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157ページ/分の高速プリントを可能にするNuvera 157 EA Production Systemが基本機能を強化。
プロダクションプリンターに求められる様々な条件に応えるとともに、
安定した用紙送りの追求など、さらなる生産性向上を目指しました。
EAトナーおよび4800 dpi相当×600 dpiによる、オフセット印刷に迫る高画質に一段と磨きがかかります。

優れた生産性と高い信頼性をハイレベルに融合。
確かなソリューションを提供します。

連続プリント速度157ページ/分＊

紙送りプロセスの高速化技術とデュアル
レーザー技術により、片面/両面とも157
ページ/分の高速連続プリントを実現。質
量の大きな厚紙や、表面の平滑度の高い
コート紙でも高速連続プリントが可能で、
高い生産性とプリント業務の効率化に貢献
します。
＊�A4。 同 一 原 稿 連 続 プ リ ン ト 時。Nuvera�144�EA�
Production�Systemは144ページ/分。

49 g/m2*の薄紙にも対応

49�g/m2の薄紙から300�g/m2の厚紙ま
で、幅広い用紙坪量に対応。広範な用紙へ
の対応力がビジネスの拡大に貢献します。
＊�52�g/m2未満の用紙は、無償の専用パーツが必要。

最大給紙容量13280枚 

「給紙モジュール」（4段トレイ、6640枚）に
「4トレイ給紙モジュール」＊1（4段トレイ、
6640枚）を追加し、最大で8段トレイ、
13280枚＊2の給紙が可能です。また、「給
紙モジュール」にA3用紙が給紙可能な「2ト
レイ給紙モジュール」（2段、3620枚）を追加
すれば、最大で6段トレイ、10260枚＊3の
給紙が可能です。さらに、「2トレイ給紙モ
ジュール」を2台設置して、最大4段トレイ、
7240枚の給紙も可能となります。いずれ
の場合もLoad�While�Run（非稼働トレイへ
の用紙供給）により、ノンストッププリント
が可能です。
＊1　オプション。
＊2　A4サイズの場合。A3サイズ最大給紙容量は2460枚。
＊3　A4サイズの場合。A3サイズ最大給紙容量は4930枚。

最大出力トレイ容量11900枚  

「プロダクションスタッカーモジュール」は、
オートイジェクト機能により、プリント出力
を継続しながらスタックされた用紙を取り
だせるUnload�While�Runが可能なため、
大量のプリント業務を連続して行うことが
できます。スタッカートレイ2850枚×2と
トップトレイ250枚を合わせて、最大で
5950枚の排紙が可能です。さらにプロダ
クションスタッカーを2連構成＊にした場合
は、11900枚の大容量出力が可能です。
＊オプションの2nd�プロダクションスタッカーモジュール
が必要。

信頼性の高い157ページ/分の高速プリントにより、
お客様のプリントビジネスを強力に支援します。

Productivity
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従来のトナー EAトナー

スクリーン線数

156 lpi 134 lpi 125 lpi 106 lpi 85 lpi

細かい 粗い

600dpi 4800dpi相当

5％ 10％ 20％

80％ 90％ 100％

5 point The Quick Brown Fox Jumps Over the Lasy Dods. The Quick Brown Fox Jumps 

6 point The Quick Brown Fox Jumps Over the Lasy Dods. The Quick

8 point The Quick Brown Fox Jumps Over the Lasy

10 point The Quick Brown Fox Jumps Over    

5 point The Quick Brown Fox Jumps Over the Lasy Dods. The Quick Brown Fox Jumps 

6 point The Quick Brown Fox Jumps Over the Lasy Dods. The Quick

8 point The Quick Brown Fox Jumps Over the Lasy

10 point The Quick Brown Fox Jumps Over    

 precise line

 smooth tone

細線もシャープに再現

曲線も滑らかに再現

ベタ黒はマット調で
フラットな仕上がり

網点の忠実な再現による
滑らかなグラデーションと
広範囲なレンジ

ベタ面の小さな白抜き文字も
シャープに再現

解像度4800 dpi 相当×600 dpi  

4800�dpi相当×600�dpiの出力解像度を誇
るプリントエンジンを搭載。さらに、1200�
dpi×1200�dpiのRIP解 像度とEAトナー
が、美しさに磨きをかけます。その結果、
文字の輪郭や細線は一段とシャープでなめ
らかに。また、くっきりと鮮やかな網点が、
写真などの階調表現（濃淡）を原画像により
忠実に再現します。�

