クラス最高レベルの高速印字とネットワーク機能標準搭載で、
業務をよりスピーディーに。ロングセラー・プリンターの最上位機

InfoPrint® 5579 モデルN05
● ストレート・ペーパー・パス
紙送り経路をストレートにすることで、用紙の曲
がりを防ぐストレート・ペーパー・パスを採用。複
写紙でも1枚目から最後まで、印字がずれること
なく出力できます。

● 充実の印刷機能
連続用紙をはじめ、A3横から官製はがきまでビ
ジネスに利用されるさまざまなサイズに対応し
ています。紙厚は伝票用に使われる薄紙（47g/
㎡）から文書カバーの厚紙（157g/㎡）
まで対応
します。
また自動給紙機構でも複写伝票を扱う
ことができます（オリジナル＋4枚）。
さらに下辺が
※自動給紙機構装着時

1985年の発売以来、累計50万台以上の出

ハイライト

荷実績を誇り、20年間にわたりロングセラー
を続けるインパクト・プリンターの5577シリー

■ インパクト・プリンターでロングセラーを続け
る5577シリーズの最上位機種

ズ。
「クラス最高レベルの高速印字能力」、
「自動用紙厚調整機構によるスムーズな印

■ ネットワーク機能を強化。Ethernet（100BASE-

刷」、
「高性能な複写機能」、
「多様な印刷

TX/10BASE-T）、USBポートを標準搭載。PC

機能」、
「2次元シンボル（QRコード）への対

■ 最高速420字/分（高速）を実現。クラス最高レ

長を持ち、お客様のオンデマンド・ビジネス実

や各種サーバーとの自在な連携
ベルの超高速印字

応」といったビジネスニーズに欠かせない特
現に最適なプリンターです。

■ 用紙ハンドリングに優れ たストレート・ペー
パー・パスの採用
※

■ 複写伝票が使用可能な自動給紙機構 やミシ
ン目カット機能で、フレキシブルなペーパーハ
ンドリングを提供

※オプションになります

■ 自動紙厚調整機構によるスムーズな印刷
■ 高 速 性 、低 消 費 電 力 、低ノイズを実 現 する
「マーキュリーヘッド」テクノロジー
■ グリーン購入法に適応。省電力設計かつ地球
環境にもやさしいエコロジー商品

のり付けされている伝票に加え、上辺がのり付
けされている伝票に印字するための下向き印
刷機能も実装しています。

● スムーズな印刷を実現。
自動紙厚調整機構
自動紙厚調整機構を標準装備。印刷用紙の厚
さを計測して、瞬時に印字ヘッドと用紙表面の
間隔を最適な値にします。

● 最大オリジナル＋5枚の複写機能
最大オリジナル＋5枚の複写を実現。複写濃度

● Ethernet、USBポートを標準搭載
E t h e r n e（
t 100B A S E-T X/10B A S E-T）や
USBポートを標準搭載しました。Ethernetポート
ではWebページをサポートしていますので、PC

を高めるコピー強化モードでほとんどの複写伝
票に対応しています。2次元シンボル
（2次元コー
ド）
の複写用紙への印刷も可能です。

のWebブラウザーから印刷状況を確認したり、

● 高速印刷を支える「マーキュリー・ヘッド」

ポートの設定を変更することも可能です。その

マーキュリー・ヘッドは、磁路を24ピン各所に独立

他付属のユーティリティーでも状況の確認や設

させ漏れ磁束を低減させるというテクノロジーで

定 変 更 が 可 能です 。
また、E t h e r n e tによる

す。
これにより磁気効率が向上、印字の高速化

System iとの接続用にTelnet5250E＊をサポー

を実現しています。

トしています。T e l n e t5250Eは、L A N（T C P/
IP）接続でありながら、
スプール管理やメッセー
ジ表示などTwinax接続と変わらない使い勝手
を提供します。
＊Telnet5250Eをご使用の際は、
制限事項がありますので事前に
お客様ご使用環境で問題の無いことをご確認ください。
制限事項の詳細情報はwww.infoprint.com/jpの製品ページを
ご参照いただくか、弊社営業担当員にお尋ねください。
また、
これら制限事項により運用上の問題が予想される場合は
Telnet5250Eの標準サポート製品である5400エミュレーターＩ
Ｉ
（製品番号：42R8850）
のご使用をお勧めいたします。

