
Color 1000i Press (Model-BC)
カラー・オンデマンド・プリンティングの新たなステージへ
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ハイエンドモデルにふさわしい、
圧倒的な存在感。
こだわり抜いた基本性能と技術。
そしてドキュメント・バリエーションへのこだわり。

※本モデル（Model-BC)は、特殊トナー（ゴールド、シルバー、クリア）を使用できません。
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  DIC標準色 認定取得済

  JapanColor 2011
（デフォルト）
  JapanColor 2007
（コート紙、アート紙）
  JapanColor 2001
（コート紙、アート紙、マット紙、上質紙）
  JapanColor 2002
（ 新聞用ジャパンカラーJCN 2002 ）
  JapanColor 2003
（商業オフ輪用ジャパンカラーJCW 2003）
  雑誌広告基準カラー2004/2011
（JMPAカラー）

  SWOP

  Euro Sheet-fed
（コート紙、アート紙、マット紙）

さまざまな用紙に
適切な設定でプリント
ストックライブラリー機能で用紙種類名（ストッ
ク名）を指定するだけで、用紙種類に最適な設
定でプリントできます。またユーザーが独自の
パラメーターを設定した用紙属性ファイルを作
成して使用することもできます。

高精度レジストレーション
高速で走行する用紙を1枚1枚、常に同じ経路
を通るように誘導し、高精度なプリントを実現
します。さらにデジタル制御技術「IReCT*」によ
り用紙の伸縮ゆがみ特性に応じてデジタル画像
を補正して用紙にプリントすることにより高精
度な表裏見当を実現します。
＊ Image Registration Control Technology

インラインセンサーが自動で
アライメント調整
インラインセンサーが、調整用チャートを自動的
に読み取り、表裏のプリント位置が合うように
調整します。名刺なども表裏ずれの小さい、高
精度なプリントができます。

画像のずれを補正し高画質を実現
光センサーで読み取られたCMYK各色版のず
れ情報をリアルタイムかつデジタル信号のまま
高速処理します。イメージデータをCMYK各色
ごとに、2400 dpiの高精度で補正します。

豊富なカラープロファイルに対応
標準的な色再現基準として広く普及している各
種カラープロファイルに対応しています。お客
様の好みの基準色で、カラーシミュレーション
することができます。

■ CMYK 用プロファイル

A3 フルトンボに対応した
最大印字可能領域
はがきサイズ（100 ×148 mm）から最大330 
× 488 mmまでの用紙サイズにプリントが可能
です。A3フルトンボまでの印字領域を確保する
ことにより、裁ち落としを必要とするカタログや
パンフレットなどのデザイン自由度も高まり、さ
まざまなプリント業務に対応します。

■最大用紙サイズ / 最大印字可能領域

文字や写真を精細に再現
2400 × 2400 dpiの高い出力解像度によって文
字や線をハッキリと、写真はより鮮やかに表現し
ます。中間色の色調表現が滑らかなため、繊細さ
が求められるグラデーション表現や、写真の質感
を左右するシャドーやハイライト部分も美しく再
現できます。

広い色域のオイルレスEA-Ecoトナー＊

　
EA-Ecoトナーの採用により、低温定着と優れ
た光沢再現性を両立しました。粒径がわずか
5.8μmと小さいため、極めて薄いトナー層の形
成が可能です。広い色域の再現と、オフセット印
刷に迫る高画質を実現します。さらに、オイルレ
ス定着により、付せんの貼りにくさや、文字の書
き込みにくさを解消します。
＊ Emulsion Aggregation-Ecoトナー。
■ EA-Ecoトナーの構造

330mm

488mm

最大印字可能領域
326mm

484mm

色材

ワックス
シャープメルト
ポリエステル

多種の機能性微粒子
（帯電、耐熱、清掃用など）

リードエッジセンサー
サイドエッジセンサー

レジローラー

用紙の
軌跡

サ
イ
ド
ガ
イ
ド
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豊富な給排紙オプションがプリント作業を効率化

