）＊5、HP-GL2�/�RTL（HP�Designjet�750C�Plus）＊5、PCL5�/�PCL6
インターフェイス 標準 Ethernet�1000BASE-T�/�100BASE-TX�/�10BASE-T、USB3.0
＊1：利用できる用紙坪量は、64〜 220�g/㎡です。コート紙では106〜 220�g/㎡です。　＊2：A3サイズまでの場合。　
＊3：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。　
＊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：すべてのコマンドには対応していませんので事前
の出力検証を推奨します。　※�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。

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
超高画質（400�dpi）16×15.4本/mm、400×400�dpi
超高画質（600�dpi）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 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。

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

＊：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。

両面出力機能
項目 内容
自動両面可能
用紙サイズ

最大：SRA3（320×450�mm）、13×19"（330×�
483�mm）、12.6×19.2"（320×488�mm）、A3
最小：A5

用紙坪量＊ 64〜 220�g/㎡
＊：当社推奨紙の使用をお奨めします。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。

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：13×19.2"（330×488�mm）12.6×19.2"

（320×488�mm）、A3、330×660�mm
最小：郵便はがき（日本郵便製）

用紙坪量 64〜 300�g/㎡
トレイ容量＊� 500枚
大きさ/質量 幅460×奥行393×高さ184�mm、6�kg
＊：当社P紙。

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

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

ApeosPort-VII C7788 / C6688 / C5588
DocuCentre-VII C7788 / C6688 / C5588�おもな仕様と機能
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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
メールビン＊1 － 10ビンソート/スタック

用紙
サイズ

排出トレイ 最大：13×19"（330×483�mm）、12.6×19.2"（320×488�mm）、A3、330×660�mm
最小：郵便はがき（日本郵便製）

フィニッシャートレイ 最大：13×19"（330×483�mm）、12.6×19.2"（320×488�mm）、A3
最小：B5ヨコ

メールビン＊1 － 最大：A3、最小：B5ヨコ
用紙坪量 排出トレイ 64〜 300�g/㎡�

フィニッシャートレイ 64〜 300�g/㎡�
メールビン＊1 － 64〜105�g/㎡

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＊3：300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＊3：70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
メールビン＊1 － 各ビン100枚

ステープル 最大ステープル枚数 50枚（90�g/㎡以下）＊5
ステープル用紙サイズ 最大：A3、11×17"　最小：B5ヨコ
ステープル用紙坪量 64〜 300�g/㎡
ステープル箇所 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

最大：A3、11×17"
最小：A4ヨコ、B5ヨコ（2穴、3穴のみ）、A4（2穴のみ）

用紙坪量 64〜 200�g/㎡
中とじ/
二つ折り

最大枚数 － 中とじ：16枚（90�g/㎡以下）＊7
二つ折り：5枚（90�g/㎡以下）＊7

用紙サイズ － 最大：13×18"（330×457�mm）
最小：B5

用紙坪量 － 中とじ：64〜 220�g/㎡
二つ折り：64〜 220�g/㎡

大きさ/質量＊8 幅834×奥行589×高さ1056�mm、47�kg
紙折りユニットCD1装着時：
幅1069×奥行726×高さ1056�mm、99�kg

幅894×奥行589×高さ1056�mm、64�kg
10ビン出力装置装着時：
幅894×奥行589×高さ1603�mm、84�kg
紙折りユニットCD1装着時：
幅1129×奥行726×高さ1056�mm、116�kg

本体接続時の占有寸法＊9 幅2009×奥行841mm
紙折りユニットCD1装着時：幅2244×奥行841�mm

幅2068×奥行841�mm
10ビン出力装置装着時：幅2068×奥行841�mm
紙折りユニットCD1装着時：幅2303×奥行841�mm

＊1：オプションの10ビン出力装置が必要です。　＊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2/4穴パンチユニットまたはパンチユニット2/3穴（US規格）が必要です。フィニッシャーC3（2/4
穴）/中とじフィニッシャーC3（2/4穴）には、2/4穴パンチユニットが標準搭載されています。　＊7：利用する用紙坪量に
より枚数は変わります。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。　＊8：延長トレイ引出し
時。　＊9：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。

紙折りユニット（オプション）
項目 紙折りユニットCD1＊1 紙折りユニットCD2＊2
Z折り 用紙サイズ A3、11×17"、B4

用紙坪量 64〜 90�g/㎡
三つ折り 用紙サイズ A4、レター

用紙坪量 64〜 90�g/㎡
トレイ容量＊3 40枚

電源/最大消費電力 AC100�V�±�10�%、1.0�A、50/60�Hz共用、100�W
大きさ/質量 幅232×奥行726×高さ992�mm、53�kg 幅232×奥行726×高さ992�mm、55�kg
＊1：フィニッシャーC3�/�中とじフィニッシャーC3用オプション。　＊2：中とじフィニッシャーD6用オプション。　＊3：
当社P紙。