● 省電力設計とエコロジー。
グリーン購入法に適合
グリーン購入法に適合しているほか、国際エネ
ルギースター・プログラムにも準拠しています。パ
ワー・セーブ・モードでは消費電力15W以下の省
電力。古紙100％用紙の印刷もサポートします。

● さまざまなシンボル印刷に対応
● 4種類までの設定が登録可能

1次元シンボル（バーコード）、新郵便番号制カ

印字開始行の設定用紙の設定や用紙の吸入・

スタマバーコード、2次元シンボル（Q Rコード）

排出方向の設定等の組合わせを4種類まで登

などに対応。
コマンドを送ることによりP Cからの

録して切替えられるようになりました。

印刷やホスト・プログラムの指示による印刷も可
能です。

製品仕様
型式

5579-N05

標準価格（税込）

699,300円
666,000円

税別価格
印刷方式
印字速度
文字ピッチ

全角文字

（6.7CPI）

半角文字

（10CPI）

全角文字

（5577モード）

（文字/インチ）

ドット・マトリックス方式
48ピン・ワイヤー・
270（420※）字/秒
405（630※）字/秒
5、6、6.7、7.5CPI
6.7CPI
10、12、13.4、15CPI
10、12、15、17.1、20CPI
2、3、4、5、6、7.5、8LPI
13.6インチ（工場出荷時13.2インチ）
両方向/片方向（制御コードによる切り替え）
IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可（90年改訂適用選択可）
JIS 83年レベル対応
コード・ページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、
クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き
ドラフト、
カタカナLQ、
カタカナ・
ドラフト、
プロポーショナル
LQ10CPI、LQ12CPI、
コード・ページ437/850
JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、
NW-7、新郵便番号制カスタマバーコード、Code128、QRコード
オリジナル＋5枚 0.36mm
（自動給紙機構ではオリジナル+4枚、最大用紙厚0.3mm）
自動/手動操作パネルから0～1.06mm、0.005mm単位で検知可能
406.4mm（16インチ）
手差し420mm（A3横）、自動給紙364mm（B4横）
355.6mm（14インチ）
手差し364mm（B4縦）、自動給紙297mm（A4縦）
76.2mm（3インチ）
100mm
50.8mm（2インチ）
100mm
5577、ESC/P、PPDS（英語モード）
パラレル（IEEE1284互換）、Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0
LPR、FTP、Telnet5250E
100V、50/60Hz
15W
310W
×280（D）
×271（H）
642（W）
25
60dBA

（ESC/Pモード）
半角文字

（5577モード）
（ESC/Pモード）

行ピッチ（行/インチ）
印字可能域最大幅
印字方向
フォント

全角文字

（5577モード）
（ESC/Pモード）

半角文字

（5577モード）
（ESC/Pモード）
（PPDSモード）

シンボル（バーコード）印刷機能
複写枚数

標準モード最大用紙厚

用紙厚検知
最大用紙幅

連続用紙
カット紙

最大用紙長

連続用紙
カット紙

最小用紙幅

連続用紙
カット紙

最小ページ長

連続用紙
カット紙

制御コード
インターフェース
印刷プロトコル
電源
消費電力

待機時
最大

外形寸法（mm）
質量（kg）
騒音レベル
連続用紙送り機構

標準装備

カット紙挿入機構

標準装備

用紙ガイド

標準装備

付属品

電源ケーブル（3ピン）、
インク・リボン・カートリッジ、
ガイド・プレート、印字テスト用紙、防音カバー、
簡単ガイド
（設置編）、簡単ガイド
（操作編）、
クイック・ガイド、サポートCD
プリンター・
ドライバー（Windows® XP、Windows® 2000、Windows® Server 2003、Windows® Vista用）

