DocuColor 7171 P (Model-ST)
プリントビジネスに、
ゴールド・シルバー・ホワイトの輝きを

ゴールド&シルバーの贅沢な輝きを、
プリントビジネスに。
格調高い仕上がりで表情豊かな表現力に応えます。
洗練されたデザイン、
プレミアムな輝きをもっと手軽に。
ゴールド・シルバー・ホワイトの特殊トナー＋ブラックの4色と、
さまざまな用紙特性を活かした、
表情豊かなプリントを容易に実現。
プリントビジネスの新たな可能性を広げます。

●

連続プリント速度：71ページ/分

●

出力解像度：2400×2400 dpi

●

用紙坪量：64〜300 g/m2

●

用紙サイズ：100×148〜330×488 mm

DocuColor 7171 P (Model-ST)

ポスター、
チケット
濃い色の用紙に黒い地紋、白い用紙にゴールドなど
重厚なデザインに適しています。DM、招待状などの
宛名を変えたり、チケットの通し番号を入れたりする
など、
バリアブルプリントが簡単に行なえます。

カレンダー、販促アイテム
濃い色の用紙への発色も良く、シルバートナーでプリ
ントすることで、豪華な仕上がりになります。細い線の
表現もシャープで、繊細に仕上ります。

ゴールド・シルバー・ホワイト・ブラックの

光輝性に優れたトナーを採用

バリアブルプリント

4色専用プリンター

● ゴールド&シルバートナー

バリアブルプリント言語の業界標準PPML＊1

そのままに、シアン・マゼンタ・イエローの

定着特性を維持しつつ、
高い光輝性を有する

連携で、ダイレクトメールのようなOne-to-

トナーを、シルバー・ゴールド・ホワイトの

トナーです。また、隠ぺい性に優れるため、

当社DocuColor 7171 Pの機能・性能を

省エネ特性に優れたEA-Ecoトナーの低温

特殊トナーに入れ替えました。さまざまな

色紙にプリントする場合も下地の色に左右

用紙が使用可能で、カラー用紙と組み合わ

されません。

せて色鮮やかでハイセンスな印刷物を作成。
スペシャルな色づかいが、クリエイターの

●

創造性を刺激します。

業 界トップクラスの低 温 定 着 性 能と高い

ホワイトトナー

白色度を両立するホワイトトナーで、オフ

をサポート。PPML対応のソフトウェアとの
Oneドキュメントが簡単に作成できます。
当社 独自のV I P P ＊2もサポートしており、
幅広いバリアブルプリントシステムが構築
可能です。また、イメージバリアブルが可能
なXMPieも利用できます。
＊1 PPML：Personalized Print Markup Language。
＊2 VIPP：Variable Information Production Printware。
別売ソフトウェアFreeFlowⓇ VI Composeが必要です。

セット印刷以上の高い白色度を実現します。

豊富なオプション
用紙補給の回数が少なく長時間の連続稼働
を可能にする大容量給紙トレイや、
用途に応
じてさまざまな後処理加工を可能にするフィ
ニッシングオプションを取り揃えています。
お客様のプリント業務に合わせて、プリント
システムを柔軟に構築できます。