スクリーン線数156 lpi   
スクリーン線数は、新聞並みの85� lpiから
最大156�lpiまで、5段階のハーフトーンスク
リーン線数（85、106、125、134、156）を
用意。この中から適切なスクリーン線数を
選択できるので、プリントするドキュメント
の表現力の自由度が広がります。�

粒径6 μmのEA＊トナー

トナー生成プロセスに乳化重合（EA）法を
採用。生成されるトナーの表面は滑らかで
粒がそろい、粒径もわずか6マイクロメート
ル。これによりムラのない熱定着と極めて
薄いトナー層の生成が可能となり、オフ
セット印刷に迫るマット調の仕上がりを実
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、字の書き込みにく
さも解消しています。
＊�Emulsion�Aggregation

EAトナー＆4800 dpi相当×600 dpiの出力解像度で、
オフセット印刷に迫る高精度なプリントを実現します。

Quality
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ニーズに応じて選べるモジュール構成  

様々な追加モジュールをオプションで用意しており、
お客様のビジネスニーズに応じて適切なソリューションを提供します。

Nuvera 157 EA
Production System 

Nuvera 144 EA 
Production System

給紙トレイは A～E の組み合わせから選べます。 フィニッシャーは A ～ E の組み合わせから選べます。
D を選択できるのは Nuvera 144 EA Production 
System のみです。
Nuvera 157 EA Production System で
C 、E を選択する場合はシートリタイムモジュール
セットが必要です。　

4 トレイ給紙
モジュール

4 トレイ給紙
モジュール

4 トレイ給紙
モジュール

+

2 トレイ給紙
モジュール

+

2 トレイ給紙
モジュール

2 トレイ給紙
モジュール

+

ベーシック
フィニッシャー

モジュール

ベーシック
フィニッシャー

モジュール

ベーシックフィニッシャー
モジュール DC

ベーシック
フィニッシャー

モジュールプラス 2

B

4 トレイ給紙
モジュール

A

C

D

2 トレイ給紙
モジュール

E

B

A

C

D

E

+

プロダクションスタッカー
モジュール

プロダクションスタッカー
モジュール

プロダクションスタッカー
モジュール

+

+

FreeFlow Makeready
別売りソフトウェア

給紙 プリント出力プリプレス

テープバインダー

データ
PDF
TIFF
JPEG
RDO

シートリタイム
モジュールセット

FreeFlow Print Server

グラフィカルUIの採用により、プリンターや
ジョブのステータス確認、再プリント指示
などのプリント業務がスムーズに行えます。
また、FreeFlow�Remote�Print�Serverソ
フトウェア＊を使用すれば、FreeFlow�Print�
Serverと同等の操作感覚で、机上のPCか
らFreeFlow�Print�Serverプリンターの遠
隔操作が可能です。
＊�バンドルソフトウェア。

FreeFlow Makeready® 連携 

FreeFlow�デジタル・ワークフロー・コレク
ションと親和性の高いシステム構築が可能
で、たとえばFreeFlow�Makeready�によ
るプリプレス工程との柔軟なワークフロー
などが 容 易に実 現できます。また、
DocuTech®で標準のRDO形式ファイルを
サポートしており、従来の環境からのス
ムーズな移行を支援します。

