
複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート（MSDS、
Material Safety Data Sheet）をインターネット上に掲載しております。
お使いいただく前に内容をご確認ください。
http://konicaminolta.jp/pr/msds/

■本体仕様 
製品名 
形式 
カラー対応 
読取り解像度 
書込み解像度 
階調 
CPU 
メモリー容量 
HDD 
複写原稿 
最大原稿サイズ 
最大印字サイズ 
用紙サイズ 
 
 
 
画像欠け幅 
 
ウォームアップタイム 
ファーストコピー※2/ 
プリントタイム 
連続複写（プリント）速度 
フルカラー/モノクロ※3 
複写倍率 固定 等倍 
  拡大 
  縮小 
 固定任意 
 ズーム 
給紙方式/給紙量 
対応用紙坪量 
 
 
 
連続複写（プリント）枚数 
両面コピー（プリント） 
 
排紙容量 
電源 
最大消費電力 
大きさ（幅×奥×高さ） 
 
機械設置寸法 
 
質量 

コンソール 
フルカラー 

  
1200（3600dpi相当）×1200dpi 

8bit/256階調 
Pentium G850 2.9GHz 

 
 
 
 

323×480mm 
 
 
 
 

先端：4mm以下、後端：4.5ｍｍ以下、左右：3ｍｍ以下 
※200ｇ/㎡以上の厚紙ベタの先端：6mm以下、後端：7ｍｍ以下、左右：6ｍｍ以下 

390秒以下（室温20℃、定格電源時） 
モノクロ：6.3秒以下 
フルカラー：7.6秒以下 
61枚/分（A4ヨコ） 
33枚/分（A3） 

 
 
 
 
 

2段トレイ：500枚、1,000枚（80ｇ/㎡）、手差し（オプション）：250枚（80ｇ/㎡） 
62～300ｇ/㎡ 

本体トレイ：62～216ｇ/㎡（A4以上256ｇ/㎡まで）、 
手差し、3段給紙ユニット［PF-707］、2段給紙ユニット［PF-602 TypeB］、 

大容量給紙ユニット［LU-202］：62～300ｇ/㎡ 
1～9999 

SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、はがき 
不定形紙（最大：330×487mm、最小：100×148mm）　対応用紙坪量：62～300ｇ/㎡ 

150枚（80ｇ/㎡）　※オプションの排紙トレイOT-502 TypeB装着時 
単相3線式 AC200V 22A（50Hz/60Hｚ）　※対地電圧100V 

4.4kW（専用電源コードを装備しているオプション以外の装置システム値） 
 
 

機械前面に631mm以上（本体ADU架台を引き出した時）、背面ダクトより200mm以上、 
左右100mm以上の作業スペースを確保 

600×600dpi 
 
 
 

6GB 
1.5TB 

シート、ブック、立体物（重さ最大2.0kg） 
A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

760×903×1,073mm 
（本体+原稿カバー、操作部含まず） 

 
 

約291kg 

－ 
 
 

Core i5 2400 3.1GHz 
2GB 
－ 
－ 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 

モノクロ：5.9秒以下 
フルカラー：7.1秒以下 
71枚/分（A4ヨコ） 
38枚/分（A3） 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

760×903×1,041mm 
（本体のみ、操作部含まず） 

 
 

約286ｋｇ 

Core i5 2400 3.1GHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モノクロ：5.9秒以下 
フルカラー：7.1秒以下 
71枚/分（A4ヨコ） 
38枚/分（A3） 
1 : 1±0.5%以下 
1 ： 1.154/1.224/1.414/2.000 
1 ： 0.866/0.816/0.707/0.500 
3種類設定可能 
25％～400％（0.1％単位で設定可能） 

※1：トレー2から給紙可能　※2：A4ヨコ、等倍、第1トレイ、原稿ガラス面からの読み取り　※3：紙種により出力枚数が異なります。 

CleverPress C1070 CleverPress C1060 CleverPress C1070P

本体 ： SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5タテ、 
不定形紙（最大：330×487ｍｍ、最小：140×182ｍｍ）※1 

手差し（オプション） ： SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき、 
 不定形紙（最大：330×487ｍｍ、最小：100×148ｍｍ） 

通信回線 

故障通報＊・稼働情報・ 
カウント自動検針 

＊トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。 

お客様 コニカミノルタ 

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。 

遠隔診断システムＣＳ Remote Careで 
きめ細かな保守サービスを実施 
当社の遠隔診断システムCSRCは、通信回線を利用した先進のサポートネットワーク
です。万が一の故障を当社のサービス管理システムに即時通報するとともに、マシンの
ダウンタイムを最小限に抑えるアラーム情報機能を備え、お客様の『最大満足』を追求
しています。また、毎月のカウンターチェックなども、お客様の手を煩らわせることなく
確認できます。ワンランク上のサポート体制＆アフターケアも、高性能のひとつだと
コニカミノルタは考えます。 

［ご注意］ 
※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などを複製することは法律で禁止さ
れています。 
※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、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コピーする以外は禁じられています。 

※ColorCleverPressは設楽印刷機材株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Vistaは米国
Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米
国およびその他の国における登録商標または商標です。※MacintoshおよびMacOSは、Apple Computer,Inc.の登録商標です。※その他
のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本紙掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。
※ColorCleverPress C1070/C1070P/C1060をご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については
販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本体の製造中止後7年間です。
※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存
データが消失する場合があります。大切なデータは、パソコンおよびメディアでの保存・運用をお願い致します｡また、重要な書類の原本は必
ず別途保管してください｡

お問い合わせは、当社へ。 

Specif ication CleverPress C1070/C1070P/C1060の主な仕様

安全にお使いいただくために 

注意 
●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、感電するおそれがあります。
●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因とな
ることがあります。 

コンセント形状 
200V30A 接地2P 
30A角型コンセント 
1ø3W（家庭用200V） 

※UK-104+UK-207オプション装着時 

C1070、 C1070P、 C1060
サーバー型
Intel Core-i5-2400 3.1GHz　
4GB
1.0TB
日本語：5書体（中ゴシックBBB、リュウミンL-KL、太ゴB101、太ミンA101、じゅん101）
欧文：136書体
Adobe PostScript 3（3019）、APPE 2.5、PPML v3.0GA、PDF 1.7 
TCP/IP、Apple Talk、SNMP、SMB、FTP、Port9100、LPR、IPP、LDAP、Bonjour
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008 r2（32bit、64bit）
Server 2008/Server 2008 x64（Windows 2000はPPDドライバーのみ）
Mac 10.5/10.6/10.7/10.8
FreeForm 2、PPML v3.0GA、Creo VPS、PDF/VT 1.0/2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
AC100-240V（50Hz/60Hz）
350W
212×482×488mm
約20kg

適応機種
形式
CPU
メモリー
HDD容量
内蔵フォント

ページ記述言語
対応プロトコル
対応OS

VDP対応
インターフェース
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
質量

■プリントコントローラー［IC-308］（オプション） 

IC-602：C1070、C1060　IC-602 P-Version：C1070P
本体内蔵型
本体仕様に準ずる
IC-602（4GB）、IC-602 P-Version（8GB）、UK-104（4GB）
IC-602（本体仕様に準ずる）、IC-602 P-Version（1.5TB）、IC-602＋UK-104（2TB）
日本語2書体（中ゴシックBBB、リュウミンL-KL）
欧文136書体
Adobe PostScript 3（3019）、PDFダイレクトプリント（PDF 1.7）、TIFF、
APPE 2.6※、PDF/VT 2.0※、PPML 2.2
TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、IPP、AppleTalk、WSD、Bonjour、SMB
Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 r2/Server2012
（32bit、64bit）
Mac 10.5/10.6/10.7/10.8
PPML 2.2、PDF/VT 2.0※
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（IPV6対応）、USB2.0