大容量給紙トレイ（オプション）
項目 大容量給紙トレイ（1段） 大容量給紙トレイB1-S 大容量給紙トレイC1-DS
用紙サイズ A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ 最大：13×19"（330×483�mm）、12.6×19.2"（320×488�mm）、A3

最小：郵便はがき（日本郵便製）＊1
非定形サイズ：100×148�mm〜 330×488�mm

用紙坪量 64〜 220�g/㎡ 64〜 300�g/㎡
給紙容量＊2�/給紙段数 2300枚×1段 2300枚×1段 2300枚×2段
電源 ―（本体より供給） AC100�V、2.5�A、50/60�Hz共用 AC100�V、5�A、50/60�Hz共用
最大消費電力 ― 250�W 500�W
大きさ 幅389×奥行610×高さ377�mm 幅988×奥行762×高さ992�mm
質量 29�kg 160�kg＊3 190�kg＊3
本体接続時の占有寸法＊4 幅1574×奥行841�mm 幅2045×奥行841�mm
＊1：はがきセットガイド使用時。　＊2：当社P紙。　＊3：手差しトレイを除く。　＊4：本体＋大容量給紙トレイ、キャッチト
レイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

自動両面原稿送り装置C2-PC
項目 C7788 C6688 C5588
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/用紙坪量 最大：A3、11×17"　最小：A6＊1

38〜 200�g/㎡（両面時：50〜 200�g/㎡）
原稿積載枚数＊2 250枚
原稿
読み取り�
速度＊3

コピー時
（A4ヨコ片面）

モノクロ：80枚/分
カラー：75枚/分

スキャン時 モノクロ：135枚/分、カラー：135枚/分
（1パス両面読み取り時モノクロ：270ページ/分、カラー：270ページ/分）
［当社標準原稿（A4）200�dpi、親展ボックスまで］

＊1：非定形サイズの場合は、84×139.7�mm。　＊2：当社P紙。　＊3：原稿によって読み取り速度は異なります。

中とじフィニッシャーD6（オプション）
項目 内容
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：13×19"（330×483�mm）、12.6×19.2"（320×488�mm）、A3、330×660�mm
最小：郵便はがき（日本郵便製）

フィニッシャートレイ 最大：13×19"（330×483�mm）、12.6×19.2"（320×488�mm）、A3　最小：A5
用紙坪量 排出トレイ 64〜 300�g/㎡

フィニッシャートレイ 64〜 300�g/㎡
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］A4：2000枚、B4以上：1500枚、　ミックススタック＊2：350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＊3

ステープル 最大ステープル枚数 100枚＊4（90�g/㎡以下）
ステープル用紙サイズ 最大：A3、11×17"　最小：A5ヨコ
ステープル用紙坪量 64〜 300�g/㎡
ステープル箇所 1カ所＊5、2カ所、4カ所

パンチ＊6 パンチ数＊7 2穴/�4穴、または2穴/�3穴（US規格）
パンチ用紙サイズ 最大：A3、11×17"　最小：A4ヨコ、B5ヨコ（2穴、3穴のみ）、A4（2穴のみ）
用紙坪量 64〜 220�g/㎡

中とじ/
二つ折り

最大枚数＊8 中とじ：30枚（90�g/㎡以下）、二つ折り：5枚（90�g/㎡以下）
用紙サイズ 最大：13×19"（330×483�mm）、12.6×19.2"（320×488�mm）、A3　最小：B5
用紙坪量 中とじ：64〜 300�g/㎡、二つ折り：64〜 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/質量＊9 幅892×奥行725×高さ1200�mm、105�kg

紙折りユニットCD2装着時：幅1129×奥行726×高さ1200�mm、160�kg
本体接続時の占有寸法＊10 幅2410×奥行841�mm　紙折りユニットCD2装着時：幅2647×奥行841�mm
※インターフェイスデカーラーD1が必要です。　＊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：同じサイズの用紙での出力時。　＊4：A4、レターを超えるサイズの場合は65枚。　＊5：1カ所の奥
斜め打ちが可能なのは、A4およびA3のみ。　＊6：オプションのフィニッシャーDパンチユニット2/4穴またはフィニッ
シャーDパンチユニット2/3穴（US規格）が必要です。　＊7：処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズによって異なります。　
＊8：利用する用紙坪量により枚数は変わります。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：延長トレイ引出し時。　＊10：本体＋インターフェイスデカーラーD1＋中とじフィニッシャーD6、延長トレイ引出し
時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

コントローラー�[GX-i�Print�Server�for�ApeosPort/DocuCentre-VII�C7788�Series]（オプション）
項目 内容
形式� プリンター本体の背面に固定
CPU� インテル®�CoreTM�i3-�7101Eプロセッサー�(3.9�GHz、Dual�Core)
記憶装置� ハードディスク：1�TB
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� ［PostScript®］日本語2書体（平成明朝体TM�W3、平成角ゴシック体TM�W5）、欧文136書体