FreeFlow 商品群との
柔軟な連携を実現

使用目的に応じて選択可能な、
豊富なモジュールを用意

FreeFlow® 商品群への対応、モジュールの選択などによって、
お客様のニーズに応じた柔軟なシステム構築が可能です。

Flexibility & Module System

●給紙量を増やしたい
「4トレイ給紙モジュール」（4段トレイ、6640枚）
「2トレイ給紙モジュール」（2段トレイ、3620枚）

●スタッキング容量を増やしたい
「2ndプロダクションスタッカーモジュール」

● 2 台のステープルフィニッシャーを
　連続して交互に使用したい
「ベーシックフィニッシャーモジュールプラス2」

●ステープルとめできない枚数の製本に
「テープバインダー」
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定着エアーナイフ

定着部から用紙を剥離させる際に金属製の
ツメを使わず、エアーを使用します。これ
により、定着ロールの品質劣化が抑えられ
るだけでなく、ツメによる汚れの発生も防ぐ
ことができます。

用紙搬送方向

超音波発信器

超音波受信器

用紙搬送方向

用紙搬送方向

用紙の位置と傾きを補正

Reliability & Easy Operation  

シャトル・バキューム・フィーダー

あらかじめエアーさばき機構が用紙のさば
き処理を行い、その後にシャトル・バキュー
ム・フィーダーで1枚だけを確実に送り出し
ます。これにより、給紙モジュールに求め
られる安定した用紙送りを実現します。こ
うした機構およびプロセスをすべての給紙
トレイに標準装備しており、オペレーター
は用紙ごとに使用するトレイを意識すること
なく、プリント業務に集中できます。

重送検知機構

給紙モジュールには、超音波方式の検知セ
ンサーをもつ重送検知機能を標準装備。用
紙搬送路を挟んで設けられた超音波発信器
と超音波受信機が、複数枚の用紙が搬送さ
れる際に発生する紙の振動をキャッチし、
用紙に接触することなく自動的に用紙の重
送を検知します。プリント出力物の中に不
具合品が混入するのを未然に防ぐとともに、
プリント出力物の確認作業の省力化が図れ
ます。

TELERレジストレーション

TELERレジストレーションが、感光体のト
ナー画像を用紙へ転写する直前、用紙への
トナー画像転写位置を1枚ごとに適切にコ
ントロールします。まず、高速走行する用
紙位置および傾きを、高度な検知技術で瞬
時に検出。さらに、用紙コントロール技術
が高精度かつ自動的に補正することで、±
0.65�mmのレジストレーションを実現しま
す。

精度の高い用紙コントロール、やさしい操作性で、
生産性の高いプリントビジネスを強力に支援します。

ストックライブラリー

用紙トレイに対して、用紙特性の設定をあ
らかじめストックライブラリーとして登録し
ておくことができます。何度も繰り返して
使用する用紙の設定を登録しておけば、ス
トックライブラリーから簡単に呼び出して
容易にプリント業務が遂行できます。

ジョブチケッティングの自動化

フィニッシング指示、ジョブに対するメッ
セージなどのジョブチケットの自動的な付
加が、250個のキューを使って容易に行えま
す。ジョブチケットの自動付加によって作
業ミスが低減し、効率的なワークフローが
実現できます。

優れた操作性で
複雑な作業をやさしく支援

高い信頼性でプリントビジネスをサポート



FreeFlow�Makeready＊と組み合わせるこ
とにより、電子入稿に対応したデジタルプ
リンティングシステムの構築が可能です。
ページレイアウトを確認しながら入力デー
タの面付け、ラベリングなど多彩な編集が
行えます。�
＊��別売りソフトウェア。FreeFlow�Makeready�9.0以降。�

様々なワークフローに対応A

B

給紙モジュールの各給紙トレイに、エアー
さばき機構、および、シャトル・バキュー
ム・フィーダーを採用。コート紙のような平
滑度の高い用紙でも、安定した用紙フィー
ドを可能としています。�

信頼性の高い給紙を実現C

TELERレジストレーションテクノロジーが、
高速走行中の用紙とプリント位置をより高
精度に制御します。これにより、±0.65�mm
のレジストレーション精度を実現します。
＊�Translating�Electronic�Registration�

