
10.1インチ大型カラー液晶
タッチパネル採用モデル

10.1インチ大型カラー液晶
タッチパネル採用モデル

デジタルフルカラー/デジタル複合機
カラーレーザー/レーザープリンター

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。
●10.1インチ大型カラー液晶タッチパネル対応機種：MX-6540FN、MX-5111FN/4111FN、MX-5110FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-M1204/M1054/M904

総合カタログ 2013-4



ドキュメントニーズに応え続けて世界累計生産 “1,650万台” を達成

■シャープドキュメント世界累計生産台数の推移 （単位：万台）
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シャープドキュメントシステムは世界で広く使われ、高い評価を

オフィスの多様なニーズに対応する、充実のフルラインアップ。Full Lineup

1972年にコピー機の生産を開始し、2012年9月には累計生産1,650万台を
達成しました。2012年で40周年を迎えたシャープドキュメントシステム製品。
そのクオリティは世界で認められています。
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カラー

デジタルフルカラー複合機
カラーレーザープリンター
デジタルフルカラー複合機
カラーレーザープリンター
デジタルフルカラー複合機
カラーレーザープリンター
デジタルフルカラー複合機
カラーレーザープリンター

価
格（
本
体
・
税
込
）

▲

スピード（カラー・枚/分） ▶

000000 A4000000連続複写速度 フルカラー モノクロ A4サイズ複合機・プリンター/

●A3機速度はA4ヨコ送り基準。A4機速度はA4タテ送り基準。●写真はオプションを装着しております。 ●表示価格は本体希望小売価格（税込）です。オプションの価格は含まれておりません。
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・複合機のエネルギー効率における最優秀業績賞  MX-M310
・最優秀A3モノクロ複合機（61-70枚/分クラス）  MX-M623N、MX-M623U
・最優秀大規模ワークグループ向けA4カラープリンター機  MX-C400P
・最優秀大規模ワークグループ向けA4モノクロプリンター機  MX-B400P
・デジタル複合機部門最優秀ラインアップ賞
・最優秀A3カラー複合機  MX-2600N、MX-3100N、MX-M4101N、MX-5101N
・最優秀中規模ワークグループ向けA4カラー複合機　
  MX-C311、DX-C311、MX-C401、DX-C401
・最優秀A3モノクロ複合機  MX-M283、MX-M363、MX-M453、MX-M503
・最優秀中規模ワークグループ向けA4モノクロ複合機  MX-B401
・最新複合機における最優秀業績賞（業界初格納式キーボードを含む）

2011
2010

2009

 

2008

・最優秀ワークグループ向けＡ4モノクロプリンター  MX-B400P
・最優秀ワークグループ向けＡ4カラープリンター  MX-C400P　
・最優秀個人用デスクトップドキュメント管理ソリューション  Sharpdesk®3.3
・最も安全な複合機製品群
・最も優れた複合機管理・統合技術
・最優秀Ａ4カラー複合機  MX-C311、MX-C401、DX-C311、DX-C401
・最優秀Ａ3カラー複合機（先進スキャン機能搭載）  MX-4100、MX-4101、MX-5001
・最優秀ワークグループ向けＡ4モノクロ複合機  MX-B401
・A3モノクロ複合機部門  MX-M283、MX-M363、MX-M453、MX-M503
・小規模オフィス向けモノクロ製品部門  MX-M260、MX-M310
・最優秀デジタルイメージング機器製品群
・最も安全な複合機製品
・最も優れた開発プラットフォーム  Sharp OSA® 
・最優秀部門・企業向けカラー複合機  MX-6201N
・ライトプロダクション※4モノクロ複合機部門  MX-M1100

2010　　

2009

2008

Buyers Laboratory Inc.

Better Buys for Business

MX-2610N、MX-3110N、MX-3610N、MX-B402SC、MX-C402SC、MX-C400P
MX-C401、DX-C401、DX-C400、DX-C311、DX-C310、
MX-5001N、MX-4101N、MX-4100N
AR-208S/D、MX-5001N、MX-4101N、MX-4100N、MX-3100N、
MX-2600N、MX-B401

Editor's Choice （編集者選定製品）
2011
2010

2009

Business Equipment Research & Test Laboratories

The Office Products Analyst

・最優秀総合的信頼性（モノクロ複合機）
・最優秀サービスサポート（カラー複合機）
・技術者推奨

2009
2008

BLI最優秀ラインアップ賞

受けています。

世界の専門機関から “高い評価” を受けています
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込
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▲

スピード（モノクロ・枚/分） ▶
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レーザープリンター
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￥17,236,800
フルオプション



クラウドにつながり、情報を共有可能。また、アプリケーションと連 

クラウド型ストレージサービスで情報を簡単に共有できます。効率化を目指す

クラウドサービス3sweb® Sharpdesk® Online※1を利用することで、パソコンやタブレット端末、
スマートフォンなどから情報の閲覧・共有が簡単に行え、ビジネスの効率化が図れます。

○3sweb® Sharpdesk® Online

Print System Online® 

Fax to Cloud

Network Print Service

Scanning to Cloud

クラウド上の情報を任意の
デジタル複合機から出力できる

オフィスで

会議室で
外出先で

手軽に情報共有できるクラウド型ストレージサービス 
3sweb® Sharpdesk® Online

3つのアプリケーションをご利用いただけます。

Data Cabinet Online®

Print System Online®

Accountant Professional Online®

●様々な機器から情報の共有/閲覧/印刷ができる・・・・
●任意の複合機から出力できる・・・・・・・・・・・・・・・
●多数の複合機を一括管理できる・・

Sharpdesk  Online

スマートフォンやタブレット端末と連携し、
出張中でも最新の情報を共有できる

会議で使うデータをクラウドから
直接タッチディスプレイに取り込み活用できる

ネットワークプリントサービスにより、
最寄りのコンビニエンスストアで出力できる

●対象機種：MX-5111FN/4111FN/5110FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-3111F/2310F

※1 3sweb® Sharpdesk® Onlineは、シャープビジネスソリューション株式会社が提供する法人向けクラウドサービスです。ご利用には別途法人契約が必要です。詳細につきましては、担当
セールスにおたずねください。※2 対応OSにつきましては、担当セールスにおたずねください。※3 別途パソコンが必要です。※4 ご利用できるコンビニエンスストア及びモバイル端末の対応
OSはネットワークプリントサービス用ウェブサイトにてご確認ください。 https://networkprint.ne.jp/ 

※2

※3

※4
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Sharp OSA®（Open Systems Architecture）は、複合機
の機能とアプリケーションソフトを連携し、複合機がトータ
ルアプリケーションの一部となって動作することを可能に
します。そのため入力から処理、出力といった一連の作業
を自動化し業務効率をアップ。また、より便利な使い方に
つなげることが可能です。

複合機＊をもっと有効活用するために

複合機を効率的に使い、作業やコストの無駄を抑えます。

動して複合機を効率的に使いこなせる。

効率化を目指す

アプリケーション
連携

Sharp OSA® Application

®Sharp OSA®

印刷指示をSharp Print System®サーバーに送信すれ
ば、ネットワーク経由で対応した任意の複合機から出力で
きます。使用中の複合機を避けて空いている複合機で
印刷できる等、複数の複合機を効率的に運用できます。
また、複合機の前に行ってから出力するので、用紙の取り
忘れ等による情報漏洩を防ぐことができます。

複数の複合機＊を効率よく運用できます

Sharp Print System®

複数の複合機からネットワーク経由で使用履歴を収集。
使用履歴データの集計・分析による複合機の運用効率
化に加え、ユーザー認証機能や利用制限機能によって
セキュリティの向上に貢献します。

複数の複合機＊を効率的に集中管理

SharpAccountant Professional®

【シャープ プリント システム/MX-AK11】

キャビネット、バインダー、フォルダーと実際に書類を保管
する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他の
PCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を
推進します。

ファイルデータをわかりやすく管理

SharpFiling®

【シャープファイリング/MX-UFX5・UFX1A※】

●名刺管理ソフトと連携し、名刺情報をデータベース化。営業をサポートし、顧客情報を共有できる。
●文字認識ソフト（OCRソフト）と連携し、紙の書類を電子化することにより、書類の有効活用を図る。

【シャープアカウンタントプロフェッショナル/MX-AK10】

スキャン時にまとめて読み取ったデータを仕分けたり、書類
の表題・日付などからファイル名を自動でつける事ができる
など、PC上での面倒な作業の負担を減らすことができます。

スキャンする際の不便を改善できます

Sharp OSA® Network Scanner Tool
【Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール/MX-UN01A/UN05A/UN10A/UN50A/UN1HA】

●手軽に複数の複合機を管理し、利用状況を集計・分析できる
　SharpAccountant Lite（MX-AKX3）もあります。

※SharpFiling®連携システムソフトウェアをご利用になる場合は、SharpFiling®５ラ
イセンスキット（MX-UFX5）およびSharpFiling®追加１ライセンスキット（MX-UFX1A）
に加え、アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。MX-UFX1Aをご利用
になる場合はMX-UFX5が必要です。

●対応機種は各製品ページのオプション情報をご覧ください。 ＊対象機種につきましては、担当セールスにおたずねください。
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自動認識ON印刷写真

文字も
くっきり再現

※1200×1200dpiは
　プリント出力（高精細モード）時のみ。

1200×1200dpi

空の青さや海のエメラルドグリーンなどの色合いを、より自然
に再現できるMycrosトナーHG®2を採用しました。写真入り
の提案書や企画書などの出力に実力を発揮。説得力の高い
ビジネス文書により、企業の営業力アップをサポートします。

○色の再現域を広げるために
　MycrosトナーHG®2/HG®3を開発

高解像度の追求により、微細な線による図面やグラフに
入る小さな文字も鮮明に出力できます。

○小さな文字や繊細な線も鮮明に出力する
　高解像度1200dpi

マジカルビュー®Ⅲ機能を搭載し、写真や文字などの構成
要素から原稿の種類を自動的に認識。適したモードを選んで
コピー＆スキャンします。

○原稿種別を自動的に認識する
　マジカルビュー®Ⅲ機能を搭載

粒径の小さなESキャリアを採用し、均一性の高い表現を
追求しています。グラデーションやハーフトーンを美しく再現
することが可能。クオリティの高いビジネス文書作りを
サポートします。

○均一でむらのない再現力を追求する
　ESキャリア採用

高画質出力により、
説得力の高い書類作りをサポートします。

提案力につながる 高画質性能。

提案力の向上

＊ES=Excellent Stability＊HG=High Grade　＊MycrosトナーHG®/粒状感を低減した独自開発トナー

◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。
※下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。

自然に近い
色合いで
再現

グラデーション
も美しく

F l o w e r  A r t  E x h i b i t i o n
展示会のお知らせ
11.3thu▶11.6sun
gallery FARM

●HG®2対象機種：MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/
3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/2310F

●HG®3対象機種：MX-6540FN

●対象機種：カラー機 MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、
MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-C312SC/C312、MX-C380P、DX-C310P、
モノクロ機 MX-M1204/M1054/M904、MX-M753/M623、
MX-M503N/M363N/M283N、MX-B382SC/B382、MX-B382P
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フリック
画面をタッチし指を滑らせる。
スクロール等に使用。

ドラッグ
一定時間画面を押してからずらす。
ページ編集操作に使用。

ピンチイン・アウト※
プレビューの拡大/縮小が
行えます。

背景画像も
カスタマイズ可能

様々な画像を
貼り付けることが
可能

※マルチタッチ機能が使えるのは、MX-3640FN/3140FN/2640FNのみです。

プレビューの拡大・縮小も指の動きで操作可能。ページの
入れ替えや回転、ページの削除などの編集作業も複合機
の液晶タッチパネルから行えます。

○マルチタッチ※に対応し直感的に操作可能

仕上がりイメージを画面で確認・編集でき、ミスプリントに
よる用紙や作業時間の無駄を減らせます。

○仕上がりを確認できる
　アドバンスドプレビュー機能

ホーム画面やお気に入りは、ユーザー認証機能との組み
合わせによりカスタマイズが可能です。お客様が用意され
たロゴ等の素材をお使いいただけます。

○使い方に応じて設定変更できる
　カスタマイズ機能

複合機の 大型液晶タッチパネル
だけで編集作業が可能。

作業効率を追求

基本画面の右端に関連する次のアクションを表示。スピー
ディな選択をサポートします。

○次の操作をアシストする
　アクションパネル機能

タッチする、滑らせるなどの指の動きで確定操作や
スクロールが可能。ピンチイン・アウト※にも対応
します。

○指の動きで多彩な機能を操れます

現在の表示状態に関係したリンクボタンやメッセージを、
複合機が次の操作を予測して表示。

10.1インチ大型液晶タッチパネルを使い、
パソコンなしでページ編集できます。

●対象機種：MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-M1204/M1054/M904

ページの
確認

ページの
削除

ページの
回転

ページの
入れ替え

ページの
拡大/縮小
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※ICカードによる認証にはオプションのICカードリーダーライター（MX-ECX2）が必要です。
操作パネルで認証

複合機本体で認証 外部サーバーで認証

認証方法 1

ICカードで認証※
認証方法 2

LDAPサーバーで認証
認証方法 3

Active Directory サーバーで認証
認証方法 4

パスワード、E-mailアドレス等を入力

読み込み時
 防止用データを検知※

・白紙で出力
・出力せずに
コピーを停止

コピー

防止用データを
埋め込み※

コピー
プリント

データを消去※電子データの暗号化※

Copy Data

Print Data

Scan Data

Fax/
インターネット
Fax Data

123456 7＊Ｇ＆＃ 秘

・マシンのシリアル番号
・文字
・日付、時刻　
・ログイン名/ユーザー番号
・アカウントジョブID

印字できる項目

日付や
ユーザー名などを
ページ上/下に
記載

YYYY/MM/DD_ユーザーA_ID:0000000
（年/月/日）（ユーザー名）（ジョブID）

YYYY/MM/DD_ユーザーA_ID:0000000

IDとパスワード入力による認証の他、ICカードリーダーに
よる認証も可能。また、外部サーバーでの認証も行えます。

○ICカード認証※やサーバー認証に対応

ハードディスクに蓄積するデータは、暗号化して保存。コピー
出力後やファクス送信後は、自動的にデータを消去します。

○電子データの暗号化と自動消去が可能
データを埋め込んで不正コピーを防止。白紙出力やコピー
を停止するなどして、データの漏洩を未然に防ぎます。

○ドキュメントコントロール機能で不正を防止

印刷された日時やログイン情報をページに記載可能。情報漏
洩時、いつ、どの複合機で、誰が出力したものかが追跡できます。

○追跡情報印字で情報の持ち出しを防止
本体リース完了後、ジョブデータや保存された画像データ
などの情報をすべて消去。工場出荷時の状態に戻します。

○簡単に個人情報を削除可能

誤送信の防止や受信紙の放置防止などを制定したガイド
ラインに準拠しています。

○ファクス通信のセキュリティを
　高めるFASEC1に準拠

高度なセキュリティ機能で、大切な情報をしっかり守ります。

充実の セキュリティ機能 を搭載。

情報を保守する

1

●パスワードで情報を守る受信データホールド
●万一の誤送信を防止する宛先確認機能
●パスワードで情報を守る親展プリント機能
●地紋印字機能で不正コピーを抑止

●認証された機器のみネットワークの利用を許可
●ネットワーク上のデータ送受信を暗号化
●PDFファイルを暗号化して作成

FeliCa® MIFARE® ELWISE®

･IDm
･SSFC
･ユーザーエリア

･UID ･カードシリアルID

eLWISE®

･.com-ID ･専用フォーマット

当社専用ICカード

●ＩＣカードリーダーライター（MX-ECX２）接続時は、下記ICカードが使用できます。
　対応機種につきましては、22ページをご覧ください。

●対応機種につきましては、22ページをご覧ください。

●対応機種につきましては、22ページをご覧ください。
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お客様の情報を守るために様々なセキュリティ機能を搭載

