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世界最速 を更新。
その生産性は
NEW

想 像 を 超 え てくる 。

＊1：オルフィスGL9730/GL9731の場合。
A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。
オフィス用カラープリンターにおいて世界最速（データ・サプライ調べ:2021年9月現在）。
※写真はオルフィスGL9730にオプションのORスキャナーHS7000を接続したものです。

＊1

世界最速 プリントによる
圧倒的な生産性

経費節減に貢献する
経済的なプリントコスト
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＊1：A4普通紙片面、RISO GLインク F使用時。カラーは解像度300dpi、測定画像にISO/IEC24712に定めるパ
ターンを使用し、ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方法によって算出。モノクロは解像度600dpi、測定画
像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならいRISO独自の測定方法によって算出。
用紙代別。

コピー読み取り速度

ページ/分 ＊3

1.44

ページ/分 ＊4

＊1：オルフィスGL9730/GL9731の場合。A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。
オフィス用カラープリンターにおいて世界最速（データ・サプライ調べ：2021年9月現在）。オルフィスGL7430のプリント速
度は、片面140枚/分。＊2:オルフィスGL9730/GL9731の場合。A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウ
ン排紙トレイ使用時。オルフィスGL7430のプリント速度は、両面70枚/分。＊3：300dpi、PDF設定時。＊4：300dpi設定時。
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＊1：理想用紙IJ（ 85g/m 2 ）使用時。同一サイズ（A4、B5のみ）
の用紙積載時。オルフィスGL9731には接続できません。
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＊1：A4片面横送り、10ページ原稿時。※写真はオルフィスGL9730にORマル
チフィニッシャーM、マルチフィニッシャー紙折ユニット、ORスキャナー
HS7000を接続したものです。
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オフセット排紙

＊1：理想用紙IJ（ 85g/m 2）使用時。用紙束質量265g以下。＊2：A3とA4の組み合わせかB4とB5の組み合わせが可
能です。オルフィスGL9731は対応していません。

オプション一覧

ORPHIS GL9730 / GL9731 / GL7430の主な仕様
GL9730

GL9731

GL7430

ライン型インクジェット方式

印字ヘッド

ピエゾ型、物理解像度：K 600dpi・最大4階調、C/M/Y/GR 300dpi・最大12階調

プリント解像度

データ処理解像度

＊1：300dpi、PDF設定時。＊2：300dpi設定時。※スキャナーのご使用にはスキャナースタ
ンド（HS7000）
が別途必要です。

K

600dpi（主走査方向）
×600dpi（副走査方向）

C/M/Y/GR

標準設定時：300dpi（主走査方向）
×300dpi（副走査方向）
高精細設定時：300dpi（主走査方向）
×600dpi（副走査方向）

K

600dpi×600dpi

＊1：積載高220mm以下、
理想用紙IJ（85g/㎡）
使用時。A4、B5のみ。
※オルフィスGL9731には接続できません。

C/M/Y/GR

標準設定時：300dpi×300dpi 高精細設定時：300dpi×600dpi
文字スムージング（強）
：600dpi×600dpi

GDオフセットステープル 排 紙トレイ

ウォームアップタイム

2分30秒以下（室温23℃）

ファーストプリント（1枚目プリント時間）

5秒以下＊1

連続プリント
速度＊2

プリント領域

用紙厚（重さ）

給紙容量
排紙トレイ容量

増設 20 0 0 枚 給 紙トレイ
一度に2,000枚＊1の用紙を積載でき、大量プリント時の給紙の手間が省けます。

オフセット排紙もしくは最大50枚（100ページ）＊1のステープルとじが可能です。
＊1：理想用紙IJ
（85g/㎡）
使用時。用紙束質量265g以下。

ORマルチフィニッシャーS

A4横

片面：165枚/分 両面：82枚/分

片面：140枚/分 両面：70枚/分

A4

片面：120枚/分 両面：60枚/分

片面：108枚/分 両面：54枚/分

ステープル・オフセット排紙が可能です。

B4

片面：102枚/分 両面：44枚/分

片面：90枚/分

両面：42枚/分

ORマルチフィニッシャーM

A3

片面：88枚/分

片面：78枚/分

両面：38枚/分

ステープル・オフセット排紙・二つ折り・小冊子が可能です。

両面：42枚/分

最大：A3相当（297mm×432mm）
最小：182mm×182mm

フロント給紙トレイ1/2/3

最大：A3相当（297mm×432mm）
最小：182mm×182mm

ストレート給紙台

最大：A3W相当（340mm×550mm）
最小：ハガキサイズ相当（90mm×148mm）

ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合
三つ折り・Z折り・Z折り混在＊1が可能です。
＊1：オルフィスGL9731は対応していません。