精度の高いTELER＊

レジストレーションE

Cycloneクリーニングテクノロジーとコロト
ロンワイヤー自動クリーニング機構により、
イメージングエリアの塵や埃を除去しク
リーンに保ちます。さらにTrickle�Charge
現像方式により現像剤の劣化を抑え、大量
の連続プリント業務においても高品位なプ
リント画質の維持を可能にします。�

クリーンなイメージング環境
を実現F

1本あたり約204000ページの連続プリン
トが可能＊なトナーカートリッジを2本装着
できるデュアルカートリッジ方式を採用。ト
ナー補給の頻度が少なくて済み、手間がか
かりません。もちろん、プリント動作中のト
ナーカートリッジの交換も可能です。
＊�A4サイズで像密度6�%の場合。�

交換頻度を低減するデュアル
トナーカートリッジD

標準装備の「シートエンハンスメントモ
ジュール」により、定着部で発生する用紙の
カールを適切に補正します。これにより、
後工程での用紙加工をより容易にします。�

出力用紙のカールを適切に補正G

Technology

快適なプリント業務を支援する多彩な機能を搭載。
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FreeFlow�Makeready
（別売りソフトウェア）

仕上げ方法に応じた3種の
後処理装置H

後処理装置は3種類から選択が可能です。
プロダクションスタッカーは、出力用紙を
積み上げるスタック装置です。スタックさ
れた用紙を自動的にスタッカーの外に出す
オートイジェクト機能を備えており、手動
操作を必要とせずに、大量のプリントを連
続して効率良く取り出せます。ベーシック
フィニッシャーは、最大3000枚のスタッキ
ングに加え、ステープルフィニッシングの
機構により、最大100枚のステープルとじ
の冊子を作成できます。テープバインダー
は、粘着テープ式の15〜125枚の冊子を
自動製本することができます。

サーバーを本体と一体化

プロダクションプリンター専用に開発した
FreeFlow�Print�Serverをプリンター本体
に内蔵しています。�

・インテル®�Core™�i5-6500�プロセッサー
（3.2�GHz）を採用。

�・RIP処理しながら同時並行してプリントが
行えるRIP�while�Runにより、プリント業
務をストレスなく快適に処理します。�

・サポートデータフォーマットは、PDF、
TIFF、Adobe®� PostScr ipt®� 3™、
ASCII、VIPP形式。�

�・プリントジョブの入力方法は、ネットワー
ク入力とCD/DVDメディア入力をサポート
しています。�

・ネットワークインターフェイスは、1000�
BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
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Nuvera 157 EA Production System / Nuvera 144 EA Production Systemの主な仕様
基本機能／プリント機能

項目
Nuvera 157 EA Production System Nuvera 144 EA Production System
プロダクションスタッカー
モデル

ベーシックフィニッシャー
モデル＊1

テープバインダーモデル＊1 プロダクションスタッカー
モデル

ベーシックフィニッシャー
モデル

テープバインダーモデル

形式 コンソールタイプ コンソールタイプ
書き込み解像度 4800 dpi 相当 × 600 dpi 4800 dpi 相当 × 600 dpi
階調/表現色 モノクロ2値、256階調 モノクロ2値、256階調
ウォームアップ・タイム＊2 9分30秒以下（室温20 ℃） 7分30秒以下（室温20 ℃）
連続プリント速度＊3 A4：157ページ/分　A3：78ページ/分 A4：144ページ/分　A3：72ページ/分
用紙
サイズ＊4

2トレイ給紙
モジュール

[トレイ1、2] 定形サイズ：最大 
A3　最小 B5　非定形サイズ：
203 × 182 mm 〜 320 × 470 mm

[トレイ1、2] 定形サイズ：最大 A3　最小 B5＊5　非定形サイズ：
257 × 182 mm 〜 320 × 470 mm＊6

[トレイ1、2] 定形サイズ：最大 A3　最小 B5　非定形サイズ：203 × 182 mm 〜 320 × 470 mm

4トレイ給紙
モジュール

[トレイ1、2] 定形サイズ：最大 
A4　最小 A5　非定形サイズ：
210 × 140 mm 〜 320 × 229 mm
[トレイ3、4] 定形サイズ：最大 
A3　最小 B5　非定形サイズ：
203 × 182 mm 〜 320 × 470 mm