※オプションのデータセキュリティキットが必要です。（品番は機種により異なります。）
MX-6540FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-3611F、
MX-M1204/1054/904、MX-M354FP/M314FP/M264FPは
標準で設定可能。当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。

※オプションのデータセキュリティキットが必要です。（品番は機種により異なります。）
　写真比率の高い原稿等、原稿や出力する用紙および設定条件によっては正しく動作
　しない場合があります。

●FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリ
　ティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、この
　ガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。



環境に配慮 し、電気料金などの
経費も抑える。

非穀物系
バイオ原料

登録NO.120

コストを抑える

9：00
始業時間 昼休み 終業時間

12：00 13：00

電源オフ 電源オン 電源オフ 電源オン 電源オフ

17：00

バイオマス原材料

光合成

コピー リサイクル工場

酸素 CO2

再生紙

脱墨済トナー

焼却

バイオマス
由来樹脂

石油資源

従来
樹脂

CO2排出

CO2吸収

バイオマストナー

●ウォームアップタイムを短縮することで、作業のスピード化と共に消費電力の低減を追求しました。
●ファクス/ネットワーク待機時の消費電力は、1Wを実現。TEC値の低減につなげています。
●使わない時は、節電ボタンで待機状態に。消費電力を抑えることができます。

○TEC値の低減を追求

始業時間に合わせて電源をON、昼休みにはOFFなど、
自動的に電源のON/OFFを制御できます。消し忘れを
防止するなど、節電に役立つ機能です。

○節電に役立つ電源ON/OFF機能を搭載

イメージ送信やスキャン保存などの印刷を伴わない場合は、
定着オフ（紙にトナーを定着させるための加熱をしない）に
したままジョブを実行。消費電力の大幅な削減が可能です。

○スキャン時の消費電力も抑えました

非穀物系バイオマストナーの採用により、有機資源による
物質を一定基準以上含むバイオマスプラスチック製品とし
てBPマークが認証されました。また、カーボン・ニュートラル
材料の利用により、CO2排出量の増加を抑えています。

○非穀物系バイオマストナーを採用

ジョブログから使用状況を取得して分析。各時間帯に合っ
た電源管理を行うことで、省エネ運転をサポートします。

○エコ学習機能で電源管理を効率化

環境のために、トナーの材料にもこだわりました。環 境 配慮

消費電力を抑えるために多彩な機能を搭載しました。

●対応機種：MX-M1204/M1054/M904、M753/M623

●対象機種：MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-M1204/M1054/M904

※1プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB16）が必要です。※2＜浮遊カビ菌＞●試験機関：（財）石川県予防医学協会●試験方法：約31m³（約８畳相当）の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサ
ンプラーにて測定。（プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³）■試験結果：約195分で除去率99％。 ※3＜浮遊菌＞●試験機関：米国 ハーバード大学公衆衛生大学院 名誉教授メルビン・ファースト博士●試験方法：約40m³（約10畳相当）
の試験空間に、ある1種の菌を浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出し、その後、試験空間内の菌を回収し、空気中の菌除去率を測定。（プラズマクラスターイオン濃度：4,700個/ｃｍ³）■試験結果：約38分で99%抑制。※4＜付着臭＞●試験機
関：当社調べ●試験方法：約41m³（約10畳相当）の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。（プラズマクラスターイオン濃度：7,000個/cm³）■試験
結果：約80分で気にならないレベルまで脱臭。（ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。） 
＊当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載のプラズマクラスターイオン発生装置（オプション）を搭載したデジタル複合機を壁際に置いて、風量最大運転時に高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中
央付近（床上から高さ1.5m）の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。　●適用床面積：約14畳（約23m2）左記より広い面積でご使用する場合は、担当セールスにおたずねください。

オフィスの快適な空気環境を目指します。 プラズマクラスターイオン発生装置®（MX-PC12）※1

プラズマクラスターイオン発生装置
（オプション）

約31m³（約8畳相当）の試験空間、
イオン濃度3,000個での約195分後
の効果です。

浮遊カビ菌※2を除菌
約40m³（約10畳相当）の試験空間、
イオン濃度4,700個での約38分後
の効果です。

浮遊菌※3の作用を抑制
約41m³（約10畳相当）の試験空間、
イオン濃度7,000個での約80分後
の効果です。ニオイの種類・強さ・対
象物の素材などによってニオイ除去
効果は異なります。

付着臭※4を分解・除去

適用床面積：約14畳（約23m2）

オプションとしてプラズマクラスターイオン発生装置を本体に装着でき、オフィスの浮遊カビ菌※2や
浮遊菌※3の作用を抑え、付着臭※4も分解します。

プラズマクラスター技術で実証している主な効果  ●約8～10畳相当の試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生機器を用いた実証結果です。イオン濃度
が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。 ●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況（温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、
商品の設置場所など）や商品特性、使い方（イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など）、個人によって異なります。

●対応機種は各製品ページのオプション情報をご覧ください。
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ネットワークを活用して、情報の共有化や複合機の保守管理が 

●対象機種：カラー機 MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/2310F、MX-C312SC/C312、
モノクロ機 MX-M1204/M1054/M904、MX-M753/M623、MX-M503N/M363N/M283N、MX-M503F/M423F/M363F、MX-B382SC/B382、
MX-M354FP/M314FP/M264FP

●対応端末、対応OSにつきましては、担当セールスにおたずねください。

SCAN

PRINT

ファクスやインターネットFaxのデータを、TIFFやPDFデータに変換し、
指定した共有フォルダーやE-mailなどに転送できます。

○ファクスの受信データを転送して共有

無線LANアクセスモードを搭載。無線LAN機能を搭載したパソコン、スマートフォンやタブレット端末から接続可能。
データを簡単に出力できます。

○無線LANで手軽にスマートフォンやタブレット端末と接続

情報の共有化によって、営業力のアップをサポートします。営業力をサポート

パソコンなしでモバイル端末と簡単に連携。スキャンした
資料をスマートフォンに取り込んだり、出先で撮った写真を
プリントするなど多彩に活用できます。

デジタル複合機とモバイル端末を簡単に連携可能

Sharpdesk Mobile®

■無線LANインフラストラクチャーモード

※複合機を経由して外部ネットワークと接続はできません。最大同時接続台数は5台です。※無線LANルーターが別途必要です。

無線LANルーター
（アクセスポイント）

有線LAN接続

■無線LANアクセスポイントモード/アドホックモード

イントラネットに有線接続されたデジタル複合機がアクセスポイントと
なることで、スマートフォンやタブレット端末と複合機を直接接続。

イントラネットに接続されたアクセスポイントを介して、
デジタル複合機と接続。

●アクセスポイントモードは、MX-3640FN/3140FN/2640FNのみ対応。アドホックモード/インフラストラクチャーモードは、オプションのUSB無線LANアダプター（MX-EB13）が必要です。
　対応機種は各製品ページのオプション情報をご覧ください。

設定登録先に自動的に振り分けて転送

E-mail※1
電子メールで転送

FTPサーバー
デジタルデータとして管理

別のファクス※4
別のファクスに転送

Desktop※2
指定したパソコンへ転送

共有フォルダー
共有フォルダー内に転送 共有

フォルダー

※3  

ファクス受信

※1 携帯電話にE-mail転送する際は、受信データを常にプリン
　　トするに設定してください。また、データのバックアップ用に他の
　　宛先に対して送信を指定してください。
※2 ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。
　　●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホーム
　　ページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）
※3 ドキュメントビューア、Adobe®Reader®LEがインストールされて
　　おり、PDFデータがメール添付ファイルとして受信できるもの。
　　接続条件によっては接続できない場合があります。
　　●ドキュメントビューアはPicsel Technologiesにより実現して
　　います。
※4 対応機種は、MX-3640FN/3140FN/2640FN、
　　MX-5111FN/4111FN、MX-5110FN/4110FN、
　　MX-3611F/3111F/2310F

転送時のファイル名にアド
レス帳に登録済みの連絡
先名を付加できます。
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可能。ビジネスをしっかりとサポートできる。

通信環境を使って、お客様の複合機を見守ります。効率化を目指す

ファクス回線やインターネット回線を利用し、複合機の稼働状況を遠隔で監視。
トナーなどの消耗品をタイムリーに供給でき、万一のトラブル発生時にもスピーディに対応できます。

複合機のスムーズな運用のために

SHARP POWERNET SYSTEM®

【シャープパワーネットシステム】

●シャープパワーネットシステムに関する詳しい内容につきましては、担当セールスにおたずねください。

●主な対応機種一覧
MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/2310F、MX-C312SC/C312、
MX-C380P、MX-M1204/M1054/M904、MX-M753/M623、MX-M503N/M363N/M283N、MX-M503F/M423F/M363F、MX-B382SC/B382、MX-B382P、
MX-M354FP/M314FP/M264FP

操作パネル上にWebページやPDFファイルを表示 複合機本体だけで直接印刷できます。

印刷指示

●対象機種：MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-M1204/M1054/M904

Internet

本体の大型カラー液晶タッチパネルを使って、直接ウェブブラウジングが可能。資料の作成に必要な情報を、その場で確認。
さらに、そのまま出力できます。パソコンまで戻る手間が減らせ、作業効率のアップにつながります。

○本体からインターネットにアクセス、そのまま印刷も可能※

パソコンなしでもウェブブラウジングが可能です。作業効率を追求

※オプションのウェブブラウジング拡張キット（MX-AM10）が必要です。

●検針データ
（各種カウンター情報）
●マシン状態情報
●診断情報

定期的にマシンの情報を
送信します。

●サービスマンコール
●メンテナンスコール
●トナーアラート
●紙づまり

マシントラブルが発生した
場合に送信されます。

カウンター検針情報やトラブル情報など
マシンの状況をセンターへ通知します。お 客 様 販売店（サービス・メンテナンス）

シャープビジネスソリューション（株）

カスタマーセンター

トナー切れなどの
ダウンタイムも
短縮が図れます。

メンテナンスの時間が
短縮できます。

定期的にマシン診断情報
を取得することで故障を
未然に抑止します。

マシンの状況を把握
しているので、対処も
スピーディです。

トナーもタイミング良く
供給できます。

専門のスタッフが、リモート
でお客様のマシンを
しっかりチェックします。

マシンの状況把握による的確な処置

リモート
サービス

トナー配送
サービス

フィールド
サービス
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高度な生産性と際立つ高画質を追求したフラッグシップモデル。
MX-6540FN

枚6565
コピー･プリントスピードコピー･プリントスピード

モノクロモノクロ

枚62カラー

●カラータンデムプロセス イメージ

111111

カラー
デジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンター



Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-PN13A （105,０００円）110,25０円パンチユニット（FN21/FN22用）※3

MX-FN19 （40０,０００円）420,0００円フィニッシャー（50枚綴じ）

MX-PN12A （７7,０００円）80,85０円パンチユニット（FN19/FN20用）※2

MX-LC12 （150,０００円）157,50０円大容量給紙トレイ（A4）
MX-LCX3 N （350,０００円）367,50０円大容量給紙トレイ（A3）
MX-KB13 （44,０００円）46,20０円キーボード
MX-PC12 （88,０００円）92,40０円プラズマクラスターイオン発生装置※9
MX-XB16 （10,０００円）10,50０円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット
MX-PUX1 （110,０００円）115,50０円XPS拡張キット

MX-RB12 （58,０００円）60,90０円中継ユニット※5※6
MX-RB13 （73,０００円）76,65０円中継ユニット
MX-TU14 （10,０００円）10,50０円排紙トレイキャビネットユニット※5
MX-RB15 （130,０００円）136,50０円カール補正ユニット※6

MX-FD10 （1,567,０００円）1,645,35０円紙折りユニット
MX-MF11 （156,０００円）163,80０円手差しトレイ（大容量2段給紙トレイ用）
MX-LC13 （897,０００円）941,85０円大容量2段給紙トレイ※1
MX-RB14 （110,０００円）115,50０円搬送ユニット※8

MX-CF11 （430,０００円）451,50０円インサーター※7

MX-TM10 （569,０００円）597,45０円トリマーユニット※4

※１ 別途専用電源が必要です。※2 フィニッシャー（MX-FN19）またはサドルフィニッシャー（MX-FN20）の装着が必要です。※3 
フィニッシャー（MX-FN21）またはサドルフィニッシャー（MX-FN22）の装着が必要です。※4 サドルフィニッシャー（MX-FN22）の
装着が必要です。※5 排紙トレイキャビネットユニット（MX-TU14〈本体のみでご使用の場合〉）もしくは、中継ユニット（MX-RB12
〈排紙系オプションを装着する場合〉）の装着が必要です。※6 排紙系オプション（MX-FN19/FN20/FN21/FN22）、を接続する
場合、中継ユニット（MX-RB12）の装着が必要です。また、フィニッシャー（MX-FN21/FN22）を接続する場合は、中継ユニット
（MX-RB12）とカール補正ユニット（MX-RB15）の装着が必要です。※7インサーターを接続する場合、紙折りユニット
（MX-FD10）もしくは、中継ユニット（MX-RB13）の装着が必要です。※8 大容量2段給紙トレイ（MX-LC13）を接続する場合、
搬送ユニット（MX-RB14）の装着が必要です。※9 プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB16）が必要です。
※10 仕様に関しては、USB無線LANアダプター（MX-EB13）専用カタログをご参照ください。

MX-FN21 （698,０００円）732,9００円フィニッシャー（100枚綴じ）※１
MX-FN20 （570,０００円）598,5００円サドルフィニッシャー（50枚綴じ）
MX-FN22 （984,０００円）1,033,2００円サドルフィニッシャー（100枚綴じ）※１

MX-PF１0 （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット
MX-PF11 （６０,０００円）６３,０００円漢字フォントキット

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-EB13 （25,０００円）26,25０円USB無線LANアダプター※10

※11 3回線増設時は回線増設キットは2台必要となります。また3回線増設時はプラズマクラスターイオン発生装置
（MX-PC12）は同時装着できません。※12 アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワーク
スキャナーツールからPCに格納されているXPSファイルを印刷する場合には、さらにXPS拡張キットが必要です。※13 この商品
をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。※14 取付けには別途サービスパーツが必要
となります。

MX-FL10 （１００,０００円）１０５,０００円回線増設キット（2回線/3回線）※11

MX-FWX１ （３０,０００円）３１,５００円インターネットファクス拡張キット
MX-EB11 （12０,０００円）126,0００円スキャナー機能拡張キット
MX-AM10 （5０,０００円）52,5００円ウェブブラウジング拡張キット
MX-EB15 （115,０００円）120,75０円ミラーリングキット

MX-USX５ （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション拡張キット
MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション通信キット
MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円外部アカウントキット

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

MX-CCX１ （７１,０００円）７４,５５０円ICカード（５枚入り）
MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）※14

ステープルカートリッジ（FN19/FN20用） AR-SC2 （7,5００円）7,875円
ステープルカートリッジ（FN20サドルステッチ用）

MX-FR36U （１５３,０００円）１６０,６５０円データセキュリティキット（非認証版）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※13 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※12
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※12
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※12
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※12
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※12

AR-SV１ （3,5００円）3,675円スタンプカートリッジ

MX-SCX2 （12,0００円）12,600円ステープルカートリッジ（FN21/ＦＮ22用）
MX-SCX1 （7,5００円）7,875円ステープルカートリッジ（FN22サドルステッチ用）