適応機種 
形式 
CPU 
メモリー 
HDD容量 
内蔵フォント 
 
ページ記述言語 
 
対応プロトコル 
対応OS 
 
 
VDP対応 
インターフェース 

■プリントコントローラー［IC-602/IC-602 P-Version］（オプション） 

自動両面原稿送り装置 
普通紙・特殊紙（片面原稿：35～210g/㎡、両面・混載原稿：50～128g/㎡） 
最大A3 
100枚（80g/㎡） 同系列、異系列混載原稿対応 
片面：カラー40枚/分、モノクロ40枚/分 
本体より供給 
600×575×130mm（給紙皿除く） 
約16.7kg 

原稿送り装置の種類
原稿の種類
原稿サイズ
原稿積載量
原稿交換速度（A4ヨコ）
電源
大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

■自動両面原稿送り装置［DF-626］（オプション） 

印刷物のカール低減・除電
加湿キット（HM-102 TypeB）
100V 7.0A（50Hz/60Hz）
700W
410×735×1,020mm
約60kg

機能
装着可能オプション
電源
最大消費電力
大きさ（幅×奥×高さ）
質量

■中継搬送ユニット［RU-509 TypeC］（オプション） 

Multi-Role Digital Press 
受注可能領域を拡充し、オフセット印刷ビジネスとハーモナイズする。 

CleverPress 総代理店

設楽印刷機材株式会社
http://www.shitara.co.jp/

本 社
東 京 営 業 所
宇都宮営業所
埼 玉 営 業 所
水 戸 営 業 所
長 野 営 業 所

〒379-2166
〒 170-0013
〒 320-0843
〒 360-0012
〒 310-0836
〒 380-0935

群 馬 県 前 橋 市 野 中 町 158-1
東京都豊島区東池袋4-3-9-101
栃木県宇都宮市花園町 17-1
埼 玉 県 熊 谷 市 上 之 540-15
茨城県水戸市元吉田町1477-11
長野県長野市中御所3-5-12-101

℡ 027-261-7000
℡ 03-5985-4047
℡ 028-633-8324
℡ 048-521-9851
℡ 029-309-3515
℡ 026-262-1548

大 阪 営 業 所 〒543-0043 大阪府大阪市天王寺区勝山4-5-92-104 ℡ 06-4305-0300

℻ 027-261-7700
℻ 03-5985-4048
℻ 028-635-8385
℻ 048-527-0562
℻ 029-309-3553
℻ 026-262-1549
℻ 06-6776-8803

株式会社デジタルイメージングコーポレーション

本　　　社　〒164-0013　東京都中野区弥生町3-24-1-102
　　　　　　TEL 03-6276-4842　FAX 03-6276-4843

大阪営業所　〒543-0043　大阪府大阪市天王寺区勝山 4-5-9-104 

　　　　　　TEL 06-6776-8802 FAX 06-6776-8803
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「オフセット印刷との共生。」これこそデジタル印刷が進むべき道だとコニカミノルタは
考えます。その上で必須となるのが、デジタル印刷機のスペックを引き上げること。

CreverPress C1070/C1070P/C1060はその目的を達するため、一から築きあ
げたAll-Newモデル。

エンジンと用紙搬送経路を新設計し、重視すべきメディア対応力とその生産性を強化。
また、デジタルトナーや画像処理システムなど独自技術の刷新し、オフセット印刷に
引けを取らない高画質を実現しています。

スケールアップした最新鋭のパフォーマンスで、デジタル印刷を最大化します。

デジタル印刷の新たな軌跡がここから始まる。 

＊表紙およびこのページの写真は、オプションを装着したものです。 

デジタル印刷ビジネスの選択肢を増やす。 

それが、Multi-Role Digital Press 

プロダクションニーズをクリアするために、 
多方面で新技術を導入しています。 

受注領域を拡大、 
こなせるメディア対応力。 

期待通りの刷り上がり、 
安定した品質で価値を納品。 

多種多様に 
“広くこなす” 

印刷業界の規準を満たし、 
安心できる業務遂行を支援。 

円滑に 
“制御する” 

納得の価値を
“提供する”

プロダクションマシンだからこそ、 
環境配慮型設計の徹底。 

すべては収益のために、
追求したのは価値の生産性。

多任務を
“成し遂げる”

環境負担低減に
“貢献する”
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デジタルトナーHDE 

画質と省エネ性能を一段と向上させる新開発デジタルトナーHDEを搭載。
機能性ポリマーを含有した三次元ハイブリッド構造により、あらゆるタイプ
のメディアに対して高い追従性を有し、最適で自然な風合いを実現できます。
また、より少ない熱での定着が可能となり、消費電力低減にも大きく貢献
しています。 

S.E.A.D.IV 
さらに進化を遂げた、コニカミノルタ独自の画像処理
技術「S.E.A.D.Ⅳ」搭載。画像形成プロセスと密に連
携することで、高精度な
画像処理を行い、「生産
性」「画像品質」「安定性」
を高次元で融合させ、エ
ンジンの特性を最大限
に活かした高画質を実現
します。 
 

メディア対応力強化 

Core i5搭載 

給紙部から定着部、フィニッシングルートに至るまで用紙搬送経路を新設計。
正確かつ安定した生産能力で信頼性を高めるとともに、さまざまなメディア
への通紙性を備え、デジタル印刷機のカテゴリーを超える対応力を実現して
います。 

AES-NI（Advanced Encryption Standard New Instructions）の機能を搭載し、より高速で安全な暗号化が実現さ
れ、個人情報等に関するセキュリティーの保護が可能です。また、リモートパネル機能標準搭載することで、クライアント
PCから本体パネルのリモート操作を実現しています。 

All-New System 

「オフセットビジネスと相互に資す
る形での共生」「アプリケーション
の受注範囲を拡大」「印刷ミッショ
ンを幅広くかつ着実にこなす」を
目的に掲げられたコニカミノルタ
のコンセプト。この答えとして
“Multi-Role Digital Press”が
誕生しました。

Harmonics Concept 
ハーモニクスコンセプト

Digital 
Print 

Offset 
Print 

Multi-Role 
Digital Press 

〈カラークレバープレス〉

＊C1070/C1070Pに搭載
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れ、個人情報等に関するセキュリティーの保護が可能です。また、リモートパネル機能標準搭載することで、クライアント
PCから本体パネルのリモート操作を実現しています。 

All-New System 

「オフセットビジネスと相互に資す
る形での共生」「アプリケーション
の受注範囲を拡大」「印刷ミッショ
ンを幅広くかつ着実にこなす」を
目的に掲げられたコニカミノルタ
のコンセプト。この答えとして
“Multi-Role Digital Press”が
誕生しました。

Harmonics Concept 
ハーモニクスコンセプト

Digital 
Print 

Offset 
Print 

Multi-Role 
Digital Press 

〈カラークレバープレス〉

＊C1070/C1070Pに搭載



「1200dpi×8bit」の高画質・高精度 
美しく再現する高解像技術 

高精細な仕上がりを実現する1200dpiの高解像度。デジタルトナーHDEの
再現力と相まり、微細な文字や細かな線はクリアに、カラーの画像も豊かな
階調で美しく印刷できます。 

文字品質を向上させる精密なアウトライン処理機能を搭載。デジタルプリン
トで課題であった線や文字のにじみ・かすれを低減し、高品位なディテール
を再現します。色文字への処理や細線化と輪郭強調の併用など、さらに定評
の文字品質が向上しました。 

各色8bitの多階調データ処理フローを採用、1pixelの中で256段階の
階調が表現できます。モノクロ／カラーデータともに1200dpi×8bitで
処理しています。 

■コントローラー側もエンジン側も8bit処理（256階調） 

プリント解像度 

1200dpi

1200dpi

■オートリファイニング現像システム 

■1200dpi×8bit処理フロー 

出力紙の特性に合わせ階調濃度を補正する出力紙濃度調整機能。実際
に使用する用紙で調整を行い、用紙特性にあった正確な階調補正が可能
です。補正値は紙種別またはスクリーン別に15種類まで設定できます。また
ターゲットカラーにはCMYKに加えRGBも測色するモードも追加し、さら
に正確さを高めることもできます。 

