
A2サイズ対応デジタル複合機

※写真は1421W SPにオプションのインナー1ビントレイ TG4を装着したモデルです。

多彩な機能とシンプルな操作性でビジネスに革新を

■標準モデル

■スキャナー/プリンター/ドキュメントフィーダー搭載モデル A2
スキャン*/プリント*/コピー

フルカラー
スキャナー*

赤 黒
ツインカラー出力*

40枚/分
プリント*/コピー（A4）

*1421Wはオプション



カラースキャンもツインカラーもA2原寸対応
使いやすさも一新し、お客さまのビジネスに革新を。
多様なプリント環境に対応する毎分40枚*の高速出力に加え、新たにA2フルカラースキャンに対応。

ポイントが即座に分かる赤黒ツインカラー出力、ドキュメントのフルカラー表示が可能な大型液晶画面。

より一層快適で効率的な環境を提供する進化した

A2複合機1421Wシリーズがお客さまのビジネスに革新をもたらします。

*A4ヨコ、片面時



A2サイズフルカラースキャナー搭載

A2サイズ対応のフルカラースキャナーを新搭載。

一般文書はもちろん、地図や写真、加筆修正した図

面、押印文書をカラーのまま保存、配布することがで

きます。

赤黒ツインカラー出力

従来のCAD図面に加え、Excel、Word、PDFといっ

たオフィスドキュメントも赤黒ツインカラー出力に対

応。ポイントをおさえた訴求力の高いドキュメントの

活用が可能です。

ユーザーフレンドリーな操作パネル

チルト機構を内蔵した視認性の高い操作パネルと、

フルカラー液晶を新採用。よく使う機能はホーム画面

に登録して、ワンタッチでアクセスできます。使い慣れ

た人にも、初めて使う人にも、シンプルで快適な操作

性を提供します。

※1421Wは標準モデルのため、各機能を使用するにはオプションが必要な場合があります。
必要なオプションは、別紙のシステムモデル例をご確認ください。



多様なプリンター・プロッター言語に対応

■より使いやすくなったRPCSドライバー
用紙サイズや給紙方法など、
あらかじめ設定してすぐ呼び
出せる「かんたん設定」と、多
彩な機能を細かく設定でき
る「項目別設定」をタブの切
り替えで素早く行うことがで
きます。

■RP-GL/2ドライバー *

ペンごとの幅や濃度、ハードクリップ範囲の設定など、CAD出力特有の
機能をサポートするドライバーです。
*Windowsのみ対応。

[RP-GL/2エミュレーション ]

●座標軸回転機能●プロッターモード選
択機能●XY原点位置補正機能（mm単
位）●線幅補正機能●ペン設定選択機能
●変倍率設定機能●水平補正機能●垂直
補正機能●印字領域設定機能●ミラーリ
ング機能●紙サイズ切替方法選択機能
●原稿サイズ判定方法選択機能●変倍余
白補正機能●センタリング機能

■AutoCAD専用HDIドライバー
CADソフトウェア「AutoCAD20XXシリーズ*」用のドライバーです。
ラスター /ベクター混在データでも高速で快適な出力が可能です。
* 「AutoCAD」および「AutoCAD20XXシリーズ」はオートデスク社の製品です。

■RTIFFダイレクト出力
TIFFイメージおよびCALS(Type1)ラスターファイルのダイレクト出
力が可能です。
■Adobe PostScript3*

PDFファイルの高速出力や、Macintoshからの出力をサポートします。
* オプションのPS3カードTG4が必要です。

多くのネットワークインターフェイスに対応

標準装備の100BASE-TX/10BASE-TおよびUSB2.0*1のほか、オ
プションで IEEE802.11a/b/g対応の無線LAN*2*3、Bluetooth*2、
IEEE1284*3、1000BASE-Tインターフェイスに対応します。
*1 PC FAXは使用できません。*2 同時使用できません。*3 いずれか一つのみ装着可能です。

クイックレスポンスで高い生産性をサポート

A2機でありながら、電源投入からのウォームアップはわずか60秒 *1。
ファーストコピーは5.3秒 *2、連続コピーは40枚 /分 *3でプリント
ワークを素早く快適にこなせます。
*1 室温23℃での弊社計測値です。使用環境により異なる場合があります。また、赤現像ユニッ
ト TG4使用時は90秒です。

*2 A4ヨコ、等倍、原稿ガラス、第1給紙トレイ使用時。
*3 A4ヨコ、片面時。

赤黒ツインカラー出力

従来のCAD図面に加え、Excel、Word、PDFなどのオフィスドキュメン
トも、より訴求力の高い赤黒ツインカラー出力が可能です。
また、定型およびユーザー設定のスタンプや、CAD出力時に指定した
ペン設定やイメージデータを赤色出力することができます。
※定型スタンプは1度に1種類のみ印字可能です。
※ PS3でのスタンプ印字は設定できません。また、RP-GL/2出力時は、スタンプの位置や
向きが正しく印刷できない場合があります。

多機能フィニッシャー （オプション） 

オプションのフィニッシャー TG4を使用すると、4種類のステープル綴
じと、中綴じ、パンチ穴加工といった、多彩な仕上げ製本を快適に行え
ます。最大で2,000枚*までスタック可能です。
* A4ヨコ・ステープルなしの場合。
※中継ユニット TG4が必要です。
加えて1421Wには自動両面ユニットが必要です。

