
 
平成 24 年 10 月 18 日 

 

 

耐水・耐湿紙「エコクリスタル」対応フルカラー複合機 

「ＯＦＩＳＴＡＲ
オ フ ィ ス タ ー

 Ｔ９００Ｃ」の販売開始について 
 

東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ東西）は、法人のお客様向けフルカラ

ー複合機「OFISTAR※1 Ｔ９００Ｃ（以下、本商品）」を平成 24 年 10 月 19 日（金）より販売開始いたします。本商品

は、簡単操作と高機能性を両立させた高性能フルカラー複合機です。プリントはカラー・モノクロともに 45 枚/分※2、

スキャンはカラー・モノクロともに 57 枚/分※3 とビジネスに求められる「スピード感」や「表現力」を高い水準で備え

ます。 

また、ラミネート加工が不要の耐水・耐湿紙「エコクリスタル※4」」対応により、簡単にＰＯＰやポスター印刷の内

製化によるコスト削減に貢献する、パフォーマンスに優れた複合機です。 

 
※１ 「OFISTAR」は、オフィスのファクス・コピー・プリンター・スキャナー等のドキュメント業務効率化を実現する商品シリーズのＮＴＴ東西の 

登録商標です。 

※２ A4 ヨコ、片面時 

※３ A4 ヨコ、300dpi 

※４ エコクリスタルは、両面を特殊フィルムで挟み込む構造のため光沢があり耐水・耐湿・耐久性に優れた印刷用紙であり、 

株式会社巴川製紙所の登録商標です。 

 

 

 

1．販売価格等 

外観 

 

商品名 ＯＦＩＳＴＡＲ Ｔ９００Ｃ 

販売価格 
２段カセット構成時：２，５５０，０００円（税込 ２，６７７，５００円）※5 

４段カセット構成時：２，７１５，０００円（税込 ２，８５０，７５０円）※5 

販売地域 全国 

販売開始日 平成 24 年 10 月 19 日（金） 

販売予定数 
約 150 台／年（ＮＴＴ東日本※6） 

約 150 台／年（ＮＴＴ西日本※7） 
※5 記載の価格には、工事費を含みません。本体の工事費は、27,000 円（税込：28,350 円）です。 

※6 ＮＴＴ東日本のサービス提供地域は、新潟県、長野県、山梨県、神奈川県以東の 17 都道県です。 

※7 ＮＴＴ西日本のサービス提供地域は、富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県です。 



 

 

2．主な特長 

 (1)充実した基本機能 

     本商品は、フルカラーに対応しており、カラー・モノクロともに 45 枚/分でプリントが可能です。スキャナ 

   ーはカラー・モノクロともに 57 枚/分と高速でスキャンすることが可能なため、枚数の多い文書もスピーディ 

ーに電子ファイル化できます。また、オプション品の文書管理ソフトウェア「楽２（ラクラク）ライブラリ」※8 をパソ 

コンにインストールすることにより、取り込んだ電子ファイルをパソコンの画面上で、あたかも実物の書庫で 

バインダーに整理するような管理が可能です。さらに、マウスをクリックしながら、実物のバインダーのページ 

をめくるような感覚でデータを閲覧できます。（【別紙１】参照） 

 

(2)耐水・耐湿紙「エコクリスタル」対応で簡単 POP・ポスター印刷 

本商品は、「エコクリスタル」に直接プリントすることができ、ラミネート加工が不要なため、お客様ご自身で

「メニュー表」や店頭掲示用の「POP」「ポスター」等を短時間に作成することができ、業務の内製化による印

刷コストの削減に貢献します。 

なお、「エコクリスタル」はＮＴＴ東西共に営業担当者へのご用命により購入が可能です。またＮＴＴ東日本で

は、「光セレクトショップ」より購入いただくことも可能です。 

 

ＮＴＴ東日本「光セレクトショップ」  （2015 年 12 月 25 日に閉鎖いたしました。） 

 

(3)セキュリティー機能の向上 

本体以外の機器に接続されると記録データを瞬時に無効化する HDD を搭載しており、万が一 HDD が盗難

にあっても、情報漏えいを防止することができます。 

また、操作パネルからパスワｰドを入力し、ID 情報とあらかじめ本体に登録された利用者情報を照合し、認

証された場合のみ操作を行えるように設定することや、オプション品の「e-BRIDGE ID Gate」※9 を利用するこ

とにより、非接触型 IC カード※10 をかざすだけで利用者の認証が可能です。 

 