オートキャリブレーションシステム用の調整パターン

①CMYKのみ ②CMYK＋RGB

※オプション、RU-509 TypeCに搭載 

センサー ■オートキャリブレーションシステム 
中間転写ベルト 

感光体 

IDCセンサー 

2次転写ローラー 

中間転写ベルト上にCMYK
各色の濃度補正用パッチと
ドット径補正用パッチを作成
し、IDCセンサーで検知 

■リアルタイム画像安定化制御 

■レジスト揺動機構 

■従来の現像方式 
トナー 

トナー 
キャリア全体の 
劣化度が低い 

キャリア全体で 
劣化が進行 

トナーボトル 
トナーボトル 

循環・撹拌 循環・撹拌 
現像器 

現像器 廃トナーボックス 

新しいキャリア 

コントローラー側

RIPデータ

1200dpi
×
8bit

■アウトライン処理によるテキスト再現の違い 

輪郭強調処理OFF 輪郭強調処理ON 

細線化処理OFF 細線化処理ON 

連続印刷時に短いインターバルで画像安定性を制御します。中間転写ベル
ト上に作成された濃度補正用パッチとドット径補正用パッチをIDCセンサー
で検知。2種類の濃度補正により、幅広い濃度領域で安定した高画質を提供
します。 

トナー補給と同時に新しいキャリアを補給し、現像剤内のキャリアをリフ
レッシュします。これにより現像剤の状態が安定し、ライフ全般にわたり
高画質の維持が可能となりました。4色とも採用しているため、フルカ
ラー画像においても安定した高画質を実現しています。さらに、現像剤が
長寿命化され、お客様のダウンタイムを最小化することができます。 

多階調データ処理 

1200dpi
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高画質 
高精度 
安定性 

連続使用での色変動を最小限に抑え安定出力安定性

高精度

エンジン側

1200dpi
×
8bit クリアな文字を再現するアウトライン処理 

リアルタイム画像安定化制御 
色再現の安定性が一段と向上 

新開発のレジスト揺動機構を搭載。正確さが求められる断裁・製本用の表裏印刷物
の位置ズレを抑え、プロのニーズに応え得る品質に仕上がります。また、本体トレイ
給紙の自動片寄り補正にも新規対応し、品質に加え生産性の向上にも貢献します。 

高い印字位置精度 

クラス最高峰の文字再現品質 

1200dpiの解像度を最大限に活かす、自由度の高いスクリーン処理技術を
搭載。解像度や粒状性が向上した新FMスクリーン（1200dpi）は、モアレや
ジャギーを一層抑えた滑らかな画像を再現。その他ドット・ラインなどから、
出力物に求められる品質に合わせ、最適なスクリーン処理を選択できます。 

FM1 Dot190 
（デフォルト） 

コンテンツに合わせて最適な品質で印刷 

■スクリーン処理の違い 

新FMスクリーン搭載 

新規レジスト揺動機構により印字位置精度が向上 

オートキャリブレーションシステムを強化※ 
定評の自動キャリブレーションを推進

オートリファイニング現像方式 
現像剤が安定稼働し、画質劣化を抑制 

両面印刷物や折り・断裁加工物の品質を高める

高画質 オフセットクオリティーを徹底追求した高画質

納得の価値を“提供する” 
オフセット印刷の品質を思わせる高画質と高精度な仕上がり。
イメージを超える刷り上がりで、ビジネスの競争力を強化します。

一般的なオフセット印刷（2400dpi×1bit）の2倍の情報量を処理し、高画質を
実現しています。 

ローラーを逆回転させて突き当てることで
用紙の曲がりを補正しています。 

片寄検知センサーで用紙の片寄りを検知。
レジストローラーを横に動かし、用紙の片
寄りを補正します。 

8bit

レジストローラー 先端センサー 

レジストセンサー 片寄検知センサー

＊画質安定優先設定時のみ動作します。 



「1200dpi×8bit」の高画質・高精度 
美しく再現する高解像技術 

高精細な仕上がりを実現する1200dpiの高解像度。デジタルトナーHDEの
再現力と相まり、微細な文字や細かな線はクリアに、カラーの画像も豊かな
階調で美しく印刷できます。 

文字品質を向上させる精密なアウトライン処理機能を搭載。デジタルプリン
トで課題であった線や文字のにじみ・かすれを低減し、高品位なディテール
を再現します。色文字への処理や細線化と輪郭強調の併用など、さらに定評
の文字品質が向上しました。 

各色8bitの多階調データ処理フローを採用、1pixelの中で256段階の
階調が表現できます。モノクロ／カラーデータともに1200dpi×8bitで
処理しています。 

■コントローラー側もエンジン側も8bit処理（256階調） 

プリント解像度 

1200dpi

1200dpi

■オートリファイニング現像システム 

■1200dpi×8bit処理フロー 

出力紙の特性に合わせ階調濃度を補正する出力紙濃度調整機能。実際
に使用する用紙で調整を行い、用紙特性にあった正確な階調補正が可能
です。補正値は紙種別またはスクリーン別に15種類まで設定できます。また
ターゲットカラーにはCMYKに加えRGBも測色するモードも追加し、さら
に正確さを高めることもできます。 

オートキャリブレーションシステム用の調整パターン

①CMYKのみ ②CMYK＋RGB

※オプション、RU-509 TypeCに搭載 

センサー ■オートキャリブレーションシステム 
中間転写ベルト 

感光体 

IDCセンサー 

2次転写ローラー 

中間転写ベルト上にCMYK
各色の濃度補正用パッチと
ドット径補正用パッチを作成
し、IDCセンサーで検知 

■リアルタイム画像安定化制御 

■レジスト揺動機構 

■従来の現像方式 
トナー 

トナー 
キャリア全体の 
劣化度が低い 

キャリア全体で 
劣化が進行 

トナーボトル 
トナーボトル 

循環・撹拌 循環・撹拌 
現像器 

現像器 廃トナーボックス 

新しいキャリア 

コントローラー側

RIPデータ

1200dpi
×
8bit

■アウトライン処理によるテキスト再現の違い 

輪郭強調処理OFF 輪郭強調処理ON 

細線化処理OFF 細線化処理ON 

連続印刷時に短いインターバルで画像安定性を制御します。中間転写ベル
ト上に作成された濃度補正用パッチとドット径補正用パッチをIDCセンサー
で検知。2種類の濃度補正により、幅広い濃度領域で安定した高画質を提供
します。 

トナー補給と同時に新しいキャリアを補給し、現像剤内のキャリアをリフ
レッシュします。これにより現像剤の状態が安定し、ライフ全般にわたり
高画質の維持が可能となりました。4色とも採用しているため、フルカ
ラー画像においても安定した高画質を実現しています。さらに、現像剤が
長寿命化され、お客様のダウンタイムを最小化することができます。 

多階調データ処理 

1200dpi
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高画質 
高精度 
安定性 

連続使用での色変動を最小限に抑え安定出力安定性

高精度

エンジン側

1200dpi
×
8bit クリアな文字を再現するアウトライン処理 

リアルタイム画像安定化制御 
色再現の安定性が一段と向上 

新開発のレジスト揺動機構を搭載。正確さが求められる断裁・製本用の表裏印刷物
の位置ズレを抑え、プロのニーズに応え得る品質に仕上がります。また、本体トレイ
給紙の自動片寄り補正にも新規対応し、品質に加え生産性の向上にも貢献します。 

高い印字位置精度 

クラス最高峰の文字再現品質 

1200dpiの解像度を最大限に活かす、自由度の高いスクリーン処理技術を
搭載。解像度や粒状性が向上した新FMスクリーン（1200dpi）は、モアレや
ジャギーを一層抑えた滑らかな画像を再現。その他ドット・ラインなどから、
出力物に求められる品質に合わせ、最適なスクリーン処理を選択できます。 