結婚式の式次第、招待状
ラメを施した豪奢な白い用紙に、
ホワイトトナーのシル
エットをプリント。光の反射を活かしておしゃれに高級
感を演出します。

冊子などの表紙のデザイン
用紙の地色を活かしつつゴールド･シルバー・ホワイト
を重ねることによって、表現力がアップします。

DocuColor 7171 P (Model-ST) の主な仕様
基本機能 / プリント機能

コピー機能

項目
形式
カラー対応
書き込み解像度
ウォームアップ・タイム＊1
連続プリント速度＊2

項目
読み取り解像度

内容
コンソールタイプ
ゴールド･シルバー・ホワイト・ブラック
2400×2400 dpi
120秒以下
（室温23℃）
A4：71ページ/分 A3：35ページ/分
定形サイズ：最大 A3、
11×17" 最小 A5
トレイ1、
2、
3
非定形サイズ：140×182 mm ～ 330×488 mm
用紙サイズ＊3
定形サイズ：最大 A3、
11×17" 最小 郵便はがき
（日本郵便製）
手差しトレイ
非
 定形サイズ：100×148 mm ～ 330×488 mm
トレイ1、
2、
3 64 ～ 220 g/m2＊5
用紙坪量＊4
手差しトレイ 64 ～ 300 g/m2＊6
570 枚×3 トレイ＋手差しトレイ250 枚
標準
大容量給紙トレイ
（1 段）
：2100 枚×1 トレイ
給紙方式/
大容量給紙トレイB1-S：2100 枚×1 トレイ
オプション
給紙容量＊7
大容量給紙トレイC1-DS：2100 枚×2 トレイ
最大給紙容量 6160 枚 [標準＋大容量給紙トレイC1-DS]
＊8
出力トレイ容量
500 枚
（A3）
電源
AC100 V±10 %、
10 A＋10 A、
50/60 Hz 共用
（2 電源）
最大消費電力
2.0 kW
大きさ＊9
幅1217×奥行777×高さ1409 mm
設置スペース＊10
幅1814×奥行2007 mm
質量＊11
282 kg

＊1：設置環境やネットワーク環境により120 秒以上かかる場合があります。 ＊2：同一原稿連続片面プリント、64
～105 g/m2、非コート紙時。データ等の出力条件によって連続プリント速度が低下する場合があります。画質自動
調整、用紙サイズや用紙種類が混在したジョブ、給紙トレイ切り替えにより、連続プリント速度が低下する場合があ
ります。 ＊3：画像欠け幅は、先端4.0 mm、後端4.0 mm、手前側3.5 mm、奥側3.5 mm。ただし、用紙種類/用紙
先端部の画像条件により、紙づまりが発生する場合があります。 ＊4：当社推奨紙の使用をお勧めします。使用条
件によっては正しく印刷できない場合があります。 ＊5：片面/両面プリント。 ＊6：221～300 g/m2 は片面のみ。
＊7：当社J 紙。 ＊8：オプションのオフセットキャッチトレイ。当社J 紙。 ＊9：本体（大型カラー操作パネル付き）、
手差しトレイを閉じた時。排紙トレイは除く。 ＊10：本体（大型カラー操作パネル付き）＋オフセットキャッチトレイ。
＊11：本体（大型カラー操作パネル付き）。トナーカートリッジ、用紙、排紙トレイは除く。

書き込み解像度
ファーストコピー・タイム

自動両面原稿送り装置
項目
原稿送り装置の種類
原稿サイズ
用紙坪量
原稿積載枚数＊1
原稿交換速度
（A4ヨコ片面）

原稿読み取り速度＊1

スキャン方法

内容
カラースキャナー
最大297×432 mm
（A3、
11×17"）
600×600 dpi、
400×400 dpi、
300×300 dpi、
200×200 dpi
モノクロ：100枚/分、
カラー：100枚/分
[1パス両面読み取り時] モノクロ：200ページ/分、
カラー：200ページ/分
当社標準原稿
（A4ヨコ）
、
200 dpi、
親展ボックスまで
PX710 Print Server 2：TWAINスキャン、
プリントサーバー保存
DocuColor 7171 P：ボックス保存
（TWAINインターフェイス対応）
、
PC保
存、
メール送信、
USBメモリー保存＊2

＊1：原稿によって読み取り速度は異なります。 ＊2：オプション。

内容
自動両面原稿送り装置
最大：A3、
11×17"
最小：A5
2
38 ～ 200 g/m（両面時
：50 ～ 200 g/m2）
250枚
モノクロ：80ページ/分

＊1：当社P紙。

コントローラー［PX710 Print Server 2］
項目
形式
CPU
記憶装置
メモリー容量
サーバー OS名
搭載フォント
ページ記述言語
プリントデータフォーマット