メディアプリント

操作パネル側面にあるスロット
にUSBメモリーやSDカード*

を挿して、直接出力することが
可能です。

* 32GB以下のSDカードに対応。
※出力可能なファイル形式はJPEG/TIFF/PDFとなります。また、ファイルのバージョンや
フォーマットによっては出力できない場合があります。

※ モノクロ出力のみ。

保存印刷

パソコンから1421Wのハードディスクへ文書を蓄積できます。蓄積し
た文書は操作パネル上で印刷設定の変更が可能です。保存印刷機能
では、製本印刷や両面印刷など、後処理を含めた印刷ジョブを保存で
き、手軽に同じ仕上げの印刷物が作成できます。 

ステープル

中綴じ パンチ

スタンプ印字イメージ



A2サイズ対応のフルカラースキャナー

600dpiの高画質フルカラースキャナーを新搭載。A2サイズまでス
キャン可能。一般文書はもちろん、地図や写真、パース図や加筆した図
面などもカラーで原寸のまま、メディアやハードディスクに保存したり、
メールで配布することができます。

多彩なスキャン機能で業務フローに柔軟に対応

■プレビュー機能
スキャンデータや蓄積文書を操作画面でプレビューできます。

■スキャン to フォルダー
スキャンした画像を共有フォルダー（SMB）や、FTPサーバーに直接送
信できます。

■スキャン to ハードディスク（ドキュメントボックス蓄積）
内蔵HDDのドキュメントボックスに、最大3,000文書（1文書あたり
1,000ページまで*）蓄積できます。
 * ドキュメントボックスに蓄積できる最大ページ数は合計で3,000ページです。

■スキャン to メディア
スキャンした文書をパソコンを使用せずに、直接USBメモリーやSD

カード*に保存することが可能です。
* 32GB以下のSDカードに対応。

■スキャン to E-Mail

操作パネルから「件名」「送信者」「メール本文」「ファイル名」を指定して
Eメールが送信できます。

■スキャン to URL

スキャンした文書をハードディスクに蓄積し、Web Image Monitor

からダウンロード可能なURLをEメールで送信できます。

多様なファイルフォーマットに対応

多くのファイル形式に直接保存できるので、スキャンした文書をスムー
ズに運用できます。

■高圧縮PDF

従来より高圧縮、高品質な画像圧縮が可能なJPEG 2000方式に対応
し、ファイルサイズがよりコンパクトな高圧縮PDFを生成します。

■PDF/A

電子文書長期保存のための国際標準（ISO 19005）準拠である
PDF/Aに対応。

■パスワード付暗号化PDF

機密文書などに適した、暗号化PDFやパスワードの設定ができます。
※暗号化PDFは、PDFダイレクト機能での出力はできません。

■デジタル署名付PDF

デジタル署名を付与してPDFをスキャンでき、偽造や改ざんから文書
を守ります。

■汎用画像フォーマット
白黒2値：シングル/マルチページTIFF、シングル/マルチページPDF

フルカラー/グレースケール：JPEG、シングルページTIFF、シングル/マ
ルチページPDF

Web Image Monitor

パソコンのwebブラウザー *1から、本体のハードディスクに蓄積した
文書を検索したり、PDF/JPEG/TIFF*2形式でダウンロードすることが
できます。
*1 推奨webブラウザー ： Windows : Internet Explorer 6.0以降、FireFox2.0以降、

Macintosh : Safari 3.0以降。
*2 TIFF形式はモノクロのみ。
※拡張データ変換ボード TG4が必要です。
※機能により、選択可能なデータ形式が異なります。

※1421Wは標準モデルのため、各機能を使用するにはオプションが必要な場合があります。
必要なオプションは、別紙のシステムモデル例をご確認ください。



A2サイズの等倍送信

A2サイズまで等倍のまま送受信が可能です。縮小コピーの手間や、細
線や文字が読み取りにくいこともなく、業務の効率化に貢献します。
※14XXWシリーズ同士の場合。

1台で3台分送受信可能

オプションの増設G3チャネルユニット タイプ38を2個装着すると、
最大3回線同時にスーパー G3通信ができます。複数箇所から同時に
受信したり、受信しながら送信できるため、話中の解消や設置スペース
の節約に貢献します。また、回線ごとに異なる転送先を設定することも
可能です。*1

ナンバーディスプレイにも対応しています*2。
*1 回線別にFコード(SUB)を登録する必要があります。
*2 NTT・KDDI・ソフトバンクとの契約（有料）が必要です。
※ G4 1回線を組み合わせた3回線通信も可能です。
（G4FAXユニット タイプ38を組み合わせて使用します）

FAXセキュリティー

番号の押し間違いによる誤送信や同報送信の制限
など安心のセキュリティー機能を搭載しています。
■宛先の繰り返し入力 *1

テンキーからファクス番号を直接入力する場合、誤送信を防ぐために
複数回入力するように設定できます。
■送信設定確認機能 *2

宛先の番号や件数などを、送信前に画面上で確認できます。
■同報送信禁止機能 *1

複数宛先への同報送信や、グループ宛先への送信を禁止することがで
きます。
■宛先利用制限機能
登録済みの宛先表にのみ送信できるように、テンキーや操作パネルか
らの入力を制限することができます。
*1 カスタマーエンジニアによる設定となります。
*2 カスタマーエンジニアによる設定により、送信前に強制的に表示されることも可能です。

よりセキュアな認証システム

8桁までの数字を使うユーザーコード認証に加え、ユーザー IDとパス
ワードを使用した認証システムも使用できます。またネットワーク接続
されたWindowsのドメインコントローラーやLDAPサーバーと連携
して、既存の認証システムを利用することも可能です。

