2014 年 2 月 10 日
KIP 7170 新発売

クラウドサービスに対応、さらに使いやすく

A0 サイズ対応デジタル複合機
大判ドキュメント出力時のセキュア機能も強化

桂川電機株式会社(本社：東京都大田区下丸子 4-21-1、社長：渡邉正禮、資本金：46.5
億円)は、エンジニアリング市場向けに図面コピー、紙図面の電子化、大判ドキュ

メントの出力業務を一台で効率よく運用できる A0 サイズに対応したデジタル複
合機「KIP 7170」(コピー/プリントスピード A1 サイズ 5.7 枚/分、A0 サイズ 3.4 枚/
分)を 2 月 14 日より発売します。

KIP 7170 には最新の KS8(KIP System 8)コントローラーと 600dpi x
2400dpi 相当の印字解像度を持つ新 LED ヘッドを搭載して、操作性・品質の
向上を追求しました。SkyDrive/Google Drive/Dropbox/box/SharePoint 等
のクラウドサービスに対応することで、スキャンデータを効率的に配信すること
ができます。またクラウド上に保存された大判ドキュメントをタッチ操作で簡単
かつ素早くプリントすることもできます。コピー・プリントを上部へ排出する上
部排紙トレイを標準装備、後部排紙と合わせて 2way 方式を採用しています。さ
らに、最大 A2 サイズのカット紙 50 枚をセットできるペーパートレイをオプシ
ョンに用意、A0 サイズから A4 サイズまですべてのサイズをカバーします。
より使いやすくなった 12.1”の大型タッチスクリーン操作パネルを採用し、コ
ピー、スキャン、プリント機能を標準搭載することで、製造業、建設業、官公庁、
複写業などにおける図面コピー業務、紙図面のデジタル化や大判プリント業務な
どの作業効率アップにお応えします。
このほか、セキュリティー対策として IC カードを利用したプリント制限機能
および秘密文書の出力に役立つ PIN コードによるセキュアプリント機能を利用
することで、ほかのプリントジョブと混在する危険性を最小限にするとともに、
印刷物のセキュリティーを高めました。
桂川電機株式会社 国内営業本部 国内営業部
〒146-8585 東京都大田区下丸子 4 丁目 21-1 電話 03-3756-1100

www.kipjapan.com

［標準価格］
<本体>
商品名

標準価格(税別)

KIP 7170

1,998,000 円

KIP 7170-PS

2,134,000 円

機能/仕様
2 本ロール、コピー/プリント/スキャン
2 本ロール、コピー/プリント/スキャン、
PDF/PS プリント

* 本体標準価格には、感光体、トナーは含まれません。
* KIP 7170 はモノクロコピー、モノクロプリント、モノクロ/カラースキャン対応。
* KIP 7170-PS は KIP 7170 の機能に PDF/PS プリント機能が追加されます。

<主なオプション>
商品名

標準価格(税別)

