
495 J Continuous Feed Duplex Printer の主な仕様
プリンター本体

プリント方式
解像度
定着方式
プリント
速度＊1

用紙種類

用紙サイズ 

用紙質量

給紙

排紙

電源

消費電力
  

発熱量

大きさ
質量

温度条件

湿度条件

片面
両面
内部ホッパー・
スタッカー使用時
前後処理機使用時

最大
電力
平均
電力
通常
高印字率モード

通常
高印字率モード
通常
高印字率モード

項目 内容
LED・ゼログラフィー方式
600dpi
フラッシュ定着
230ページ/分（A4カット紙換算、18インチ幅用紙にA4・2UP）
460ページ/分（A4カット紙換算、18インチ幅用紙にA4・2UP）

送り孔付き折り畳み連続印刷用紙（1P＊2）

送り孔付き連続印刷用紙（1P＊2）
用紙幅 ： 6.5～18インチ（最大印字幅17.1インチ）
用紙長 ： 3.5～18インチ（1/6インチ刻み、後処理接続時）
  7～14インチ（1/6インチ刻み、スタッカー排出時）
坪量64～157g/m2（連量55～135kg）
オートローディング機構
用紙箱の高さ300mm以下（64g/m2用紙で3,000枚程度）
折り畳みスタッカー
用紙箱の高さ300mm以下（64g/m2用紙で3,000枚程度）
用紙長：7～14インチ
3相4線＊3、AC200V±10％ 100A、 50/60Hz±3Hz
稼動時：約18kVA
稼動時：約19kVA
稼動時：約12kVA 待機時：約1.5kVA
稼動時：約13kVA 待機時：約4kVA
稼動時：約59MJ 待機時：約3MJ
稼動時：約62MJ 待機時：約13MJ
幅2,965（本体2,500、ホッパー部465）×奥行890×高さ1,700mm
1,440kg
稼動時：15～32℃
待機時：0～35℃
稼動時：40～70%RH（但し最高湿球温度26℃）
待機時：20～80%RH（但し最高湿球温度26℃） 

＊1 ジョブの種類によっては、プリント速度が低下することがあります。
＊2 1P（1パーツ）とは一枚ものの連続帳票をあらわします。
＊3 電源工事の際にはお客様によるD種接地工事が必須となります。

※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。
●Microsoft、Windows、Windows NT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、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、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたは
その子会社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、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●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、実際の色とは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。

〈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
実に行なってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

495 J Continuous Feed 
Duplex Printer
連続紙プリンター



用紙搬送経路

460ページ/分＊1の高速プリント
毎分460ページのプリントスピードを実現。高
速かつ安定した処理能力により、長時間の大量
出力にも対応し、生産性の向上に貢献します。
また、ロール給紙装置やロール巻取り装置等
の前後処理機をオプションで接続＊2すること
により、1ジョブ数万ページの大量一括プリン
トにも対応。生産効率のアップを図ることがで
きます。
＊1 A4カット紙換算、18インチ幅用紙にA4・2UP・両面プリント時
　 （連続紙搬送速度35.1m/分）。
＊2 接続機器に関しては、当社担当営業までお問い合わせください。

PostScript®を効率的に出力する
VIPP＊に対応
VIPPを搭載する事により、イメージ/フォームな
どのリソースファイルをプリンター側に常駐させ
ることができます。これによりPostScript®デー
タサイズの圧縮やデータ処理の高速化が可能と
なり、トータルな生産性の向上に貢献します。
＊ 別売ソフトウエア。

安定した紙走行性を実現
スプロケットを利用し、安定かつ高精度な用紙
搬送を実現。両面印刷時におけるプリントの
ズレも最小限に抑えます。

マルチPDLに対応
プリントデータ形式はメインフレーム系で生成
される基幹系データ「LCDS（Line Conditioned 
Data Stream）」に加え、新たにアドビ システム
ズ社のPostScript® 3TMに対応。メインフレー
ムやサーバーなど多彩なシステムからの出力
を実現し、レガシーからオープンへのシステム
移行や、混在環境にも柔軟に対応します。また、
豊富なフォント（日本語5書体/CID-Keyed、
欧文136書体）の提供とPDFへの対応により、
さまざまなデータのスムーズな出力が可能に
なりました。

フラッシュ定着方式を採用
キセノンランプを発光させ、その熱でトナーを
定着させるフラッシュ定着方式を採用。キセノ
ンランプは瞬時にランプを安定した点灯状態に
できるため、ウォームアップ・タイムは不要です。
さらに用紙に非接触でトナー定着を行なえるの
で、用紙の種類の違いによる凹凸や厚みにはあ
まり影響されず、普通紙から特殊用紙まで幅広
い種類の用紙にプリントすることができます。
また、発光のみで機械的動作部がないため壊れ
にくく、高い信頼性と保守性を提供します。