AR-SC3 （4,0００円）4,200円

1200×1200dpiインチカラー液晶
タッチパネル
インチカラー液晶
タッチパネル
インチカラー液晶
タッチパネル
インチカラー液晶
タッチパネル
イイイイイイイ
タタタタタタタ10.1

● モノクロ毎分65枚、カラー毎分62枚の高速出力が可能。
急ぎの仕事やパンフレットの出力をスピーディに行えます。

● 10.1インチカラー液晶タッチパネルを搭載。イメージを見ながら、
ページの削除や順番の入れ替えも可能です。

● 1200×1200dpiの高画質により、クオリティの高い出力が可能。
カタログやリーフレットなどの内製化にも対応できます。

主な特長主な特長主な特長

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

両面同時読取
（DSPF）

最大給紙
9,350枚

ウォームアップ
80秒

モノクロ
4.0秒

最大サイズ
SRA3、A3ワイド

コピー
600dpi

ワンタッチダイヤル
2,000件

インターネット
Fax送受信

カラーコピーカラーコピーカラーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）

ズーム機能
25～400％※1

電子ソート
機能

PC-Fａｘ
送信

※1 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。※2 データの暗号化・自動消去のみ。当機能の設定につきましては、担当セールス
におたずねください。※3 インフラストラクチャーモード。

システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/50枚綴じ（MX-FN20）、パンチユニット/FN19/20用（MX-PN12A）、
中継ユニット（MX-RB12）、大容量給紙トレイ/A4（MX-LC12）を含みます。

システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/100枚綴じ（MX-FN22）、パンチユニット/FN21/22用（MX-PN13A）、
トリマーユニット（MX-TM10）、紙折りユニット（MX-FD10）、カール補正ユニット（MX-RB15） 、中継ユニット（MX-RB12）、イン
サーター（MX-CF11）、搬送ユニット（MX-RB14）、手差しトレイ/大容量2段給紙トレイ用（MX-MF11）、大容量2段給紙トレイ
（MX-LC13）、キーボード（MX-KB13）、インターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）を含みます。

プリント
1200dpi

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ※2

省エネ機能 ユニバーサル
デザイン

USBメモリー
スキャン

ユーザー
認証

カラー
5.6秒

は標準機能です。 はオプションが必要です。

（オプション）

両面
同時読取

10.1inch
大型タッチパネル

推奨システム

■ 推奨システム

フルオプション

MX-6540FNMX-6540FNMX-6540FN
4,362,75０円（4,155,０００円）（税抜価格）希望小売価格シ ス テ ム

MX-6540FNMX-6540FNMX-6540FN
3,465,０００円（3,30０,０００円）（税抜価格）希望小売価格本  体

■ フルオプション MX-6540FNMX-6540FNMX-6540FN
8,799,0００円（8,380,０００円）（税抜価格）希望小売価格シ ス テ ム

R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第11117037号

3R・省エネ設計

登録NO.134

MX-6540FN
MX-6540FN 　62枚/分・●65枚/分（A4ヨコ）

無線LAN
対応※3

●写真はオプションを装着しております。●商品のくわしい内容につきましては、商品カタログでご確認ください。
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MX-FN10 （26０,０００円）273,０００円サドルフィニッシャー※１

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-PNX5A （７０,０００円）73,５００円パンチユニット（FN10用）

MX-FN17 （15０,０００円）157,5００円フィニッシャー
MX-PN11A （７０,０００円）73,５００円パンチユニット（FN17用）

MX-HNX1 （１0,０００円）１0,50０円ハンドセット
MX-DE12 （１50,０００円）１57,50０円1段給紙デスク
MX-DE13 （250,０００円）262,50０円2段給紙デスク
MX-DE14 （300,０００円）315,00０円3段給紙デスク

MX-LC11 （150,０００円）157,50０円大容量給紙トレイ（A4）※2
MX-KB11 N （44,０００円）46,20０円キーボード
MX-EB12 N （50,０００円）52,50０円ミラーリングキット
MX-LT10 （20,０００円）21,00０円長尺用紙給紙トレイ
MX-PC12 （88,０００円）92,40０円プラズマクラスターイオン発生装置※3
MX-XB16 （10,０００円）10,50０円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット

MX-RB10 N （40,０００円）42,00０円中継ユニット

MX-PF１0 （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット
MX-PF11

MX-PUX1

（６０,０００円）

（11０,０００円）

６３,０００円

115,5００円

漢字フォントキット
MX-FL10 （１００,０００円）１０５,０００円回線増設キット（2回線/3回線）

MX-FWX１ （３０,０００円）３１,５００円インターネットファクス拡張キット
MX-EB11 （12０,０００円）126,0００円スキャナー機能拡張キット
MX-AM10 （5０,０００円）52,5００円ウェブブラウジング拡張キット

MX-USX５ （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション拡張キット

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

MX-CCX１ （７１,０００円）７４,５５０円ICカード（５枚入り）
MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）※7

AR-SC3 （4,0００円）4,200円ステープルカートリッジ（FN10サドルステッチ用）
MX-SCX1 （7,5００円）7,875円ステープルカートリッジ（FN10用/FN17用）

MX-FR41U （１５３,０００円）１６０,６５０円データセキュリティキット（非認証版）

XPS拡張キット※4

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※6 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

※１ MX-DE12/DE13/DE14/DE20のいずれかとMX-RB10の装着が必要です。※２ MX-DE12/DE13/DE14/DE20
のいずれかの装着が必要です。※３ プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB１6）が必要です。※４ XPS
（XML Paper Specification）※5 Sharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格納されているXPSファイルを印刷する
場合には、さらにXPS拡張キットが必要です。※6 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）
が必要です。※7 取付けには別途サービスパーツが必要となります。

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※5
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※5
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※5
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※5
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※5

MX-FN18 （570,０００円）598,5００円サドルフィニッシャー※１

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-PNX6A （７7,０００円）80,85０円パンチユニット（FN11/FN18用）※2

MX-FNX9 （15０,０００円）157,5００円フィニッシャー
MX-PNX1A （７０,０００円）73,５００円パンチユニット（FNX9用）

MX-HNX1 （１0,０００円）１0,50０円ハンドセット
MX-DE16 （250,０００円）262,50０円2段給紙デスク
MX-LC11 （150,０００円）157,50０円大容量給紙トレイ（A4）※3
MX-KB11 N （44,０００円）46,20０円キーボード
MX-EB12 N （50,０００円）52,50０円ミラーリングキット
MX-PC12 （88,０００円）92,40０円プラズマクラスターイオン発生装置※4
MX-XB16 （10,０００円）10,50０円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット

MX-RB11 （40,０００円）42,00０円中継ユニット

MX-PK1１ （１１０,０００円）１１５,５００円PS拡張キット

MX-PF１0 （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット
MX-PF11

MX-PUX1

（６０,０００円）

（11０,０００円）

６３,０００円

115,5００円

漢字フォントキット
MX-EB13 （25,０００円）26,25０円USB無線LANアダプター※6
MX-FL10 （１００,０００円）１０５,０００円回線増設キット（2回線/3回線）※7

MX-FWX１ （３０,０００円）３１,５００円インターネットファクス拡張キット
MX-EB11 （12０,０００円）126,0００円スキャナー機能拡張キット
MX-AM10 （5０,０００円）52,5００円ウェブブラウジング拡張キット

MX-USX５ （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション拡張キット
MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション通信キット
MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円外部アカウントキット

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

MX-CCX１ （７１,０００円）７４,５５０円ICカード（５枚入り）
MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）※10

ステープルカートリッジ（FNX9/FN10用） MX-SCX1 （7,5００円）7,875円
ステープルカートリッジ（FN11/FN18用）

MX-FR33U （１５３,０００円）１６０,６５０円データセキュリティキット（非認証版）

XPS拡張キット※5
MX-SM10 （4０,０００円）42,0００円増設メモリーボード（1GB）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※9 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

※１ 2段給紙デスク（MX-DE16）と中継ユニット（MX-RB11）が必要です。※2 フィニッシャー（MX-FN１１）、サドルフィニッシャー
（MX-FN１8）の装着が必要です。※3 2段給紙デスク（MX-DE16）の装着が必要です。※4 プラズマクラスターイオン発生装置取り
付けキット（MX-XB１6）が必要です。※5 この商品をご利用になる場合は増設メモリーボード（１GB）（MX-SM10）が必要です。XPS
（XML Paper Specification）※6 仕様に関しては、USB無線LANアダプター（MX-EB13）専用カタログをご参照ください。※7 3
回線増設時は回線増設キットは2台必要となります。また3回線増設時はプラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC12）は同時装
着できません。※8 アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格
納されているPDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張キット、XPS拡張キットがそれぞれが必要です。※9 この商品をご
利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。※10 取付けには別途サービスパーツが必要となります。

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※8
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※8
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※8
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※8
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※8

MX-FN11 （40０,０００円）420,0００円フィニッシャー※１
MX-FN10 （260,０００円）273,0００円サドルフィニッシャー※１
MX-PNX5A （７0,０００円）73,50０円パンチユニット（FN10用）

AR-SV１ （3,5００円）3,675円スタンプカートリッジ

AR-SC3 （4,0００円）4,200円ステープルカートリッジ（FN10/FN18サドルステッチ用）
AR-SC2 （7,5００円）7,875円

MX-DE20 （380,０００円）399,00０円大容量給紙デスク

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

両面同時読取
（DSPF）

最大給紙
6,300枚

モノクロ
4.7秒※２

ウォームアップ
34秒※１

モノクロ
4.1秒※１

最大サイズ
A3ワイド

コピー
600dpi

ワンタッチダイヤル
2,000件

インターネット
Fax送受信

カラーコピーカラーコピーカラーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）

ズーム機能
25～400％※３

電子ソート
機能

PC-Fａｘ
送信

※１ MX-5111FN。※２ MX-4111FN。※３ 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。※4 アドホックモード/インフラストラ
クチャーモード。

R

プリント
1200dpi

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ 省エネ機能 ユニバーサル

デザイン

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第10１１７０20号

3R・省エネ設計

USBメモリー
スキャン

ユーザー
認証

登録NO.134

R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第10117０07号

3R・省エネ設計

登録NO.134

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

両面
原稿送り

最大給紙
7,400枚

モノクロ
5.2秒※１

モノクロ
5.8秒※２

モノクロ
5.9秒※3

ウォームアップ
18秒

カラー
6.8秒※１

カラー
7.9秒※2

カラー
8.1秒※3

最大サイズ
A3ワイド

コピー
600dpi

USBメモリー
スキャン

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ※5 省エネ機能

PC-Fａｘ
送信

ズーム機能
25～400％※4

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

ワンタッチダイヤル
2,000件

ユーザー
認証

※１ MX-3640FN。※２ MX-3140FN。※3 MX-2640FN。※4 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。※5 データの暗号化・自動
消去のみ。当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。※6 アクセスポイントモード/インフラストラクチャーモード。

インターネット
Fax送受信

プリント
1200dpi

MX-5111FNMX-5111FNMX-5111FN
２,593,5００円（２,470,０００円）

MX-4111FNMX-4111FNMX-4111FN
2,394,00０円（2,280,０００円）

2,331,０００円（2,22０,０００円） 2,131,50０円（2,030,０００円）
（税抜価格）希望小売価格
（税抜価格）希望小売価格

262,5００円 （25０,０００円）262,5００円 （25０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

シ ス テ ム
本  体

2段給紙デスク

クラウド対応・タッチパネルで直感操作。高画質を追求したデジタル複合機。

MX-3640FN/3140FN/2640FN

MX-3640FN 　 36枚/分・● 36枚/分（A4ヨコ）
MX-3140FN 　 31枚/分・● 31枚/分（A4ヨコ）
MX-2640FN 　 26枚/分・● 26枚/分（A4ヨコ）

高速性能、高画質を優しく活用できるオフィスのセンターマシン。

MX-5111FN/4111FN

MX-5111FN 　51枚/分・●51枚/分（A4ヨコ）
MX-4111FN 　41枚/分・●41枚/分（A4ヨコ）

ウォームアップ
30秒※２

カラー
5.7秒※１

カラー
6.7秒※2

カラーコピーカラーコピーカラーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）

MX-2640FNMX-2640FNMX-2640FN
1,664,25０円（1,585,０００円）（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格
315,0００円 （30０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

シ ス テ ム
本  体

3段給紙デスク
１,349,25０円（１,285,０００円）

MX-3140FNMX-3140FNMX-3140FN
1,800,75０円（1,715,０００円）

315,0００円 （30０,０００円）
１,485,75０円（１,415,０００円）

MX-3640FNMX-3640FNMX-3640FN
2,163,0００円（2,060,０００円）

315,0００円 （30０,０００円）
1,848,0００円（1,76０,０００円）

（オプション）（オプション） 両面
同時読取

Sharpdesk Online Sharpdesk Online

無線LAN
対応※6

無線LAN
対応※4

10.1inch
大型タッチパネル

10.1inch
大型タッチパネル

131313

カラー
デジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンター

は標準機能です。 はオプションが必要です。は標準機能です。 はオプションが必要です。



MX-FN17 （１５０,０００円）１５７,５００円フィニッシャー
MX-PN11A （７０,０００円）７３,５００円パンチユニット（FN17用）
MX-HNX１ （１０,０００円）１０,５００円ハンドセット
MX-DE12 （15０,０００円）157,5００円1段給紙デスク
MX-DE13 （２５０,０００円）２６２,５００円２段給紙デスク
MX-DE14 （30０,０００円）315,５００円3段給紙デスク
MX-PC１2 （８８,０００円）９２,４００円プラズマクラスターイオン発生装置※1
MX-XB16 （１０,０００円）１０,５００円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット

Option

MX-PK11 １１５,５００円PS拡張キット

MX-FL10 １０５,０００円回線増設キット

MX-FWX１ ３１,５００円インターネットファクス拡張キット

MX-USX５ ３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ ６３,０００円アプリケーション拡張キット

AR-SU１ １０,５００円済スタンプユニット

（１１０,０００円）
MX-PUX1 １１５,５００円XPS拡張キット※2 （１１０,０００円）
MX-SM10 42,0００円増設メモリーボード（1GB） （4０,０００円）

MX-PB14 73,５００円プリンター拡張キット （7０,０００円）

MX-PF１0 ６３,０００円バーコード用フォントキット （６０,０００円）
MX-PF11 ６３,０００円漢字フォントキット （６０,０００円）

（１００,０００円）
MX-EB13 26,25０円USB無線LANアダプター※3 （25,０００円）

（３０,０００円）

（３６,０００円）

（６０,０００円）

（１０,０００円）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※5 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション通信キット
MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円外部アカウントキット

MX-FR34U （153,０００円）160,65０円データセキュリティキット（非認証版）（MX-3111F/2310Ｆ用）
MX-FR39U （153,０００円）160,65０円データセキュリティキット（非認証版）（MX-3611F用）

MX-CCX１ ７４,５５０円ICカード（５枚入り）
MX-SCX１ ７,８７５円ステープルカートリッジ（FN17用）

（７１,０００円）
（７,５００円）

MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）※6

※1プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB16）が必要です。※2 この商品をご利用になる場合は増設メモ
リーボード（１GB）（MX-SM10）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※3 仕様に関しては、USB無線LANアダプ
ター（MX-EB13）専用カタログをご参照ください。※4 アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。またSharp 
OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格納されているPDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張キット、
XPS拡張キットがそれぞれが必要です。※5 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が
必要です。※6 取付けには別途サービスパーツが必要となります。

