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1 台三役の LED複合機 

デスクサイドに最適なコンパクトモデル 

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、

DocuPrint（ドキュプリント）シリーズの新ラインナップとして1台三役（コピー・プリント・

スキャン）の A4 判 LED（発行ダイオード）複合機「DocuPrint CM200 b」を 10 月 1

日より発売いたします。 

「DocuPrint CM200 b」は、デスクサイドに最適な410（W）×389（D）×318

（H）mmとコンパクトなボディーサイズに、カラー12枚/分＊1、モノクロ15枚/分
＊1 の連続プリントスピードによる高生産性を両立。DocuPrint シリーズで実証され

た耐久性、そして優れたコストパフォーマンスを継承した中小規模事業所向けの低価

格・環境配慮型のエントリーLED複合機です。 

富士ゼロックスは、DocuPrint シリーズのラインナップ拡充により、高画質と簡

単な操作性、環境性能、さらに高いコストパフォーマンスが求められる中小規模事業

所向け事業の拡大を推進します。充実した保守体制を付加価値として提供し、チャネ

ルパートナーとともに中小規模事業所のユーザーに貢献していきます。 

*１： A4ヨコ、同一原稿片面連続プリント時（普通紙） 

中小規模事業所向け複合機のラインナップ強化

DocuPrint CM200 b 新発売

DocuPrint CM200 b
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【標準価格】 

＜本体＞ 

商品名 標準価格（税別） 

DocuPrint CM200 b オープン価格 

* 商品同梱のトナーカートリッジの印刷可能ページ数は、カラー各色約700ページ、モノクロ約700ページとなります。 

＜消耗品＞ 

商品名 標準価格（税別） 備考 

トナー 

カートリッジ

ブラック （K） 3,100 円 約700ページプリント可能*1

シアン （C） 4,500 円

約700ページプリント可能*1マゼンタ （M） 4,500 円

イエロー （Y） 4,500 円

大容量トナー

カートリッジ

ブラック （K） 6,600 円 約2,000 ページプリント可能*1

シアン （C） 6,900 円

約1,400 ページプリント可能*1マゼンタ （M） 6,900 円

イエロー （Y） 6,900 円

*1: JIS X 6932 (ISO/IEC 19798）※ にもとづき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可

能ページ数は、印刷内容、用紙サイズ、用紙の種類、使用環境、本体の電源 ON/OFF などに伴う初期化動作や、プ

リント品質保持のための調整動作等により変動するため、公表値と大きく異なることがあります。 

※ JIS X 6932 (ISO/IEC 19798） とは、カラー電子写真式プリンター用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定

するための試験方法を定めた規格です。 

【主な特長】 

（１） 置く場所を選ばないスタイリッシュデザイン

お客様のニーズに応え、オフィスのインテリアにマッチする落ち着いた黒

を基調としたモノトーンデザインを採用しています。 

（２） 高さを抑えた使いやすいコンパクトボディ

タンデム方式のLEDプリントヘッドを採用。従来のレーザー方式に比べ、

内部構造の省スペース化を図りました。 

（３） スムーズにコピーワーク

当社の複合機で最も小型でありながら、カラー12枚/分*1、モノクロ15枚/

分*1の速度で出力します。 
*１： A4ヨコ同一原稿片面連続プリント時（普通紙） 

（４） 消耗品点数の削減

交換が必要な消耗品はCMYK4つのトナーカートリッジのみ、従来機に比

べ消耗品点数の削減を実現しました。さらにEA-Ecoトナー＊1を採用した

ことにより、従来のケミカルトナーよりも低い温度での定着*2が可能となり、

消費電力の低減にも貢献しています。 
*1： Emulsion Aggregation-Ecoトナー。 

*2： 環境性能を追求し、当社従来トナー相当を使用した時に定着不良が発生するほど低い温度での

定着制御を実施しています。そのため、富士ゼロックスの純正トナーカートリッジの使用をお

奨めします。 
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（５） 最新の「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合*1

最新の国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、省エネ

設計により、1週間の標準的な消費電力量を試算するエネルギースター

TEC値において、1.33kWhを達成しています。 
*1： 外部団体による認定（エコマーク、エネルギースター等）は更新されている場合がありますの

で、これらの最新情報は当社ホームページでご確認ください。 

（６） エコマーク取得、グリーン購入法にも適合*1

公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局によりエコマーク商品として

認定されています（認定番号第10122018号）。また、環境負荷の少な

い持続可能な社会を構築し、環境負荷の低減に役立つ物品・役務を推進・

普及するために2001年4月に施行された「国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律（グリーン購入法）」のプリンターに対する「判断基