FM1 Dot190 
（デフォルト） 

コンテンツに合わせて最適な品質で印刷 

■スクリーン処理の違い 

新FMスクリーン搭載 

新規レジスト揺動機構により印字位置精度が向上 

オートキャリブレーションシステムを強化※ 
定評の自動キャリブレーションを推進

オートリファイニング現像方式 
現像剤が安定稼働し、画質劣化を抑制 

両面印刷物や折り・断裁加工物の品質を高める

高画質 オフセットクオリティーを徹底追求した高画質

納得の価値を“提供する” 
オフセット印刷の品質を思わせる高画質と高精度な仕上がり。
イメージを超える刷り上がりで、ビジネスの競争力を強化します。

一般的なオフセット印刷（2400dpi×1bit）の2倍の情報量を処理し、高画質を
実現しています。 

ローラーを逆回転させて突き当てることで
用紙の曲がりを補正しています。 

片寄検知センサーで用紙の片寄りを検知。
レジストローラーを横に動かし、用紙の片
寄りを補正します。 

8bit

レジストローラー 先端センサー 

レジストセンサー 片寄検知センサー

＊画質安定優先設定時のみ動作します。 



Variable Printing 

ダイレクトメール リーフレット・チラシ チケット・クーポン 

※オプション 

※オプション 

RU-509 TypeCに標準装備。屈曲ジグザグ通路を通紙し、カールを低減。
補正強度は5段階の調整が可能で、薄紙や厚紙などの用紙に適したカール
補正を行います。

■機械式デカール機構

加湿によって非コート紙の
カールを補正するほか、用紙
の除熱および静電気の発生低
減により用紙の吸着を抑制し
ます。

■加湿式デカール機構※

※オプションの中継搬送ユニット［RU-509 
TypeC］と加湿キット［HM-102 TypeB］
装着時 

※1：A4ヨコ、62～176g/㎡紙時　※2：C1070/C1070Pにて62～176g/㎡紙時 

3段給紙ユニット 
［PF-707］ 

本体トレイ 

2段給紙ユニット 
［PF-602 TypeB］ 
3,000枚×2段 
＝6,000枚 

出口デカール部
屈曲強度可変で 
多様なカールに対応 

曲率可変でカール補正

入口デカール部
厚紙のデカールに対応。 
薄紙はバイパスになります。 

■機械式デカール部 

サイドエア 

サイドエア 

サクションベルト 

分離エア 

サクション方式給紙の優位点 

C1070/C1070P

対応用紙坪量 

商品や価格、日時など
の差し替えに加え、ナン
バリングもスムーズ。串
刺し面付けも可能です。 

ロゴや画像を含めた店
舗名や、特売情報や営
業時間など適宜差し替
えできます。 

顧客の嗜好や購買履歴
に合わせ内容を差し替
えできます。 
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毎分71枚出力の高い生産性 
短納期を実現 

フルカラー・モノクロともにC1070/C1070Pで毎分71枚※1、C1060で毎分61枚※1の印刷
スピード。A3サイズの印刷も毎分38枚※2の生産性で、小冊子や面付けデータも速やかに処理
できます。納期の厳しい大量オーダーにも、高い生産性でゆとりある対応が可能になります。 

高い 
メディア 
対応力 

※A4ヨコ、C1070/C1070Pの場合。C1060は毎分61枚 

※手差し給紙ユニット［MB-506］は給紙ユニット［PF-707またはPF-602 TypeB］非装着時に使用できます。 
※給紙容量はすべて80g/㎡紙時 

62～176g/㎡紙での等速生産性 
厚紙生産性向上 

定着ユニットとプロセスコントロールの改良により、普通紙やコート紙などの紙種や、片面/両
面を問わず、大幅な生産性の向上を実現しています。普通紙・コート紙ともに176g/㎡まで、
毎分71枚※の印刷スピードを維持し、ミックスメディアでの生産性向上に寄与します。 

1,500枚給紙可能な本体トレイに加え、3種類の給紙ユニットを用意。最大
7,500枚の給紙容量を確保できます。稼働中でも用紙補給を行え、ダウンタ
イムを低減し生産性を維持、大量印刷を支えます。手差し給紙ユニット
［MB-506］の装着も可能です。 

最大7,500枚の給紙容量を確保 
大容量かつ高効率給紙でアップタイムを最大化 

高生産性 スピーディーに応える瞬発力

メディア対応力 薄紙から厚紙・コート紙など、メディア対応力を強化

※オプション 

サクション方式大容量給紙ユニット［PF-707］※ 
安定した用紙搬送力を実現 

定評のサクション方式大容量給紙ユニットをクラスで初めて採用。エアアシ
スト機能によるサイドエアに加え、前方よりエアを吹き込み用紙を捌き、サ
クションベルトに用紙を吸着させて搬送します。紙にダメージを与えること
なく、厚紙やコート紙に対しても安定した給紙を実現できます。 

ハイブリッドデカール機構※ 
カール補正と除電 

中間搬送ユニット［RU-509 TypeC］には機械式デカール機構とオプション
の加湿式デカール機構［HM-102 TypeB］をハイブリッドで搭載可能。コー
ト紙は機械式デカール機構を、非コート紙には加湿式デカール機構を利用
するなど、用紙に合わせ最適なカール補正ができます。デカール量はマニュ
アル調整が可能で、様々な条件変動に対し柔軟に対応できます。 

封筒印刷※ 
需要の高い封筒印刷に対応 

封筒定着ユニット［EF-103］の装着
により長3～角2サイズまでの封筒印
刷をサポート。封筒に最適設計され
た定着ローラーを採用し、シワや波打
ちを大幅に低減します。サクション方
式の給紙ユニットにより確実なピック
アップおよび搬送を実現します。ジョ
ブの対応範囲を拡げ、新たなオー
ダーの獲得に繋がります。 

33
0m
m 最大印字領域 

323mm×480mm 

A3フルトンボ印刷に対応 
用紙をフル活用する印字領域 

最大330×487mmの不定形紙を積載可能。印字領域も最大323× 
480mmに対応し、A3サイズのトンボ付き全面印刷はもちろん、A4サイズ
のトンボ付き2面印刷も可能です。 

ハガキ印刷※ 
需要の高い年賀状印刷に対応 

オプションの装着によりハガキサイズの大量印刷にも対応します。ダイレクト
メールや招待状など、バリアブル印刷と合わせた事業展開も見込めます。 
※オプションの給紙ユニット［PF-707/PF-602 TypeB/LU-202＋ハガキキット］または手差しユニット［MB-506］
装着時 

※オプション、PF-707にて対応 
※封筒定着ユニットの装着はお客さまによる交換となり
ます。使用可能な封筒の詳細については、当社担当窓
口へお問い合わせください。 

エアブロー方式定着分離機構 
薄紙通紙性を強化 

定着ローラー出口付近にエアを吹き付けることで、用紙がローラーに巻き付
くことを防止。搬送性を高め、薄紙の分離性を大幅に向上させます。風量は
紙種に応じ自動的に設定されるほか、任意に設定することも可能です。 

多種多様に“広くこなす” 
高生産性と幅広い用紙対応力で受注領域を拡充。
広範なアプリケーションで新しいビジネスチャンスを創出します。

487mm 

バリアブルプリント専用ソフト 
「VDPI-MVP」※ 
1枚ごとに内容の差し替えが行えるバリアブル印刷ソフト。宛名や住所はもちろ
ん、店舗情報や顧客情報に合わせたコンテンツなどカスタマイズでき、オリジナル
の印刷物を作成できます。市場ニーズにきめ細かく応えることで、印刷物の価値を
高め、効果的な販促活動に威力を発揮します。 

大容量 
給紙ユニット 
［LU-202］ 
2,500枚 

手差し 
給紙ユニット 
［MB-506］ 
250枚 

A4 71枚/分
A3 38枚/分

C1060

A4 61枚/分

最大 300g/㎡

A3 33枚/分

角形封筒 
（角5～角2） 

長形封筒 
（長3～長1） 

給水 
ローラー 

ファン 
ファン 

水 加湿 
ローラー 

水 

定着ベルト 

エア 

■加湿式デカール部 
（HM-102 TypeB） 

上・中段：1,390枚 
下段：1,850枚 
＝4,630枚 

上段： 500枚 
下段：1,000枚 
＝1,500枚 

●紙粉の影響を受けにくくミスフィードを防ぎます。 
●メンテナンスサイクルが長く、ダウンタイムを短くします。 



Variable Printing 

ダイレクトメール リーフレット・チラシ チケット・クーポン 

※オプション 

※オプション 
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コント 
ローラー 

少量多品種ジョブに対応した高い生産性と、商業印刷で培われたコニカミノルタ
独自のカラーマネージメントを搭載しています。高精度キャリブレーションを実現
するExact Colorを搭載し、ユーザーに安定した色再現性を提供します。 

