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モバイルワークを支えるソリューション・サービスで 

業務効率化・意思決定の迅速化に貢献

富士フイルムグループの富士ゼロックス株式会社(本社:東京都港区、社長:山本 忠人)は、モバイ

ルワークを支えるソリューション・サービスの一環として、タブレット端末向けの新しいアプ

リケーションソフトウェアや外出先での文書印刷を実現するサービスを、1月 25日から順次

提供いたします。  

モバイル環境でのドキュメントハンドリングを支援するアプリケーションソフトウェア「モバ

イル統合アプリケーション for iOS」で取り込んだ文書などの閲覧・編集・印刷を統合的に行え

る操作環境を提供し、クラウドストレージサービス「Working Folder」との連携によって、簡単

にかつ高いセキュリティー環境の下で社内外との情報共有が可能となります。また、「Working 

Folder」を「DocuWorks*1ドキュメントトレイ オプション」と連携させることで、お客様の社

内外をつないだワークフローにもとづいたドキュメントハンドリング環境が容易に構築できます。 

さらに、自治体等に設置されているデジタル複合機からの出力サービス「パブリックプリント

サービス」とつなげて外出先でのプリントニーズにも対応できるようにすることで、オフィス、

モバイル、パブリックプリントをシームレスに連携させ、お客様が「欲しい情報を、欲しい時に、

欲しい形で活用」できる「価値あるコミュニケーション」の実現を支援していきます。 

オフィス、モバイル、パブリックプリントをシームレスにつなぐ

「価値あるコミュニケーション」の実現に向けて



－2－

◆iPadでのより効率的なドキュメントハンドリングを支援 

モバイル環境でのドキュメントハンドリングを支援するアプリケーションソフトウェア「モ

バイル統合アプリケーション for iOS」を、1月 30日より販売開始いたします。 

「モバイル統合アプリケーション for iOS」は、複合機でスキャンした文書や iPad で撮影

した画像をアプリケーションに直接取り込み、取り込んだコンテンツを表示・編集し、複合機

からのプリントや、メールでの送信などの操作がワンストップで行えるアプリケーションソフ

トウェアです。文書などの取り込み、編集、サーバーへの格納、出力、メール送信など、モバ

イル環境で要求されるドキュメントハンドリングの機能を統合することで、これまで煩雑だっ

たさまざまな機能を容易に操作できるようになりました。 

○ 使いやすさを追求したユーザーインターフェイスでモバイルワークをサポート

視認性の高い文書のサムネール表示や、ドラッグ＆ドロップ操作でのファイルの移動・

コピーなど、パソコン上でのユーザーインターフェイスをタブレット端末上で再現し、

フリック操作でのページめくりなどの直観的な操作を実現しました。また、フォルダー

を作成して用途別にファイルを整理することもできます。

○ 画像ファイルや文書の編集機能に対応 

iPad に取り込んだPDF文書や画像ファイルに対し、手書き文字の書き込みや、マーカ

ーラインを引くことができます。ファイルにコメントを入れて保存したり、メール送信

して修正を指示したりといった使い方が可能です。DocuWorks*1 文書については、

DocuWorks Viewer Light for iPhone/iPadと連携することで、文書の閲覧や付箋な

どのアノテーションを使った編集*2を行うことができます。 

*1パソコン上で電子文書とスキャンした紙文書を一元管理・活用できるドキュメントハンドリング・ソフトウェア 

*2 DocuWorks文書の編集は、有償オプションの購入が必要です。

○ 複合機との連携で、オフィスでの紙出力や紙文書の電子化を実現

iPad に保存してある文書ファイルを、オフィス内のデジタル複合機に出力できます。

また、紙文書をデジタル複合機でスキャンし、電子化して iPad に取り込むことも可能

です。紙文書と電子ファイル、どちらも取り扱うことができます。 

○ 文書管理システムやクラウドストレージとの連携で、場所を選ばない働き方を支援 

文書管理システム「DocuShare」（ドキュシェア）や、クラウドストレージサービス

「Working Folder」（ワーキングフォルダー）との連携機能を提供。外出前に社内の

「DocuShare」サーバーから必要な文書を取出し、外出先で「Working Folder」に

接続して社内外との文書の受け渡しをするといった使い方が可能で、特定の場所にしば

られることのないモバイルワークによる情報共有を実現し、迅速な意思決定を支援しま

す。 

◆さらなる情報共有・活用に向けたクラウドサービスの強化

すでに提供しているクラウドストレージサービス「Working Folder」の機能拡大対応と、

「Working Folder」との連携機能を追加した「DocuWorks*3ドキュメントトレイ オプション」

の最新バージョンを1月25日より提供開始いたします。  