Performance
多様なプリントニーズにも、高い生産性で対応

薄紙から厚紙まで毎分 100 ページの
高速プリント
フルカラータンデムエンジンにより、コート紙 / 
非コート紙を問わず55g/㎡の薄紙から350g/
㎡の厚紙まで、幅広いレンジで毎分100ページ＊

の高速オンデマンドプリントが可能です。
＊A4ヨコ出力時。

高い転写効率を実現するシームレス 
中間転写ベルト
中間転写ベルトは、ベルト上に継ぎ目のない長
尺シームレス構造とし、さらにベルト表面を高
抵抗、裏面を低抵抗に制御。これにより、ベルト
全周において極めて安定した電気抵抗特性と
高い転写効率を実現。EA-Ecoトナーとの相乗
効果により、用紙のプリント面全体において
均一な高画質を実現します。

●大容量給紙 / 排紙
フルオプション構成により、最大給紙容量8400
枚＊1（4トレイ）と最大排紙容量14500枚＊2まで
給紙 / 排紙システムの拡張が可能です。給紙 / 
排紙ともにプリント稼働中の用紙補給や用紙取
り出し＊3にも対応しており、毎分100ページで
高速走行するプリントジョブを連続処理します。
＊1 当社J紙。
＊2 当社P紙。
＊3 オプションの大容量スタッカー2台連結時。

　プリンター本体

❶大容量給紙トレイ C2-DS
　⃝ 2 段給紙
　⃝エアーアシスト
　⃝重送検知
❷インターフェースモジュール
　⃝リアルタイムカール補正
❸大容量スタッカー *1

　⃝ 5000 枚スタック
　⃝スタッカーカート
　⃝ 2 台接続で交互に排出
❹紙折りユニット D4＊ 2

　⃝ Z 折り
　⃝三つ折り

❺フィニッシャー D4*1

　⃝ 3000 枚スタック
　⃝ステープル 100 枚
　⃝パンチ
❻中とじフィニッシャー D4*1

　⃝ 2000 枚スタック
　⃝ステープル 100 枚
　⃝パンチ
　⃝中とじ / 中折り / 二つ折り
❼トリマー / スクエアフォールド*3

　⃝小口断裁
　⃝角背仕上げ

※後処理加工を必要としない場合は、
　オフセットキャッチトレイを用意して
　います。
＊ 1 インターフェースモジュールが必要です。
＊ 2 フィニッシャー D4、中とじフィニッシャー
　 　D4 用のオプションです。
＊3 中とじフィニッシャー D4 用のオプション
　　 です。

❶ ❹❷ ❼❸ ❺❻

高速定着技術
2本の加熱ロールを定着ベルトの内側と外側に
配置することで、十分なコンタクト面積を確保
しています。定着ベルトはムラなく加熱され、し
かも、トナー定着工程では常に一定の温度に制
御されます。これにより、高速走行する厚紙にお
いても、優れたトナー定着特性と安定した高画
質を実現します。

ベルトロール定着器（イメージ図）

内部加熱ロール

定着ベルト

定着ロール

加圧ロール
排出方向

外部加熱ロール

内三つ折りZ折り

外三つ折り 小口断裁

角背加工
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高画質 / 高速処理のプリントサーバー
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PX1000 Print Server 4。
最新のハードウェアと長年培った画像処理技術
により、画質が劣化しないロスレス（可逆）圧縮
を採用しながらも高速なイメージ処理を可能と
し、毎分100ページの高速出力が可能です。

バリアブル言語
VIPP / PPML サポート
バリアブルプリント業務を支援するVIPP連携＊1

をサポート。また、業界標準PPML＊2もサポート
していますので、目的に応じて柔軟にバリアブ
ルプリント環境を構築することができます。
＊1 VIPP：Variable Information Production Printware

別売ソフトウェアFreeFlow® Variable Information Suiteと
組み合わせる時に利用。

＊2 PPML：Personalized Print Markup Language

パラレルRIP処理方式を採用
1つのプリントジョブに対し、2つのRIPでページ
を分担して並列に処理をします。これにより CPU
の使用効率を向上させ、ハードウェアの性能を最
大限に活用したRIPを行うことができます。