高画質
Adobe純正のAPPE2.6（Adobe PDF Print Engine2.6）を搭載。
プリンタードライバーを介さずPDFをダイレクトに処理することで、透明
効果を適切に処理します。 

APPE2搭載※

直感的かつ効率的なジョブマネジメントが可能。優れた操作性で、ジョブチケット編集やページ編集を行えます。さらにColor Centroと同じ操作でトーンカーブ
調整も行えます。また、USBマウスを本体に接続することでPCのような使い勝手を実現します。 

PCにおいても優れたインター
フェイスでのジョブ管理が可能
です。より高い操作性に配慮し
た画面構成に、インジケーター
やサムネイル表示などを取り入
れ、オペレーティングを効率化
します。 

高精度コニカミノルタ製分光濃度計
FD-5BT2※を用いてICCプロファイル
作成やキャリブレーションが手軽に行
えます。さらに表示付き単体濃度計とし
て刷版印刷現場での活用も可能です。 

本体パネルによるジョブ管理・編集

カラーマネージメント用ソフトウェアを標準装備。色補正やカラープロファイル作成、シミュレーション
など、本体に適した色に関する作業や編集、設定を行えます。 

Color Centro Ver2.0
（カラーマネジメントユーティリティー）

Job Centro Ver2.0
（ジョブマネジメントユーティリティー）

円滑に“制御する”
印刷業界の高度なカラーマネジメントに準拠。
オフセット印刷と同じ基準での色管理を可能にします。

エンジンとの親和性と定評あるカラーマネジメント

コニカミノルタプリントコントローラー［IC-602］※オプション 

※オプション 

ジョブ管理画面

トーンカーブ調整画面ページ編集画面ジョブチケット編集画面

キャリブレーション

スポットカラー編集

■ジョブセンター
名刺や中とじなどの面付けに加え、バリアブルデータの印刷ジョブも面付け
できます。MacOSにも対応しています。 

■Fiery Impose

Image ViewerやPreflight、Postflightといったデータチェック機能や、
色補正機能、ハーフトーンスクリーン機能での網点角度・形状や線数の変更
など、プルーフ出力に対応した機能をパッケージしています。 

■Graphic Arts Package, Premium Edition
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1200dpi×8bitのリッピングと71枚/分（A4ヨコ）プリントエンジンに対応した高速処理を実現。また、
幅広いカラープロファイルで、自在なカラーマネジメントが可能にします。 

●ドラッグ＆ドロップによる直
感的な操作。 

●ジョブとサーバーの情報が同
一画面で把握できます。 

●使用機能にあわせツール
バーをカスタマイズ可能。 
●RIP処理前/後のジョブをフ
ル画面でプレビュー表示でき
ます。 

高速処理＆高画質

Fiery FreeFormやPPMLなどさまざまなバリア
ブル印刷に対応。面付けも簡単に行え、効率的な
処理を実現します。 

可変印刷対応
新しいレンダリングエンジンAPPE2.5（Adobe 
PDF Print Engine2.5）を搭載。PDFの透明効果
処理を標準でサポートします。 

APPE2搭載

ジョブセンターとデバイスセンターの2画面でPCからジョブを効率的に
管理します。 

Command WorkStation 5

Spot-on/代替カラー

ES-2000を用いて各デバイス
のICCプロファイルが簡単に作
成できます。 

ICCプロファイルの内容を、
プレビュー画面で確認しな
がら編集できます。色相や彩
度、グレー調整、白色点の調
整などプロファイルを編集
できます。 

カラーマネジメント 

作業効率を高める拡張機能※

定番のインターフェイスや面付けなどの多機能コントローラー 

Fieryプリントサーバー［IC-308］ 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

アプリケーションやファイルフォーマットを
問わず、CMYK、RGB、スポットカラー等の
各カラースペースごとにカラー管理を行い、
プルーフや最終成果物の制作など、目的に
合わせたカラーマネジメントを適用します。 

すべてのジョブ管理機能を 
統合します。 

■デバイスセンター

●直感的なカラー設定ツールに
よる自在なプロファイルシュミ
レーションを設定可能。 
●用紙カタログを搭載し、本体
とコントローラーいずれから
でもトレイ設定が可能。 
●効率的なジョブログ管理
機能。 

サーバー設定機能を 
1つの画面に集約できます。 

■Fiery Color Profiler Suite
カラー管理に必要なICCプロファイルの作成/編集/品質管理を行います。 

プロファイル作成

Profile Editor（編集）

用紙種類や出力部数など、細かな出力設定の変更ができ
ます。 

挿入ページの構成や紙設定を変更できます。プレビュー表
示が可能なため、詳細を簡単に確認できます。 

本体パネルでもColor Centroと同じ操作でトーンカーブ
調整が可能。USBマウスの利用で操作性が向上します。 

代替色

ユーザー特有の色を設定する機能です。カラー
パッチから直接測色して登録可能です。 

キャリブレーションを行う画面です。キャリ
ブレーションの精度まで確認できます。 

トーンカーブ調整

お好みに応じてコントラストや明るさなどを
簡単に調整する機能です。 

特定の色を任意の色に置き換える機能
です。 

本体パネルやプリンタードラ
イバーとの高い親和性 
シームレスなジョブ管理を 
実現 
同一画面からColorCentro
起動が可能 
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各カラースペースごとにカラー管理を行い、
プルーフや最終成果物の制作など、目的に
合わせたカラーマネジメントを適用します。 

すべてのジョブ管理機能を 
統合します。 

■デバイスセンター

●直感的なカラー設定ツールに
よる自在なプロファイルシュミ
レーションを設定可能。 
●用紙カタログを搭載し、本体
とコントローラーいずれから
でもトレイ設定が可能。 
●効率的なジョブログ管理
機能。 

サーバー設定機能を 
1つの画面に集約できます。 

■Fiery Color Profiler Suite
カラー管理に必要なICCプロファイルの作成/編集/品質管理を行います。 

プロファイル作成

Profile Editor（編集）

用紙種類や出力部数など、細かな出力設定の変更ができ
ます。 

挿入ページの構成や紙設定を変更できます。プレビュー表
示が可能なため、詳細を簡単に確認できます。 

本体パネルでもColor Centroと同じ操作でトーンカーブ
調整が可能。USBマウスの利用で操作性が向上します。 

代替色

ユーザー特有の色を設定する機能です。カラー
パッチから直接測色して登録可能です。 

キャリブレーションを行う画面です。キャリ
ブレーションの精度まで確認できます。 

トーンカーブ調整

お好みに応じてコントラストや明るさなどを
簡単に調整する機能です。 

特定の色を任意の色に置き換える機能
です。 

本体パネルやプリンタードラ
イバーとの高い親和性 
シームレスなジョブ管理を 
実現 
同一画面からColorCentro
起動が可能 



Usability 

Remote Support 

FS-531は最大50枚（80g/㎡）までの平とじ、FS-612は平とじに加え、最
大20枚（80g/㎡）までの中とじ、2種類の折り機能（中折り、三つ折り）を標
準装備したフィニッシャーです。必要に応じてパンチキット※やポストイン
サーター※を拡張し、パンチ処理やカバーシートの
挿入も自動化できます。 

最大300枚・600ページ（80g/㎡）または厚さ30mm以下のくるみ製本に
対応。表紙に最大216g/㎡の厚紙を使用でき、印刷と糊付け処理をインラ
インで行えます。高度な紙揃え技術により三方断裁を行わなくても綺麗な
製本と高生産性を実現。また、製本
済み冊子を自動積載できるカート
を装備しています。 

マウスに対応した 
オペレーションパネル 

針カット付き100枚※とじステープルフィニッ
シャー。排紙整合性の向上や通紙経路の見直
しにより、とじ枚数が多くても美しい仕上がりを
可能にします。さらに3種類のサブオプションを
装着でき、必要に応じて機能を拡張できます。 