*3パソコン上で電子文書とスキャンした紙文書を一元管理・活用できるドキュメントハンドリング・ソフトウェア 

「DocuWorks ドキュメントトレイ オプション」は、文書トレイで電子文書の受け渡しが直感

的かつスムーズに行えるDocuWorks のオプションソフトウェアです。「Working Folder」と

の連携では、デスクトップ上のDocuWorks 文書トレイから「Working Folder」上のフォルダ
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ーへのアクセスができるので、社内だけでなく社外の登録したメンバー間で文書トレイによる文

書の受け渡しが可能となり、取引先も含めたドキュメントワークフローの可視化、スピードアッ

プが実現できます。

また、「Working Folder」の機能拡大では、安全なアクセス環境を構築する視点から、モバイ

ル機器からのアクセス制限の設定を可能としました（Android 端末のみ）。これにより、従来の

IP アドレス制限によるアクセス制限と併せ、お客様のセキュリティニーズに応じたアクセスコン

トロールが可能となります。 

◆外出先でのプリントニーズ対応を強化

オフィスとモバイル環境のシームレス化と外出先での文書プリントニーズへの対応を強化す

るため「パブリックプリントサービス」ならびに専用のデジタルカラー複合機シリーズ*4を、

2月 11日から販売開始し順次サービス展開いたします。 

「パブリックプリントサービス」は、オフィスや外出先のPCまたはモバイル端末*5で出力

したい文書*6をクラウドのサーバーにアップロードすることで、自治体、大学、店舗、ホテル、

カフェなど公共の場に設置された専用のデジタルカラー複合機*4から印刷を可能にするサービ

スです。 

プリント料金の支払いは複合機に接続されたコインキットまたは交通系ICカード*7が利用可

能です。また、クラウドストレージサービス「Working Folder」と連携することで、よく使

う文書を事前に「Working Folder」で共有し外出先での印刷も可能となるなど、電子文書の

共有のみならず、必要に応じた紙文書の出力環境をさらに拡大していきます。 

モバイルワーカーがお客様への見積書や資料の提出など、自社に戻ることなく文書を作成し

印刷・提出することも可能となり、お客様への訪問機会の拡大や直行直帰等による業務効率化

を支援します。 

*4 DocuCentre-Ⅳ C4475 A/C3375 A/C2275 A  

*5 PCの対応ブラウザ：Windows IE8/9/10、Mozilla FireFox 17/ESR 17、 
  モバイル端末の対応OS：iPad/iPhone(iOS5.0～6.0.1)、Android2,2/2,3/4.0  
*6 出力可能なフォーマットはDocuWorks、PDF、XPS、MS-Office97-2010 

*7 Suica、PASMOなどが利用可能。その他の交通系 ICカードについては別途ホームページをご参照ください。 
・「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 
・「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

  ※JR東日本 Suica利用承認第67号、68号 
※当該承認は、東日本旅客鉄道株式会社が本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。 
※東日本旅客鉄道株式会社の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。 
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●モバイル統合アプリケーション for iOS 

【標準価格】 

商品名 
標準価格 

（税別） 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/5 ライセンス 50,000円 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/10 ライセンス 100,000円 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/20 ライセンス 160,000円 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/50 ライセンス 320,000円 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/100 ライセンス 600,000円 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/300 ライセンス 1,560,000円 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/500 ライセンス 2,450,000円 