[トレイ1、2] 定形サイズ：最大 A4　最小 B5＊5　非定形サイズ：
257 × 182 mm 〜 320 × 229 mm＊6

[トレイ3、4] 定形サイズ：最大 A3　最小 B5＊5　非定形サイズ：
257 × 182 mm 〜 320 × 470 mm＊6

[トレイ1、2] 定形サイズ：最大 A4　最小 A5　非定形サイズ：210 × 140 mm 〜 320 × 229 mm
[トレイ3、4] 定形サイズ：最大 A3　最小 B5　非定形サイズ：203 × 182 mm 〜 320 × 470 mm

用紙坪量＊7 非コート紙：49〜 300 g/m2＊8＊9 
コート紙：90〜 300 g/m2＊8

非コート紙：49〜 300 g/m2＊9

コート紙：90〜 300 g/m2
非コート紙：49〜 300 g/m2＊8＊9 
コート紙：90〜 300 g/m2＊8

非コート紙：49〜 300 g/m2＊9

コート紙：90〜 300 g/m2

給紙方式/
給紙
容量＊10

2トレイ給紙
モジュール

標準：1810枚 × 2トレイ

4トレイ給紙
モジュール

標準：1810枚 ＋ 3600枚 ＋ 615枚 × 2トレイ

最大給紙容量 13280枚［1st 4トレイ給紙モジュール（4段トレイ 6640枚） ＋ 2nd 4トレイ給紙モジュール（4段トレイ 6640枚）］
出力トレイ容量 排紙モジュールの仕様に準じる
電源 AC200 V±10 %、50 A＋20 A、

50/60 Hz共用（単相）
AC200 V±10 %、50 A、50/60 
Hz共用（単相）

AC200 V±10 %、50 A＋15 A、
50/60 Hz共用（単相）

AC200 V±10 %、50 A＋20 A、
50/60 Hz共用（単相）

AC200 V±10 %、50 A、50/60 
Hz共用（単相）

AC200 V±10 %、50 A＋15 A、
50/60 Hz共用（単相）

最大消費電力 5.6 kW 
スリープモード時：75.0 W 
レディー時：800 W

5.57 kW 
スリープモード時：75.0 W 
レディー時：718 W

8.83 kW 
スリープモード時：75.0 W 
レディー時：978 W

5.6 kW 
スリープモード時：75.0 W 
レディー時：800 W

5.57 kW 
スリープモード時：75.0 W 
レディー時：718 W

8.83 kW 
スリープモード時：75.0 W 
レディー時：978 W

大きさ 幅3175 × 奥行769 × 高さ
1565 mm
（プリンター本体＋プロダク
ションスタッカーモジュール
＋給紙モジュール＊11）

幅3610×奥行737×高さ
1565 mm
（プリンター本体＋シートリ
タイムモジュール＋ベーシッ
クフィニッシャーモジュール
＋給紙モジュール＊11）

幅4892×奥行737×高さ
1565 mm
（プリンター本体＋ベーシックフィ
ニッシャーモジュールDC＋シート
リタイムモジュール＋テープバイ
ンダー＋給紙モジュール＊11）