機能利用制限と利用量制限機能

登録されたユーザーごとに、コピー、ファクス、プリンター、スキャナー、
ドキュメントボックスの各機能の利用を制限することができます。また、
各利用者ごとにコピー、プリントの上限度数を制限でき、セキュリティと
ランニングコストの抑制に貢献します。

機密印刷

機密印刷機能を使用すると、あらかじめ設定したパスワードを操作パネ
ル上で入力するまで印刷を保留するため、出力した文書の持ち出しや
取り違いを抑止し、情報を守ります。

HDD残存データ消去 /HDD暗号化機能

コピー、スキャナーによる原稿読み取りや、パソコン出力時のHDD残
存データなどを上書き消去（逐次消去 /一括消去）することができま
す。また、アドレス帳や蓄積文書などは暗号化してからHDDに保存す
るため、HDD抜き取りによる情報漏えいも防止します。
[暗号化の対象となるデータ ]

●アドレス帳●蓄積文書データ●ユーザー認証データ●ログ●一時保存
されている文書データ●ネットワークI/F情報●機器設定情報

不正コピー抑止地紋印刷機能

特殊な地紋を埋め込んで印刷する不正コピーガード機能を標準装備。
出力物をコピーすると埋め込まれた任意文字や日時などの牽制文字が
浮かび上がり、情報漏洩を防ぎます。
■地紋の除外エリア指定
バーコードリーダーなどで読み取り
に支障が出ないように、エリアを指
定して地紋印刷を除外することが
できます。
※牽制文字はRPCS/PS3ドライバーで設定
することができます。

強制セキュリティー印字

ユーザー認証を設定すると、コピー、ファクス、プリンター、ドキュメント
ボックスからの印刷時に、印刷日時や出力者情報などを強制的に印字
することができ、情報漏えいを抑止します。
※ファクス受信文書には出力者情報は印字されません。

安心の暗号化システム

データの暗号化にはAES256bit/SHA-2を、スキャン to E-MailやＩＰ
Ｐ印刷、Web Image Monitorによる通信にはFIPS 140-2対応の
SSL通信を行い、情報の盗み見を防ぎます。またS/MIME機能でメッ
セージの暗号化と電子署名の添付ができ、メール送信経路での改ざん
やなりすましを防ぎます。

不正コピー抑止イメージ



視認性に優れた操作パネル

より多くの人に使いやすいよう配慮さ
れた、視認性の高い配色と角度調整
可能な（最大90度）操作パネル、カ
ラー液晶画面を新採用。また、ホーム
画面にはよく使う機能をアイコン化し
て、さらに使いやすくカスタマイズで
きます。

幅広い用紙をスムーズに補給

標準で6WAY、最大1,900枚 *1の大量給紙ができます。用紙サイズは
はがき*2からA2まで、用紙厚は52g/m2*3から給紙可能で、トレーシ
ングペーパーなどにも印刷す
ることが可能です。給紙トレイ
は順手でも逆手でも握りやす
い、フリーグリップタイプ。わず
かな力で開くことができ、用紙
補給の負担を低減します。
*1 64g/m2紙で換算。
*2 手差しトレイのみ対応。
*3 両面印刷時は64g/m2から。

取り出しやすいインナービン （オプション）

インナー1ビントレイ TG4を使用
すると、排紙されたトレイを手前に
スライドさせて、大きな印刷物もス
ムーズに取り出すことができます。

eco指数を見える化して、環境負荷低減を促進

インフォメーション画面には、利用者や本体の総印刷枚数や、両面印刷
率、集約利用率、用紙削減率や管理者からの任意のメッセージを表示
することができます。

■集約/製本印刷で用紙削減率をアップ
複数の原稿を1枚の用紙に印刷する集約印刷*や製本印刷*で、効率よ
く用紙を利用できます。
* 自動両面ユニット TG3を装着したモデルで利用可能です。

エネルギースタープログラム

オフィス機器の省エネルギー化を推進する
「国際エネルギースタープログラムVer 2.0」
の基準に適合しています。

グリーン購入法

1421W/1421W SPは環境負荷低減に資す
る製品として、国が定めるグリーン購入法の規
格を満たしています。

エコマーク

（財）日本環境協会より、低廃棄物、再資源化、
省エネなど、環境負荷の低い製品であることが
認定され、エコマークを取得しています。

RoHS指令に適合

欧州RoHS指令に指定された6物質の使用規
制に適合しています。8 7 6 5

4 3 2 1
2

43

1 56

8 7 1

3 6

8

24 57

原稿 集約印刷 製本印刷

手差し 50枚
（A2以下）

550枚
（A3以下）

250枚
（A2以下）

認定番号：06117078



内蔵型
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
連続複写速度と同速
600dpi×600dpi

RPCS、PDF Direct

PostScript®3

TCP/IP（IPv4/IPv6）、FTP、IPP、SMB

Apple Talk、IPX/SPX

Windows® XP/Vista/7/8/8.1 、Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012

Mac OS 10.2以上
イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0*1*2 メディアプリント：USB2.0*2、SDカードスロット*2

ギガビットイーサネット(1000BASE-T)、IEEE1284 準拠双方向パラレル*2、
無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*2、Bluetooth® 2.0*2

RP-GL/2、RP-GL、RTIFF

明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、
Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、CourierNew4書体、Arial4書体、
TimesNewRoman4 書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、
和文2書体*3（平成明朝W3、平成角ゴシックW5）、欧文136書体*3