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※4
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※4
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※4
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※4
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※4

希望小売価格 （税抜価格）

MX-EB13 （25,０００円）26,25０円USB無線LANアダプター※6

MX-FN18 （570,０００円）598,5００円サドルフィニッシャー※１

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-PNX6A （７7,０００円）80,85０円パンチユニット（FN11/FN18用）※2

MX-FNX9 （15０,０００円）157,5００円フィニッシャー
MX-PNX1A （７０,０００円）73,５００円パンチユニット（FNX9用）

MX-HNX1 （１0,０００円）１0,50０円ハンドセット
MX-DE16 （250,０００円）262,50０円2段給紙デスク
MX-LC11 （150,０００円）157,50０円大容量給紙トレイ（A4）※3
MX-KB11 N （44,０００円）46,20０円キーボード
MX-EB12 N （50,０００円）52,50０円ミラーリングキット
MX-PC12 （88,０００円）92,40０円プラズマクラスターイオン発生装置※4
MX-XB16 （10,０００円）10,50０円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット

MX-RB11 （40,０００円）42,00０円中継ユニット

MX-PK1１ （１１０,０００円）１１５,５００円PS拡張キット

MX-PF１0 （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット
MX-PF11

MX-PUX1

（６０,０００円）

（11０,０００円）

６３,０００円

115,5００円

漢字フォントキット

MX-FL10 （１００,０００円）１０５,０００円回線増設キット（2回線/3回線）※7

MX-FWX１ （３０,０００円）３１,５００円インターネットファクス拡張キット
MX-EB11 （12０,０００円）126,0００円スキャナー機能拡張キット
MX-AM10 （5０,０００円）52,5００円ウェブブラウジング拡張キット

MX-USX５ （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション拡張キット
MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション通信キット
MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円外部アカウントキット

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

MX-CCX１ （７１,０００円）７４,５５０円ICカード（５枚入り）
MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）※10

ステープルカートリッジ（FNX9/FN10用） MX-SCX1 （7,5００円）7,875円
ステープルカートリッジ（FN11/FN18用）

MX-FR33U （１５３,０００円）１６０,６５０円データセキュリティキット（非認証版）

XPS拡張キット※5
MX-SM10 （4０,０００円）42,0００円増設メモリーボード（1GB）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※9 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

※１ 2段給紙デスク（MX-DE16）と中継ユニット（MX-RB11）が必要です。※2 フィニッシャー（MX-FN１１）、サドルフィニッシャー
（MX-FN１8）の装着が必要です。※3 2段給紙デスク（MX-DE16）の装着が必要です。※4 プラズマクラスターイオン発生装置取り
付けキット（MX-XB１6）が必要です。※5 この商品をご利用になる場合は増設メモリーボード（１GB）（MX-SM10）が必要です。XPS
（XML Paper Specification）※6 仕様に関しては、USB無線LANアダプター（MX-EB13）専用カタログをご参照ください。※7 3
回線増設時は回線増設キットは2台必要となります。また3回線増設時はプラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC12）は同時装
着できません。※8 アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格
納されているPDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張キット、XPS拡張キットがそれぞれが必要です。※9 この商品をご
利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。※10 取付けには別途サービスパーツが必要となります。

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※8
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※8
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※8
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※8
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※8

MX-FN11 （40０,０００円）420,0００円フィニッシャー※１
MX-FN10 （260,０００円）273,0００円サドルフィニッシャー※１
MX-PNX5A （７0,０００円）73,50０円パンチユニット（FN10用）

AR-SV１ （3,5００円）3,675円スタンプカートリッジ

AR-SC3 （4,0００円）4,200円ステープルカートリッジ（FN10/FN18サドルステッチ用）
AR-SC2 （7,5００円）7,875円

（　）内の寸法は、MX-3611Fの場合の寸法です。

カラーコピーカラーコピーカラーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）

コンパクトなボディに高性能と環境性能を搭載した省スペースモデル。

MX-3611F/3111F/2310F

MX-3611F 　36枚/分・●36枚/分（A4ヨコ）
MX-3111F 　31枚/分・●31枚/分（A4ヨコ）
MX-2310F 　23枚/分・●23枚/分（A4ヨコ）

R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第10１１７００2号

3R・省エネ設計

登録NO.133、134、135

※1 MX-3611F。※2 MX-3111F。※3 MX-2310F。※4 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。※5 データの暗号化・自動消去
のみ標準です。当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。※6 アドホックモード/インフラストラクチャーモード。

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

最大給紙
2,300枚

モノクロ
7.4秒※3

ウォームアップ
20秒

カラー
7.9秒※2

最大サイズ
A3ワイド

コピー
600dpi

USBメモリー
スキャン

ドキュメント
ファイリング機能 省エネ機能

ズーム機能
25～400％※4

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

ユーザー
認証

インターネット
Fax送受信

PC-Fａｘ
送信

ワンタッチダイヤル
1,000件

両面
原稿送り

プリント
600dpi

カラー
10秒※3

モノクロ
5.8秒※2

は標準機能です。 はオプションが必要です。

● コンパクトなボディに1台4役の高機能を搭載。
置き場所を節約できます。

● プラズマクラスターイオン発生装置を搭載でき、
オフィスに漂う有害物質の活動を抑えられます。

623（645）㎜

583（608）㎜

主な特長主な特長主な特長

（オプション）

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

最大給紙
6,300枚

モノクロ
4.7秒※２

ウォームアップ
34秒※１

モノクロ
4.1秒※１

最大サイズ
A3ワイド

コピー
600dpi

ワンタッチダイヤル
2,000件

インターネット
Fax送受信

カラーコピーカラーコピーカラーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）ファクス（モノクロのみ対応）

ズーム機能
25～400％※３

電子ソート
機能

PC-Fａｘ
送信

※１ MX-5110FN。※２ MX-4110FN。※３ 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。※4 アドホックモード/インフラストラ
クチャーモード。

R

プリント
1200dpi

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ 省エネ機能 ユニバーサル

デザイン

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第10１１７０20号

3R・省エネ設計

USBメモリー
スキャン

ユーザー
認証

登録NO.134

MX-5110FNMX-5110FNMX-5110FN
２,436,0００円（２,320,０００円）

MX-4110FNMX-4110FNMX-4110FN
2,236,50０円（2,130,０００円）

2,173,5００円（2,07０,０００円） 1,974,00０円（1,880,０００円）
（税抜価格）希望小売価格
（税抜価格）希望小売価格

262,5００円 （25０,０００円）262,5００円 （25０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

シ ス テ ム
本  体

2段給紙デスク

高速性能、高画質を優しく活用できるオフィスのセンターマシン。

MX-5110FN/4110FN

MX-5110FN 　51枚/分・●51枚/分（A4ヨコ）
MX-4110FN 　41枚/分・●41枚/分（A4ヨコ）

ウォームアップ
30秒※２

カラー
5.7秒※１

カラー
6.7秒※2

両面
原稿送り

MX-2310FMX-2310FMX-2310F
1,480,50０円（1,410,０００円）（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格
315,0００円 （30０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

シ ス テ ム
本  体

3段給紙デスク
１,165,50０円（１,110,０００円）

MX-3111FMX-3111FMX-3111F
1,617,00０円（1,540,０００円）

315,0００円 （30０,０００円）
１,302,00０円（１,240,０００円）

MX-3611FMX-3611FMX-3611F
1,979,25０円（1,885,０００円）

315,0００円 （30０,０００円）
1,664,25０円（1,585,０００円）

モノクロ
5.2秒※１

カラー
6.8秒※１

（オプション）

Sharpdesk Online Sharpdesk Online

※

※MX-3111F/2310Fのみ対応。

データ
セキュリティ

無線LAN
対応※4

無線LAN
対応※6

※2※3データ
セキュリティ

※1※5

10.1inch
大型タッチパネル

●写真はオプションを装着しております。●商品のくわしい内容につきましては、商品カタログでご確認ください。
141414

は標準機能です。 はオプションが必要です。



MX-FN１２ １１５,５００円フィニッシャー

MX-CSX１ １２６,０００円１段給紙ユニット〈A〉
MX-DSX４ ４２,０００円専用台（小）〈３段/４段給紙用〉※２

MX-BTX１名刺専用トレイ※4

MX-SMX３ ４２,０００円増設メモリーボード（１GB）

MX-PKX５ ８４,０００円PS拡張キット

AR-PF１ ６３,０００円バーコード用フォントキット※6
AR-PF３ ６３,０００円漢字フォントROMキット※6
MX-FXX３ １０５,０００円ファクス拡張キット

MX-FWX１ ３１,５００円インターネットファクス拡張キット

MX-USX５ ３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ ６３,０００円アプリケーション拡張キット

MX-MMX１ ８８,２００円ファクス用増設メモリー（１６MB）

Option 希望小売価格

MX-CCX１ ７４,５５０円ICカード（５枚入り）

（１１０,０００円）

（１２０,０００円）
MX-CSX２ １１０,２５０円１段給紙ユニット〈B〉※３ （１０５,０００円）

２１,０００円 （２０,０００円）

（４０,０００円）

MX-DSX３ ６３,０００円専用台（大）〈１段/２段給紙用〉※１ （６０,０００円）
52,5００円 （5０,０００円）MX-DS１０専用台（中）〈１段/２段給紙用〉※１

（４０,０００円）

（８０,０００円）
MX-PUX１ １１５,５００円XPS拡張キット※5 （１１０,０００円）

（６０,０００円）
（６０,０００円）
（１００,０００円）

（３０,０００円）

（３６,０００円）

（６０,０００円）

（８４,０００円）

（税抜価格）

（７１,０００円）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※8 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション通信キット※9

MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）

MX-SCX１ ７,８７５円ステープルカートリッジ（FN１２用） （７,５００円）

※１ 本体および１段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。※２ １段給紙ユニット〈B〉（MX-CSX２）装着時に必要です。※３ 
１段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。（本体には装着できません。）２段まで増設できます。※4 MX-C312のみ。※5 この
商品をご利用になる場合は増設メモリーボード（１GB）（MX-SMX３）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※6 AR-PF1と
AR-PF3は同時に装着できません。※7 アプリケーション通信キット(MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワークスキャナー
ツールからPCに格納されているPDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張キット、XPS拡張キットがそれぞれが必要です。
※8 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。※9 MX-C312SCは標準装備。

MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円
（153,０００円）160,65０円
（153,０００円）160,65０円MX-FR29Uデータセキュリティキット（非認証版）（MX-C312用）

MX-FR28Uデータセキュリティキット（非認証版）（MX-C312SC用）
外部アカウントキット※9

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※7
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※7
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※7
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※7
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※7

MX-FN１２ １１５,５００円フィニッシャー

MX-CSX１ １２６,０００円１段給紙ユニット〈A〉
MX-DSX４ ４２,０００円専用台（小）〈３段/４段給紙用〉※２

MX-SMX３ ４２,０００円増設メモリーボード（１GB）

MX-PKX５ ８４,０００円PS拡張キット

AR-PF１ ６３,０００円バーコード用フォントキット※5
AR-PF３ ６３,０００円漢字フォントROMキット※5

Option 希望小売価格

MX-CCX１ ７４,５５０円ICカード（５枚入り）

（１１０,０００円）
MX-CV１0 4,2００円フィニッシャーカバー （4,０００円）

（１２０,０００円）
MX-CSX２ １１０,２５０円１段給紙ユニット〈B〉※３ （１０５,０００円）

（４０,０００円）

MX-DSX３ ６３,０００円専用台（大）〈１段/２段給紙用〉※１ （６０,０００円）
52,5００円 （5０,０００円）MX-DS１０専用台（中）〈１段/２段給紙用〉※１

（４０,０００円）

（８０,０００円）
MX-PUX１ １１５,５００円XPS拡張キット※４ （１１０,０００円）

（６０,０００円）
（６０,０００円）

160,65０円 （153,０００円）

（税抜価格）

（７１,０００円）
MX-SCX１ ７,８７５円ステープルカートリッジ（FN１２用） （７,５００円）

MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）

※１ 本体および１段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。※２ １段給紙ユニット〈B〉（MX-CSX２）装着時に必要です。
※３ １段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。（本体には装着できません。）２段まで増設できます。※４ この商品をご利用
になる場合は増設メモリーボード（１GB）（MX-SMX３）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※5 AR-PF1とAR-PF3
は同時に装着できません。※6 MX-C380Pのみ。

MX-FR20Uデータセキュリティキット（非認証版）※6

カラーコピーカラーコピーカラーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターネットワークカラープリンター

A4機ならではの省スペースボディに多機能＆高速性能を搭載。

MX-C312SC/C312

MX-C312SC 　31枚/分・●31枚/分（A4タテ）
MX-C312      　31枚/分・●31枚/分（A4タテ）

MX-C380P 　38枚/分・●38枚/分（A4タテ）
DX-C310P     31枚/分・●31枚/分（A4タテ）

ネットワークカラープリンターネットワークカラープリンターネットワークカラープリンター

A4機ならではの省スペースボディに多機能＆高速性能を搭載。

MX-C380P　DX-C310P

MX-C312SC

A4size A4size

Printer

ファクス（オプション）
（モノクロのみ対応）

※１ MX-C312SC。※２ MX-C312。

※１ MX-C380Pのみ。

両面出力
機能

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

最大給紙
2,300枚

カラー
8.9秒※2

ウォームアップ
90秒

カラー
8.5秒※１

モノクロ
8.0秒※2

モノクロ
6.5秒※１

最大サイズ
A4

コピー
600dpi

USBメモリー
スキャン

データ
セキュリティ 省エネ機能

PC-Fａｘ
送信

ズーム機能
50～200％

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

ワンタッチダイヤル
999件

ユーザー
認証

インターネット
Fax送受信

両面原稿
送り※2

プリント
1200dpi

両面同時読取
（DSPF）※１

カラー液晶
パネル

最大給紙
2,300枚

モノクロ
8.0秒

ウォームアップ
90秒

カラー
8.9秒

最大サイズ
A4

USBダイレクト
プリント

USBダイレクト
プリント

データ
セキュリティ※１ 省エネ機能

ユニバーサル
デザイン

ユーザー
認証

プリント
1200dpi

MX-C312SC MX-C312
R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第10１１７０08号

3R・省エネ設計

エコマーク認定番号
第08１１７０20号

3R・省エネ設計

登録NO.135

MX-C312SCMX-C312SCMX-C312SC
1,239,0００円（1,18０,０００円）

MX-C312MX-C312MX-C312
1,029,0００円（98０,０００円）（税抜価格）本体希望小売価格

R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第10１22０03号

3R・省エネ設計

登録NO.133

MX-C380PMX-C380PMX-C380P
903,0００円（86０,０００円）

DX-C310PDX-C310PDX-C310P
829,5００円（79０,０００円）（税抜価格）本体希望小売価格

は標準機能です。 はオプションが必要です。 は標準機能です。 はオプションが必要です。

● ネットワークカラースキャナーを標準装備。紙の書類を電子化し、
ペーパーレスオフィスを推進します。

● 奥行きをとらない省スペース設計により、デスクサイドにすっきりと設置できます。

● 1200×1200dpiの高解像度で微細な図面や写真もくっきり出力。
提案書などの説得力がアップします。● プラスチックカードや免許証にも対応した原稿送り装置を搭載。

会員登録時のコピーも素早く対応できます。

主な特長/A4サイズ専用レーザーカラープリンター主な特長/A4サイズ専用レーザーカラープリンター主な特長/A4サイズ専用レーザーカラープリンター主な特長/A4サイズ専用デジタルフルカラー複合機主な特長/A4サイズ専用デジタルフルカラー複合機主な特長/A4サイズ専用デジタルフルカラー複合機