モバイル統合アプリケーション for iOS 2.0 日本語版/1000 ライセンス 4,300,000円 

注. モバイル統合アプリケーションを利用いただくには、Apple 社の iOS Developer Enterprise Program

（iDEP）の登録が必要です。 

【主な機能】 

項目 内容 

文書管理・編集機能*1 ドキュメント操作 表示(サムネール表示/リスト表示/全画面表示)/

並び替え(ソート)/削除/名前変更/コピー/束ね

る/ばらす/メール送信

ページ操作 表示/削除/ページ入れ替え/回転 

編集 マーカー(半透明)/フリーハンド(不透明) /ハイ

ライト*2/下線*2/取り消し線*2/描画オブジェク

トの色変更/移動/削除/元に戻す/やり直し*3 

スペース操作 追加/削除/並び替え/プロパティ編集(名前、ア

イコン、ユーザー名、ログイン方法など) 

フォルダー操作 新規作成/削除/名前変更 

検索*4 ファイル名検索/検索対象スペース選択(サーバ

ースペースを除く) 

スキャン機能 パラメーター設定 カラーモード/解像度/出力形式 など 

プレビュー表示 スキャン後のプレビュー表示のオン/オフ(PDF

のみ) 

プリント機能 パラメーター設定 カラーモード/両面/まとめて1枚/セキュリティ

ープリント指定など 

プレビュー表示 カラーモード/両面/まとめて一枚 

サーバー接続機能 表示(サムネール表示/リスト表示/全画面表示)/

ダウンロード/アップロード

*1  PDFファイル。その他のファイル形式によっては編集できないものもあります。  

*2  テキスト認識。  

*3  変更保存前の編集中のみ。  

*4  ローカルのみ。 
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【動作環境】 

項目 内容 

OS iOS 5.0.1/5.1/5.1.1/6.0.1 

ハードウェア iPad、iPad 2、iPad(第3世代)、iPad(第4世代) 

言語 日本語、英語、韓国語 

ディスクの空き容量 32MB(プログラム実行用メモリ) 

1GB以上(ユーザーが利用可能なディスクの空き容量) 

【接続可能サーバー/クラウドサービス】 
項目 内容 

接続可能サーバー DocuShare 6.6.1 富士ゼロックスが提供する文書管理システム

WebDAV/ 

WebDAV(SSL) 

WebDAV プロトコルで通信を行うファイルサ

ーバー 

サーバータイプ：Windows  Server（NTFS） 

Web サーバー:  

Apache HTTP Server 2.2 

Internet Information Services 6.0 

Internet Information Services 7.0 

クラウドサービス Working Folder 富士ゼロックスが提供するクラウドサービス

【対応複合機】 

項目 内容 

カラー複合機 ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580*1

ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C2275 

DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C2275 

ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270*1

DocuCentre-IV C2263

モノクロ複合機 ApeosPort-IV 7080/6080/5080 

DocuCentre-IV 7080/6080/5080 

ApeosPort-IV 4070/3070 

DocuCentre-IV 4070/3070 *1

注記  スキャンは、複合機の[認証方式の設定]が[本体認証]の時のみ使用可能です。 

*1  スキャン時に複合機は管理者権限でのみ利用可能です。 

●DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 日本語版

【標準価格】 

商品名 標準価格（税別） 

DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 1 ライセンス  

基本パッケージ 
3,800円 

DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 5 ライセンス  

基本パッケージ 
11,000円 

DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 10ライセンス  

基本パッケージ 
20,000円 

DocuWorks ドキュメントトレイ オプション 1.2 / 20ライセンス  

基本パッケージ 
36,000円 
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【動作環境】 

項目 内容 

OS 

Microsoft  Windows  XP 日本語版 (Service Pack 1*1/2/3) 

Microsoft  Windows Vista  日本語版 (Service Pack なし/1/2) 

Microsoft  Windows  7 日本語版 (Service Pack なし/1) 

Microsoft  Windows  8 日本語版 (Service Pack なし)  

CPU Pentium  III (333MHz以上)*2

メモリー 256MB以上(512MB以上を推奨)*2

ディスプレイ 
800×600ピクセル以上(1024×768ピクセル以上を推奨) フルカ

ラー 

インストールに必要な空

きディスク容量 

70MB以上 

Microsoft .NET Framework 2.0 をインストールする場合は、加えて

280MBの空き容量が必要  

必要なソフトウェア 

DocuWorks 7.2 以降(体験版を含む) 