用紙サイズ

最大プリント可能範囲

最大：314mm×548mm

周囲余白＊3

標準:3mm 最小：1mm 封筒プリント時：10mm

フロント給紙トレイ1/2/3

52g/m2〜104g/m2

ストレート給紙台

46g/m2〜210g/m2
500枚×3トレイ（積載高56mm以下）

ストレート給紙台

1,000枚（積載高110mm以下）＊4

＊4

マルチフィニッシャー紙 折ユニット

マルチフィニッシャーパンチユニット
52g/m2〜104g/m2

フロント給紙トレイ

フェイスダウン排紙トレイ

＊2

スキャンは片面・両面100ページ/分 、コピーは片面・両面80ページ/分
で原稿を高速で読み取ることができます。

油性顔料タイプC/M/Y/K/GRインク各色1,000ml、500ml

インク

ORスキャナーHS70 0 0・スキャナースタンド（HS70 0 0）
＊1

プリント方式

500枚×3トレイ（積載高56mm以下）＊4

ORマルチフィニッシャーS/Mに接続した場合
2穴パンチ・4穴パンチが可能です。

OR 大容量 給 紙 ユニットⅡ
一度に4,0 0 0 枚 ＊1の用紙を積載でき、大 量プリント時の給紙の手間が省
けます。また、封 筒の大 量 給紙にも対応 ＊2しています。

＊4

500枚（積載高60mm以下）

PDL（ページ記述言語）

RISORINC/C Ⅳ

対応プロトコル

TCP/IP、HTTP、HTTPs（TLS）、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP(SNMP v1)、Port9100（RAWポート）、IPv4、IPv6、IPSec（IKEv1）

＊1：積載高440mm以下、理想用紙IJ（85g/㎡）の場合。＊2：封筒の種類によっては対応し
ない場合があります。

対応OS

Windows ®＊5、Mac OS＊5＊6、Linux ®＊5＊7

OR 大容量 排 紙 ユニットⅡ・OR 大容量 排 紙 ユニットⅡ追 加台車

インターフェイス

Ethernet：1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、USB 2.0 1ポート、USB 3.0 2ポート

メモリー容量

4GB

連続4,000枚＊1の大量排紙が可能です。排紙後の用紙は、内部に装備した
台車を使って、簡単に運び出すことができます。

SSD容量

512GB（ユーザー使用容量：約370GB）

＊1：理想用紙IJ
（85g/㎡）
、ノンソート時。

電源

AC100V

ORくるみ製本フィニッシャーⅡ

消費電力

最大消費電力：1,200W 動作時（アクティブ）＊8＊9：490W以下
稼働準備時（レディ）＊8：110W以下
省電力モード時：
スリープ（標準）＊8：108W以下
スリープ（少ない）
：2W以下 待機（スタンバイ）
：0.4W以下

50-60Hz

12.0A

プリントから加工まで一切手間をかけずに、
全自動でくるみ製本ができます。

ORメーリングフィニッシャーⅡ
プリントから三つ折り、封入封かんまで、ワンストップで手間をかけずに行えます。
※オルフィスGL9731には接続できません。

稼動音＊10

66dB（A）以下＊11 /62dB（A）以下＊12
稼動準備時（レディ）
：43dB（A）以下

RISOオートフェンス排紙台•RP排紙台（W）•FU排紙台

使用環境

温度：15℃〜30℃

大量プリントや封筒、ハガキなどをプリントするときの排紙トレイとして
便利に使えます。

大きさ

湿度：40%RH〜70%RH（非結露）

使用時

1,220mm（W）
×725mm（D）
×1,160mm（H）

収納時

1,160mm（W）
×705mm（D）
×1,015mm（H）

占有寸法

1,220mm（W）
×1,240mm（D）
×1,160mm（H）

質量

約177kg

約157kg

ComuColorE xpress R S120 0 C
約177kg

Adob e ®Pos t Script ® 3TM 対応のソフトウェアRIP。可 変データや多ペー
ジ 文書、DTPデータなどを効率よくプリントできます。
※RIP =ラスター・イメージ・プロセッサー（画像生成出力装置）