両面
同時読取

151515

カラー
デジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンターデジタルフルカラー複合機 / カラーレーザープリンター



Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-PN13A （105,０００円）110,25０円パンチユニット（FN21/FN22用）※3

MX-FN24 （45０,０００円）472,5００円フィニッシャー（50枚綴じ）〈MX-M904専用〉

MX-PNX4A （７7,０００円）80,85０円パンチユニット（FN24/FN25用）〈MX-M904専用〉※2

MX-LC12 （150,０００円）157,50０円大容量給紙トレイ（A4）
MX-LCX3 N （350,０００円）367,50０円大容量給紙トレイ（A3）〈MX-M904専用〉
MX-KB13 （44,０００円）46,20０円キーボード
MX-SL10 （34,０００円）35,70０円状態表示ライト
MX-PUX1 （110,０００円）115,50０円XPS拡張キット

中継ユニット MX-RB13 （73,０００円）76,65０円
MX-ST10 （2,178,０００円）2,286,90０円スタッカー（2連結可能）※1※6
MX-CA10 （139,０００円）145,95０円ペーパーカート※7
MX-RB18 （130,０００円）136,50０円カール補正ユニット

MX-FD10 （1,567,０００円）1,645,35０円紙折りユニット
MX-RB16 （23,０００円）24,15０円接続キット
MX-MF11 （156,０００円）163,80０円手差しトレイ（大容量2段給紙トレイ用）
MX-LC13 （897,０００円）941,85０円大容量2段給紙トレイ（2連結可能）※1※8
MX-RB17 （124,０００円）130,20０円連結キット

MX-CF11 （430,０００円）451,50０円インサーター

MX-TM10 （569,０００円）597,45０円トリマーユニット※4
MX-MFX1 （60,０００円）63,00０円手差しトレイ※5

MX-FN21 （698,０００円）732,9００円フィニッシャー（100枚綴じ）※1
MX-FN25 （500,０００円）525,0００円サドルフィニッシャー（50枚綴じ）〈MX-M904専用〉
MX-FN22 （984,０００円）1,033,2００円サドルフィニッシャー（100枚綴じ）※1

MX-PF１0 （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット
MX-PF11 （６０,０００円）６３,０００円漢字フォントキット

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-EB13 （25,０００円）26,25０円USB無線LANアダプター※9

※10 2回線増設時はファクス拡張キット（MX-FX11）と回線増設キット（MX-FL10）が必要となります。※11 アプリケーション
通信キット（MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格納されているXPSファイルを
印刷する場合には、さらにXPS拡張キットが必要です。※12 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット
（MX-UFX５）が必要です。※13 取付けには別途サービスパーツが必要となります。

※1 別途専用電源が必要です。※2 フィニッシャー（MX-FN24）またはサドルフィニッシャー（MX-FN25）の装着が必要です。
※3 フィニッシャー（MX-FN21）またはサドルフィニッシャー（MX-FN22）の装着が必要です。※4 サドルフィニッシャー
（MX-FN22）の装着が必要です。※5 大容量給紙トレイ（A4）（MX-LC12）または大容量給紙トレイ（A3）（MX-LCX3 N）装着
時に必要です。※6 スタッカー（MX-ST10）までで構成することが可能です。※7 MX-ST10用のペーパーカートです。なお、
MX-ST10にはMX-CA10が1台付属されています。※8 大容量2段給紙トレイ（MX-LC13）を接続する場合、接続キット
（MX-RB16）の装着が必要です。また、大容量2段給紙トレイ（MX-LC13）は2連結が可能です。2連結時は連結キット
（MX-RB17）が必要です。※9 仕様に関しては、USB無線LANアダプター（MX-EB13）専用カタログをご参照ください。

MX-FL10 （１００,０００円）１０５,０００円回線増設キット（2回線）※10
MX-FX11 （１００,０００円）１０５,０００円ファクス拡張キット

MX-FWX１ （３０,０００円）３１,５００円インターネットファクス拡張キット
MX-EB11 （12０,０００円）126,0００円スキャナー機能拡張キット
MX-AM10 （5０,０００円）52,5００円Webブラウジング拡張キット
MX-EB15 （115,０００円）120,75０円ミラーリングキット

MX-USX５ （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション拡張キット
MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション通信キット
MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円外部アカウントキット

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

MX-CCX１ （７１,０００円）７４,５５０円ICカード（５枚入り）
MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）※13

ステープルカートリッジ（FN24/FN25用） AR-SC2 （7,5００円）7,875円
ステープルカートリッジ（FN25サドルステッチ用）

MX-FR38U （１５３,０００円）１６０,６５０円データセキュリティキット（非認証版）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※12 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※11
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※11
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※11
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※11
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※11

AR-SV１ （3,5００円）3,675円スタンプカートリッジ

MX-SCX2 （12,0００円）12,600円ステープルカートリッジ（FN21/ＦＮ22用）
MX-SCX1 （7,5００円）7,875円ステープルカートリッジ（FN22サドルステッチ用）

AR-SCX3 （7,5００円）7,875円

ファクス（オプション）

信頼性に築かれた高度な生産力。目指したのは、ワンクラス上のセンターマシン。

MX-M1204/M1054/M904

MX-M1204 ●120枚/分（A4ヨコ）　MX-M1054   ●105枚/分（A4ヨコ）　MX-M904   ●90枚/分（A4ヨコ）

※MX-M1054は毎分105枚、MX-M904は毎分90枚。

両面
同時読取

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

両面同時読取
（DSPF）

最大給紙
14,850枚

ウォームアップ
210秒※1

ウォームアップ
150秒※2

ウォームアップ
120秒※3

モノクロ
3.2秒※1※2

最大サイズ
SRA3、A3ワイド

コピー
1200dpi

ワンタッチダイヤル
2,000件

インターネット
Fax送受信

コピーコピーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークプリンターネットワークプリンターネットワークプリンター

ズーム機能
25～400％※4

電子ソート
機能

PC-Fａｘ
送信

※1 MX-M1204。※2 MX-M1054。※3 MX-M904。※4 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。※5 データの暗号化・
自動消去のみ。当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。※6 インフラストラクチャーモード。

システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/100枚綴じ（MX-FN22）、パンチユニット/FN21/22用（MX-PN13A）、
トリマーユニット（MX-TM10）、紙折りユニット（MX-FD10）、大容量スタッカー（MX-ST10/2台）、インサーター（MX-CF11）、
カール補正ユニット（MX-RB18）、手差しトレイ/大容量２段給紙トレイ用（MX-MF11）、大容量２段給紙トレイ（MX-LC13/2台）、
接続キット（MX-RB16）、連結キット（MX-RB17）、キーボード（MX-KB13）、状態表示ライト（MX-SL10）を含みます。

プリント
1200dpi

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ※5 省エネ機能

ユニバーサル
デザイン

USBメモリー
スキャン

ユーザー
認証

は標準機能です。 はオプションが必要です。

推奨システムフルオプション

MX-M1204MX-M1204MX-M1204 MX-M1054MX-M1054MX-M1054 MX-M904MX-M904MX-M904
6,405,０００円（6,10０,０００円）5,355,０００円（5,10０,０００円）4,462,5００円（4,25０,０００円）（税抜価格）希望小売価格本  体

■ フルオプション

R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第12117005号

3R・省エネ設計

登録NO.120、134

システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/100枚綴じ（MX-FN22）、パンチユニット/FN21/22用（MX-PN13A）、
カール補正ユニット（MX-RB18）、手差しトレイ（MX-MFX1）、大容量給紙トレイ/A4（MX-LC12）を含みます。

■ 推奨システム MX-M1204MX-M1204MX-M1204 MX-M1054MX-M1054MX-M1054 MX-M904MX-M904MX-M904
7,905,45０円（7,529,０００円）6,855,45０円（6,529,０００円）5,962,95０円（5,679,０００円）（税抜価格）希望小売価格システム

MX-M1204MX-M1204MX-M1204 MX-M1054MX-M1054MX-M1054 MX-M904MX-M904MX-M904
17,236,80０円（16,416,０００円）16,186,80０円（15,416,０００円）15,294,30０円（14,566,０００円）（税抜価格）希望小売価格システム

モノクロ
4.0秒※3

10.1inch
大型タッチパネル

無線LAN
対応※6

● 毎分120枚（A4ヨコ）のスピードで、大量のコピーを高速処理。作業時間を短縮し、
急ぎの仕事にも迅速に対応できます。

● 10.1インチカラー液晶タッチパネルを搭載。見て、触れて、機能を使い
こなすことが可能です。

● 多彩な綴じや折りも自動で完了。マニュアルや帳票、大量の資料などの
出力を高効率で処理できます。

主な特長主な特長主な特長

●写真はオプションを装着しております。●商品のくわしい内容につきましては、商品カタログでご確認ください。
161616

モノクロ
デジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンター

用紙を分離させて
重送を低減させる
さばきエアー

搬送ベルトに用紙を
吸着させる吸引エアー

用紙を浮上させる
アシストエアー

エアー給紙システム
イメージ図



MX-FN１5 （３２０,０００円）３３６,０００円フィニッシャー※1
MX-FN１6 （５００,０００円）５２５,０００円サドルフィニッシャー※1

MX-CF10 （190,０００円）１99,50０円インサーター※2

AR-PN４A （５０,０００円）５２,５００円パンチユニット（FN１5用/FN１６用）

MX-LC10 （１５０,０００円）１５７,５００円大容量給紙トレイ（A４）※3
MX-LCX3 N （３５０,０００円）３６７,５００円大容量給紙トレイ（A３）※3

MX-FXX2 （１0０,０００円）105,0００円ファクス拡張キット
MX-FLX2 （１0０,０００円）105,0００円回線増設キット
MX-XB12 （86,０００円）90,3００円回線増設キット取り付け用アダプター
MX-MMX1 （84,０００円）88,2００円ファクス用増設メモリー（16ＭＢ）

MX-KBX2 （44,０００円）46,2００円キーボード
MX-PC１1 （88,０００円）９２,４００円プラズマクラスターイオン発生装置※4

MX-PUX１ （１１０,０００円）１１５,５００円XPS拡張キット※5

AR-PF３ （６０,０００円）６３,０００円漢字フォントROMキット※6
AR-PF１ （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット※6

Option 希望小売価格 （税抜価格）

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

MX-FN１4 （698,０００円）732,9００円フィニッシャー※1

MX-PB13 （１5０,０００円）157,５００円プリンター拡張キット
MX-XB15 （12,０００円）１2,6００円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット用アダプター
MX-XB１3 （１０,０００円）10,５００円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット

MX-SC10 （12,０００円）12,6００円ステープルカートリッジ（FN１4用）
SF-SC１１ （４,８００円）５,０４０円ステープルカートリッジ（FN１５/FN１６用）

アプリケーション拡張キット MX-AMX１ （６０,０００円）６３,０００円
アプリケーション通信キット MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円

（９８,０００円）１０２,９００円MX-FR22Uデータセキュリティキット（非認証版）

MX-EBX3 （120,０００円）126,0００円スキャナ機能拡張キット

MX-USX5 （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-FWX１ （３０,０００円）  ３１,５００円インターネットファクス拡張キット

MX-UFX５ （６０,０００円）６３,０００円SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※8 （１５,０００円）１５,７５０円

※1 MX-FN14/MX-FN15/MX-FN16はいずれか1台のみ装着できます。※2 MX-FN14/MX-FN15/MX-FN16のいずれかの装着が必要
です。※3 大容量給紙トレイ（MX-LCX3 N）と大容量給紙トレイ（MX-LC10）はどちらか一方のみ装着できます。※4 プラズマクラスターイオン
発生装置取り付けキット（MX-XB１3）およびプラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット用アダプター（MX-XB15）が必要です。※5 この
商品をご利用になる場合は増設メモリーボード（１GB）（MX-SMX３）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※6 AR-PF1とAR-PF3
は同時に装着できません。※7 アプリケーション通信キット(MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに
格納されているJPEG・TIFFファイルを印刷する場合、プリンター拡張キットが必要です。PDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張
キット、XPS拡張キットがそれぞれが必要です。※8 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

外部アカウントキット MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円

（130,０００円）１36,5００円MX-ECX2ICカードリーダーライター（非接触）
（71,０００円）74,55０円MX-CCX1ICカード（５枚入り）

MX-PN10A （105,０００円）110,25０円パンチユニット（FN１4用）

MX-PKX１ （１１０,０００円）１１５,５００円PS拡張キット

MX-SMX3 （4０,０００円）42,０００円増設メモリーボード（１GB）

MX-NSX2 （７０,０００円）７３,５００円ネットワークスキャナ拡張キット

AR-SC3 （４,0００円）4,200円ステープルカートリッジ（FN１6サドルステッチ用）

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※7
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※7
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※7
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※7
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※7

※１ 中継ユニット（MX-RBX３）と２段給紙デスク（MX-DEX９）が必要です。※２ ２段給紙デスク（MX-DEX９）が必要です。※3 
プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB10）が必要です。※4 この商品をご利用になる場合は増設メモリー
ボード（１GB）（MX-SMX３）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※5 AR-PF1とAR-PF3は同時に装着できません。
※6 アプリケーション通信キット(MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格納されて
いるPDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張キット、XPS拡張キットがそれぞれが必要です。※7 この商品をご利用
になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-RBX３ （４０,０００円）４２,０００円中継ユニット

MX-FN１０ （２６０,０００円）２７３,０００円サドルフィニッシャー※１
MX-FN１１ （４００,０００円）４２０,０００円フィニッシャー※１
MX-FNX９ （１５０,０００円）１５７,５００円フィニッシャー

MX-TRX２ （１２,０００円）１２,６００円排紙トレイユニット

MX-PNX５A （７０,０００円）７３,５００円パンチユニット（FN１０用）
MX-PNX６A （７７,０００円）８０,８５０円パンチユニット（FN１１用）

MX-PNX１A （７０,０００円）７３,５００円パンチユニット（FNX９用）

MX-PKX１ （１１０,０００円）１１５,５００円PS拡張キット
MX-PUX１ （１１０,０００円）１１５,５００円XPS拡張キット※4
MX-SMX３ （４０,０００円）４２,０００円増設メモリーボード（１GB）

MX-FXX２ （１００,０００円）１０５,０００円ファクス拡張キット
MX-MMX１ （８４,０００円）８８,２００円ファクス用増設メモリー（１６MB）

MX-HNX１ （１０,０００円）１０,５００円ハンドセット
MX-DEX９ （２５０,０００円）２６２,５００円２段給紙デスク
MX-LCX１ （１５０,０００円）１５７,５００円大容量給紙トレイ※２
MX-KBX２ （４４,０００円）４６,２００円キーボード
MX-PC１０ （８８,０００円）９２,４００円プラズマクラスターイオン発生装置※3
MX-XB１０ （１０,０００円）１０,５００円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット

MX-FWX１ （３０,０００円）  ３１,５００円インターネットファクス拡張キット
MX-EBX３ （１２０,０００円）  １２６,０００円スキャナ機能拡張キット

AR-PF１ （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット※5
AR-PF３ （６０,０００円）６３,０００円漢字フォントROMキット※5

MX-FR１４Uデータセキュリティキット（非認証版）

MX-USX5 （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

AR-SC３ （４,０００円）４,２００円ステープルカートリッジ（FN１０サドルステッチ用）
AR-SC２ （７,５００円）７,８７５円ステープルカートリッジ（FN１１用）
MX-SCX１ （７,５００円）７,８７５円ステープルカートリッジ（FNX９用/FN１０用）