JDF 連携ワークフローの構築
印刷業界標準規格であるJDF＊1を標準でサ
ポート。印刷業務の統合ワークフローシステム
との連携で、オフセット印刷機とシームレスなハ
イブリッドワークフローを構築することができ
ます。ワークフローシステムとのジョブのやりと
りは、ホットフォルダーやHTTP受信から選べ、
自由度の高いシステム構築が可能です。

ドキュメントを容易にサムネール編集
サムネール編集機能を使えば、プリント指示し
たジョブやスプールジョブのサムネールによる
ページ編集が可能です。直観的な操作で、ペー
ジ移動やページ削除、さらに表紙や合紙の挿入
ができます。複数のアプリケーションで作成さ
れたドキュメントを束ねたり、ページをプレ
ビューしての調整が可能となり、PX1000 Print 
Server 4のみの操作で、冊子作成からプリント
までを効率的に処理します。

オフィス文書の出力再現性の向上
Microsoft Officeをはじめとする一般オフィス
で作成されたドキュメントの、出力再現性の向
上が可能となるPDFドライバーを標準で同
梱しています。大量の提案書や会議配布資料、
報告書のプリントもスムーズにこなします。

ハードディスクのデータ完全消去
ディスクデータスウィーパーは、ハードディスク
上に書きこまれたデータが復元できないよう上
書き消去するツールです。定期的にデータを上
書き消去することにより、機密文書や個人情報
を含んだプリントデータの外部流出の発生を未
然に防止します。

　プリントサーバー

高精度な印刷環境シミュレーション
CMYK印刷シミュレーションを可能とする
Color Profile Maker® Pro を搭載。ターゲッ
ト印刷機の色味をシミュレーションすることで
効率的な色合わせを実現します。

A4 2面付け

PDF

JDF

A4 8面付け

PDF

JDF

PX1000
Print Server 4

Workflow RIP＊2

Color 1000i Pressオフセット印刷機

CTP

Color Profile Maker Pro

❷測色 K保存

Color 1000i Press 

ターゲット印刷機

❶
パ
タ
ー
ン
画
像

❸
C
M
Y
K
パ
ラ
メ
ー
タ
ー

❹同等の
　仕上がり

＊1 JDF：Job Difinition Format
＊2 富士フイルム株式会社「FUJIFILM WORKFLOW XMF」、

株式会社SCREENグラフィックソリューションズ「EQUIOS」
「Trueflow SE」と連携。
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Color 1000i Press (Model-BC) の主な仕様

基本機能/プリント機能
項目 内容
形式 コンソールタイプ
カラー対応 フルカラー
書き込み解像度 2400 × 2400 dpi
階調/表現色 各色256階調 （1670万色）
ウォームアップ・タイム 420秒以下 （室温23℃）
連続プリント速度＊1 A4 ： 100ページ/分、 A3 ： 50ページ/分

用紙サイズ＊2 定形サイズ：最大 A3、 最小 B5、郵便はがき（日本郵便製） ＊3

非定形サイズ：182 × 182 mm～330 × 488 mm
用紙坪量 55～350 g/m2

給紙方式/給紙容量＊4
標準：2100枚 × 2トレイ
オプション：大容量給紙トレイC2-DS　2100枚 × 2トレイ
最大給紙容量：8400枚 ［標準 + 大容量給紙トレイC2-DS］ 

出力トレイ容量＊5 500枚（A3）
電源 AC200 V ± 10 %、50 A、50/60 Hz共用 （単相2線アース付き）

最大消費電力＊6
7.6 kW
スリープモード時：100 W
レディー時：1500 W

大きさ＊7 幅2995 ×奥行1107 ×高さ1865 mm
設置スペース＊7 幅4475 ×奥行3435 mm
質量＊7 1410 kg

＊1：データ等の出力条件、画質自動調整、用紙サイズや用紙種類が混在したジョブ、給紙トレイ切り替えにより、連続プリント速度が低下す
る場合があります。

＊2：画像欠け幅は、先端2.0 mm、後端2.0 mm、手前側2.0 mm、奥側2.0 mm。ただし、用紙種類/用紙先端部の画像条件により、紙づまり
が発生する場合があります。