Microsoft .NET Framework 2.0/3.0/3.5*3

Microsoft WSE 3.0 Runtime*4

その他インストールに必

要な環境 
CD-ROMドライブ 

*1 Working Folder 連携機能には対応していません。Working Folder 連携機能をご利用になるには、Service Pack 2 または

Service Pack 3 を適用してください。 

*2 各OSの推奨値に準拠します。 

*3 インストール先にない場合は、DocuWorks ドキュメントトレイ オプションのインストーラーが、Microsoft .NET Framework 

2.0 をインストールします。 

*4 インストール先にない場合は、DocuWorks ドキュメントトレイ オプションのインストーラーが、Microsoft WSE 3.0 Runtime

をインストールします。 

●Working Folder 

【主な仕様】 

項目 内容 

ユーザー登録数 1キャビネットあたり 10人～500人 

ユーザー一括登録/ 
登録解除機能 

CSV形式でのユーザーの一括登録が可能 
ブラウザー操作で複数選択によるユーザーの一括登録解除が可能 

容量 1 キャビネットあたり 10GB～500GB 

ファイルサイズ 1ファイルあたり最大 500 MB 

通信経路の 
暗号化方式 

SSL通信 

IP アドレス制限 IP アドレスによるアクセス制限の有効化/無効化設定が可能 
許可する IP アドレスを最大50件まで登録可能 

モバイルアクセス 
制限 

モバイルアプリのDocuWorks Folder for Android *１からアクセスする際
に、モバイルアプリ IDによるアクセス制限が可能*2

認証 管理者によるユーザー登録 / パスワードによるユーザー認証 

アクセス権 ドロワー単位のアクセス権の設定が可能 
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履歴管理 操作履歴の一覧表示とCSV形式でのダウンロードが可能（操作履歴は1年
間保持） 

メール通知 文書登録時に通知メールの自動送信が可能 

文書公開機能 指定した文書を一時的にアクセス可能とするURLを任意のメールアドレス
にお知らせすることが可能 

バージョン管理 文書を最大5バージョンまで保持可能 

文書/フォルダー操
作 

新規フォルダーの作成、文書/フォルダーの移動、削除（ごみ箱機能により
復元可能）、名前の変更 

PC 
（Webブラウザー）

ブラウザー操作で文書のアップロード/ダウンロード/操作が可能 

PC 
（DocuWorks 
Desk） 

ドラッグ&ドロップでDocuWorks Desk から文書のアップロード/ダウン
ロード/操作が可能*3*4

DocuWorks ドキュメントトレイオプション1.2 との連携により、文書保
存先としてWorking Folder のフォルダーが指定可能*５

モバイル ・モバイルWebブラウザーまたは専用アプリケーション*6より操作が可能 
・専用アプリケーションからは文書のアップロード/ダウンロード操作も可
能

・端末に保存した写真のアップロードが可能*１

複合機 【スキャン登録】 
複合機でスキャンした文書をWorking Folder の指定のドロワー/フォルダ
ーに登録可能 
【プリント出力】 
Working Folder 上の文書を複合機の操作パネルから選択して出力可能 
【ジョブフロー登録】 
事前に設定したフローに従ってファクス受信文書をWorkingFolderに自動
登録*7することが可能*8。 
設定により、アップロードと紙出力の同時実行が可能。 

*1「DocuWorks Folder for Android 1.0.2 以降」が必要になります。「DocuWorks Folder for iOS」には対応しておりません

のでご注意ください。 

*2 IPアドレス制限］との併用も可能です. 

*3 DocuWorks 7.3 日本語版が必要となります。 

*4 DocuWorks 連携フォルダ for Working Folder1.1 が必要となります。 

*5 DocuWorks ドキュメントトレイ オプション1.2が必要となります.。 

*6 DocuWorks Folder for iOS/Android が必要となります。DocuWorks Folder for iOS はApp Store から、DocuWorks 

Folder for Androidは「Google Play 」から無償ダウンロードできます。 

*7 受信ファクスの自動登録が可能となります。 

*８ 対応しているファイルフォーマットは、DocuWorks 文書/バインダー、PDF、TIFFとなります。 

●パブリックプリントサービス 

【標準価格】 

商品名 
標準価格 

（税別） 

DocuCentre-IV C4475 A 1,920,000円 

DocuCentre-IV C3375 A 1,570,000円 

DocuCentre-IV C2275 A 1,320,000円 
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【主な仕様（パブリックプリント）】 