幅3175 × 奥行769 × 高さ
1565 mm
（プリンター本体＋プロダク
ションスタッカーモジュール
＋給紙モジュール＊11）

幅3125 × 奥行737 × 高さ
1565 mm
（プリンター本体＋ベーシッ
クフィニッシャーモジュール
＋給紙モジュール＊11）

幅4407 × 奥行737 × 高さ
1565 mm
（プリンター本体＋ベーシック
フィニッシャーモジュールDC
＋テープバインダー＋給紙モ
ジュール＊11）

設置スペース 幅4089 × 奥行2871 mm 幅4405 × 奥行2871 mm 幅5806× 奥行2871 mm 幅4089 × 奥行2871 mm 幅3920 × 奥行2871 mm 幅5321 × 奥行2871 mm
質量＊12 840 kg 882 kg 1133 kg 840 kg 771 kg 1022 kg
＊1 : ベーシックフィニシャーモデル、テープバインダーモデルで使用可能な、用紙のサイズは、シートリタイムモジュールの用紙サイズです。A5サイズは使用できません。  ＊2 : 設置環境により9分30秒、7分30秒以上かかる場合
があります。 ＊3 : 同一原稿連続プリント時。紙送り方向が433 mm以上のサイズの用紙は、Nuvera 157 EA Production Systemは両面/片面とも52ページ/分、Nuvera 144 EA Production Systemは両面/片面とも48ページ/分です。
データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下する場合があります。 ＊4 : 像欠け幅は用紙の各端辺から0〜 6 mmで調整可能です。ただし用紙の各端辺から0〜6 mmは印字保証外領域です。 ＊5 : ベーシックフィニッ
シャースタッカーへの出力サイズです。ベーシックフィニッシャートップトレイへの出力用紙サイズは、最大320×470 mm、最小257×182 mmです。 ＊6 : ベーシックフィニッシャースタッカーへの出力サイズは、最大297
×420 mm、最小257×182 mmです。ベーシックフィニッシャートップトレイへの出力用紙サイズは、最大320×470 mm、最小257×182 mmです。 非定形サイズ用紙を使用される場合は、必ず事前検証を行い問題が無いこと
をご確認ください。 ＊7 : 用紙坪量の範囲は、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。当社推奨紙をお勧めします。その他の用紙については、当社営業担当者にお問い合わせください。 ＊8 : プロダクショ
ンスタッカーモジュールのスタッカートレイは、470 mmより長い用紙は200 g/m2まで使用可能です。 ＊9 : 52 g/m2未満の用紙は、無償の専用パーツが必要。60 g/m2未満の用紙は片面プリントだけ使用できます。56 g/m2未満
の用紙を出力できるのはトップトレイだけです。 ＊10 : 当社P紙。 ＊11 : 2トレイ給紙モジュールまたは4トレイ給紙モジュール。 ＊12 : 2トレイ給紙モジュール接続時。

コントローラー（FreeFlow Print Server）
項目 内容
形式 本体内蔵型
CPU インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー（ 3.2 GHz）
記憶装置 ハードディスク：500 GB、DVD Multiドライブ
メモリー容量 8 GB （最大 8 GB）
塔載フォント 日本語12書体（リュウミンL-KL™、中ゴシックBBB™、じゅん101™、太ミン

A101™、太ゴB101™、見出ミンMA31™、見出ゴMB31™、新ゴL™、新ゴM™、
新ゴB™、平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5） 
欧文170書体

ページ記述言語 Adobe® PostScript® 3™、VIPP
プリントデータフォーマット PDF、TIFF、ASCII
プリンタードライ
バー対応OS＊1

Windows 10 （32ビット/64ビット）日本語版、 Windows 8.1 （32ビット/64ビット）日本語版
Windows Server 2019 （64ビット）日本語版、 Windows Server 2016 （64ビット）日本語版
Windows Server 2012 R2 （64ビット）日本語版、 Windows Server 2012 （64ビット）日本語版
macOS 10.15 Catalina (日本語環境）、 macOS 10.14 Mojave（日本語環境）
macOS 10.13 High Sierra（日本語環境）、macOS 10.12 Sierra （日本語環境）
OS X 10.11 El Capitan （日本語環境）

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
対応プロトコル TCP/IP（LP / LPR）、AppleTalk＊2

＊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 : Mac OS X 10.6 Snow Leopard以降では
AppleTalkをサポートしていません。