スキャン機能
項目
形式
原稿サイズ
読み取り解像度

内容
600×600 dpi
2400×2400 dpi
（多値写真）
600×600 dpi
（文字/文字写真/写真/地図）
モノクロ：5.2秒以下
（A4、
モノクロ優先モード時）

プリンタードライバー対応
OS＊2

インターフェイス
対応プロトコル
電源
最大消費電力
大きさ＊4
質量

内容
外付け
インテル®Xeon®プロセッサー E3-1275v6
（3.8-4.2 GHz）
ハードディスク：1 TB
（オプションで1 TB 追加可能）
、
DVD Multi ドライブ
8 GB
（最大：16 GB）
Windows 10 IoT Enterprise
（64 ビット)
日本語5 書体
（リュウミンL-KLTM、
中ゴシックBBBTM、
太ミンA101TM、
太ゴB101TM、
じゅん101TM）
欧文136 書体
Adobe®PostScript®3TM、
PPML、
PDF/VT、
VIPP＊1
PS、
PDF
（1.0 ～ 1.7）
、
EPS、
TIFF、
JPEG
Windows 10
（32 ビット/64 ビット）
、
Windows 8.1
（32 ビット/64 ビット）
Windows 7
（32 ビット/64 ビット）
［Service Pack 1］
Windows Server 2016
（64 ビット）
、
Windows Server 2012 R2
（64 ビット）
Windows Server 2012
（64 ビット）
、
Windows Server 2008 R2
（64 ビット）
［Service Pack 1］
Windows Server 2008
（32 ビット/64 ビット）
［Service Pack 2］
macOS 10.14/10.13/10.12、
OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
Mac OS X 10.7/10.6、
Mac OS 9.2.2
Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
TCP/IP（LPD、FTP、SMB、IPP＊1 ）、AppleTalk＊3 、Bonjour
AC100 V±10 %、
4.3 A、
50/60 Hz 共用
0.4 kW
幅190×奥行415×高さ365 mm
12 kg

＊1：別売りソフトウェアFreeFlow Ⓡ VI Compose と組み合わせて利用。 ＊2：最新の対応OS については当社公式
サイトをご覧ください。 ＊3：Mac OS X 10.6 以降ではAppleTalk をサポートしていません。 ＊4：プリントサーバー
本体のみ。標準装備のモニター、キーボード、マウスを除きます。

オプションのファクス機能、大容量給紙トレイ（1段）、大容量給紙トレイB1-S、大容量給紙トレ
イC1-DS、オフセットキャッチトレイ、インターフェースモジュール、大容量スタッカー、フィ
ニッシャーC3 /中とじフィニッシャーC3、フィニッシャーD4 /中とじフィニッシャーD4、紙折
りユニットCD1/紙折りユニットD4、トリマー/スクエアフォールドの仕様については、当社公
式サイトをご覧ください。

※すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては当社の用紙
を推奨いたします。
その他の用紙につきましては、
当社営業にお問い合わせください。
※補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

●Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Mac、Mac OS、macOS、OS X、AppleTalk、Bonjourは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商
標です。●Adobe、PostScript、PostScriptロゴ、Adobe PDF、Adobe PDFロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の登録商標です。●Intel、インテル、インテルXeonは、米国およびその他の国におけるIntel
Corporation の商標または登録商標です。●その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。●記載内容及び商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷イ
ンキの性質上、実際の色と異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律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、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）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
用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉

●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、感電する恐れがあります。

●この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

https
富士ゼロックスに対するご意見､ご相談などは
お客様
相談センター

0120-27-4100

受付時間：土、
日、
祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、
13時～

17時。
フリーダイヤルは、
海外からはご利用いただけません。
また、
一部
のIP電話からはつながらない場合があります。

※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認する
ため、通話を録音させていただくことがあります。

Xerox、
Xeroxロゴ、
Fuji Xeroxロゴ、
FreeFlowは、
米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。
この印刷物の内容は2019年1月現在のものです。 DGE-1350 1901