HG明朝L、HGゴシックB

25％～400％（RPCS時）

形式
メモリー
プリントサイズ
連続プリント速度（毎分）
解像度
ページ記述言語 標準
 オプション
対応プロトコル 標準
 オプション
対応OS 標準
 オプション
インターフェース 標準
 オプション

エミュレーション 標準
内蔵フォント 標準

 オプション
変倍率

*1 Mac OSでは、Mac OS X 10.3.3以上が必要です。*2 USB、SDカード、IEEE1284準拠双方向パラレル、無線LAN、
Bluetooth® インターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。 *3 PDFダイレクト用。PS3カード TG4装
着時も利用可能。
※1421WはオプションのA2コントローラー TG4が必要です。

プリンター機能

平面走査（シート原稿、ブック原稿両面用）
4MB（オプション装着時：最大28MB）*1

アナログ：加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX）、Fネット（G3サービス）
デジタル*2：INSネット64、Fネット（G4サービス）、デジタル交換内線（基本インターフェース）
G3：8×3.85本/mm（ふつう字）、8×7.7本/mm（小さな字）、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm（微細字）*1

G4*2：200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、400×400dpi（微細字）*1

G3：33.6K / 31.2K / 28.8K / 26.4K / 24.0K / 21.6K / 19.2K / 16.8K / 14.4K / 12.0K / 

9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400bps（自動シフトダウン方式）
G4*2：64Kbps/56Kbps（自動速度整合）
MH、MR、MMR、JBIG（G3のみ）*2

G3、G4*3

定形サイズ：最大A2 または17×22"

不定形サイズ：最大 幅432mm、長さ594mm

A2、A3、A4、A5、B3、B4、B5、レター、リーガル、ダブルレター
G3：約3秒（JBIG通信時:2秒台）、G4*3：約3秒

走査方式
メモリー
適用回線

走査線密度

通信速度

符号化方式
通信モード
読み取り原稿サイズ

記録紙サイズ
電送時間*4

*1 FAX メモリー TG3 が必要です。 *2 通信条件により利用できない場合があります。*3 G4 FAX ユニット タイプ 38 装着時。 
*4 A4、700文字程度の原稿を標準画質（G4は 200×200dpi、G3は、8×3.85本 /mm）で送った時の速さです。ただし、G3は画像情
報だけの通信速度で、通信制御の時間は含まれておりません。実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。
※識別番号 000225ACD12
※オプションの A2 FAX TG4が必要です。

FAX機能

イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）
ギガビットイーサネット（1000BASE-T）、無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*1

送信：SMTP手順、TCP/IP（IPv4/IPv6*2）通信
受信：POP3手順、SMTP手順、IMAP4手順、TCP/IP（IPv4/IPv6*2）通信
シンプルモード、フルモード
フルモード時：A3、B4、A4

シンプルモード時：A4（A3/B4はA4に縮小して送信）
200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）、200×400dpi*3、400×400dpi（微細字）*3

200×100dpi（ふつう字）、200×200dpi（小さな字）
メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。
すべてメモリー送信。
TIFF-F（MH、MR*4、MMR圧縮*4）の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。
ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して
印字出力。すべてメモリー受信。

適用回線 標準
 オプション
伝送制御手順

通信モード
送信原稿サイズ

走査線密度 フルモード時
 シンプルモード時
メール送信機能

メール受信機能

*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。 *2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご
利用いただけない場合があります。 *3 FAXメモリー TG3が必要です。 *4 フルモード時。

※オプションのA2 FAX TG4に加え、1421Wの場合はA2コントローラー TG4が必要です。

W-NET FAX機能

イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）
ギガビットイーサネット（1000BASE-T）、無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*1

SIP、JT-H.323V2

TTC標準 JT-T.38手順、JT-H.323手順、SIP（RFC3261準拠）、TCP、UDP/IP通信
定形サイズ：最大A2または17×22"

不定形サイズ：最大 幅432mm、長さ594mm

8×3.85本/mm・200×100dpi（ふつう字）、8×7.7本/mm・200×200dpi（小さな字）、
8×15.4本/mm・200×400dpi*2、16×15.4本/mm・400×400dpi（微細字）*2

IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。
VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。
JT-T.38規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。
VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。

インターフェース 標準
 オプション
対応プロトコル
伝送制御手順
送信原稿サイズ

走査線密度

IP-ファクス送信機能

IP-ファクス受信機能

*1 無線LANは各対応機器すべての動作を保証するものではありません。 *2 FAXメモリー TG3が必要です。
※オプションのA2 FAX TG4に加え、1421Wの場合はA2コントローラー TG4が必要です。

IP FAX機能

カラースキャナー
基本仕様に準ずる
基本仕様に準ずる
モノクロ：40ページ/分 カラー：40ページ/分
モノクロ：2階調 グレースケール：256階調 フルカラー：RGB各256階調
イーサネット（100BASE-TX/10BASE-T）、スキャンtoメディア：USB2.0*2、SDカードスロット*2

ギガビットイーサネット（1000BASE-T）、無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*2

読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi

対応プロトコル：SMTP

出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A

読み取り解像度：100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi

対応プロトコル：SMB、FTP

出力フォーマット：TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A

読み取り解像度：100～1,200dpiの範囲で指定可能*3

対応プロトコル：TCP/IP（IPv4/IPv6）
対応OS：Windows®XP/Vista/7/8、Windows Server®2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012