KIP Color PLUS Copy & Print

200,000 円

PDF/PS プリント

136,000 円

ペーパートレイ

180,000 円

オートスタッカー54

240,000 円

原稿/プリント一体型トレイ

140,000 円

排紙トレイ

88,000 円

排紙ボックス

24,000 円

KIPFOLD 2000

3,460,000 円

KIPFOLD 1000

1,540,000 円

主な特徴
1) 操作部に縦横の角度調整が可能な 12.1”大型フルカラータッチスクリーンパネルを採用、
最新の KS8(KIP System 8)コントローラーを搭載し、操作性、視認性の向上を図りまし
た。初めて使用するユーザーの方でも、トナーや用紙の補給などのオペレーションを写
真やイラスト付きのガイダンスに従って容易に行うことができます。
コピーやスキャン時には読込中のドキュメントの画像をリアルタイムに表示し、出力前
に画像品質を確認でき、ミスコピーなどのムダの削減に貢献します。
2) 先進のカラー機能 (KIP Color PLUS) - クラウドサービス対応
標準搭載のカラースキャン機能は、モノクロスキャンと同様の操作で、朱書き図面など
の電子化をスムーズに行うことができます。オプションのカラーコピー&プリント機能
を追加することで、ネットワーク上のインクジェットプリンターにワンタッチフルカラ
ーコピーおよびフルカラープリントを提供します。
カラースキャンされたイメージは、USB メディアやクラウドドライブへダイレクトに保
存できます。また、USB メディアやクラウドドライブに保存されたファイルをタッチパ
ネル操作のみで簡単にプリントできます。もちろん、共有ドライブや電子メールにも対
応しています。
SkyDrive / Google Drive / Dropbox / box / Shear Point (Office 365)に対応して
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います。
3) プリント機能 - クラウドサービス対応
USB メディア、共有ドライブやクラウドドライブに保存されたファイルをタッチパネル
の操作だけで簡単にプリントできる機能を搭載しています。PC やソフトウェアを必要と
しません。
SkyDrive / Google Drive / Dropbox / box / Shear Point (Office 365)に対応して
います。
4) KIP アプリケーションソフトおよびドライバー
記録メディア、ネットワーク上にある様々な形式のファイルを効率よく印刷するソフト
ウェアを標準添付しています。TIFF、PDF、HP-GL、DWF など標準的なファイルを選
択してサイズ、部数などを指定して効率よくプリント業務を行えます。
- Windows ドライバーおよび AutoCAD ドライバーも標準添付しておりますので、オ
フィスドキュメント、CAD アプリケーションからのプリントに対応できます。
Windows 8/7/Vista/XP (32bit/64bit)をサポート
AutoCAD(LT) 2007 – 2014 (32bit/64bit)をサポート
- 各種 Web ブラウザーに対応したプリント機能も搭載しています。
特別なソフトウェアをインストールすることなくジョブ出力を行えます。
- コストレビューアプリケーションを標準添付。すべての印刷ジョブのアカウントログ
を使用してプリントコストの計算を容易にしました。ファイル内容、サイズ等の実際の
プリント単価をデータベース化しエクセルワークシート等へのエクスポートを可能とし、
コスト管理業務の簡易化と向上を提供します。
5) 上部排紙機構を標準装備、大量出力に対応した後部排紙機構
給紙は標準の 2 本ロール給紙＋手差し給紙に加えて、オプションには A2 サイズまで対
応の給紙トレイ（最大 50 枚）を用意、最大４Way 給紙となります。
上部排紙トレイを標準装備、プリントやコピーの出力はサイズ混在でもきれいに重ねら
れ、本体前面から簡単に取り出せます。大量出力に対応する「オートスタッカー54」を
後部に接続でき、異なるサイズのプリントを大量にきちんとスタッキングすることがで
きます。
6) HDP プリントエンジンで環境に優しく、高画質を実現
KIP HDP Plus 技術は「廃トナー」を発生させない環境に優しく、クリーンでシャープ
なプリント品質を提供します。600dpi x 2400dpi 相当の印字解像度の LED ヘッドと
非磁性トナー、オイルレスヒーターによりつぶれの少ないハイクオリティーなプリント
を低ランニングコストで提供します。
7) セキュリティー機能
米国国防総省でも採用されている世界最高レベルの消去アルゴリズムを持った KIP ファ
イルシュレッダーの採用によりデーター悪用防止等の高度なセキュリテイー管理を可能
にしました。
Logon/Logoff 機能を有効にしている場合、予め本体に登録された
「ユーザー名」
、
「パスワード」などのユーザー認証情報と Logon 時に入力されたユーザ
ー名、パスワードを照合し操作を制限することができます。
IC カードによるプリント制限、秘密文書の出力に役立つ PIN コードによるセキュアプリ
ント機能を利用することで、ほかのプリントジョブと混在する危険性を最小限にすると
ともに、印刷物のセキュリティーを高めました。
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8) 環境に配慮した設計で各種基準に適合
高い環境性能を実現し、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
RoHS 指令（EU 有害物質削減指令）にも対応しており、規制物質の使用規制に適合し
ています。エコマーク認定を取得しています。(KIP 7170 認定番号：10117011)

以上、

KIP 7170

KIP 7170 + オートスタッカー54
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