ラインプリンター

KD55AH
Line Impact Printer
Printer

日立 Prinfina IMPACT GX5450＊の
機能を踏襲したスタンダードモデル
独自の静音設計により、印刷時の動作音を低減。開閉扉を四面に
標準装備し、左右･背面からの用紙の取り出しを可能にしています。
さらに、
「ジョイントスキップ」機能により印刷品質も向上しました。
＊形名：PC-PN5450（2016年3月生産終了）

高速

680
行/分

＊

通常

570
行/分

＊

高品位

用紙幅

用紙長

410 136桁 88-406㎜ 101-304㎜
行/分
（3.5〜16インチ） （4〜12インチ）
＊

印字桁数

複写
最大

8枚

長寿命
12ヶ月
セキュア Windows®
セントロニクス ネットワーク
対応
印字
無償保証
プリント
UNIX®
準拠
（オプション） ハンマー （オプション）
（出張修理） ＊ FTレバー1
設定時

■主な仕様

多彩な印字モードをサポート
高品位（180dpi）、通常（120dpi）、高速（90dpi）3種類の印字モードを

ター操作パネルでの切り替えはもちろん、
コマンドによる自動選択も可能で
す。
さらに、印字モードを切り替える際の時間を独自のスループット向上技
術によって短縮。印刷モードを時間のロスなく切り替えて使用できます。

KD55AH

印刷方式

インパクトドットマトリックス方式

高速

印刷速度※1

最大8枚（オリジナル+7枚）
の複写能力を備え、伝票発行業務の効率アッ

プに貢献します。
さらに、KD55AHは印字速度を低下させることなくハイ

通常

410行/分（380行/分）

用紙幅

88～406mm（3.5～16インチ）

用紙長

制御コード体系

ANK

文字
種類

101～304mm（4～12インチ）
8枚

ESC/P準拠
Windows®10、
Windows®8/8.1、
Windows®7、
Windows®Vista、
Windows®XP、
Windows®Server2019、
Windows®Server2016、
Windows®Server2012/R2、
Windows®Server2008/R2

英数字、
カタカナ、記号、
グラフィック、拡張グラフィックなど：354種
JIS第一水準：3,572種（漢字：2,965種、
非漢字：607種）/
JIS第二水準：3,390種（漢字）

漢字

サイズ ANK（10CPI）
（縦×横） 漢字（全角）

搭載文字仕様

ドラフト：24ドット×9ドット、高品位：24ドット×18ドット
24ドット×24ドット

ANK

書体

ローマン、OCR-B

漢字

明朝体、
ゴシック体

パラレル

インターフェース※5

セントロニクス準拠パラレルインターフェース

ネットワーク※6

10BASE-T/100BASE-TX（オプション）

用紙切れ発生時の動作※7
電源

インクリボンのつなぎ目を自動的に検知し、
スキップする
「ジョイントスキッ

電源ケーブル

OCRフォントやバーコードなど読み取り精度が求められる帳票印字で効

消費電力

プ」機能を搭載。
リボンのほつれやこすれを低減し、印字品質を向上します。

570行/分（530行/分）

180×180dpi

※3
最大複写枚数（オリジナル含む）

ページ保証機能あり

AC100V±10％
（50/60±2Hz）

ケーブル長

4m

コンセント形状

2極（接地極付き）

平均動作時※8

700W以下

最大動作時

1,250W以下

待機時

105W以下

省電力モード

※ジョイントスキップ機能対応のインクリボン使用時。

28W以下

動作時

使用環境※9

バーコードパターン印刷対応

温度：5～40℃、湿度：30～80％

保存時

温度：－10～43度、湿度：8～90％

外形寸法（W×D×H）

約686×700×1,050mm

質量

す。
また、
カスタマーバーコード印刷にも対応しているため、
ダイレクトメー
ル作成など宛名ラベルの大量印刷にも便利です。

※バーコードはドットを組み合わせて印字するため、本来の規格と多少異なる場合があります。
バーコードの読み取りを
確認してからご使用ください。
また、印字が薄くなったリボンでは読み取れない場合があります。