＊3：はがきセットガイド使用時。
＊4：当社J紙。
＊5：オフセットキャッチトレイ。当社J紙。
＊6：本体 + オフセットキャッチトレイ。
＊7：本体のみ。

フィニッシャー D4 / 中とじフィニッシャー D4 （オプション）
項目

内容
フィニッシャーD4 中とじフィニッシャーD4

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
/用紙坪量

排出トレイ
定形サイズ：最大 A3、 最小 B5、郵便はがき（日本郵便製）
非定形サイズ：182 × 182 mm～330 × 488 mm
55～350 g/m2

フィニッシ
ャートレイ

定形サイズ：最大 A3、 最小 B5
非定形サイズ：182 × 182mm～330 × 488mm
55～300 g/m2

製本トレイ —

定形サイズ：
最大 A3、 最小 A4
非定形サイズ：
210 × 279 m～
330 × 457 mm
64～300 g/m2

トレイ
容量＊1 

排出トレイ 500枚

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

：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＊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＊1 100枚 ＊4

ステープル
用紙サイズ 

最大：A3、11 × 17”
最小：B5

ステープル
位置 1カ所、 2カ所、 4カ所

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）
パンチ用紙
サイズ

最大：A3、11 × 17”
最小：B5（2穴）、A4（3穴 ＊5/4穴）

用紙坪量 55～220 g/m2

中とじ/
中折り

最大枚数＊1 — 中とじ：20枚 ＊6、
中折り：5枚 ＊6

用紙サイズ —

定形サイズ：
最大 A3、 最小 A4
非定形サイズ：
210 × 279 mm～ 
330 × 457 mm

用紙坪量 — 64～300 g/m2

インター
ポーザー＊7

用紙サイズ 最大：A3、11 × 17”
最小：B5

用紙坪量 64～220 g/m2

トレイ
容量＊1 200枚

電源 AC100 V ± 10 %、2 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 203 W

大きさ/質量

幅1050 ×奥行727 ×高さ1165 
mm、
115 kg
紙折りユニットD4装着時：幅1250 
×奥行727 ×高さ1165 mm、155 
kg

幅1055 ×奥行727 ×高さ1165 
mm、
150 kg
紙折りユニットD4装着時：幅1255 
×奥行727 ×高さ1165 mm、190 
kg

＊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。
＊3：16枚/部以上は15部。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。
＊5：オプションの3穴パンチユニット装着時。
＊6：表紙を付けた場合、用紙種類、用紙坪量などによって最大枚数は減少します。
＊7：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。

大容量給紙トレイC2-DS （オプション）
項目 内容

用紙サイズ/用紙坪量 
定形サイズ：最大 A3、 最小 B5、郵便はがき（日本郵便製） ＊1 
非定形サイズ：182 ×182 mm～330 ×488 mm
55～350 g/m2 

給紙容量＊2/給紙段数 2100枚 × 2トレイ
電源 AC100 V ± 10 %、 5 A、 50/60 Hz共用
最大消費電力 500 W
大きさ/質量 幅1020 ×奥行762 ×高さ992 mm、 220 kg

＊1：はがきセットガイド使用時。
＊2：当社J紙。

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 定形サイズ：最大 A3、 最小 B5、郵便はがき（日本郵便製）
非定形サイズ：182 × 182 mm～330 × 488 mm

用紙坪量 55～350 g/m2

トレイ容量＊ 500枚
大きさ 幅405 × 奥行393 × 高さ184 mm
質量 6 kg

＊：当社J紙。

インターフェースモジュール （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345 × 奥行725 × 高さ992 mm
質量 50 kg

※ 本体に大容量スタッカー、フィニッシャーD4、中とじフィニッシャーD4を接続する際に必要です。

コントローラー　［PX1000 Print Server 4］
項目 内容
形式 外付け
CPU インテルⓇ XeonⓇ プロセッサーE5-2637 v4 (3.5 GHz)×2
記憶装置 ハードディスク： 2 TB + 2 TB ×3、DVD Multiドライブ
メモリー容量 32 GB (最大32 GB)
サーバーOS名 Windows 10 IoT Enterprise (64ビット）