［OpenType］日本語2書体（小塚明朝�Pr6N�R、小塚ゴシック�Pr6N�M）、欧文19書体、�
簡体字中国語2書体、繁体字中国語2書体、韓国語2書体

ページ記述言語� Adobe®�PostScript®�3TM、PDF/VT-1、PDF/VT-2、PPML�
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＊1

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�10.14�/�10.13�/�10.12、OS�X�10.11�/�10.10

インターフェイス� Ethernet�1000BASE-T�/�100BASE-TX�/�10BASE-T、USB3.0×4、USB2.0×2
対応プロトコル� TCP/IP（lpd�/�FTP�/�SMB�/�HTTP）、Bonjour
電源� AC100�V�±10�%、2.5�A、50/60�Hz共用
最大消費電力� 200�W
大きさ＊2 幅290×奥行135×高さ318�mm
質量＊2 6.5�kg
＊1：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。　＊2：プリントサーバー本体のみ。

小口トリマースクエアフォールド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�%、0.8�A、50/60�Hz共用
最大消費電力�80�W
大きさ/質量 幅1066×奥行725×高さ552�mm、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。

インターフェイスデカーラーD1（オプション）
項目 内容
電源/最大消
費電力

AC100�V�±�10�%、1.3�A、50/60�Hz共用、130�W
インターポーザーD1接続時：AC100�V�±�10�%、
2�A、50/60�Hz共用、200�W

大きさ/質量 幅340×奥行725×高さ992�mm、40�kg
※中とじフィニッシャーD6接続時に必要です。

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�A3、11×17"、SRA3（320×450�mm）
最小�A4、レター
非定形サイズ：182×210�mm〜 330×488�mm

用紙坪量�64〜 300�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�A3、11×17"、SRA3（320×450�mm）
最小�B5�
非定形サイズ：182×210�mm〜 330×488�mm

用紙坪量�64〜 300�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/質量 幅605×奥行725×高さ992�mm、128�kg
※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157�g/㎡以上に対応。

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A3、11×17"　最小A5＊1

非定形サイズ：182×148�mm〜 330×488�mm
用紙坪量 64〜 300�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から供給）
大きさ/質量 幅700＊3×奥行725×高さ1235�mm、45�kg
※中とじフィニッシャーD6用オプション。　＊1：サイズ
入力することにより利用可能。　＊2：当社P紙。　＊3：機
器接続時の用紙搬送部のみの幅は、165�mm。

1）� �万一本体の記憶装置（ハードディスク等）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、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。

2）� �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。



〈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。

〈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。

※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、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。●HP-GLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。 ●Android、Google LLCの商標または登録商標です。 ●Linuxは、Linus Torvaldsの米国
およびその他の国における登録商標あるいは商標です。 ●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。 ●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●PANTONEおよびその
他のPantone商標はPantone LLC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。 ●この装置は、一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使
用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

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、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。
ApeosPort、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。

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-1356 1906-3

お困りごとをすばやく解決
消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カストマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく、すばやく解決できます。

まずは、3WAYの「ヘルプ」で自己解決をお手伝い

それでも解決できない時は、「リモートアシスタンス」でオペレーターがご案内画質がおかしいと思ったら
自己解決できなかった場合には、必要に応
じてコールセンターのオペレーターが対
応します。センターからお客様の複合機に
アクセスし、操作パネルを共有しながら指
差し機能やペン機能を使って解決までわ
かりやすく案内します。

操作パネルのホーム画面上に「総合画質
調整」ボタンを用意しました。従来は管理
者が個々に操作していた自動階調補正、
面内ムラ調整を、ユーザーが簡単に実施
できます。

複合機の操作パネルに表示されたQRコー
ドからモバイル端末でもヘルプ情報の検索
や確認ができます。PC転送などPCにも設
定が必要な場合も、モバイル端末を見なが
ら設定できます。

モバイル
端末で

リモートで

公式サイトのサポート情報も充実。複合機
のヘルプ情報と同じカテゴリーに整理さ
れているので、複合機で確認していた情報
を、自席のPCに戻って引き続き確認でき
ます。

Web
ブラウザーで

複合機の操作パネル上でお困りごとを検
索・確認できます。ヘルプ画面と設定画面
を簡単に切り替えられ、情報を都度確認
しながら、スムーズに操作することができ
ます。

操作
パネルで

◎�ApeosPort-VII�C7788�/�C6688�/�C5588、DocuCentre-VII�C7788�/�C6688�/�C5588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。
◎�ApeosPort-VII�C7788�/�C6688�/�C5588はエコマーク認定商品です。
◎�DocuCentre-VII�C7788�/�C6688�/�C5588はエコマーク認定商品です。