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

（１５,０００円）１５,７５０円
（６０,０００円）６３,０００円MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット

MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※7
（６０,０００円）６３,０００円MX-AMX１アプリケーション拡張キット
（６０,０００円）６３,０００円MX-AMX２アプリケーション通信キット
（３０,０００円）３１,５００円
（98,０００円）102,9００円
（130,０００円）136,5００円
（71,０００円）74,55０円

MX-AMX３外部アカウントキット

MX-ECX２ICカードリーダーライター（非接触）
MX-CCX１ICカード（５枚入り）

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※6
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※6
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※6
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※6
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※6

MX-M283NMX-M283NMX-M283N
1,501,5００円（1,43０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格
２６２,５００円 （２５０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

シ ス テ ム
本  体

２段給紙デスク
１,239,0００円（１,18０,０００円）

MX-M363NMX-M363NMX-M363N
1,795,５００円（1,71０,０００円）

２６２,５００円 （２５０,０００円）
１,533,０００円（１,46０,０００円）

MX-M503NMX-M503NMX-M503N
2,163,0００円（2,060,０００円）

２６２,５００円 （２５０,０００円）
1,900,5００円（1,81０,０００円）

MX-M503N/M363N

コピーコピーコピー

高生産性と使いやすさを実現したオフィスを支えるセンターマシン。

MX-M753/M623

MX-M753 ●75枚/分（A4ヨコ）
MX-M623 ●62枚/分（A4ヨコ）

高速、高画質、優れた環境性能でビジネスを快適にサポート。

MX-M503N/M363N/M283N

MX-M503N ●50枚/分（A4ヨコ）
MX-M363N ●36枚/分（A4ヨコ）
MX-M283N ●28枚/分（A4ヨコ）

R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第09１17０28号

3R・省エネ設計

登録NO.120

ファクス（オプション） ネットワークプリンター
（オプション）

ネットワークスキャナー
（オプション） コピーコピーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークプリンターネットワークプリンターネットワークプリンターファクス（オプション）

エコマーク認定番号
第０8１１７０28号

3R・省エネ設計

グリーン
購入法
適合商品

R

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

両面同時読取
（DSPF）

最大給紙
7,400枚

モノクロ
4.0秒※２

ウォームアップ
30秒

モノクロ
3.5秒※１

最大サイズ
A3

コピー
600dpi

ワンタッチダイヤル
1,000件

インターネット
Fax送受信

ズーム機能
25～400％※３

電子ソート
機能

PC-Fａｘ
送信

※１ MX-M７53。※２ MX-M６２3。※３ 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。

プリント
1200dpi

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ

省エネ機能 ユニバーサル
デザイン

USBメモリー
スキャン

ユーザー
認証

本体希望小売価格（税抜価格） ２,31０,０００円（２,2００,０００円）２,８６６,５００円（２,７３０,０００円）
MX-M753MX-M753MX-M753 MX-M623MX-M623MX-M623

※１ MX-M５０３N。※２ MX-M３６３N。※3 MX-M28３N。※4 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

両面同時読取
（DSPF）※１※2

最大給紙
6,300枚

モノクロ
4.6秒※２※3

ウォームアップ
20秒

モノクロ
3.9秒※１

最大サイズ
A3ワイド

コピー
1200dpi

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ

省エネ機能

PC-Fａｘ
送信

ズーム機能
25～400％※4

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

ワンタッチダイヤル
1,000件

インターネット
Fax送受信

プリント
1200dpi

ユーザー
認証

両面原稿
送り※3

両面
同時読取

（オプション）

両面
同時読取

（オプション）

は標準機能です。 はオプションが必要です。 は標準機能です。 はオプションが必要です。

171717

モノクロ
デジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンター



MX-RBX３ （４０,０００円）４２,０００円中継ユニット

MX-FN１０ （２６０,０００円）２７３,０００円サドルフィニッシャー※１
MX-FN１１ （４００,０００円）４２０,０００円フィニッシャー※１
MX-FNX９ （１５０,０００円）１５７,５００円フィニッシャー

MX-PNX５A （７０,０００円）７３,５００円パンチユニット（FN１０用）
MX-PNX６A （７７,０００円）８０,８５０円パンチユニット（FN１１用）

MX-PNX１A （７０,０００円）７３,５００円パンチユニット（FNX９用）

MX-PKX１ （１１０,０００円）１１５,５００円PS拡張キット
MX-PUX１ （１１０,０００円）１１５,５００円XPS拡張キット※4
MX-SMX３ （４０,０００円）４２,０００円増設メモリーボード（１GB）

MX-FLX２ （１００,０００円）１０５,０００円回線増設キット

AR-MM９ （７０,０００円）７３,５００円ファクス用増設メモリー（８MB）
MX-MMX１ （８４,０００円）８８,２００円ファクス用増設メモリー（１６MB）

MX-HNX１ （１０,０００円）１０,５００円ハンドセット
MX-DEX９ （２５０,０００円）２６２,５００円２段給紙デスク
MX-LCX１ （１５０,０００円）１５７,５００円大容量給紙トレイ※２
MX-PC１０ （８８,０００円）９２,４００円プラズマクラスターイオン発生装置※3
MX-XB１０ （１０,０００円）１０,５００円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット
MX-PB１０ （７７,０００円）８０,８５０円プリンタ拡張キット

MX-FWX１ （３０,０００円）  ３１,５００円インターネットファクス拡張キット
MX-NSX２ （７０,０００円）  ７３,５００円ネットワークスキャナ拡張キット

AR-PF１ （６０,０００円）６３,０００円バーコード用フォントキット※5
AR-PF３ （６０,０００円）６３,０００円漢字フォントROMキット※5

MX-FR１４Uデータセキュリティキット（非認証版）

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-USX5 （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

AR-SC３ （４,０００円）４,２００円ステープルカートリッジ（FN１０サドルステッチ用）
AR-SC２ （７,５００円）７,８７５円ステープルカートリッジ（FN１１用）
MX-SCX１ （７,５００円）７,８７５円ステープルカートリッジ（FNX９用/FN１０用）

AR-SU１ （１０,０００円）１０,５００円済スタンプユニット

（１５,０００円）１５,７５０円
（６０,０００円）６３,０００円MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット

MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※6
（６０,０００円）６３,０００円MX-AMX１アプリケーション拡張キット
（６０,０００円）６３,０００円MX-AMX２アプリケーション通信キット
（３０,０００円）３１,５００円
（98,０００円）102,9００円
（130,０００円）136,5００円
（71,０００円）74,55０円

MX-AMX３外部アカウントキット

※１ 中継ユニット（MX-RBX３）と２段給紙デスク（MX-DEX９）が必要です。※２ ２段給紙デスク（MX-DEX９）が必要です。※3 
プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB10）が必要です。※4 この商品をご利用になる場合は増設メモリー
ボード（１GB）（MX-SMX３）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※5 AR-PF1とAR-PF3は同時に装着できません。
※6 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

MX-ECX２ICカードリーダーライター（非接触）
MX-CCX１ICカード（５枚入り）

MX-FN１２ １１５,５００円フィニッシャー

MX-CSX１ １２６,０００円１段給紙ユニット〈A〉
MX-DSX４ ４２,０００円専用台（小）〈３段/４段給紙用〉※２

MX-BTX１名刺専用トレイ※4

MX-SMX３ ４２,０００円増設メモリーボード（１GB）

MX-PKX５ ８４,０００円PS拡張キット

AR-PF１ ６３,０００円バーコード用フォントキット※6
AR-PF３ ６３,０００円漢字フォントROMキット※6
MX-FXX３ １０５,０００円ファクス拡張キット

MX-FWX１ ３１,５００円インターネットファクス拡張キット

MX-USX５ ３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-AMX１ ６３,０００円アプリケーション拡張キット

MX-MMX１ ８８,２００円ファクス用増設メモリー（１６MB）

Option 希望小売価格

MX-CCX１ ７４,５５０円ICカード（５枚入り）

（１１０,０００円）

（１２０,０００円）
MX-CSX２ １１０,２５０円１段給紙ユニット〈B〉※３ （１０５,０００円）

２１,０００円 （２０,０００円）

（４０,０００円）

MX-DSX３ ６３,０００円専用台（大）〈１段/２段給紙用〉※１ （６０,０００円）
52,5００円 （5０,０００円）MX-DS１０専用台（中）〈１段/２段給紙用〉※１

（４０,０００円）

（８０,０００円）
MX-PUX１ １１５,５００円XPS拡張キット※5 （１１０,０００円）

（６０,０００円）
（６０,０００円）
（１００,０００円）

（３０,０００円）

（３６,０００円）

（６０,０００円）

（８４,０００円）

（税抜価格）

（７１,０００円）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※8 （１５,０００円）１５,７５０円

（６０,０００円）６３,０００円

MX-AMX２ （６０,０００円）６３,０００円アプリケーション通信キット※9

MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）

MX-SCX１ ７,８７５円ステープルカートリッジ（FN１２用） （７,５００円）

※１ 本体および１段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。※２ １段給紙ユニット〈B〉（MX-CSX２）装着時に必要です。
※３ １段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。（本体には装着できません。）２段まで増設できます。※4 MX-B382のみ。
※5 この商品をご利用になる場合は増設メモリーボード（１GB）（MX-SMX３）が必要です。XPS（XMLPaperSpecification）
※6 AR-PF1とAR-PF3は同時に装着できません。※7 アプリケーション通信キット(MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®
ネットワークスキャナーツールからPCに格納されているPDF・XPSファイルを印刷する場合には、さらにPS拡張キット、XPS拡張
キットがそれぞれが必要です。※8 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。
※9 MX-B382SCは標準装備。

MX-AMX３ （３０,０００円）３１,５００円
（98,０００円）102,9００円
（98,０００円）102,9００円MX-FR27Uデータセキュリティキット（非認証版）（MX-B382SC用）

MX-FR26Uデータセキュリティキット（非認証版）（MX-B382用）
外部アカウントキット※9

MX-UN01A （1０,０００円）10,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※7
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※7
MX-UN10A （7０,０００円）73,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※7
MX-UN50A （35０,０００円）367,5００円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※7
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※7

主な特長主な特長主な特長

MX-M503F/M423F/M363F

MX-B382SC ●38枚/分（A4タテ）
MX-B382     ●38枚/分（A4タテ）

高速、高画質性能をコンパクトボディに搭載したA4サイズ複合機。

MX-B382SC/B382

R

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第10１17０06号

3R・省エネ設計

登録NO.135

コピーコピーコピー ファクス（オプション）コピーコピーコピー ファクスファクスファクス

エコマーク認定番号
第０8１１７０28号

3R・省エネ設計

グリーン
購入法
適合商品

R

高速、高画質、ファクスを標準装備しビジネスをサポート。
MX-M503F ●50枚/分（A4ヨコ）
MX-M423F ●42枚/分（A4ヨコ）
MX-M363F ●36枚/分（A4ヨコ）

※１ MX-M５０３F/M４２３F。※２ MX-M３６３F。※３ 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。

両面出力
機能

液晶
タッチパネル

両面原稿
送り

最大給紙
6,300枚

モノクロ
4.6秒※２

ウォームアップ
20秒

モノクロ
3.9秒※１

最大サイズ
A3ワイド

コピー
600dpi

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ 省エネ機能PC-Fａｘ

送信
ズーム機能
25～400％※３

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

ワンタッチダイヤル
1,000件

インターネット
Fax送受信

プリント
600dpi

ユーザー
認証

ネットワークプリンター
（オプション）

ネットワークスキャナー
（オプション）

MX-M363FMX-M363FMX-M363F
1,512,0００円（1,44０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格
２６２,５００円 （２５０,０００円）（税抜価格）希望小売価格

シ ス テ ム
本  体

２段給紙デスク
１,249,5００円（１,19０,０００円）

MX-M423FMX-M423FMX-M423F
1,669,５００円（1,59０,０００円）

２６２,５００円 （２５０,０００円）
１,407,０００円（１,34０,０００円）

MX-M503FMX-M503FMX-M503F
1,879,5００円（1,790,０００円）

２６２,５００円 （２５０,０００円）
1,617,0００円（1,54０,０００円）

ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークプリンターネットワークプリンターネットワークプリンター

両面出力
機能

カラー液晶
タッチパネル

最大給紙
2,300枚

ウォームアップ
45秒※１

ウォームアップ
50秒※2

モノクロ
8.0秒※2

モノクロ
6.5秒※１

最大サイズ
A4

コピー
600dpi

USBメモリー
スキャン

データ
セキュリティ 省エネ機能

PC-Fａｘ
送信

ズーム機能
50～200％

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

ワンタッチダイヤル
999件

ユーザー
認証

インターネット
Fax送受信

両面原稿
送り※2

プリント
1200dpi

※１ MX-B382SC。※２ MX-B382。

両面同時読取
（DSPF）※１

MX-B382SCMX-B382SCMX-B382SC
1,018,5００円（97０,０００円）

MX-B382MX-B382MX-B382
808,5００円（77０,０００円）（税抜価格）本体希望小売価格

は標準機能です。 はオプションが必要です。 は標準機能です。 はオプションが必要です。

A4size

● 1200×1200dpiの高画質プリント機能を搭載。提案書などの説得力をアップできる。

● プラスチックカードや免許証にも対応した原稿送り装置を搭載。
会員登録時のコピーも素早く対応できます。

主な特長/A4サイズ専用デジタル複合機主な特長/A4サイズ専用デジタル複合機主な特長/A4サイズ専用デジタル複合機

（オプション）

MX-B382SC

両面
同時読取

USBダイレクト
プリント

●写真はオプションを装着しております。●商品のくわしい内容につきましては、商品カタログでご確認ください。
181818

● スーパーG3Faxを標準搭載。高速電送により通信費を抑えることが可能。

● プラズマクラスターイオン発生装置を搭載でき、オフィスに漂う有害物質
の活動を抑えられる。



MX-FN１２ １１５,５００円フィニッシャー

MX-CSX１ １２６,０００円１段給紙ユニット〈A〉
MX-DSX４ ４２,０００円専用台（小）〈３段/４段給紙用〉※２

MX-SMX３ ４２,０００円増設メモリーボード（１GB）

MX-PKX５ ８４,０００円PS拡張キット

AR-PF１ ６３,０００円バーコード用フォントキット※5
AR-PF３ ６３,０００円漢字フォントROMキット※5

Option 希望小売価格

MX-CCX１ ７４,５５０円ICカード（５枚入り）

（１１０,０００円）
MX-CV１0 4,2００円フィニッシャーカバー （4,０００円）

（１２０,０００円）
MX-CSX２ １１０,２５０円１段給紙ユニット〈B〉※３ （１０５,０００円）

（４０,０００円）

MX-DSX３ ６３,０００円専用台（大）〈１段/２段給紙用〉※１ （６０,０００円）
52,5００円 （5０,０００円）MX-DS１０専用台（中）〈１段/２段給紙用〉※１

（４０,０００円）

（８０,０００円）
MX-PUX１ １１５,５００円XPS拡張キット※４ （１１０,０００円）

（６０,０００円）
（６０,０００円）

102,9００円 （98,０００円）

（税抜価格）

（７１,０００円）
MX-SCX１ ７,８７５円ステープルカートリッジ（FN１２用） （７,５００円）

MX-ECX２ （１３０,０００円）１３６,５００円ICカードリーダーライター（非接触）

※１ 本体および１段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。※２ １段給紙ユニット〈B〉（MX-CSX２）装着時に必要です。
※３ １段給紙ユニット〈A〉（MX-CSX１）に装着できます。（本体には装着できません。）２段まで増設できます。※４ この商品をご利用
になる場合は増設メモリーボード（１GB）（MX-SMX３）が必要です。XPS（XML Paper Specification）※5 AR-PF1とAR-PF3
は同時に装着できません。