搭載フォント 
日本語7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）
欧文136書体

ページ記述言語 AdobeⓇ PostScriptⓇ 3TM、 PPML、 VIPP ＊1

プリントデータ
フォーマット PS、 PDF、 EPS、 TIFF、 JPEG

プリンタードライバー
対応OS＊2

Windows 10 （64ビット）
Windows 10 （32ビット）
Windows 8.1 （64ビット）
Windows 8.1 （32ビット）
Windows 7 （64ビット）
Windows 7 （32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 （64ビット）
Windows Server 2008 （32ビット）
OS X 10.15
OS X 10.14
OS X 10.13
OS X 10.12
OS X 10.11
OS X 10.10
OS X 10.9
Mac OS 9.2.2

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
対応プロトコル TCP/IP （LPD、FTP、SMB）、 AppleTalk ＊3 、 Bonjour
電源 AC100 V ± 10 %、 4.9 A、 50/60 Hz共用
最大消費電力 0.5 kW
大きさ＊4 幅160 ×奥行562 ×高さ428 mm 
質量 21.0 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：Mac OS X 10.6 Snow Leopard以降ではAppleTalkをサポートしていません。
＊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。
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大容量スタッカー （オプション）
項目 内容

トレイ
容量 ＊1

排出トレイ 500枚
スタッカー
トレイ 5000枚

用紙サイズ
排出トレイ 定形サイズ：最大 A3、11 × 17"、 最小 B5、郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：182 × 182 mm ～ 330 × 488 mm
スタッカー
トレイ

定形サイズ：最大 A3、11 × 17"、 最小 B5
非定形サイズ：203 × 182 mm ～ 330 × 488 mm

用紙坪量 
排出トレイ 55～350 g/m2

スタッカー
トレイ 55～300 g/m2

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805 × 奥行725 × 高さ1042 mm
質量 155 kg

＊1：当社P紙。

トリマー / スクエアフォールド （オプション）
項目 内容
用紙サイズ  中とじフィニッシャーD4の製本トレイの用紙サイズに準ずる。
用紙坪量 中とじフィニッシャーD4の製本トレイの用紙坪量に準ずる。
製本トレイ容量＊1 20部（15枚とじ以下）、15部（16枚とじ以上）

小口断裁
最大
枚数 中とじ20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 中とじ20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 幅1072 × 奥行725 × 高さ552 mm
質量 100 kg

※ 中とじフィニッシャーD4専用オプション。
＊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。 

紙折りユニットD4 （オプション）
項目 内容

Z折り 用紙サイズ A3、B4、11 × 17"
用紙坪量 64～90 g/m2

三つ折り

用紙サイズ A4、レター
用紙坪量 64～90 g/m2

トレイ
容量 ＊1 40枚

大きさ 幅200 × 奥行725 × 高さ1165 mm
質量 40 kg

＊1：当社P紙。

※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。
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システムの情報を取得

リモートでサポート

富士フイルムビジネスイノベーション
リモートサポートセンター

＊ SSL/TLSによって通信のセキュリティーを確保。

「プロダクションリモートサービス」は、システムの状態をリモートサポートセンターから診断し、
トラブルの発生抑止と修理の迅速化によりダウンタイムを低減するサービスです。

・ 稼動ログ分析と予防保守 
・ トラブルのリモート解析と早期解決
・ プリントサーバーの操作支援 
・ お客様専用ホームページから修理要請
　およびシステムの使用状況を表示
当サービスはお申し込みが必要です。 
詳細は当社担当営業へお問い合わせください。

お客様サイト

システム

インターネット接続（SSL / TLS＊）

プロダクション
リモートサービス

オペレーター

〈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-1371 2004-1

●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。
●macOS、OS X、AppleTalk、Bonjourは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
●Adobe、Adobeロゴ、Adobe PDF、Adobe PDF Print Engine、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。
●インテルXeonは、米国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標または登録商標です。
●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。
●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、印刷インキの性質上、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。

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、VIPP、FreeFlow、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。
Color Profile Maker 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。