小ロットマニュアルやカタログ作成に効果的な中とじ製本機。最大50枚・
200ページ（80g/㎡）までの小冊子を作成可能で、鞍掛け方式の採用により
折り強度や精度が高く、製本時の紙ズレも軽減できます。重ね二つ折り・三
つ折り機能をはじめ、美しい仕上がりを実現する小口断裁機能も標準装備。
製本作業等の後処理を効率化します。 

5,000枚収容可能な台車付きスタッカー※。
2連装着で最大10,000枚の大容量排紙が
可能。排紙後は台車でそのまま取り出せま
す。次の工程への運搬
が容易に行えます。ゆ
とりの排紙容量で業務
を効率化します。サン
プル排紙機能により大
量出力中に品質チェッ
クも可能です。 

見やすく操作しやすい15インチ大画面ディ
スプレーを採用。パネルの角度が使う人に
合わせて自由に変更でき、分かりやすいGUI
とガイドメッセージにより各種セッティング
をする際にも高い操作性を確保しています。
さらに、USBマウスを接続することで、操作
性の向上が図れるようになりました。 

中折り 観音折り 内三つ折り 

ダブルパラレル 2穴パンチ 3穴パンチ シートインサーター 

重ね三つ折り 重ね二つ折り 中とじ 

小口断裁 
中とじ製本時に小口断裁まで自動化し、
美しい仕上がりを実現します。 

※A3サイズは50枚まで 

中とじ機能に加え、重ね三つ折り
や二つ折りを利用できます。 

中とじ機 
［SD-510］ 

DM作成に役立つ、中折り・外三つ折り・内三つ折り・四つ折り（ダブルパラ
レル）・Z折り・観音折りの多彩な折り機能や、2穴・3穴のパンチ処理機能
を搭載しました。また、2種類の用紙をセットできるシートインサーター機
能も装備しています。 

中とじ 二つ折り 三つ折り 

最大300g/㎡の用紙に2穴パン
チ加工を施せます。 

パンチキット 
［PK-522 TypeB］ 

カバー紙や挿入紙を追加でき、
2種類の用紙をセットできます。 

ポストインサーター※ 
［PI-502 TypeB］ 

2穴パンチ 

インターシート カバーシート 

※装着にはマウントキット［MK-732］が必要です。　＊上記オプションは組み合わせにより装着できない場合があります。 

拡
張

 

くるみ製本 Ｚ折り挿入可※（最大4枚） 
※FD-503装着時 

中折り※1 

三つ折り※1 2穴パンチ※2 シートインサーター※3 

ステープル 中とじ※1 

※1：FS-612のみ 
※2：PK-511装着時 
※3：PI-502 TypeB装着時 
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ステープルフィニシャー［FS-532 TypeB］ 

中とじユニット［SD-506 TypeB］ 

マルチ折りユニット［FD-503］ 

大容量スタッカー［LS-505 TypeB］ 

フィニッシャー［FS-531/FS-612］ 

くるみ製本機［PB-503］ 

付加価値 
生産性 

多任務を“成し遂げる” 
高付加価値生産性を維持し収益性向上。上位機と同等の
高水準オプション機能を精緻でコンパクトな本体に拡張できます。

2点ステープル
コーナー
ステープル

ステープル針の余分な重
なり部分をカットします。 

針カット機能 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

堅牢性を保つ工夫とともに、約17.5％※の軽量化、部品点数の削減に成功。
製造時や運搬時などCO2排出量を削減し、ライフサイクル全体における温
暖化負荷低減・省資源化に貢献しています。 

トラブルを早期に把握 
「オンデマンド・サポート・ソリューションズ」 

※前任機C7000との比較 

オンデマンド・サポート・ソリューションズは、コニカミノルタが長年培ってきたプロ
ダクションプリント市場でのサポートの経験を集約し、自信を持って提供する包括
サポートシステムです。本体購入時、カラーリモートキットをご購入いただきます。
オンデマンド印刷時の問題をすばやく解決し、生産を継続していただくためのプロ
フェッショナル向けで迅速なサポートを提供いたします。 

エコマーク認定番号
10117005
（C1070）

C1070 :AD-13-205
C1060 :AD-13-206

登録番号 
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小型・軽量化、部品点数の削減 
高配合の再生樹脂やバイオマスプラスチックを使用。資源を有効活用し、環境
に優しい素材を積極的に取り入れています。また環境保護とユーザーの健康に
貢献するため、鉛フリーシャフトを採用しています。 

環境対応素材の採用 

省エネ性能を追求したデジタルトナーHDEの採用に加え、定着プロセスを
最適化することで、定着温度を低下させ、消費電力の削減に、大きく寄与
します。 

低消費電力設計 各種環境基準に適合 

環境を守る知恵と工夫を凝縮し、サスティナブルスペックを向上。
今日のビジネスに欠かせない社会貢献的視点を加味しています。

環境負担低減に“貢献する” 環境負荷 
低減 

設定確認・変更 
出力指示 
データインポート 

・キャリブレーション 
・出力テスト 
・出力評価 

オンデマンド印刷 
専任オペレーター 

ハードウエア状況確認 
Webユーティリティ 
ファームウエアVer管理 

専用通信回線 

出動指示 

コール対応 

遠隔診断・操作 

サービス拠点 

ISMSレベル4を取得。
信頼性の高いセキュリ
ティーマネジメントを
行っています。 

365日フリーコール 
オンデマンド機専用 

平日／9:00～18:00 
（土・日・祝日／9:00～17:00） 

以上 
30%
即解決率 

お客様 コニカミノルタ リモートセンター 

トラブルが発生した際のコールを、専用のコー
ルセンターで受信。印刷の知識を得た専門オペ
レーターが対応いたします。ユーザーIDを確認
し、登録されたデータを参照しながら発生した
トラブルの解析にあたります。 

日本全国のサービス拠点には、1,000人を超えるエ
ンジニアが待機。ユーザーがオンサイトのサポートが
必要となった際には、すばやく出動します。コールセ
ンターより、ユーザーの状況や必要なパーツ、作業指
示を行い、現場でのダウンタイムを最小限に抑えるた
め、あらかじめ準備したエンジニアが訪問します。 

特定ユーザー管理機能 コールセンター機能 
ターゲット印刷物、プリプレスで使われている
書体、組版、面付ソフト、本印刷で使われてい
る紙、ポストプレスに至るまでのユーザーの環
境を把握し、データベースにて情報管理。

テストラボにおいて、Windows、Macをはじ
め、組版ソフト、プリプレス環境、RIP、印刷機
のバージョンなど環境を整え、問題の原因特
定と解決策の提案を行います。 

ブラウザを通じてユーザーの印刷機とRIPの
状況を把握し、設定の変更とテスト出力による
サポートを行う先進の機能。問題が発生して
いる印刷機を直接確認することができます。 

問題検証機能 

遠隔診断機能 オンサイトサポートディスパッチ機能 

アタリ 

※通信回線接続には秘密保持契約書を締結させていただき
ます。 

外三つ折り Ｚ折り 



Usability 

Remote Support 

FS-531は最大50枚（80g/㎡）までの平とじ、FS-612は平とじに加え、最
大20枚（80g/㎡）までの中とじ、2種類の折り機能（中折り、三つ折り）を標
準装備したフィニッシャーです。必要に応じてパンチキット※やポストイン
サーター※を拡張し、パンチ処理やカバーシートの
挿入も自動化できます。 

最大300枚・600ページ（80g/㎡）または厚さ30mm以下のくるみ製本に
対応。表紙に最大216g/㎡の厚紙を使用でき、印刷と糊付け処理をインラ
インで行えます。高度な紙揃え技術により三方断裁を行わなくても綺麗な
製本と高生産性を実現。また、製本
済み冊子を自動積載できるカート
を装備しています。 

マウスに対応した 
オペレーションパネル 

針カット付き100枚※とじステープルフィニッ
シャー。排紙整合性の向上や通紙経路の見直
しにより、とじ枚数が多くても美しい仕上がりを
可能にします。さらに3種類のサブオプションを
装着でき、必要に応じて機能を拡張できます。 