準および配慮事項」に対応しています。 
*1：  外部団体による認定（エコマーク、エネルギースター等）は更新されている場合がありますの

で、これらの最新情報は当社ホームページでご確認ください。 

（７） 有害物質の発生を抑えた素材構成で RoHS指令にも対応
使用している金属パーツに鉛フリー材料（鉛フリー快削鋼）を採用。鉄中

から有害物質である鉛を排除しました。また、樹脂材料は、フッ素を除く

臭素、塩素等のハロゲン化物質を使用した難燃剤を回避し、ハロゲンフリ

ー化を実現。またRoHS指令にも対応しています。 

（８） 読み取り解像度 1,200dpiで、多様なフォーマットに対応
スキャナーとして利用した際の読み取り解像度は最大1,200dpiで、使用目

的に合わせて600dpi、300dpi、200dpiの各解像度スキャンに対応しま

す。また、TIFF、JPEG、PDFなどの各種出力フォーマットに対応してい

ます。読み取り速度は、カラー2.5枚/分、モノクロ10枚/分です。 

（９） TWAIN/WIAドライバーに対応
TWAIN/WIAドライバーに対応しています。これにより、接続したクライ

アントPCから、スキャンデータの詳細設定や、プレビュー表示などの制御

と操作が可能です。 

また、別売りのDocuWorksを使用することでオフィスソフトをはじめ、イ

メージファイルも一元管理。効果的な情報の管理・活用を促進できます。 

（１０）スキャンデータを各種出力先に保存

スキャンしたデータは、直接接続したUSBメモリー*に保存するほか、クラ

イアントPCに保存することができます。 
*： メディアがセキュリティ保護されている場合は、使用できない可能性があります。 

（１１）箱から出してつなぐだけの簡単設置

製品出荷時の梱包材は極力減らされており、スペーサーなどを外すなどの

面倒な作業はありません。箱から出して設置*1したあとは、電源の接続と、

クライアントPCなどとのケーブルの接続*2を行い、同梱のセットアップガ
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イドに従うだけで、短時間に設置を完了することができます。また、トナ

ーカートリッジも出荷時にあらかじめセット*3されているため、そのまま使

用することが可能です。 
*1： 設置する場合は、設置面積図などを確認いただき、設置環境を順守してください。 
*2： DocuPrint CM200 bではUSB2.0のみとなります。 
*3： 出荷時の同梱トナーカートリッジの容量はカラー各色約700ページ、モノクロ約700ページ

（当社測定基準による測定値）のイニシャルトナーです。 

（１２）カラートナーがなくなってもモノクロ印刷が可能

カラートナーがなくなった場合でも、モノクロ印刷が可能です*。 
*：プリンタードライバーのカラーモードを白黒選択した場合。 

（１３）バーコード印刷モードに対応＊1

Windows®対応ドライバーでは、高品質のバーコード出力*2を実現するバー

コードモードを提供しています。 
*1： 標準料金代理収納用GS1-128（旧称：UCC/EAN-128）の出力には、このバーコードに対

応する生成ソフトウェアが必要です。 

*2： バーコードの読み取りについては事前に十分な評価を実施してください。 

【主な仕様】 

＜基本機能/コピー機能＞ 

項目 DocuPrint CM200 b 

形式 デスクトップ 

メモリー容量
*1
 128MB 

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 
データ処理解像度：600×600dpi、 

出力解像度：1,200×2,400dpi 

階調/表現色 各色 256階調(1,670 万色） 

ウォームアップ・タイム 36秒以下（室温22℃） 

複写原稿 シート・ブック共に最大215.9×297mm（A4） 

複写用紙サイズ

標準トレイ 
最大：A4、215.9×355.6mm（リーガル）、 

最小：A5、非定型76.2×127mm 

用紙トレイ（PSI） 
最大：A4、215.9X355.6mm（リーガル） 

最小：A5、非定形76.2×190.5mm 

画像欠け幅 先端/後端/奥/手前 4mm 

用紙種類*2
標準トレイ 

60～163g/m2
用紙トレイ（PSI） 

ファーストコピータイム 
カラー：40秒（A4/カラー優先モードの場合） 

モノクロ：24秒（A4/モノクロ優先モードの場合） 

複写倍率 

等倍：1：1±1.3%、 

固定倍率：1：0.500、1：0.707、1：0.816、1：1.225、

1：1.414、1：2.000 

任意倍率：1：0.25～1：4.00（1%きざみ） 

連続複写速度*3*4 A4・B5 カラー：12枚/分、モノクロ：15枚/分 

給紙方式/ 標準トレイ 150枚 
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項目 DocuPrint CM200 b 