形式
メモリー
最大原稿読み取りサイズ
読み取り速度*1 

階調
インターフェース 標準
 オプション
メール送信

ファイル送信

ネットワークTWAINスキャナー

*1 A4ヨコ、200dpi時。 *2 USB、SDカード、無線LANインターフェースは各対応機器全ての動作を保証するものではありません。
*3 読み取り原稿サイズにより、最大読み取り解像度が変わります。
※1421WはオプションのA2コントローラー TG4が必要です。

■本体標準価格（搬入設置料）<税別>

1421W・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,760,000円（38,000円）
1421W SP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,440,000円（50,500円）
※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。
※特殊作業（クレーン車使用等）の場合は、別途料金が必要となります。

スキャナー機能

9251-1049-70　1604KSC※本紙の記載内容は2016年4月現在のものです。

このカタログは植物油インキを使用しています。

ご注意
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・ハガキ、政府発行の印紙類などをコピーすることは、法律で禁止されています。
②著作権法の対象となっている書籍、音楽、絵画、地図、図面、映画および写真などの著作物は、個人または、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コピーする以外は禁じられています。

※他機種でご使用されていた共通のオプションは、本機に装着出来ない場合があります。※用紙種類によっては、正しく給紙や印刷できない場合があ
ります。特に、絵入りのはがきなどを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が給紙ローラーに付着し、給紙できなくなる場合があります。※万が一、本体の
ハードディスクに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをおす
すめします）。機器の返却・廃棄を行なう際、ハードディスク等に記録されたデータはHDD残存データ消去機能を利用して消去することを推奨します。
データの消失および流出による直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※USBメモリーや
SDカードへのアクセス中に、電源を切ったり、メディアを抜いたりすると、データが破損する場合があります。データ破損に関する損害については、当
社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※HDD暗号化機能を利用する場合、暗号鍵を紛失すると故障時等にデータが復旧
できなくなります。運用後にHDD暗号化機能を有効にすると、設定に時間がかかることがあります。導入時の設定をおすすめします。※本機をイン
ターネットに接続されたネットワーク環境でご利用になる場合には、必ずファイアーウォールなどを設置し、セキュリティを確保した環境で運用してくだ
さい。※各種サービスの提供を受けている電話回線は、ファクシミリに使用できない場合（キャッチホンなど）があります。※ファクシミリで送られたも
のは、原稿と寸法が多少異なる場合があります。※電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。※留守番電話接続および
TEL/FAXリモート切替は接続する電話機の種類によって使用できないこともあります。※本製品の故障、誤作動またはその他の不具合により送信、受
信ができなかったために生じた直接、間接の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。※搬入設置指導料
は、本製品本体を納品する場合で、標準的な搬入設置指導作業の参考価格です。※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく
場合があります。※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。※このカタログに記載されている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サンプルとは異なります。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※保守サー
ビスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は本機械製造終了後、7年間です。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマークはコニカミノルタ株式会社の登録商標です。
※Microsoft、Windows、Windows ServerおよびInternet Explorer、Excel、Word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。
※Bluetoothは米国Bluetooth-SIG, INC.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。
※Acrobat、PostScriptは、Adobe Systems Inc.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。
※Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※UNIX はThe Open Group の米国およびその他の国々における登録商標です。
※イーサネットは、富士ゼロックス（株）の登録商標です。
※ナンバー・ディスプレイは東日本電信電話、西日本電信電話の登録商標です。
※本製品はNetBSD Operating Systemを使用しています。
※その他本カタログに記載の会社名および製品名・ロゴマークは各社の登録商標または商標です。
※詳しい性能・仕様・制約条件・価格等については、販売担当者にご確認ください。

注意

安全にお使い頂くために
●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、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほ
こり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

ご用命は信用ある当社へ

 ■1421W / 1421W SPの主な仕様

コンソール式
1421W : 1GB / 1421W SP : 2GB

250GB

赤黒2色*1

シート、ブック、立体物 最大原稿サイズ：A2（420×594mm）、17×22"（431.8×558.8mm）
定形：A2～はがき（100×148mm）、17×22"～5 1/2×8 1/2"

不定形：幅100～432mm、長さ128～594mm

先端：3±2mm、後端：2±2mm、奥・手前：2±2mm

本体給紙トレイ：52～105g/m2（45～90kg） 手差し：52～157g/m2（45～135kg）
両面時：64～105g/m2（55～90kg）
読み取り：600dpi×600dpi 書き込み：600dpi×600dpi

256階調
60秒、ただし赤現像ユニット装着時は90秒（室温23℃の場合）
5.3秒
A4ヨコ：40枚、A4タテ：32枚：A3ヨコ：26枚、A3タテ：21枚、A2タテ：14枚
1：1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差：等倍±0.5％以下
25～400％（0.1％単位の任意選択）
550枚×2段＋250枚×3段+50枚（手差し）
-

999枚
AC100V、15A、50/60Hz共通
1.5kW以下
1421W：780×854×1,098mm*6

1421W SP：799×854×1,242mm*7

1,273×892mm

1421W：188kg以下
1421W SP：218kg以下

形式
メモリー
HDD容量
カラー対応
複写原稿
複写サイズ

 画像欠け幅
用紙紙厚

解像度
階調
ウォームアップタイム*2

ファーストコピータイム*3

連続複写速度（毎分）*4

複写倍率 固定
 ズーム
給紙方式 標準
 オプション
連続複写枚数 

電源
最大消費電力 

大きさ（幅x奥x高）*5

機械占有寸法（幅x奥）*8

質量 

 