項目 内容 

新規 

ユーザー 

登録 

ユーザー登録

方法 

アップロードサイトからのオンライン登録 

ユーザーIDの

文字列 

半角英数字+記号(ハイフン、アンダーバー) 64文字以下(ASCII 文

字、制御文字は不可) 

メールアドレス 127文字以下(ASCII 文字、制御文字は不可) 

パスワードの

文字列 

半角英数字+記号(ハイフン、アンダーバー) 6文字以上20文字以

下(ASCII 文字、制御文字は不可) 

ファイル 

送信 

サービス時間

帯 

24時間365日(月１回メンテナンスあり ※Webサイトによる事

前通知) 

ファイル形式 ・Word 97/98/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡

張子「.doc」「.docx」「.rtf」） 

・Excel  97/2000/2002/2003/2007/2010 日本語版（拡張

子「.xls」「.xlsx」） 

・PowerPoint  97/2000/2002/2003/2007/2010 日本語

版（拡張子「.ppt」「.pptx」） 

・DocuWorks Ver. 3.0/4.0/5.0/6.0/7.0（拡張子「.xdw」） 

・PDF Ver.1.3/1.4/1.5/1.6/1.7（拡張子「.pdf」） 

・XML Paper Specification（拡張子「.xps」）、Open XPS（拡

張子「.oxps」） 

・JPEG（拡張子「.jpg」「.jpe」「.jpeg」） 

・シングルページ／マルチページTIFF（拡張子「.tif」） 

・PNG（拡張子「.png」） 

・UTF8のテキスト。（ただし操作画面上はモバイルからの登録の

み）

使用フォント 日本語フォント4書体、英文フォント14書体 

ファイル容量 2MB以下 ただし、JPEGの登録は4MB以下 

ファイル預り

容量 

1ユーザーあたり10MB 

ファイル保持

期間 

標準：登録日から7日間 

機能 カラーモード設定、用紙サイズ指定、印刷範囲設定（原寸/自動変倍）、

予約番号メール通知、暗証番号設定（4桁の数字） 

プリント 

アウト 

カラー フルカラー／白黒 

画質 600dpi256階調(文字は2400dpi 相当) 

用紙サイズ A4/A3/B5/B4  

印刷面 片面、両面 

編集機 拡大縮小プリント、2枚を1枚（全用紙サイズ） 

印刷ページの

指 

ページ範囲指定プリント（連続ページ指定） 

ファイルダウ

ンロード時間 

ファイルサイズに依存 

入力デバイス 9型液晶タッチパネル／TFTカラー液晶 

決済方法 コインキットまたは交通系電子マネー、大学生協電子マネーによる

現金支払 

プリント予約

番号 

英数 8桁 
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【主な仕様（デジタルカラー複合機）】 

基本機能 / コピー機能

項 目 

内 容 

DocuCentre-IV C4475 A 

(店舗サービス向け) 

DocuCentre-IV C3375 A 

(店舗サービス向け) 

DocuCentre-IV C2275 A 

(店舗サービス向け) 

形式 コンソールタイプ 

メモリー容量 2GB 

ハードディスク容量*1 160GB（使用領域: 128GB） 

カラー対応 フルカラー 

読み取り解像度 600×600dpi 
書き込み解像度 1,200×2,400dpi（多値写真）、600×600dpi（文字/文字写真/写真/地図） 

階調/表現 各色256階調（1,670万色） 

ウォームアップ・タイム 30秒以下（室温20℃）、主電源が入っている場合は28秒以下（室温20℃） 

複写原稿 シート・ブック共に最大297×432mm（A3、11×17"） 

複写（用紙） 

サイズ 

最大 
A3 

[手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）] 