4トレイ給紙モジュール（オプション）
項目 内容
用紙サイズ トレイ1、2

　
定形サイズ：最大A4　最小A5 
非定形サイズ：210 ×140 mm 〜 320 × 229 mm

トレイ3、4
　

定形サイズ：最大A3　最小B5 
非定形サイズ：203 × 182 mm 〜 320 × 470 mm

用紙坪量＊1 トレイ1、2 非コート紙：49 〜 300 g/m2＊2　コート紙：90 〜 300 g/m2

トレイ3、4 非コート紙：49 〜 300 g/m2＊2　コート紙：90 〜 300 g/m2 

給紙容量＊3/給紙段数 1810枚 × 1段 ＋ 3600枚 × 1段 ＋ 615枚 × 2段
大きさ/質量 幅788 × 奥行712 × 高さ1133 mm　192 kg

＊1 : 用紙坪量の範囲は、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。当社推奨紙をお勧めし
ます。その他の用紙については、当社営業担当者にお問い合わせください。 ＊2 : 60 g/m2未満の用紙は片面
プリントだけ使用できます。56 g/m2未満の用紙を出力できるのはトップトレイだけです。 ＊3 : 当社P紙。

2トレイ給紙モジュール（オプション）
項目 内容
用紙サイズ トレイ1、2 定形サイズ：最大A3　最小B5 

非定形サイズ：203 × 182 mm 〜 320 × 470 mm

用紙坪量＊1 トレイ1、2 非コート紙：49 〜 300 g/m2＊2　コート紙：90 〜 300 g/m2 

給紙容量＊3/給紙段数 1810枚 × 2段
大きさ/質量 幅788×奥行712×高さ1133 mm　183 kg 

＊1 : 用紙坪量の範囲は、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。当社推奨紙をお勧めし
ます。その他の用紙については、当社営業担当者にお問い合わせください。 ＊2 : 60 g/m2未満の用紙は片面
プリントだけ使用できます。56 g/m2未満の用紙を出力できるのはトップトレイだけです。 ＊3 : 当社P紙。

プロダクションスタッカーモジュール＊1/2ndプロダクションスタッカーモジュール（オプション）＊2

項目 内容
トレイ容量＊3 トップトレイ：250枚　スタッカートレイ：2850枚 × 2  

用紙サイズ ＜トップトレイ＞ 
　定形サイズ：最大 A3　最小 A5 
　非定形サイズ：203 × 140 mm 〜 320 × 491 mm 
＜スタッカートレイ＞ 
　定形サイズ：最大 A3　最小 B5 
　非定形サイズ：203 × 178 mm 〜 320 × 491 mm

用紙坪量＊4 非コート紙：49 〜 300 g/m2（両面プリントは60 〜 300 g/m2）　
コート紙：90 〜 300 g/m2

電源 AC200 V±10 %、20 A、50/60 Hz共用（単相）
最大消費電力 550 W以下
大きさ 幅889 × 奥行769 × 高さ1137 mm
質量 237 kg

＊1 : プロダクションスタッカーモジュールは、プロダクションスタッカーモデルの構成品です。 ＊2 : 2nd
プロダクションスタッカーモジュールは、プロダクションスタッカーモジュールを2連構成にする場合に使
用します。 ＊3 : 当社P紙。 ＊4 : 用紙坪量の範囲は、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。当社推奨紙をお勧めします。その他の用紙については、当社営業担当者にお問い合わせください。ス
タッカートレイに排出する場合は、470 mmより長い用紙は200 g/m2まで使用できます。

シートリタイムモジュールセット（オプション）＊
項目 内容
用紙サイズ 定形サイズ：B5、A4、B4、A3　

非定形サイズ：257 × 182 mm〜320 × 470 mm
大きさ/質量 幅485×奥行き711×高さ1130 mm　　111 kg 

＊ : シートリタイムモジュールは、Nuvera 157 EA Production System ベーシックフィニッシャーモデル、 
Nuvera 157 EA Production Systemテープバインダーモデルの構成品です。Nuvera 157 EA Production System プ
ロダクションスタッカーモデルをテープバインダーモデルに変更する場合は、必須オプションになります。



テープバインダー（オプション）＊1 

項目 内容
製本方法 熱溶融性粘着テープを使用する自動製本  
用紙サイズ テープバインド：A4＊2

用紙坪量＊3 バインダー本紙、表紙：60 〜 216 g/m2 
合紙：60 〜 120 g/m2

出力トレイ容量 テープバインド：1500枚（一冊100枚の場合）＊4

電源 AC200 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用（単相）
最大消費電力 1075 W
大きさ 幅870 × 奥行710 × 高さ1080 mm
質量 160 kg 