小ロットマニュアルやカタログ作成に効果的な中とじ製本機。最大50枚・
200ページ（80g/㎡）までの小冊子を作成可能で、鞍掛け方式の採用により
折り強度や精度が高く、製本時の紙ズレも軽減できます。重ね二つ折り・三
つ折り機能をはじめ、美しい仕上がりを実現する小口断裁機能も標準装備。
製本作業等の後処理を効率化します。 

5,000枚収容可能な台車付きスタッカー※。
2連装着で最大10,000枚の大容量排紙が
可能。排紙後は台車でそのまま取り出せま
す。次の工程への運搬
が容易に行えます。ゆ
とりの排紙容量で業務
を効率化します。サン
プル排紙機能により大
量出力中に品質チェッ
クも可能です。 

見やすく操作しやすい15インチ大画面ディ
スプレーを採用。パネルの角度が使う人に
合わせて自由に変更でき、分かりやすいGUI
とガイドメッセージにより各種セッティング
をする際にも高い操作性を確保しています。
さらに、USBマウスを接続することで、操作
性の向上が図れるようになりました。 

中折り 観音折り 内三つ折り 

ダブルパラレル 2穴パンチ 3穴パンチ シートインサーター 

重ね三つ折り 重ね二つ折り 中とじ 

小口断裁 
中とじ製本時に小口断裁まで自動化し、
美しい仕上がりを実現します。 

※A3サイズは50枚まで 

中とじ機能に加え、重ね三つ折り
や二つ折りを利用できます。 

中とじ機 
［SD-510］ 

DM作成に役立つ、中折り・外三つ折り・内三つ折り・四つ折り（ダブルパラ
レル）・Z折り・観音折りの多彩な折り機能や、2穴・3穴のパンチ処理機能
を搭載しました。また、2種類の用紙をセットできるシートインサーター機
能も装備しています。 

中とじ 二つ折り 三つ折り 

最大300g/㎡の用紙に2穴パン
チ加工を施せます。 

パンチキット 
［PK-522 TypeB］ 

カバー紙や挿入紙を追加でき、
2種類の用紙をセットできます。 

ポストインサーター※ 
［PI-502 TypeB］ 

2穴パンチ 

インターシート カバーシート 

※装着にはマウントキット［MK-732］が必要です。　＊上記オプションは組み合わせにより装着できない場合があります。 

拡
張

 

くるみ製本 Ｚ折り挿入可※（最大4枚） 
※FD-503装着時 

中折り※1 

三つ折り※1 2穴パンチ※2 シートインサーター※3 

ステープル 中とじ※1 

※1：FS-612のみ 
※2：PK-511装着時 
※3：PI-502 TypeB装着時 
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ステープルフィニシャー［FS-532 TypeB］ 

中とじユニット［SD-506 TypeB］ 

マルチ折りユニット［FD-503］ 

大容量スタッカー［LS-505 TypeB］ 

フィニッシャー［FS-531/FS-612］ 

くるみ製本機［PB-503］ 

付加価値 
生産性 

多任務を“成し遂げる” 
高付加価値生産性を維持し収益性向上。上位機と同等の
高水準オプション機能を精緻でコンパクトな本体に拡張できます。

2点ステープル
コーナー
ステープル

ステープル針の余分な重
なり部分をカットします。 

針カット機能 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

※オプション 

堅牢性を保つ工夫とともに、約17.5％※の軽量化、部品点数の削減に成功。
製造時や運搬時などCO2排出量を削減し、ライフサイクル全体における温
暖化負荷低減・省資源化に貢献しています。 

トラブルを早期に把握 
「オンデマンド・サポート・ソリューションズ」 

※前任機C7000との比較 

オンデマンド・サポート・ソリューションズは、コニカミノルタが長年培ってきたプロ
ダクションプリント市場でのサポートの経験を集約し、自信を持って提供する包括
サポートシステムです。本体購入時、カラーリモートキットをご購入いただきます。
オンデマンド印刷時の問題をすばやく解決し、生産を継続していただくためのプロ
フェッショナル向けで迅速なサポートを提供いたします。 

エコマーク認定番号
10117005
（C1070）

C1070 :AD-13-205
C1060 :AD-13-206

登録番号 
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小型・軽量化、部品点数の削減 
高配合の再生樹脂やバイオマスプラスチックを使用。資源を有効活用し、環境
に優しい素材を積極的に取り入れています。また環境保護とユーザーの健康に
貢献するため、鉛フリーシャフトを採用しています。 

環境対応素材の採用 

省エネ性能を追求したデジタルトナーHDEの採用に加え、定着プロセスを
最適化することで、定着温度を低下させ、消費電力の削減に、大きく寄与
します。 

低消費電力設計 各種環境基準に適合 

環境を守る知恵と工夫を凝縮し、サスティナブルスペックを向上。
今日のビジネスに欠かせない社会貢献的視点を加味しています。

環境負担低減に“貢献する” 環境負荷 
低減 

設定確認・変更 
出力指示 
データインポート 

・キャリブレーション 
・出力テスト 
・出力評価 

オンデマンド印刷 
専任オペレーター 

ハードウエア状況確認 
Webユーティリティ 
ファームウエアVer管理 

専用通信回線 

出動指示 

コール対応 

遠隔診断・操作 

サービス拠点 

ISMSレベル4を取得。
信頼性の高いセキュリ
ティーマネジメントを
行っています。 

365日フリーコール 
オンデマンド機専用 

平日／9:00～18:00 
（土・日・祝日／9:00～17:00） 

以上 
30%
即解決率 

お客様 コニカミノルタ リモートセンター 

トラブルが発生した際のコールを、専用のコー
ルセンターで受信。印刷の知識を得た専門オペ
レーターが対応いたします。ユーザーIDを確認
し、登録されたデータを参照しながら発生した
トラブルの解析にあたります。 

日本全国のサービス拠点には、1,000人を超えるエ
ンジニアが待機。ユーザーがオンサイトのサポートが
必要となった際には、すばやく出動します。コールセ
ンターより、ユーザーの状況や必要なパーツ、作業指
示を行い、現場でのダウンタイムを最小限に抑えるた
め、あらかじめ準備したエンジニアが訪問します。 

特定ユーザー管理機能 コールセンター機能 
ターゲット印刷物、プリプレスで使われている
書体、組版、面付ソフト、本印刷で使われてい
る紙、ポストプレスに至るまでのユーザーの環
境を把握し、データベースにて情報管理。

テストラボにおいて、Windows、Macをはじ
め、組版ソフト、プリプレス環境、RIP、印刷機
のバージョンなど環境を整え、問題の原因特
定と解決策の提案を行います。 

ブラウザを通じてユーザーの印刷機とRIPの
状況を把握し、設定の変更とテスト出力による
サポートを行う先進の機能。問題が発生して
いる印刷機を直接確認することができます。 

問題検証機能 

遠隔診断機能 オンサイトサポートディスパッチ機能 

アタリ 

※通信回線接続には秘密保持契約書を締結させていただき
ます。 

外三つ折り Ｚ折り 



複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート（MSDS、
Material Safety Data Sheet）をインターネット上に掲載しております。
お使いいただく前に内容をご確認ください。
http://konicaminolta.jp/pr/msds/

■本体仕様 
製品名 
形式 
カラー対応 
読取り解像度 
書込み解像度 
階調 
CPU 
メモリー容量 
HDD 
複写原稿 
最大原稿サイズ 
最大印字サイズ 
用紙サイズ 
 
 
 
画像欠け幅 
 
ウォームアップタイム 
ファーストコピー※2/ 
プリントタイム 
連続複写（プリント）速度 
フルカラー/モノクロ※3 

複写倍率 固定 等倍 
  拡大 
  縮小 
 固定任意 
 ズーム 
給紙方式/給紙量 
対応用紙坪量 
 
 
 
連続複写（プリント）枚数 
両面コピー（プリント） 
 
排紙容量 
電源 
最大消費電力 

 
機械設置寸法 
 
質量 

コンソール 
フルカラー 

  