*1 1421Wで赤黒2色コピーを行う場合は、オプションの赤現像ユニット TG4が必要です。*2 ご使用環境やご使用状況により、数値が
異なる場合があります。 *3 A4ヨコ、片面、等倍、本体第1給紙トレイ、原稿ガラスの時。 *4 A2タテ、A3ヨコは第三給紙使用時。*5 操
作部が床に対して垂直の場合。 *6 高さは原稿カバーまで。 *7 自動原稿送り装置含む。 *8 手差しトレイ開放、手差し延長トレイ開放
時、操作部を床に垂直な状態から62度回転させた場合。

基本仕様/コピー機能

http://www.konicaminolta.jp

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1



本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

■オプションシステム & 価格表

ドキュメントフィーダー TG4

・・・・・・290,000円

（1421W SPに標準装備）

フィニッシャー TG4

・・・・・・400,000円
サイドトレイ TG4

・・・・・・10,000円

原稿カバー PN6010

・・・・・・20,000円

（1421Wに標準装備）

PS3カード TG4

・・・・・・145,000円

中継ユニット TG4

・・・・・・45,000円

赤現像ユニット TG4

・・・・・・80,000円

インナー1ビントレイ TG4

・・・・・・50,000円

ハンドセット TG3

・・・・・・10,000円

原稿置き台 TG4

・・・・・・15,000円

拡張データ変換ボード TG4

・・・・・・50,000円

A2 FAX TG4

・・・・・180,000円

FAXメモリー TG3

・・・・・・80,000円

増設G3チャネルユニット タイプ38

・・・・・・140,000円

G4FAXユニット タイプ38

・・・・・・170,000円

GigaBit イーサネット
ボード タイプ7

・・・・・・40,000円

拡張1284ボード
タイプB

・・・・・・20,000円

拡張無線LANボード
タイプ7

・・・・・・50,000円

ワイヤレスインター
フェースボード タイプ24

・・・・・・40,000円

1421W・・・・・・・・ 1,760,000円
1421W SP・・・・・・ 2,440,000円

※　選択　は、同時装着できないオプションです。ご注意ください。

※　　　　は、内部に取り付けるオプションです。

選択

選択

選択

（1421W SPに標準装備）

自動両面ユニット TG3

・・・・・・130,000円

（1421W SPに標準装備）

A2コントローラー TG4

・・・・・・260,000円

ステープル針 MS-5D

・・・・・・4,800円

ステープル針 MS-2C

・・・・・・4,400円

（1421W SPに標準装備）
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■機能別必要オプション

■システムモデル例

赤黒ツインカラーコピー
ステープル
パンチ
両面コピー
大量原稿
サイズ混載コピー
プリンター/プロッター機能
赤黒ツインカラープリント
Mac OS Xからの出力
FAX機能
G3 FAX2回線対応
G4 FAX

PC-FAX送信
ペーパーレス受信
（HDD蓄積後、Web Image MonitorでPC

引き取り、またはE-mail転送）
IP-FAX

W-NET FAX

スキャナー機能
Scan to SMB/FTP/E-mail

機能別出力振分

コピー

プリンター

FAX

スキャナー

その他

ドキュメントフィーダー
 TG4※

インナー
1ビントレイ

 TG4

フィニッシャー
 TG4

中継ユニット TG4

自動両面ユニット TG3※

赤現像ユニット TG4※

A2コントローラー
 TG4※

PS3カード
 TG4

A2 FAX TG4* 1

増設
G3チャネルユニット タイプ

38* 1

G4 FAXユニット タイプ
38* 1

機　能

必要オプション

※1421W SPに標準装備。
*1 400dpi「微細字」で送受信する場合はFAXメモリー TG3が必要です。 *2 最大3回線まで拡張可能。（増設G3チャネルユニット タイプ38が2個必要です）

