A4カラー複合機

ApeosPort®-Ⅶ C4422/C3322のご紹介
一人ひとりの「働き方」を支援する、A4カラー複合機のフロントランナー
コピー/プリント
ApeosPort

C4422

C3322

カラー

40枚/分※1

35枚/分※1

モノクロ

40枚/分※1

35枚/分※1

スキャン
ApeosPort

C4422

C3322

カラー/モノクロ

53ページ/分※2

48ページ/分※2

カラー/モノクロ
1パス両面読み取り時

105ページ/分※3

96ページ/分※3

ファクス

書き込み解像度

スーパーG3対応

1,200×2,400dpi

無線LAN
※ 写真は、ApeosPort-Ⅶ C4422。
※1 A4。 ※2 弊社標準原稿（A4）、200dpi、親展ボックスまで。

モバイル対応

クラウド対応

※3 自動両面原稿送り装置で1パス両面読み取り時。

ちいさいながらも、基本性能は充実
操作しやすい
7型タッチパネル※1

USBメモリーから
直接プリント/
スキャン※2

ICカード認証も
スマートに※2

大量の原稿も⼀気に
コピー/スキャン※3

最大2,350枚※4の
給紙容量

封筒※5も厚紙も
きれいにプリント

※1 C4422の場合。C3322は５型。 ※2 オプション。 ※3 C3322は、原稿サイズ自動検知機能がありません。
※4 80g/m²。 ※5 封筒は手差しトレイから給紙。

ApeosPort®-Ⅶ C4422/C3322の特⻑
一気にスキャン

100枚積載可能な自動両面原稿送り装置※1で、
105ページ/分※2読み取ります。

操作が快適
7型のタッチパネル※3は⾒やすく、
スマートフォンのような快適な操作を提供。
作業の完了などマシンの状態を、
操作パネルの光でやさしくお知らせします。

⾼さ︓
582mm

NFC※4タグ内蔵
NFCタグを標準で内蔵。AndroidTM/iOS端末
からの操作が可能。

⾒やすい排出⾯
ブルーの排出面は出⼒紙が⼀⽬瞭然。
取り忘れを防ぎます。

ハガキ・封筒印刷もスムーズ
手差しトレイを装備。
カラーペーパーやハガキも手軽に印刷できます。

奥⾏︓
500mm

まとまった出⼒も可能
幅︓470mm

小型ながら550枚給紙可能なトレイを
用意しました。

省スペース※5

最⼤給紙容量
2,350枚

設置場所を選ばないコンパクト設計。
より身近に設置できます。

最大4段まで
給紙トレイを
増設可能

※ 写真は、C4422。
※1 C3322は50枚積載。
※2 弊社標準原稿（A4）200dpi、親展ボックスまで。C3322は96ページ/分。
※3 C3322は5型。
※4 Near Field Communication（近距離無線通信）。
※5 C3322は幅420✕奥⾏500✕⾼さ565mm。

※ オプション

お困りごとをすばやく解決できます
操作に迷ったら
ヘルプ

複合機の操作パネル上で、お困りごとを
検索・確認できます。 （無償）

リモートアシスタンス

コールセンターからお客様の複合機に
アクセスして、操作パネルを⼀緒に
⾒ながらサポートします。 （無償）

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1

Tel 03-6630-8000

不測の事態に備えて
最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバック
アップし、必要な時に複合機にインストールすること
ができる「デバイス設定バックアップサービス」が
利用できます。（無償）
設定情報

バックアップ

インストール

設定情報
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A3カラー複合機
TM

Apeos

C7070シリーズのご紹介

新発売

新しい日常、新しい「Apeos」。
コピー/プリント
Apeos

C7070

C6570

C5570

C4570

C3570

モバイル対応

C2570

カラー

70枚/分※1 65枚/分※1 55枚/分※1 45枚/分※1 35枚/分※1 30枚/分※1 25枚/分※1

モノクロ

70枚/分※1 65枚/分※1 55枚/分※1 45枚/分※1 35枚/分※1 30枚/分※1 25枚/分※1

スキャン

クラウド対応

C3070

ファクス

C5570/C4570/
C5570/C4570
C3570/C3070/
（Model-PFS-C）
C2570

Apeos

C7070/C6570

カラー・
モノクロ

135枚/分※2

135枚/分※2

80枚/分※2

1パス両面
読み取り時

270ページ/分※3

270ページ/分※3

160ページ/分※4

名刺スキャン

セキュリティー

排出用紙/
原稿取り忘れLED

重送検知

スーパーG3対応
書き込み解像度
1,200×2,400dpi

抗菌操作パネル

※1 A4ヨコ。 ※2 弊社標準原稿A4ヨコ、200dpi、親展ボックスまで。 ※3 自動両面原稿送り装置C2-PC、1パス両面読み取り時。
※4 自動両面原稿送り装置B2-PC、1パス両面読み取り時。

使いたい時にすぐ使える。あなたの身近なセンターマシン。
使いやすく迷わない直感的な操作性。
モバイル端末やクラウドと連携しスムーズに情報共有できます。
強固なセキュリティーやあんしんのサポートも備え、オフィスでもリモートワークでも
快適に活用できます。
すばやく使える、やさしい操作性

⽂書の管理・共有もスピーディ－

迷わない、直感的な操作感

毎⽇の仕事を効率化

すぐに出⼒でき、待たせない

オフィスワークを支える

リモートワークも、かんたん・スムーズ
小さい、どこでもつながる
リモートワークで使える

⼤切な情報を、しっかりガード
お客様の⼤切な情報を守る

Apeos C7070シリーズの特⻑
操作パネル

標準機能

抗菌加工された操作パネル
ソフトウェアワンタッチ
ボタン（標準）

クイック（履歴・ピン留め)
ガラス面の原稿取り忘れ
メッセージ表示

自動両面原稿送り装置B2-PC
重送検知機能搭載
最小⾮定形サイズ幅49×⻑さ85mmに対応
名刺サイズスキャン対応
名刺スキャンからの連携
バタン音軽減

※ 25~55枚機に対応

お知らせライト
センタートレイお知らせライト
サイドトレイ排出時も点灯
自動両面原稿送り装置お知らせライト

生まれ変わった操作パネル

ワンタッチボタン

スペースをとったゆったり配置

ハードワンタッチボタン
オプション化

「あの設定をもう⼀度」が
できる「クイック」

ソフトウェアのワンタッチ
ボタン対応

よく使う設定を「ピン留め」
ですばやく操作

らくらくセットアップ

うっかりスタートを防止する
「スライドスタート」

ドライバーやユーティリ
ティーを⼀括インストール

抗菌フィルム対応

安心のサポート体制
お困りごとを、すばやく解決
1

「ヘルプ」で、

自己解決をお手伝い

複合機の操作パネルでヘルプ情報を
検索・確認ができる
操作パネルに表示されたQRコード
から、モバイル端末でもヘルプ

2

デバイス設定バックアップサービス

「リモートアシスタンス」で、
オペレーターがご案内

自己解決できないときは、コール
センターのオペレーターが対応
センターからお客様の複合機に
アクセスし、操作パネルを共有し
ながら解決までわかりやすく案内

常に最新の設定情報をクラウド上
のサーバーにバックアップして
おける無償サービスです。

毎日
バックアップ
トラブル発生時
インストールして
すぐに復旧

〒135-0061 東京都江東区豊洲2-2-1

Tel 03-6630-8000
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