＊1 : テープバインダーは、テープバインダーモデルの構成品です。 ＊2 : 当社P紙。A4サイズ以外はバインド
できません。＊3 :用紙坪量の範囲は、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。当社推奨
紙をお勧めします。その他の用紙については、当社営業担当者にお問い合わせください。＊4 : 当社P紙。用
紙坪量によって最大とじ枚数は変動します。また、用紙特性によって正常にとじることができない場合があ
ります。

ベーシックフィニッシャーモジュール＊1/ベーシックフィニッシャーモジュールプラス2
（オプション）＊2/ベーシックフィニッシャーモジュールDC（オプション）＊3

項目 内容
トレイ形式 トップトレイ スタック  

スタッカートレイ スタック（オフセット可）
用紙サイズ＊4/
用紙坪量＊5

トップトレイ 定形サイズ：最大A3　最小A5 
非定形サイズ：203 × 140 mm 〜 320 × 491 mm 
非コート紙：49 〜 300 g/m2（両面プリントは60 〜 300 g/m2） 
コート紙：90 〜 300 g/m2

スタッカートレイ 定形サイズ：最大A3　最小B5 
非定形サイズ：203 × 178 mm 〜 305 × 470 mm 
非コート紙：56 〜 300 g/m2（両面プリントは60 〜 300 g/m2） 
コート紙：90 〜 300 g/m2

トレイ容量＊6 トップトレイ 250枚 
スタッカートレイ ステープル無しの場合：3000枚 

ステープルした場合：  100部 （1部あたり2 〜 15枚）
3000枚＊7（1部あたり16枚以上）

ステープル＊6＊8 最大ステープル枚数 100枚（64 g/m2以下）
ステープル用紙サイズ 最大A3　最小B5
ステープル箇所 1カ所 

2カ所
大きさ/質量 ベーシックフィニッシャーモジュール 

　幅839 × 奥行722 × 高さ1133 mm　168 kg 
ベーシックフィニッシャーモジュールプラス2 
　幅1205 × 奥行722 × 高さ1133 mm　254 kg 
ベーシックフィニッシャーモジュールDC 
　幅1205 × 奥行722 × 高さ1133 mm　259 kg

＊1 : ベーシックフィニッシャーモジュールは、ベーシックフィニッシャーモデルの構成品です。 ＊2 : ベー
シックフィニッシャーモジュールプラス2は、ベーシックフィニッシャーモジュールを2連構成にする場合に
使用します。2連構成は、Nuvera 144 EA Production Systemにだけ対応しています。 ＊3 : ベーシックフィニッ
シャーモジュールDCは、テープバインダーモデルの構成品です。 ＊4 : A5、SRA3（320×450 mm）の用紙の排出
先はトップトレイのみ。 ＊5 : 用紙坪量の範囲は、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。
当社推奨紙をお勧めします。その他の用紙については、当社営業担当者にお問い合わせください。60 g/m2未
満の用紙は片面プリントだけ使用できます。56 g/m2未満の用紙を出力できるのはトップトレイだけです。 
＊6 : 当社P紙。 ＊7 : 用紙特性によってスタッカーフルでの検知枚数は変動します。 ＊8 : 用紙坪量によって最
大ステープル枚数は変動します。また、用紙特性によって正常にとじることができない場合があります。

※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。�●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。●Microsoft、Windows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。●Nuvera�157�EA�Production�System、Nuvera�144�EA�Production�System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。●カタログ中のサンプルイメージは実際の出力サンプルではありません。

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

オペレーター

プロダクション
リモートサービス ＊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
・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）

〈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-1114  0801-13

補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造終了後7年間です。 資機材 034-G-0005

FUJIFILM、およ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。

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、FreeFlow、FreeFlow�Makeready、DocuTech、Nuvera、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。