業務効率を上げる書式登録機能
用紙に合わせた書式を登録できる機能を搭載。
用紙の掛け替え時にも、登

録した書式を呼び出すだけで書式設定の手間がかからないため、多種類に

わたる帳票の印字業務の効率も向上します。

約10億ドット/ピン

製品寿命※10

of 5のバーコード
（一次元コード）印刷をサポート。類似OCR-Bフォントと
組み合わせることで、発注伝票、入出庫伝票による業務の効率化が図れま

約115kg

印字ハンマー寿命

JAN 標準/短縮、NW-7、CODE39、Interleaved 2 of 5、Industrial 2

漢字全桁90字

680行/分（640行/分）

120×180dpi

用紙サイズ※２

＊高濃度モード時。

印字品質を向上させる
「ジョイントスキップ」機能

パイカサイズANK 136桁

90×180dpi

高品位

＊

果を発揮します。

180×180dpi

印刷桁数

プリンタードライバー※4

最大8枚の強力な複写能力

インパクトでの印字が可能です。

FV9599

解像度

実現。
リスト出力などの業務に適した高速モードから、
バーコード印刷に最

適な高品位モードまで幅広くサポートします。印字モードの選択は、
プリン

モデル名

品種コード

5年または2,700万行のいずれか早い方

クラスA情報技術装置（VCCI-クラスA）

適合規格

高調波電波規格：JIS C61000-3-2適合品※11

2,380,000円

本体標準価格（税抜価格）

※1：印刷速度はハードウェアの最高速度でありシステム性能ではありません。
また、FTレバー設定が〔1〕の場合です。
〔 1〕以外を
設定した場合は( )内の印刷速度が最大となります。 ※2：幅と長さの比は1:2/3の範囲でご使用ください。
また、最大印字有効領
域(幅)は、345mm(13.6インチ)になります。 ※3：高濃度モード時。 ※4：Windows Vista ® 、Windows Server ® 2003の
64bit版は対応していません。 ※5：各インタフェースは同時利用は不可となります。 ※６：専用のLANアダプタをご使用くださ
い。 ※7：ページ保証機能なしの場合、印字品質確保のため最終ページ途中で印字が停止します。用紙セット後、ページ先頭から
印刷を行うためにはオーバーライド機能を利用するか、
リカバリー印刷用のソフトウェアが必要です。ページ保証機能ありの場合、
印字品質が確保できるページ完了まで印字します。用紙セット後はページ先頭から印字可能です。
（プリンタで印字データを保証
する機能はありません。） ※8：ローカルテスト印字時。 ※9：温度勾配10℃/時間以下、湿度勾配20%/時間以下、
ただし結露
しないこと。 ※10：印刷動作時間40h/月、高品位の印刷速度で使用した場合。 ※11：JISC61000-3-2適合品とは、
日本工
業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値・高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以上の機器）」に基づき、商用電力
系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

■オプション
製品名
プリントサーバー
（C5200H）

品種コード

価格（税別）

FV9598

53,000円

製品名

品種コード

価格（税別）

リボン
（カセットタイプ※12）

T50092

8,200円

リボン
（カセットタイプ※12）

T50065

8,200円

サブリボン
（インクリボンのみ）

T50091

4,900円

T50063

4,900円

仕様
10BASE-T/100BASE-TX対応、
TCP/IP（lprなど）、
SSL対応

■消耗品

便利な四面ドア
印字後の用紙を左右・背面のドアから取り出す

左右背面：取り出し

サブリボン
（インクリボンのみ）

仕様

ジョイントスキップ機能※13対応、
対応サブリボン ： T50091
平均目安寿命※14： 約800万字

ジョイントスキップ機能※13非対応、
対応サブリボン ： T50063
平均目安寿命※14： 約800万字
ジョイントスキップ機能※13対応、
平均目安寿命※14 ： 約800万字

ジョイントスキップ機能※13非対応、
平均目安寿命※14 ： 約800万字

※1２： カセット部は10回まで繰り返し使用が可能です。
サブリボンを10回交換したら、
リボンにて交換して下さい。
※13： 印刷品質を向上させるため、
インクリボンのつなぎ目を自動的に検知し、
つなぎ目をスキップする機能。
※14： 平均目安寿命は、
お客様の印刷条件によって異なります。

ことができます。設置環境を柔軟に選択でき、効
率的な運用が可能です。

前面：用紙セット

※UNIXは、米国およびその他の国において、X/Open Company Ltd.に独占的に許諾された登録商標です。※Windows、
Windows Vista および Windows Server 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。※フリーダイヤルのサービス名称とロゴマークはNTTコミュニケーションズの商標です。※その他の会社名および製
品名は、
それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

JQA-QMA14786

リコーインダストリー株式会社
戦略統括室
茨城県ひたちなか市武田1060
〒312-8502
茨城県ひたちなか市武田1060 〒312-8502

www.industry.ricoh.co.jp
本カタログ掲載製品に関するお問い合わせは下記宛にお願いいたします。
■リコーインダストリーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、
当社ホーム
ページでご確認いただけます。
お問い合わせ先（直通電話）

050-3824-4029

0120-01-6822

●受付時間
：平日
（月〜金）
９時〜12時、13時〜17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く）
製品に関する
※お問い合わせ
ご利用にあたりましては、通話料が発生いたします。
※ 受付時間を含め、記載のサービス内容は予告無く変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。
●受付時間は、
月曜日〜金曜日9：00〜12：00 13：00〜17：00
（土、
日、
祝祭日、
弊社休業日を除く）
＊通話料は無料です。
■リコーインダストリーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱いについては、当社ホームページでご確認いただけます。

このカタログはRICOH Pro Cシリーズで印刷しています。

このカタログの記載内容は、2022年4月現在のものです。
2016年4月現在のものです。
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