MX-FR31Uデータセキュリティキット（非認証版）

Option 希望小売価格 （税抜価格）

2段給紙ユニット

両面原稿自動送り装置

サドルフィニッシャー
フィニッシャー

パンチユニット

データセキュリティキット（非認証版）
ステープルカートリッジ（AR-FN5A用）
ステープルカートリッジ（AR-F14N用）

AR-D31

AR-RP7

AR-F14N
AR-FN5A

AR-PN１A

AR-FR25U
AR-SC１
AR-SC２

105,00０円

２31,０００円

３99,０００円
315,０００円

７３,５００円

１０２,９００円
５,０４０円
７,８７５円

1段給紙ユニット AR-D30 52,50０円 （５0,０００円）
（100,０００円）

（２2０,０００円）

（３8０,０００円）
（3００,０００円）

（７０,０００円）

（９８,０００円）
（４,８００円）
（７,５００円）

専用台（大） AR-DS1 51,45０円 （49,０００円）
専用台（小） AR-DS2 51,45０円 （49,０００円）
拡張メモリー（256MB） AR-SM5 63,00０円 （60,０００円）

1,122,45０円（1,069,０００円）
966,00０円 （92０,０００円）
１０５,０００円 （１００,０００円）
５１,４５０円 （４９,０００円）

AR-317GAR-317GAR-317G
（税抜価格）希望小売価格
（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格

システ ム
本  体

２段給紙ユニット
専 用 台（小）

（税抜価格）希望小売価格

両面出力
機能

液晶
タッチパネル

両面原稿
送り

最大給紙
2,300枚

ウォームアップ
25秒

モノクロ
4.5秒

最大サイズ
A3

コピー
600dpi

省エネ機能ズーム機能
25～400％※

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

データ
セキュリティ

※原稿送り装置使用時は２５％～２００％。

プリント
600dpi 部門管理

基本性能を搭載したベーシックモデル。

AR-317G

AR-317G ●31枚/分（A4ヨコ）

R

登録NO.133

コピーコピーコピーネットワークプリンターネットワークプリンターネットワークプリンター プリンタープリンタープリンター

MX-B382P ●38枚/分（A4タテ）

省スペースボディに高速・高画質エンジンを搭載。

MX-B382P

MX-B382PMX-B382PMX-B382P
682,5００円（65０,０００円）（税抜価格）本体希望小売価格

エコマーク認定番号
第０6１１７０68号

3R・省エネ設計

グリーン
購入法
適合商品

は標準機能です。 はオプションが必要です。 は標準機能です。 はオプションが必要です。

A4size

Printer

● コンパクトなフィニッシャーにより、ステープル
止めを自動化。仕分け作業をサポートできます。

● 内部メモリーを活用し、プリント指示からデータの圧縮・伸張、出力まで
トータルに高速化できます。

● 電子ソート/オフセット排紙により、多部数の出力を効率化。
仕分け作業の手間を減らせます。

● 自動両面機能を標準装備。用紙の使用量とコストを抑えられます。

● 奥行きをとらない省スペース設計により、
デスクサイドにもすっきりと設置できます。

主な特長/A4サイズ専用レーザープリンター主な特長/A4サイズ専用レーザープリンター主な特長/A4サイズ専用レーザープリンター 主な特長主な特長主な特長

191919

モノクロ
デジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンター

両面出力
機能

カラー液晶
パネル

最大給紙
2,300枚

モノクロ
8.0秒

ウォームアップ
45秒

最大サイズ
A4

データ
セキュリティ

省エネ機能 ユニバーサル
デザイン

ユーザー
認証

プリント
1200dpi

USBダイレクト
プリント



（税抜価格）希望小売価格
（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格

システ ム
本  体

２段給紙ユニット
専 用 台（小）

（税抜価格）希望小売価格

MX-FL10 （100,０００円）105,000円回線増設キット

MX-PC12 （８８,０００円）92,400円プラズマクラスターイオン発生装置

MX-DE18 （10０,０００円）105,000円2段給紙ユニット
MX-KB14 （44,０００円）46,200円キーボード
MX-EB13 （25,０００円）26,250円USB無線LANアダプター※2

MX-DE17 （5０,０００円）52,500円1段給紙ユニット
MX-DS16 （49,０００円）51,450円専用台（小）
MX-DS17 （49,０００円）51,450円専用台（大）
MX-HNX1 （1０,０００円）10,500円ハンドセット
MX-TE10 （１５,０００円）15,750円排紙トレイユニット※1

MX-PF11 （60,０００円）63,000円漢字フォントキット
MX-PF10 （60,０００円）63,000円バーコード用フォントキット

Option 希望小売価格 （税抜価格）

AR-SU1 （１０,０００円）10,500円済スタンプユニット

MX-FN23 （１５０,０００円）157,500円フィニッシャー

MX-XB18 （１０,０００円）10,500円プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット※3

MX-USX5 （36,０００円）37,800円Sharpdesk®５ライセンスキット

MX-FWX1 （30,０００円）  31,500円インターネットファクス拡張キット

MX-UFX5 （６０,０００円）63,000円SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX1ASharpFiling®追加１ライセンスキット※6 （15,０００円）15,750円

MX-PK11 （110,０００円）115,500円PS拡張キット

MX-UN01A （1０,０００円）10,500円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１ライセンスキット※5
MX-UN05A （4０,０００円）42,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール5ライセンスキット※5
MX-UN10A （7０,０００円）73,500円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１0ライセンスキット※5
MX-UN50A （35０,０００円）367,500円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール50ライセンスキット※5
MX-UN1HA （60０,０００円）630,000円Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール１00ライセンスキット※5

AR-RP１０ （15０,０００円）157,5００円両面原稿自動送り装置※1
AR-SP１０ （１００,０００円）１０５,０００円原稿自動送り装置

AR-DS３ （４９,０００円）５１,４５０円専用台（大）
AR-DS４ （４９,０００円）５１,４５０円専用台（小）

ＡＲ-Ｄ３7 （１００,０００円）１０５,０００円２段給紙ユニット
AR-Ｄ３6 （５０,０００円）５２,５００円１段給紙ユニット※2

AR-TR５ （12,０００円）12,6００円ジョブセパレータ－※1

MX-EB14 （18,０００円）18,9００円増設メモリーボード（128MB）
MX-NB12 （130,０００円）136,5００円ネットワーク拡張キット
MX-PK１1 （110,０００円）115,50０円PS拡張キット

AR-HN7 （12,０００円）12,60０円ハンドセット※3

MX-USX５ （３６,０００円）３７,８００円Sharpdesk®５ライセンスキット

（１５,０００円）１５,７５０円
（６０,０００円）６３,０００円

Option 希望小売価格 （税抜価格）

MX-UFX５SharpFiling®５ライセンスキット
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※4

アプリケーション拡張キット MX-AMX1 （60,０００円）63,000円
アプリケーション通信キット MX-AMX2 （6０,０００円）63,000円

（98,000円）102,900円MX-FR37Uデータセキュリティキット（非認証版）

※1 フィニッシャー（MX-FN23）が必要です。※2 仕様に関しては、USB無線LANアダプター（MX-EB13）専用カタログをご参照くだ
さい。※3 プラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC１2）装着時に必要です。※4 仕様に関しては、USB無線LANアダプター
（MX-EB13）専用カタログをご参照ください。※5 アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。またSharp OSA®ネットワー
クスキャナーツールからPCに格納されているPDFを印刷する場合には、PS拡張キット（MX-PK11）が必要です。※6 この商品をご利
用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。※7 取付には別途サービスパーツが必要となります。

外部アカウントキット MX-AMX3 （3０,０００円）31,500円

（１３０,０００円）136,500円MX-ECX2ICカードリーダーライター（非接触）※7
（７１,０００円）74,550円MX-CCX1ICカード（５枚入り）

MX-SCX1 （7,5００円）7,875円ステープルカートリッジ（FN23用）

※1 AR-N１82FGは標準装備。※2 １段給紙ユニットを２段装着することはできません。※3 AR-N１82FGのみ。※4 この商品
をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

MX-EB13 （25,０００円）26,25０円USB無線LANアダプター※4

● 省スペース設計を追求したコンパクトボディに多彩なデジタル機能を搭載しました。
スペースも経費も節約が可能です。

● A3サイズカラースキャナーを搭載し、書類の電子化が可能。用紙の節約と
ペーパーレスオフィスを推進します。

● 小さな文字や写真もくっきりと出力できる600dpiの高画質。
文字と写真が混在した文書も美しくコピーできます。

主な特長主な特長主な特長

● 直感的に使える7インチカラー液晶タッチパネルを搭載しました。

● 紙の文書をカラーで読み取り可能。電子データをPCサーバーに保存したり、
E-mailに添付して送信することもできます。

主な特長主な特長主な特長

高画質、優れた操作性でビジネスをサポートする高性能モデル。

MX-M354FP/M314FP/M264FP

MX-M354FP ●35枚/分（A4ヨコ）
MX-M314FP ●31枚/分（A4ヨコ）
MX-M264FP ●26枚/分（A4ヨコ）

コピーコピーコピー ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークプリンターネットワークプリンターネットワークプリンターファクスファクスファクス

（オプション）

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第11117035号

3R・省エネ設計

登録NO.133、135

モノクロ
4.4秒※2

モノクロ
4.9秒※3

ウォームアップ
20秒

モノクロ
4.0秒※1

両面出力
機能

最大給紙
2,300枚

最大サイズ
A3

コピー
600dpi

※１ MX-M354FP。※２ MX-M314FP。※3 MX-M264FP。※4 原稿送り装置使用時は２５％～２００％。※5 1200×600dpi。※6 データ
の暗号化・自動消去のみ。当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。※7 アドホックモード/インフラストラクチャーモード。

カラー液晶
タッチパネル

ワンタッチダイヤル
1,000件

インターネット
Fax送受信

ズーム機能
25～400％※4

電子ソート
機能

PC-Fａｘ
送信

プリント
1200dpi※5

USBメモリー
スキャン

ドキュメント
ファイリング機能

データ
セキュリティ※6 省エネ機能

ユニバーサル
デザイン

ユーザー
認証

MX-M264FPMX-M264FPMX-M264FP
1,363,950円（1,299,000円）
1,207,500円（1,150,000円）

MX-M314FPMX-M314FPMX-M314FP
1,573,950円（1,499,000円）
1,417,500円（1,350,000円）

MX-M354FPMX-M354FPMX-M354FP
1,741,950円（1,659,000円）
1,585,500円（1,510,000円）

105,000円 （100,000円）105,000円 （100,000円）105,000円 （100,000円）
51,450円 （49,000円）51,450円 （49,000円）51,450円 （49,000円）

省スペース＆高画質スタンダード。

AR-N182FG/N182G

AR-N182FG ●18枚/分（A4ヨコ）
AR-N182G   ●18枚/分（A4ヨコ）

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第11117011号

3R・省エネ設計

ウォームアップ
25秒

コピー
600dpi

※1 AR-N182FGは標準装備。※2 原稿送り装置使用時は50％～２００％。※3 AR-N182FGのみ。

モノクロ
7.2秒

両面出力
機能

最大給紙
1,100枚

最大サイズ
A3

電子ソート
機能

ズーム機能
25～400％※2

プリント
600dpi

ワンタッチダイヤル
50件

PC-Fａｘ
送信※3

USBメモリー
スキャン 省エネ機能 ユニバーサル

デザイン

807,450円 （769,000円）
598,500円 （570,000円）
52,500円 （50,000円）
105,000円 （100,000円）
51,450円 （49,000円）

954,450円 （909,000円）
798,000円 （760,000円）

105,000円 （100,000円）
51,450円 （49,000円）

AR-N182FGAR-N182FGAR-N182FG AR-N182GAR-N182GAR-N182G
（税抜価格）希望小売価格
（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格

システ ム
本  体

１段給紙ユニット
２段給紙ユニット
専 用 台（小） （税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格 ̶

原稿送り両面
原稿送り※1

部門管理

両面
原稿送り

は標準機能です。 はオプションが必要です。 は標準機能です。 はオプションが必要です。

ネットワークプリンター
（オプション）

ネットワークカラースキャナー
（オプション）

コピーコピーコピー ファクス※1ファクス※1ファクス※1 プリンタープリンタープリンター カラースキャナーカラースキャナーカラースキャナー

※オプションのネットワーク拡張キット（MX-NB12）が必要です。
※SPDLは、Sharp Printer Description Languageの略称です。

パソコンとネットワーク接続

拡張時 標準時

パソコンとUSBで接続

Ethernet
100BASE-TX
10BASE-T

SPDL2

USB2.0

SPLC

● USBメモリースキャン機能により、パソコンなしでスキャンでき、手軽に持ち運ぶ
ことができます。

● ネットワークプリンターに拡張可能。高画質プリンターをオフィスで共有できます。

※オプションのネットワーク拡張キット（MX-NB12）が必要です。

●写真はオプションを装着しております。●商品のくわしい内容につきましては、商品カタログでご確認ください。
202020

無線LAN
対応※7



Option 希望小売価格 （税抜価格）

※この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

※この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット（MX-UFX５）が必要です。

（３０,０００円）１段給紙ユニット
（110,０００円）PS拡張キット
（３６,０００円）Sharpdesk®５ライセンスキット（ネットワークスキャナー対応版）

（１５,０００円）
（６０,０００円）

３１,５００円
115,50０円
３７,８００円

１５,７５０円
６３,０００円SharpFiling®５ライセンスキット

MX-CS10
MX-PK１1
MX-USX５
MX-UFX５
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※

（３６,０００円）Sharpdesk®５ライセンスキット

（１５,０００円）
（６０,０００円）

３７,８００円

１５,７５０円
６３,０００円SharpFiling®５ライセンスキット

MX-USX５
MX-UFX５
MX-UFX１ASharpFiling®追加１ライセンスキット※

AR-SP１０ （１００,０００円）１０５,０００円原稿自動送り装置

AR-DS４ （４９,０００円）５１,４５０円専用台（小）
MX-NB12 （130,０００円）136,50０円ネットワーク拡張キット

AR-DS３ （４９,０００円）５１,４５０円専用台（大）

AR-Ｄ３6 （５０,０００円）５２,５００円１段給紙ユニット
AR-Ｄ３7 （１００,０００円）１０５,０００円２段給紙ユニット

Option 希望小売価格 （税抜価格）

AR-181G
高性能をコンパクトに集約したマルチファンクション機。

AR-N202FP

コピーコピーコピー

エコマーク認定番号
第11117011号

3R・省エネ設計

グリーン
購入法
適合商品

エコマーク認定番号
第11117003号

3R・省エネ設計

グリーン
購入法
適合商品

ドキュメントワークを効率化する高性能マシン。
AR-181G ●18枚/分（A4ヨコ） AR-N202FP ●20枚/分（A4タテ）

コピーコピーコピー ファクスファクスファクス プリンタープリンタープリンター ネットワークプリンターネットワークプリンターネットワークプリンター

ネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナーネットワークカラースキャナー

プリンタープリンタープリンター カラースキャナーカラースキャナーカラースキャナー

※１ 原稿送り装置使用時は５０％～２００％。※２ ワンタッチダイヤルはFaxのみ。短縮ダイヤルは最大１００件まで。

681,45０円 （649,０００円）
472,5００円 （450,０００円）
５２,５００円 （５０,０００円）
１０５,０００円 （１００,０００円）
５１,４５０円 （４９,０００円）