給紙容量*5 用紙トレイ（PSI）*6 10 枚 

最大給紙容量 160枚(標準＋用紙トレイ（PSI） 

連続複写枚数*7 99 枚 

出力トレイ容量*5 100 枚 

電源*8 AC100V±10％、15A、50/60Hz 共用 

消費電力 
最大：780W以下、スリープモード時：6W、 

レディー時：53W、TEC 値*1１：1.３３kWh 

大きさ 幅 410×奥行389×高さ 318mm 

質量（消耗品含む） 約 14.3kg（消耗品含む） 

機械占有寸法*9 幅 848×奥行937mm 

騒音*10
稼動時：６.５B以下、４９dB（A） 

レディー時：４.３B、２１dB（A） 

使用環境 

使用時 
温度：10～32℃ 

湿度：15～85%（結露による障害は除く） 

非使用時 
温度：-20～40℃ 

湿度：5～85％（結露による障害は除く） 

商品寿命 3 万ページ（A4）、または5年の早い方 

*1: 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。 
*2: 当社推奨紙をご使用ください。用紙の種類（紙質、サイズなど）によっては、正しく印刷できない場合があります。イ
ンクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いします。「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは使用でき

ない場合があります。使用済み用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用

紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に

差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。 

*3: 画質調整のため速度が低下することがあります。 
*4: 用紙設定によっては生産性が落ちることがあります。 
*5: 当社P紙（64g/m2）。 
*6: 標準トレイとは排他使用となります。 
*7: 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。 
*8: 推奨コンセント容量。機械側最大電流：8.2A 
*9: フロントカバーおよび背面カバーが開いている状態。 
*10: ISO7779にもとづいた測定。単位B：音響パワーレベルLWAd、単位 dB：放射音圧レベルLpAm（バイスタンダ

位置）。 

＜プリント機能＞ 

項目 DocuPrint CM200 b 

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 1,200×2,400dpi 

ページ記述言語 ―（ホストベース） 

対応OS*２

Windows
®
 XP （32ビット、64ビット）

Windows
®
 Vista （32ビット、64ビット）

Windows
®
 7 （32ビット、64ビット）

Windows
®
 8 （32ビット、64ビット）

Windows Server
®
 2003 （32ビット、64ビット）

Windows Server
®
 2008 （32ビット、64ビット）

Windows Server
®
 2008 R2 （64ビット）、 

Windows Server
®
 2012 （64ビット）、  

Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7、 

OS X 10.8 Mountain Lion 

インターフェイス USB 2.0（Hi-Speed）

*1: 郵便はがき（日本郵便製）、厚紙などの用紙種類、サイズやプリント条件によっては、プリント速度が低下します。
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また、画質調整のためプリント速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンター本体の温度調節や画質調

整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。 

*2: 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。 

＜スキャン機能＞ 

項目 DocuPrint CM200 b 

形式 カラースキャナー 

最大原稿読み取りサイズ 基本機能/コピー機能に準ずる 

読み取り解像度 
1,200×1,200 dpi、600×600dpi、 

300×300dpi、200×200dpi 

読み取り階調 カラー：24ビット 、モノクロ：8ビット 

原稿読み取り速度*1 モノクロ10枚/分、カラー2.5 枚/分 

インターフェイス プリント機能に準ずる 

PC保存対応OS*2

Windows
®･XP （32ビット、64ビット） 

Windows Vista
®

（32ビット、64ビット） 

Windows
®
 7 （32ビット、64ビット） 

Windows
®
 8 （32ビット、64ビット） 

Windows Server
®
 2003 （32ビット、64ビット） 

Windows Server
®
 2008 （32ビット、64ビット） 

Windows Server
®
 2008 R2 （64ビット） 

Windows Server
®
 2012 （64ビット） 

Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7、 

OS X 10.8 Mountain Lion 

出力フォーマット TIFF、JPEG、PDF（v1.6） 

*1: 読み取り速度は原稿によって異なります。 
*2: 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。 

◆ 本件に関するお問い合わせは、当社お客様相談センターまで 

フリーダイヤル：0120-27-4100 （土・日・祝日を除く、9:00～12:00、13:00～17:00）