＊1：プリント開始指示受信完了から、
排紙完了までの時間。
A4普通紙片面横送り、
プリント濃度：標準、稼働準備時（レディ）
：最終プリント後10分以内、
ストレート給紙台、
GDフェイスダウン排紙トレイ使用時、
チャート：電子協標準パターンJ6/Ver.1。
＊2：プリント濃度：標準、
ストレート給紙台、
GDフェイ
スダウン排紙トレイ使用時、チャート：電子協標準パターンJ6/Ver.1。＊3：保証プリント面積は用紙の周囲から3mm内側の範囲。＊4：理想用紙IJ
（85g/㎡）
使用時。
＊5：対応OSの最新バージョンは担当営業にお問い合わせください。
＊6：Mac OSのご利用には、
オプションのComuColorExpress
RS1200C、ComuColorExpress FS2100CまたはOR-PostScriptキットが必要です。＊7：Linux のご利用にはオプションのComuColorExpress
RS1200Cまたは、
OR-PostScriptキットが必要です。
利用できる機能に一部制限があります。
＊8：ウォームアップ時を除く。
＊9：理想用紙IJ
（85g/㎡）
使
用時。
A4横送り
（両面）
最高プリント速度、
出力解像度：標準、
プリント濃度：標準、
ストレート給紙台、
GDフェイスダウン排紙トレイ使用時、
チャート・電子
協標準パターンJ6/Ver.1。
＊10：音圧レベル時。
＊11：A4横送り
（片面）
最高プリント速度時。＊12：低速モード時。

ComuColorE xpress FS210 0 C
カラープロファイル登録や高速データ処理を実現し、生産性を高めます。

OR-PostScriptキット
OR-PostScriptキットを搭載することで、
タブレットからのプリントやPDFダイ
レクトプリント、
USBメモリープリント、
フォーム合成など、
オルフィスGLの機能
が拡張します。
Mac OS/Linux＊1からのプリントにも対応します。
＊1：Linuxで利用できる機能には一部制限があります。

●ORPHIS GLは独自の油性顔料インクを採用しています。他のプリンターとは印刷物の仕上がりや保存条件等が異なります。●モノクロプリントのときも、
メンテナンス動作のためにカラーインクを消費します。●実際のプリント速度は
システム構成、
データ、
アプリケーションで異なります。
●原稿や使用する用紙の種類によってはプリント時に用紙の端が汚れることがあります。
●当社の推奨消耗品以外の用紙や、
カールしていたり波打っている用紙をご使用の場合、印刷汚
れや故障の原因になる可能性があります。
●印刷をする用紙によっては、
その用紙に含まれている特有成分とインクの成分とが反応して、独特のアルコール臭を発生することがあります。
●本機のご使用環境によっては全ての機能を発揮でき
ない場合があります。●ORPHIS GLはライン型インクジェット印字ヘッドを採用しており、
塵等のために印刷面の一部に白線が入ることがあります。
これが直ちに解消されないときは、
印字ヘッドのクリーニングを行ってください。●ORPHISの
印刷物をクリアファイルに入れて保管するときは、PET製のクリアファイルまたは紙ファイルをお使いください。●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●製品の写真、カラーサンプル等は印刷のため実際の色と異な
る場合があります。●このカタログの画像サンプルは、機能説明のために作成したもので、実際の出力イメージとは異なる場合があります。●ORPHIS GL本体部、
オプションの保守サービスのために必要な補修用性能部品、
インクなどの消
耗品の最低保有期間は、本機製造中止後7年間です。●機械導入金額のほか、搬入料金、基本設置料金（納入説明含む）
を別途申し受けます。●お客様のご要望による機械の回収、
引き取り、移動は別途料金を申し受けます。●料金は価格表
をご参照ください。●このカタログに記載されている製品は国内向け仕様のため海外では使用できません。●製品の詳しい仕様、制約については担当営業にお問い合わせください。● 、
、ORPHISおよびオルフィスは、理想科学工
業株式 会社の登録商標または商標です。●AdobeおよびPostScriptは、Adobe(アドビ社)の商標です。●Linuxは、LinusTorvalds氏の、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。●Windowsは、米国
MicrosoftCorporation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。●Macは、Apple Inc.の商標です。●その他の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

［ご注意］●その複製印刷物を所有するだけでも、法律的に罰せられる種類の印刷物がありますのでご注意ください。①国内外で流通する紙幤・貨幤、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券②未使用の郵便切手、
日本郵便株式会社製はがき
など③法令等で規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍・絵画・版画・地図・映画・図画・写真など）は個人的または家庭内、あるいはそれに準ずる範囲内で使用する場合以外、複製することを禁じられています。

〈 安全にお使いいただくために 〉

資料請求 • お問い合わせ

お客様相談室

●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。

0120 - 534 - 881

お問い合わせは

受付時間 10:00〜12:00 13:00〜17:00（土・日・祝日・夏期休業・年末年始を除く）

ホームページ ht t p s : // w w w . r i s o . c o . j p /

本社 /〒108-8385 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル
カタログの記載内容は2021年10月現在のものです。