600dpiの高解像度を実現
連続紙プリンターで解像度600dpiの高密度
印字を実現。細かな数字や肩文字、微細な線
なども印字スピードを落とすことなくクリアに
プリントすることができます。国際標準のバー
コードEAN128もクリアな線で出力できます。
また、新開発のクリーナー技術により、長時間
の連続出力でも文字がかすれたり汚れたりす
ることなく、高品位なプリントを行ないます。

1台で片面・両面印刷が可能
ツインドラム方式の採用により、1台で片面・両
面印刷が可能に。最初のドラムユニットで裏面
を印刷し、次のドラムユニットで表面をイメー
ジング。その後、印刷した両面を一度にフラッ
シュ定着させます。これは片面が未定着のまま
でも品質を落とすことなく次のドラムユニット
まで搬送する高度な技術により実現した新開
発のシステムです。また、裏面の印刷状態はプ
リンター本体内に装備されたミラーにより簡
単に確認することができます。

高速コントローラーを内蔵
コントローラーにはサーバーで信頼性の高い
インテル® XeonTMプロセッサーを採用。また、
万一の事態に備え、無停電電源装置（UPS）と
RAID＊を標準装備し、システム全体の信頼性
を高めています。
＊ 2台のハードディスクに同じデータを記録して、データの安全性を高める
手段（ミラーリング）。

すべての操作を簡単に行なえる
タッチディスプレイ
プリンター本体のコントロールパネルには、視
認性・操作性に優れたカラータッチディスプレ
イを採用。システムの起動や入力データの設
定、印刷ジョブの管理保存、スケジュール、論
理ページの指定・編集、リソースの管理や搬
入・搬出、仮想キーボードによる入力など、プリ
ントに関するすべての操作をタッチディスプレ
イで行なうことが可能です。また、オプションで
PC-UIを接続することもでき、別のWindows® 
PC上で操作や管理が行なえます。

ニーズに合わせた各種連続紙に対応
用途の多い用紙幅6.5～18インチ、坪量64～
157g/m2の上質・再生連続紙はもちろん、隠蔽
はがきなどの特殊紙にもプリント可能。多彩な
プリントジョブに対応します。
※特殊用紙などの定着性、圧着性などについては検証が必要となりますの
で、当社担当営業までお問い合わせください。

効率的なトナー補給が可能
プリンターが走行中でもトナーの補給が可能。
プリント処理を中断する必要がなく、効率の良
い作業ができます。

進化した連続紙プリンター。
基幹業務出力のさらなる効率化を支援する
ハイパフォーマンスを搭載。

プリントスピード460ページ/分＊、解像度600dpi、フラッシュ定着方式による連続紙の高速・高解像度プリントを実現。

さらに、柔軟な出力環境の構築をサポートするマルチPDLへの対応、1台で片面・両面印刷を可能にする

新開発ツインドラムの採用など、495 J Continuous Feed Duplex Printerが

基幹業務出力における生産性の向上とTCOの削減を強力に支援します。
＊ A4カット紙換算、18インチ用紙幅にA4・2UP両面プリント時（連続紙搬送速度35.1m/分）。
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用紙搬送経路
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オートローディング機構
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用紙箱の高さ300mm以下（64g/m2用紙で3,000枚程度）
用紙長：7～14インチ
3相4線＊3、AC200V±10％ 100A、 50/60Hz±3Hz
稼動時：約18kVA
稼動時：約19kVA
稼動時：約12kVA 待機時：約1.5kVA
稼動時：約13kVA 待機時：約4kVA
稼動時：約59MJ 待機時：約3MJ
稼動時：約62MJ 待機時：約13MJ
幅2,965（本体2,500、ホッパー部465）×奥行890×高さ1,700mm
1,440kg
稼動時：15～32℃
待機時：0～35℃
稼動時：40～70%RH（但し最高湿球温度26℃）
待機時：20～80%RH（但し最高湿球温度26℃） 

＊1 ジョブの種類によっては、プリント速度が低下することがあります。
＊2 1P（1パーツ）とは一枚ものの連続帳票をあらわします。
＊3 電源工事の際にはお客様によるD種接地工事が必須となります。

※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。
●Microsoft、Windows、Windows NT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、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、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたは
その子会社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、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●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、実際の色とは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。

〈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
実に行なってください。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-1011 0409-5

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。