最小 
B5 

[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4mm以内、後端2mm以内、左/右2mm以内 

用紙種類*2
トレイ 60～256g/m2

手差トレイ 190g/m2

ファーストコピー・タイム 

（A4/モノクロ優先モード時） 

モノクロ：8.3秒 

カラー：9.6秒 

モノクロ：8.6秒 

カラー：9.9秒 

モノクロ：10.7秒 

カラー：12.5秒 

複写倍率 

等倍 1：1±0.7% 

固定倍率 
1：0.250, 1：0.500, 1：0.612, 1：0.707, 1：0.816, 1：0.866,  

1：1.154, 1：1.225, 1：1.414, 1：1.632, 1：2.000, 1：4.000  

任意倍率 1：0.25 ～ 1：4.00（1%きざみ） 

連続複写速度*3

A4/B5 
モノクロ：32枚/分 

カラー：32枚/分 

モノクロ：27枚/分 

カラー：27枚/分 

モノクロ：19枚/分 

カラー：19枚/分 

B4 
モノクロ：26枚/分 

カラー：26枚/分 

モノクロ：23枚/分 

カラー：23枚/分 

モノクロ：16枚/分 

カラー：16枚/分 

A3 
モノクロ：22枚/分 

カラー：22枚/分 

モノクロ：20枚/分 

カラー：20枚/分 

モノクロ：14枚/分 

カラー：14枚/分 

給紙方式/ 

給紙容量*4
標準 560枚×4トレイ＋手差しトレイ40枚 

最大給紙量 2,280枚  

連続複写枚数*5 99枚 

出力トレイ容量*4*6 200枚（A3） 

電源 AC100V±10%、15A、50/60Hz共用 

最大消費電力 

1.5kW以下 

スリープモード時：1.5W以下 

低電力モード時：60W以下*7

レディー時：120W以下 

1.5kW以下 

スリープモード時：1.5W以下 

低電力モード時：44W以下*7

レディー時：63W以下 

大きさ 幅 640×奥行699×高さ1,041mm*8

質量*9 130kg 127kg 

機械占有寸法 幅 1,046×奥行699mm（手差し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全てを利用できるわけではありません。 

*2：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。 

*4：当社P紙での容量。 

*5：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。 

*6：オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが250枚（A4ヨコ）、インナー排出トレイが250枚

（A4ヨコ）になります。 

*7：工場出荷時に低電力モードは設定されていません。 

*8：POPボードは除く。POPボードのサイズは540mm×540mm。POPボード設置時は、+540mmの高さが必要です。 

*9：トナーカートリッジを除く。 
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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 

解像度 
出力解像度 1,200×1,200dpi、1,200×2,400dpi 

データ処理解像度 標準： 600×600dpi、高画質： 600×600dpi、高精細： 1,200×1,200dpi 

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） 

対応OS*2

標準 

【ART EXドライバー*3】 

Windows® 2000、Windows® XP (32ビット) 、Windows Server® 2003 (32ビット)、 

Windows Vista® (32ビット)、Windows Server® 2008 (32ビット) 、Windows® 7 (32

ビット)、 

Windows® 8 (32ビット) 

Windows® XP Professional (64 ビット)、Windows Server® 2003 (64ビット)、 

Windows Vista® (64ビット)、Windows Server® 2008 (64ビット)、 

Windows®7 (64ビット)、Windows Server® 2008 R2 (64ビット)、 

Windows® 8 (64ビット)、Windows Server® 2012 (64ビット) 

オプション 

【Adobe® PostScript® 3TMドライバー*3】 

Windows® 2000、Windows® XP (32ビット) 、Windows Server® 2003 (32ビット)、 

Windows Vista® (32ビット)、Windows Server® 2008 (32ビット) 、Windows® 7 (32

ビット)、 

Windows® 8 (32ビット) 

Windows® XP Professional (64 ビット)、Windows Server® 2003 (64ビット)、 

Windows Vista® (64ビット)、Windows Server® 2008 (64ビット)、 

Windows®7 (64ビット)、Windows Server® 2008 R2 (64ビット)、 

Windows® 8 (64ビット)、Windows Server® 2012 (64ビット) 

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）、ス

トロークフォント（日本語書体、欧文書体：HP-GL用） 

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 

インターフェイ

ス 

標準 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 

オプション Ethernet 1000BASE-T 

・Android は、Google Inc.の商標です。  

・iPhone、iPad、iPod touchはApple Inc.の商標です。 

・iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  

・DocuWorks およびドキュメントハンドリングは、富士ゼロックス株式会社の日本およびその他の国における登録商

標または商標です。 

・その他プレスリリースに掲載されているサービス、商品名等は各社の登録商標または商標です。 