8bit/256階調 
Pentium G850 2.9GHz 

 
 
 
 

 
 
 
 

先端：4mm以下、後端：4.5ｍｍ以下、左右：3ｍｍ以下 
※200ｇ/㎡以上の厚紙ベタの先端：6mm以下、後端：7ｍｍ以下、左右：6ｍｍ以下 

390秒以下（室温20℃、定格電源時） 
モノクロ：6.3秒以下 
フルカラー：7.6秒以下 
61枚/分（A4ヨコ） 
33枚/分（A3） 

 
 
 
 
 

2段トレイ：500枚、1,000枚（80ｇ/㎡）、手差し（オプション）：250枚（80ｇ/㎡） 
62～300ｇ/㎡ 

本体トレイ：62～216ｇ/㎡（A4以上256ｇ/㎡まで）、 
手差し、3段給紙ユニット［PF-707］、2段給紙ユニット［PF-602 TypeB］、 

大容量給紙ユニット［LU-202］：62～300ｇ/㎡ 
1～9999 

SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、A6タテ、はがき 

150枚（80ｇ/㎡）　※オプションの排紙トレイOT-502 TypeB装着時 
単相3線式 AC200V 22A（50Hz/60Hｚ）　※対地電圧100V 

4.4kW（専用電源コードを装備しているオプション以外の装置システム値） 
 
 

機械前面に631mm以上（本体ADU架台を引き出した時）、背面ダクトより200mm以上、 
左右100mm以上の作業スペースを確保 

 
 
 

6GB 
1.5TB 

シート、ブック、立体物（重さ最大2.0kg） 
A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本体+原稿カバー、操作部含まず） 
 
 

約291kg 

－ 
 
 

Core i5 2400 3.1GHz 
2GB 
－ 
－ 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 

モノクロ：5.9秒以下 
フルカラー：7.1秒以下 
71枚/分（A4ヨコ） 
38枚/分（A3） 

－ 
－ 
－ 
－ 
－ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（本体のみ、操作部含まず） 
 
 

約286ｋｇ 

Core i5 2400 3.1GHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モノクロ：5.9秒以下 
フルカラー：7.1秒以下 
71枚/分（A4ヨコ） 
38枚/分（A3） 

1 ： 1.154/1.224/1.414/2.000 
1 ： 0.866/0.816/0.707/0.500 
3種類設定可能 
25％～400％（0.1％単位で設定可能） 

※1：トレー2から給紙可能　※2：A4ヨコ、等倍、第1トレイ、原稿ガラス面からの読み取り　※3：紙種により出力枚数が異なります。 

CleverPress C1070 CleverPress C1060 CleverPress C1070P

本体 ： SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5タテ、 
※1 

手差し（オプション） ： SRA3、SRA4、A3、B4、A4、B5、A5、B6タテ、はがき、 
 

通信回線 

故障通報＊・稼働情報・ 
カウント自動検針 

＊トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。 

お客様 コニカミノルタ 

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。 

遠隔診断システムＣＳ Remote Careで 
きめ細かな保守サービスを実施 
当社の遠隔診断システムCSRCは、通信回線を利用した先進のサポートネットワーク
です。万が一の故障を当社のサービス管理システムに即時通報するとともに、マシンの
ダウンタイムを最小限に抑えるアラーム情報機能を備え、お客様の『最大満足』を追求
しています。また、毎月のカウンターチェックなども、お客様の手を煩らわせることなく
確認できます。ワンランク上のサポート体制＆アフターケアも、高性能のひとつだと
コニカミノルタは考えます。 

［ご注意］ 
※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などを複製することは法律で禁止さ
れています。 
※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、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コピーする以外は禁じられています。 

※ColorC leverPressは設楽印刷機材株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindow s Vis taは米国
Microsof t Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米
国およびその他の国における登録商標または商標です。※MacintoshおよびMacOSは、Apple Computer,Inc.の登録商標です。※その他
のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。
※本紙掲載の商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本紙掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。
※ColorCleverPress C1070/C1070P/C1060をご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については
販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本体の製造中止後7年間です。
※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一ハードディスクなどに不具合が生じた場合、保存
データが消失する場合があります。大切なデータは、パソコンおよびメディアでの保存・運用をお願い致します｡また、重要な書類の原本は必
ず別途保管してください｡

お問い合わせは、当社へ。 

Specif icationÊ CleverPressÊC1070/C1070P/C1060の主な仕様

安全にお使いいただくために 

注意 
●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、感電するおそれがあります。
●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因とな
ることがあります。 

コンセント形状 
200V30A 接地2P 
30A角型コンセント 
1ø3W（家庭用200V） 

※UK-104+UK-207オプション装着時 

C1070、 C1070P、 C1060
サーバー型
Intel Core-i5-2400 3.1GHz　
4GB
1.0TB
日本語：5書体（中ゴシックBBB、リュウミンL-KL、太ゴB101、太ミンA101、じゅん101）
欧文：136書体
Adobe PostScript 3（3019）、APPE 2.5、PPML v3.0GA、PDF 1.7 
TCP/IP、Apple Talk、SNMP、SMB、FTP、Port9100、LPR、IPP、LDAP、Bonjour
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/Server 2008 r2（32bit、64bit）
Server 2008/Server 2008 x64（Windows 2000はPPDドライバーのみ）
Mac 10.5/10.6/10.7/10.8
FreeForm 2、PPML v3.0GA、Creo VPS、PDF/VT 1.0/2.0
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
AC100-240V（50Hz/60Hz）
350W

約20kg

適応機種
形式
CPU
メモリー
HDD容量
内蔵フォント

ページ記述言語
対応プロトコル
対応OS

VDP対応
インターフェース
電源
最大消費電力

質量

■プリントコントローラー［IC-308］（オプション） 

IC-602：C1070、C1060　IC-602 P-Version：C1070P
本体内蔵型
本体仕様に準ずる
IC-602（4GB）、IC-602 P-Version（8GB）、UK-104（4GB）
IC-602（本体仕様に準ずる）、IC-602 P-Version（1.5TB）、IC-602＋UK-104（2TB）
日本語2書体（中ゴシックBBB、リュウミンL-KL）
欧文136書体
Adobe PostScript 3（3019）、PDFダイレクトプリント（PDF 1.7）、TIFF、
APPE 2.6 ※、PDF/VT 2.0 ※、PPML 2.2
TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、IPP、AppleTalk、WSD、Bonjour、SMB
Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008 r2/Server2012
（32bit、64bit）
Mac 10.5/10.6/10.7/10.8
PPML 2.2、PDF/VT 2.0 ※

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（IPV6対応）、USB2.0

適応機種 
形式 
CPU 
メモリー 
HDD容量 
内蔵フォント 
 
ページ記述言語 
 
対応プロトコル 
対応OS 
 
 
VDP対応 
インターフェース 

■プリントコントローラー［IC-602/IC-602 P-Version］ （オプション） 

自動両面原稿送り装置 
普通紙・特殊紙（片面原稿：35～210g/㎡、両面・混載原稿：50～128g/㎡） 
最大A3 
100枚（80g/㎡） 同系列、異系列混載原稿対応 
片面：カラー40枚/分、モノクロ40枚/分 
本体より供給 

約16.7kg 

原稿送り装置の種類
原稿の種類
原稿サイズ
原稿積載量
原稿交換速度（A4ヨコ）
電源

質量

■自動両面原稿送り装置［DF-626］（オプション） 

印刷物のカール低減・除電
加湿キット（HM-102 TypeB）
100V 7.0A（50Hz/60Hz）
700W

約60kg

機能
装着可能オプション
電源
最大消費電力

質量

■中継搬送ユニット［RU-509 TypeC］ （オプション） 

株式会社デジタルイメージングコーポレーション

本　　　社　〒164-0013　東京都中野区弥生町 3-24-1-102
　　　　　　TEL 03-6276-4842　FAX 03-6276-4843

大阪営業所　〒543-0043 大阪府大阪市天王寺区勝山 4-5-9-104  
　　　　　　TEL 06-6776-8802  FAX 06-6776-880
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