AR-181GAR-181GAR-181G
（税抜価格）希望小売価格
（税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格

システ ム
本  体

１段給紙ユニット
２段給紙ユニット
専 用 台（小） （税抜価格）希望小売価格

（税抜価格）希望小売価格

電子ソート
機能

※原稿送り装置使用時は５０％～２００％。

原稿送り最大給紙
1,100枚

モノクロ
7.2秒

ウォームアップ
25秒

最大サイズ
A3

コピー
600dpi

省エネ機能

ズーム機能
25～400％※

ユニバーサル
デザイン

プリント
600dpi

部門管理

は標準機能です。 はオプションが必要です。 は標準機能です。 はオプションが必要です。

A4size

※オプションのネットワーク拡張キット（MX-NB12）が必要です。
※SPDLは、Sharp Printer Description Languageの略称です。

パソコンとネットワーク接続

拡張時 標準時

パソコンとUSBで接続

Ethernet
100BASE-TX
10BASE-T

SPDL2

USB2.0

SPLC

電話回線

PC-Fax送信

プリントせずに
直接パソコンから
ファクス送信

● コピー、プリンター、カラースキャナーの1台3役。オフィスのスペースを
有効に活用できます。

● USBメモリースキャン機能により、パソコンなしでスキャンでき、手軽に持ち運ぶ
ことができます。（カラー/300dpi/PDFフォーマットのみ）

● カラーで原稿を読み取り。マーカーのチェック箇所なども、しっかり視認できます。

● ネットワークプリンターに拡張可能。高画質プリンターをオフィスで共有できます。

● 1台4役のコンパクトA4デジタル複合機。オフィスのスペースを
有効に活用できます。

● 電子ソート/オフセット排紙により、多部数の出力を効率化。仕分け作業の
手間が減ります。

● パソコンなしでスキャンでき、保存したデータを手軽に持ち運んで活用できます。

● パソコンから直接ファクス送信可能。プリントアウトする手間と
用紙使用量を抑えられます。

AR-N202FPAR-N202FPAR-N202FP
582,75０円（555,０００円）（税抜価格）本体希望小売価格

※オプションのネットワーク拡張キット（MX-NB12）が必要です。

ネットワークプリンター
（オプション）

両面出力
機能

最大給紙
550枚

モノクロ
8.0秒

ウォームアップ
49秒

最大サイズ
A4

コピー
600dpi

省エネ機能

ズーム機能
25～400％※１

電子ソート
機能

ユニバーサル
デザイン

ワンタッチダイヤル
18件※２

両面
原稿送り

プリント
600dpi

PC-Fａｘ
送信

USBメモリー
スキャン

●写真はオプションを装着しております。●商品のくわしい内容につきましては、商品カタログでご確認ください。
212121

モノクロ
デジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンターデジタル複合機 / レーザープリンター

主な特長主な特長主な特長 主な特長主な特長主な特長



■ドキュメントセキュリティ 機種別対応表　（○：本体に標準装備）

■無線LAN 仕様表

■ICカード 機種別対応表

データセキュリティキット

複合機本体内機密データの暗号化

複合機本体内残存データの自動消去

ドキュメントコントロール機能

IP/MACアドレスフィルタリング

SSL通信

暗号化PDF

親展プリント機能

機  種

MX-FR29U

●

●

●

MX-FR20U

●

●

●

MX-C３12MX-6540FN MX-C３12SC MX-C３80PMX-3111F/
MX-2310F

MX-５111FN/5110FN
MX-4111FN/4110FN

MX-3640FN/
MX-3140FN/
MX-2640FN

MX-M１204/
MX-M1054/
MX-M904

MX-FR33U

●

●

○

○

○

○

●

MX-FR41U

○

○

●

MX-FR34U

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

MX-FR36U

●

○

○

MX-FR28U

●

●

●

MX-3611F

MX-FR39U

●

○

○

データセキュリティキット

複合機本体内機密データの暗号化

複合機本体内残存データの自動消去

ドキュメントコントロール機能

IP/MACアドレスフィルタリング

SSL通信

暗号化PDF

親展プリント機能

機  種

MX-FR3８U

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

MX-M503N/
MX-M363N/
MX-M283N

MX-FR１４U

●

●

●

MX-M503F/
MX-M423F/
MX-M363F

MX-M354FP/
MX-M314FP/
MX-M264FP

MX-FR１４U

●

●

●

MX-B382SC

MX-FR27U

●

●

●

MX-B382

MX-FR26U

●

●

●

MX-B382P

MX-FR31U

●

●

●

MX-FR37U

○

○

AR-317G

AR-FR25U

●検知のみ

●

̶

̶

̶

̶

̶

̶

MX-M753/
MX-M623

MX-FR22U

●

●

●

●DX-C310P、AR-N182FG/N182G、AR-１81G、AR-N202FPはデータセキュリティキットに対応していません。

ICカードのIDm（製造番号）を利用し、認証します。IDm　

ICカードのSSFC情報を利用し、認証します。SSFC（レベル2）

ICカードのカードシリアルIDを利用し、認証します。カードシリアルID

ICカードに記録された任意の情報を利用し、認証します。ユーザーエリア

FeliCa®

●ICカード（FeliCa®、MIFARE®、ELWISE®、eLWISE®）はお客様ご使用のカード（FeliCa®はRC-S８６０準拠、
MIFARE®はStandard 1KまたはStandard 4K）がご利用できます。

ICカードの.com-IDを利用して、認証します。.com-ID

シャープ複合機専用ICカード（MX-CCX1）のユーザー情報にて認証します。専用フォーマット
当社専用
ICカード

ELWISE®

eLWISE®

ICカードのUIDを利用し、認証します。UID

MIFARE®

222222

※1 アドホックモード時は使用不可。※2 アドホックモード、アクセスポイントモード時は使用不可。

本製品と梱包箱には、以下に示す現品表示が記載されています。▶現品表示の意味

2.4DS/OF4
（1） （2）

（4）

（3）

■無線LANをご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線親機間で情報のやり取りを
行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能な利点があります。その反面、電波はある範囲内で
あれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下の
ような問題が発生する可能性があります。
□通信内容を盗み見られる
　悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、通信内容を盗み見られる可能性があります。 
　● IDやパスワードまたは、クレジットカード番号の個人情報 
　● メール内容など 
□不正に侵入される
　悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、下記の行為をされてしまう可能性があります。
　● 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい） 
　● 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
　● 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 
　● コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）など
なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもありますのでご理解の上、ご使用ください。

■無線LANについて
●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受け
ています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、日本国内のみ使用で
きます。
●本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、分解/改造をすると法律で罰せられることがあります。
●利用環境について：無線LANが届く範囲は、遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送
速度など使用環境によって通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。

●電波干渉について：本製品は使用周波数帯は2.4Ghz帯です。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・
医療機器のほか、他同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、
免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す。）が運用されています。

●本製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用チャンネルを
変更するか、使用場所を変えるか、または本製品の運用を停止してください。

●その他、本製品から「他の無線局」に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起き
たときは、最寄りのシャープお客様ご相談窓口までご連絡ください。お客様ご相談窓口のご連絡先について
は、マシン本体に付属の取扱説明書をご参照ください。

（1） 2.4 　　
（2） DS/OF  
　　　　　　　
（3） 4 　　　
（4） 　　　　

：2.4GHz帯で使用する、無線設備を表しています。
：変調方式がDS-SS方式およびOFDM方式であることを
示しています。
：想定される与干渉距離が40m以下であることを示しています。
：2,400MHz～2,483.5MHzの全体域を使用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避可能であることを意味しています。

送信周波数範囲
（ 中 心 周 波 数 ）

無線LAN標準プロトコル　IEEE802.11 n/g/b

OFDM方式（IEEE802.11n※1/g）　DS-SS方式（IEEE802.11b）

IEEE802.11n 最大150Mbps/IEEE802.11g 最大54Mbps/
IEEE802.11b 最大11Mbps

WEP、WPA-PSK※1、WPA-EAP※2、WPA2-PSK※1、WPA2-EAP※2

IEEE802.11n/g/b：2.4GHz　11b（1～14ch）/11g/n（1～13ch）

準 拠 規 格

伝 送 方 式

伝 送 速 度

セ キ ュ リ テ ィ

対応機種：
MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、
MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/２３10F、
MX-C312SC/C312、MX-C380P、MX-M１204/M1054/M904、MX-M753/M623、
MX-M５０３N/M３６３N/M２８３N、MX-M５０３F/M４２３F/M３６３F、
MX-B382SC/B382、MX-B382P、MX-M354FP/M314FP/M264FP

対応機種：
MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、
MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/２３10F、
MX-C312SC/C312、MX-C380P、MX-M１204/M1054/M904、MX-M753/M623、
MX-M５０３N/M３６３N/M２８３N、MX-M５０３F/M４２３F/M３６３F、
MX-B382SC/B382、MX-B382P、MX-M354FP/M314FP/M264FP

対応機種：
MX-3640FN/3140FN/2640FN

対応機種：
MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/
3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/２３10F、MX-C312SC/C312、
MX-C380P、MX-M753/M623、MX-M５０３N/M３６３N/M２８３N、MX-M５０３F/
M４２３F/M３６３F、MX-B382SC/B382、MX-B382P、
MX-M354FP/M314FP/M264FP

対応機種：
MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/
3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/２３10F、MX-C312SC/C312、
MX-C380P、MX-M753/M623、MX-M５０３N/M３６３N/M２８３N、MX-M５０３F/
M４２３F/M３６３F、MX-B382SC/B382、MX-B382P、
MX-M354FP/M314FP/M264FP

対応機種：
MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN

対応機種：
MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/
3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/２３10F、MX-C312SC/C312、MX-C380P、
MX-M753/M623、MX-M５０３N/M３６３N/M２８３N、MX-M５０３F/M４２３F/M３６３F、
MX-B382SC/B382、MX-B382P、MX-M354FP/M314FP/M264FP
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このカタログの内容は、2013年4月現在のものです。

本　　社　 〒５４５-８５２２   大阪市阿倍野区長池町２２番２２号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●リース・クレジットのご用命は
シャープファイナンスへ。

下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。

http://www.sharp.co.jp/print/

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。

http://www.sharp-sbs.co.jp

シャープビジネスソリューション株式会社

財団法人日本環境協会認定のエコマーク認定基準に適合しています。

エコマーク認定商品※1

国際エネルギースタープログラムに適合※1

豊かな地球環境を守るための国際的な省エネルギー制度「国際
エネルギースタープログラム」に適合しています。

グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する
法律）に基づく判断基準に適合しています。

グリーン購入法基準に適合※1

グリーン
購入法
適合商品

欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害
物質〈鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール
（ＰＢＢ）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（ＰＢＤＥ）〉の使用制限に
対応しています。

欧州RoHS規制に対応

□ 特長マーク一覧表

USBメモリーを介して、スキャニング
データを取り込むことができます。

USBメモリー
スキャン

USBメモリーを介して、直接本体に
送信して出力することができます。

USBダイレクト
プリント

データをハードディスクに保存。高度
なドキュメント管理が行えます。

ドキュメント
ファイリング機能

ハードディスクドライブ、メモリーに残
存するデータを自動消去します。

データ
セキュリティ

予熱モードとオートシャットオフモード
により、省エネを実現。省エネ機能

無線LAN対応
（○○○モード）

部門ごとまたはユーザーごとのコピー
管理により、枚数を簡単にチェック
できます。

部門管理

用紙の両面に出力できます。用紙の
節約が可能です。

両面出力
機能

E-mail環境を利用したファクスの
送受信ができます。

インターネット
Fax送受信

パソコンで制作した文書をダイレクト
にファクス送信。出力時間と用紙の
削減につながります。

PC-Fａｘ
送信

原稿を００～０００％まで、１％刻みで
拡大縮小コピーが可能です。

ズーム機能
00～000％

複数枚の原稿を読み込み、一部
ずつページ順に出力。コピー作業を
効率化できます。

無線LANで接続できます。
（インフラストラクチャーモード/アクセス
ポイントモード/アドホックモード）

電子ソート
機能

液晶画面をタッチして簡単操作を実
現します。

液晶
タッチパネル

操作しやすい高さ、キー形状、音に
よるサポートで使いやすい設計です。

ユニバーサル
デザイン

両面原稿の表と裏面を反転させる
ことなく、１回で同時に読み取りする
ことができます。

両面同時読取
（DSPF）

パソコンからのプリント出力時の
解像度です。

複数枚の両面原稿をセットし自動的
に連続読み取りすることができます。

オプションを含めた最大給紙容量
です。

最大給紙
0,000枚

モノクロコピーのファーストコピータ
イムです。

モノクロ
00秒

ファクスやスキャナー送信などの際、
画面タッチやワンタッチダイヤルで
指定できる宛先登録件数です。

ワンタッチダイヤル
000件

ユーザーごとに本機の使用を管理す
ることができます。

ユーザー
認証

電源を入れてから立ち上がるまでの
時間です。

ウォームアップ
00秒

カラーコピーのファーストコピータイム
です。

カラー
00秒

最大複写サイズです。最大サイズ
A3

コピー時の書き込み解像度です。コピー
000dpi

省エネ

グリーン材料

3R・省エネ設計

両面
原稿送り

■商品ご理解のために

■商品ご使用について　●記載の製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更する
ことがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●当カタログに掲載された機種の中には、ご使用にあたって別途保守サービスの契約が必要となるものがあります。方式、料
金等詳細については担当セールスにおたずねください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品は製品の製造打切り後、７年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●紙
幣、有価証券、郵便切手などには、法律によってその複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。●著作権の目的となっている著作物は個人的な範囲で使用する以外は複写することを禁じられています。
■カタログについてのご注意　●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●Fiery
は米国特許商標庁および／またはその他外国の司法管轄区におけるElectronics for Imaging, Inc.の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。●MIFAREは
NXP Semiconductorsの登録商標です。●eLWISEおよび.com-IDはNTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他記載された会社名及びロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面は
ハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

プリント
000dpi

有機資源による物質を一定基準以上含むバイオマス
プラスチック製品としてBPマークに認証されました※2

登録NO.120、133、134、135

●このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。ビ（ド）-1233

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●各機種の仕様にあった電源・電圧でお使いください。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご相談窓口・・・

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

（０１１）６４2-8180
（０２２）２８８-９１52

札 幌
仙 台

（０４８）６５３-５１８０
（０３）5446-８388

さいたま
東 京

（０５２）３３２-２６７１
（０７６）２４９-９０３３

名古屋
金 沢

（０６）６７９４-９１００
（０８２）８７４-６１００

大 阪
広 島

（０８７）８２３-４９８０
（０９２）５７２-２６１７

高 松
福 岡

（０９８）８６2-2231沖 縄

プラズマクラスターロゴおよび
プラズマクラスター、Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の登録商標です。

※1 MX-B382Pは除く。※2 対象機種：MX-6540FN、MX-5111FN/5110FN、MX-4111FN/4110FN、MX-3640FN/3140FN/2640FN、MX-3611F/3111F/2310F、MX-C312SC/C312、MX-C380P、DX-C310P、
MX-M1204/M1054/M904、MX-M753/M623、MX-B382SC/B382、MX-B382P、MX-M354FP/M314FP/M264FP。

シャープ株式会社ドキュメントソリューション
事業本部は、品質マネジメントシステムの
国際規格であるISO9001及び環境マネジメ
ントシステムの国際規格であるISO14001の
認証を取得しております。JMI-0015

JQA-EM6192
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