1421W

赤現像ユニット TG4

合計

標準価格（税別）
1,760,000円

80,000円
1,840,000円

取付料金（税別）
38,000円
4,500円

42,500円

1421W

ドキュメントフィダー TG4

赤現像ユニット TG4

合計

標準価格（税別）
1,760,000円

290,000円
80,000円

2,130,000円

取付料金（税別）
38,000円
9,000円
4,500円

51,500円

1421W

ドキュメントフィダー TG4

インナー 1ビントレイ TG4

A2FAX TG4

合計

標準価格（税別）
1,760,000円

290,000円
50,000円

180,000円
2,280,000円

取付料金（税別）
38,000円
9,000円
9,000円

18,000円
74,000円

1421W

ドキュメントフィダー TG4

自動両面ユニット TG3

中継ユニット TG4

フィニッシャー TG4

合計

標準価格（税別）
1,760,000円

290,000円
130,000円
45,000円

400,000円
2,625,000円

取付料金（税別）
38,000円

9,000円
9,000円

ー
9,000円

65,000円

1421W
ドキュメントフィダー TG4
インナー 1ビントレイ TG4
A2FAX TG4
A2コントローラ TG4
合計

標準価格（税別）
1,760,000円

290,000円
50,000円

180,000円
260,000円

2,540,000円

取付料金（税別）
38,000円

9,000円
9,000円

18,000円
22,500円
96,500円

1421W SP

インナー 1ビントレイ TG4

A2FAX TG4

合計

標準価格（税別）
2,440,000円

50,000円
180,000円

2,670,000円

取付料金（税別）
50,500円

9,000円
18,000円
77,500円

■システム例 6
プリンター /プロッター /FAX拡張
（PC-FAX送信、受信文書のHDD蓄積、
赤黒プリント：RPCS／ RP-GL/2）

■システム例 4
FAX拡張（PC-FAX送信、
受信文書のHDD蓄積）

■システム例 3
コピー（赤黒コピー）

■システム例 2
コピー（大量出力）

■システム例 1
コピー（赤黒コピー）

■システム例 5
FAX拡張

（機能別排紙振分け）

●機能

●機能

コピー

IP-FAX/W-NET FAX
受信文書のHDD蓄積

BOX機能

FAX

機能別排紙振分け

プリンター／プロッター

赤黒コピー

PC-FAX送信

スキャナー
赤黒プリント：RPCS／ RP-GL/2

コピー

パンチ

自動原稿送り

ステープル

BOX機能

●機能

コピー

自動原稿送り

機能別排紙振分け

FAX

BOX機能

●機能

コピー

自動原稿送り

赤黒コピー

BOX機能

●機能

コピー

BOX機能

赤黒コピー

コピー
機能別排紙振分け
プリンター／プロッター
自動原稿送り

FAX
PC-FAX送信
スキャナー

IP-FAX/W-NET FAX
受信文書のHDD蓄積

BOX機能

●機能



■オプション仕様

モード

原稿サイズ

原稿紙厚（四六判）

原稿積載枚数

最大消費電力

大きさ（幅×奥行×高さ）

質量

ADF機能、大量原稿機能、サイズ混載機能（同系列、同じ幅のみ）、

不定形原稿機能

片面原稿時：A2タテ～B6タテ、

11×17"タテ・ヨコ～51/2×81/2"タテ・ヨコ、

432×594mm（ヨコ×タテ）

両面原稿時：A3タテ・ヨコ～A5タテ

11×17"タテ～51/2×81/2"タテ・ヨコ

片面原稿時：40～128g/m2（35～110kg）

両面原稿時：52～105g/m2（45～90kg）

A3以下：50枚　A3を超えるサイズ：30枚

約75W（電源は本体より供給）

790×652×190mm

約23.5kg

●ドキュメントフィーダー TG4（1421W SPに標準装備）

収容可能サイズ

収容可能枚数

収容可能紙種

用紙紙厚（四六判）

大きさ（幅×奥行×高さ）

質量

A2～A6タテ、B3～B6、17×22"～5½×8½"、不定形サイズ

A3以下：100枚、A3を超えるサイズ：50枚

64～105g/m2（55～90kg）

トレイ部：595×545×80mm

排紙部：180×535×190mm

トレイ部：1.7kg　排紙部：1.5kg

●インナー 1ビントレイ TG4

■寸法図（単位：mm）

※コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。

892892

1,242

799

462

780

833

1,098

704

493

340

1,242
1,035

978

745

657

■1421W
　+サイドトレイ TG4+原稿置き台 TG4　装着時

■1421W SP
　+フィニッシャー TG4+中継ユニット TG4　装着時

■1421W SP

上トレイ

シフトトレイ

ステープル

中綴じトレイ

パンチ

最大消費電力

大きさ（幅×奥×高）

質量

装着に必要なオプション

収納可能サイズ

収納可能枚数

用紙紙厚（四六判）

収納可能サイズ

収納可能枚数

用紙紙厚（四六判）

可能サイズ

可能枚数

用紙紙厚（四六判）

位置

可能サイズ

可能枚数

用紙紙厚（四六判）

収納可能枚数

可能サイズ

用紙紙厚

位置

A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、11×17"～

5½×8½"タテ、不定形サイズ

250枚（A4、8½×11"以下）、50枚（B4、8½×14"以上）

52～157g/m2（45～135kg）

A3～A6タテ、B4～B6タテ、12×18"、11×17"～

5½×8½"タテ、はがき、不定形サイズ

2,000枚（A4ヨコ、8½×11"ヨコ）、

1,000枚（A3、A4タテ、B4、B5、12×18"11×17"～8½×11"タテ）、

500枚（A5ヨコ）、

100枚（A5タテ、B6タテ、A6タテ、5½×8½"タテ）

52～157g/m2（45～135kg）

A3、A4、B4、B5、11×17"～8½×11"

50枚（A4、8½×11"以下）、30枚（B4、8½×14"以上）、

サイズ混載時30枚

64～90g/m2（55～77kg）

手前、奥1ヶ所綴じ、奥1ヶ所斜め綴じ、2ヶ所綴じ

A3、A4タテ、B4、B5タテ、11×17"～8½×11"タテ

15枚

64～90g/m2（55～77kg）

2～5枚/30部、6～10枚/15部、11～15枚/10部

A3～A5、B4、B5、11×17"～5½×8½"タテ

52～157g/m2（45～135kg）

2穴

96W以下（電源は本体から供給）

657×613×960mm（高さは天板まで）

65kg

自動両面ユニット TG3、中継ユニット TG4

●フィニッシャー TG4

■クライアント環境設定料

サービス名

コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定

スキャナー設定

設定料金（税別）

2,000円／台

2,500円／台

サービス内容

コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業及び動作確認（LAN/USB接続）

スキャナー設定及び動作確認

■アプリケーションインストール料

サービス名

コニカミノルタ提供ソフトウエアインストール

アプリケーションソフトウエアアンインストール

設定料金（税別）

2,500円／台

2,000円／台

サービス内容

コニカミノルタが提供する複合機バンドルアプリケーションソフトウエアのインストールと設定作業及び動作確認指定

アプリケーションソフトウエアのアンインストール （アンインストール機能付きのものに限る）

※コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。
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■本体標準価格
1421W  ・・・・・・・・・・・・・・ 1,760,000円（標準搬入設置料金 38,000円）＜税別＞
1421W SP・・・・・・・・・・・・・ 2,440,000円（標準搬入設置料金 50,500円）＜税別＞
■オプション価格＜外部オプション＞