※高速モード時

ご使用上の注意

◦5579-N05印刷装置 月間平均印刷量の目安
（1ページ当たり半角文字1,500字を想定）、
またはカット紙で6,500ページ/月
（1ページ当たり半角文字600字を想定）
でのご使用をおすすめします。
使用頻度として連続用紙で2,600ページ/月
◦上記月刊平均印刷量の目安は、
プリンターの装着寿命5年をもとに算出しています。
◦（注）Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。
制限事項の詳細情報は www.infoprint.com/jp をご参照いただくか、弊社営業担当員にお尋ねください。
また、
これらの制限事項により運用上の問題が予想される場合はTelnet5250Eの標準サポート製品である5400エミュレーターＩ
Ｉ
（製品番号：42R8850）
のご使用をお勧めします。

製品仕様
名称

保守料金
オーダー番号

標準価格（税込）

標準価格（税別）

■保証サービス
5579-N05

自動給紙機構

38R5090

89,250円

85,000円

2.4m印刷装置ケーブル

81X7875

5,250円

5,000円

期間

購入後1年間

内容

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパンによるオンサイト保証サービス
（IOS）

5m印刷装置ケーブル

09F5544

16,800円

16,000円

Ｉ
5400エミュレーターＩ

42R8850

123,900円

118,000円

（ユーザー･フォント用メモリー･オプションは標準構成に組み込まれているため、追加不要）

■保守サービス
内容

サプライ商品
名称
5579-N05用
インク・リボン・カートリッジ

製品名

オンサイト・サービス

オーダー番号
78F9712

標準価格（税込）
4,200円/本

標準価格（税別）
4,000円/本

本体
（5579-N05）

年額保守料金
（税込） 年額保守料金
（税別）
66,150円

63,000円

◦サプライ製品は保証/保守サービスの対象外です。
◦安心の保守サービスをお求め易くするServicePacも用意しております。
◦上記保守料金はプリンターご購入後の5年以内（1年以内の無償保証期間を含む）の場合の料金と
なります。6年目以降の保守料金はご使用年数に応じ設定されています。
※詳細情報はwww.infoprint.com/jpを参照ください。

プリンター/サプライ関連製品の詳細情報・価格情報等については、
プリンター ホームページ www.infoprint.com/jp
をご利用ください。
本製品はグリーン購入法の判断基準
に適合しています。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者
として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基
準に適合していると判断します。

Ricoh、Ricohロゴは、株式会社リコーの日本およびその他の国における登録商標。IBM、IBMロゴは、International Business Machines
Corporationの米国およびその他の国における登録商標。当社は各権利者から使用許諾を受けて使用しています。
InfoPrint Solutions Companyは、InfoPrint Solutions Company, LLCの米国およびその他の国における商標。InfoPrintは、株式会社リコー
の米国およびその他の国における商標。当社は同社から使用許諾を受けて使用しています。Windows、Windows ServerおよびWindows
Vistaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-9-11 大崎MTビル

お問い合わせは、弊社ビジネス・パートナーならびに製品販売店、弊社営業担当員
または、
ダイヤル InfoPrint TEL：0120-464-161
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00
（土、
日、祝祭日、12月30日～1月3日および弊社設立記念日6月1日を除く）
※サプライ品は、保証/保守サービスの対象外です。

’09- 02月版
●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前
の予告なしに変更する場合があります。●このカタログの情報は2009年2月現在のものです。●製品、サービス
等詳細については、弊社もしくは弊社ビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに記
載されている製品の仕様、
インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン標準価格および料金は、
2009年2月現在の
もので事前の予告なしに変更する場合があります。また、
税込価格です。