商　品　名

原稿カバーPN6010

ドキュメントフィーダー TG4

インナー1ビントレイ TG4

原稿置き台 TG4

サイドトレイ TG4

ハンドセット TG3

フィニッシャー TG4

標準価格（税別）

20,000円

290,000円

50,000円

15,000円

10,000円

10,000円

400,000円

取付料金（税別）

－

9,000円

9,000円

2,300円

2,300円

2,300円

9,000円

備　考

1421Wに標準装備。

1421W SPに標準装備。

本体内に1ビンを増設し、機能別排紙が可能。

原稿などを置く台。

外付けの排紙トレイ。

A2 FAX TG4装着時取付可能。

装着には中継ユニット TG4 と自動両面ユニット TG3が必要です。ステープル、パンチ機能付き。

■オプション価格＜内部オプション＞

商　品　名

中継ユニット TG4

自動両面ユニット TG3

A2コントローラー TG4

PS3カード TG4

A2 FAX TG4

FAXメモリー TG3

増設G3チャネルユニット タイプ38

G4 FAXユニット タイプ38

赤現像ユニット TG4

GigaBit イーサネットボード タイプ7※1

拡張1284ボード タイプB※1

拡張無線LANボード タイプ7※1

ワイヤレスインターフェイスボード タイプ24※1

拡張データ変換ボード TG4※2

ステープル針 MS-2C

ステープル針 MS-5D

標準価格（税別）

45,000円

130,000円

260,000円

145,000円

180,000円

80,000円

140,000円

170,000円

80,000円

40,000円

20,000円

50,000円

40,000円

50,000円

4,400円

4,800円

取付料金（税別）

－

9,000円

22,500円

4,500円

18,000円

4,500円

9,000円

9,000円

4,500円

4,500円

4,500円

4,500円

2,300円

2,300円

－

－

備　考

フィニッシャー TG4装着時に必須。

A3タテ～A5タテの用紙に両面印字可能。
1421W SPに標準装備。
プリンター/プロッター、スキャナー機能拡張。
1421W SPに標準装備。
Adobe社のPostScript3による出力が可能。
PDFダイレクト出力も可能。
FAX機能が使用可能。

FAXメモリーを28MBに拡張。
400dpi「微細字」での送受信が可能。
FAX G3回線増設用。

FAX G4回線増設用。

赤黒ツインカラー出力が使用可能。
1421W SPに標準装備。
1000BASE-T規格に準拠。※USB2.0ポート付。本オプション装着
時は標準のネットワークボードとUSBポートは使用できません。
IEEE1284準拠の双方向パラレルインターフェースボード。ハーフ
ピッチをフルピッチに変換するアダプターを同梱（ケーブル別売）
無線LANでネットワーク接続するためのインターフェースボード。標
準装備のEthernetとは同時に使用することはできません。
Bluetooth® 標準規格Ver.2.0準拠。

ドキュメントボックスに蓄積したコピーとプリントデータをパソコンに
引き取る際に必要です。
フィニッシャーTG4用中綴じ針。
2,000針×4個
フィニッシャーTG4用ステープル針。
5,000針×3個

対象機能

コピー FAX 
IP W-NET

 プリンター スキャナー フィニッシャー
   FAX FAX

       ○

 ○ ○ ○ ○ ○  ○

   ○ ○ ○ ○

     ○

  ○ ○ ○

  ○ ○ ○

  ○

  ○

 ○    ○

   ○ ○ ○ ○

     ○

   ○ ○ ○ ○

     ○

 ○    ○

       ○

       ○

※1：装着時は、他のオプションインターフェースは装着できません。　※2：1421Wに装着する場合はA2コントローラー TG4が必要です。
*上記のオプション取付料金は、コニカミノルタジャパン(株)が設置した場合の実費例です。*オプションを複数取り付ける場合は、それぞれの取付料金を申し受けます。

1421W/1421W SPをご購入の際には、保守サービスシステムとして、チャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択して頂きます。

■チャージシステム
機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

1ヶ月のカウント数が、基本料金に満たない場合でも、基本料金（月額）をお支払いただきます。
*A2サイズは2カウント、その他のサイズは1カウント進みます。両面出力は片面ごと、サイズに応じ
てカウントいたします。2色モードも同様です。
※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内
を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。

*ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います（ただし通過低減方式により、各層
の料金帯を必ず通過し、計算いたします）

*チャージシステム料金には、感光体および現像材の貸与料、消耗品類（保守サービスにおける消
耗交換部品、ただし黒/赤トナーと用紙代を除く）の供給が含まれています。

*記載の価格料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

■スポットシステム
機械の修理と感光体、トナー、部品、その他の関連商品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。
感光体、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただきます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

■保守契約料金

〒105-0023　東京都港区芝浦1-1-1

チャージシステム料金（月額）
基本料金 2,000円 /月（200カウント含）

コピー /プリント単価 コピー・プリント数 /月 単価
  201~500カウント 8.0円
  501~1,000カウント 7.5円
  1,001カウント以上 7.0円

消耗品価格（別売）
黒トナー  8,160円 425g（A4・6%原稿 12,000枚相当分）
赤トナー  3,700円 60g（A4・6%原稿 1,100枚相当分）
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