 

(4)オフィスの TCO 削減を推進 

認証者のみ機器の操作が可能になることで、オフィスの情報管理におけるセキュリティー向上に貢献する

だけでなく、利用者ごとにカラー・モノクロそれぞれの出力枚数を設定することができるため、用紙やトナーの

無駄な使用を抑えオフィスの TCO 削減※11 を推進します。 

また、「プライベｰト印刷」「ホｰルド印刷」機能により、印刷したデｰタが複合機内に一時的に蓄積され、操作

パネルからユｰザーが出力操作をするまで印刷されません。これにより他人に見られたくない機密文書の放

置を防止できるのみならず、不必要な印刷を行わないことでコスト削減に貢献いたします。 

 
※8 別売：27,500 円（税込 28,875 円）です。機能については、【別紙 1】をご覧下さい。楽 2 ライブラリは株式会社 PFU の登録商標です。 

※9 別売：90,000 円（税込 94,500 円）です。別途 IC カードが必要になります。e-BRIDGE ID Gate は、東芝テック株式会社の登録商標です。 

※10 対応するカードは Felica、Mifare です*。 

* Felica は、ソニー株式会社の登録商標です。Mifare は、Royal Philips Electronics N.V 社の登録商標です。  

※11 TCO（Total Cost of Ownership）とは、機器の導入、維持･管理などにかかる費用の総額です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．お客さまからのお申し込み・お問い合わせ先 

  

【ＮＴＴ東日本】 

（1）お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。 

（2）E-mail によるお申し込み・お問い合わせ 

  info-ced@sinoa.east.ntt.co.jp 

 

【ＮＴＴ西日本】  

（1）お客さまを担当する弊社営業担当者にお申し込み・お問い合わせください。 

（2）電話によるお問い合わせ 

0120-458202*（携帯電話・ＰＨＳからもご利用いただけます。電話番号をお確かめのうえ、 
お間違えのないようお願いします。） 

    <受付時間> 午前 9:00～午後 5:30（土曜・日曜祝日・年末年始を除く） 
* ＮＴＴ西日本エリア（富山県、岐阜県、静岡県以西の 30 府県）以外からはご利用になれません。 

（3）E-mail によるお問い合わせ 
  info.t@west.ntt.co.jp 

 

 

 

【別紙 1】楽 2 ライブラリについて 

【別紙 2】仕様一覧 

【別紙 3】複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ 

 

 

 



【別紙１】『楽２ライブラリ』について

『楽２ライブラリ』※1で身のまわりにある紙文書や、パソコンにたまった電子データを手軽に整理・整頓でき、紙の文書を扱う感覚で
電子ファイリングが可能になります。

『楽２ライブラリ』※1で身のまわりにある紙文書や、パソコンにたまった電子データを手軽に整理・整頓でき、紙の文書を扱う感覚で
電子ファイリングが可能になります。

① 開いている文書をパソコンなどに保存可能です。
② 電子バインダーに綴じたページをメールで送信できます。
③ 必要なページを印刷できます。

②『楽２ライブラリ』の作業デスクに取り込んで、
マーキングなどページの編集をします。

③編集したページをデジタルバインダーに
保存します。

こんな活用もできます

④バインダー内の資料をめくる感覚で
データを閲覧をします。

【２．使用例について】

ラクラク

【１．主な機能】

①カラースキャナーで、資料を
データファイル化します。

（１）電子バインダー等で視覚的なデータが管理が可能です
スキャナーやパソコンから取り込んだデータを電子バインダー

に綴じて、オフィスにあるキャビネットを模した電子キャビ
ネットに保管します。

（２）データの重要ポイントを可視化します
電子バインダーに綴じたデータの重要なポイントには、電子
付箋紙の添付や電子マーカーによるマーキングが可能です。

（３）電子バインダー内のデータをメール送信可能です
電子バインダー内に綴じたデータは、印刷したり、ＰＤＦ※2 化
してパソコンに保存したり、メールに添付して送信できます。

※2 Adobe PDF は、Adobe systems Incorporated（アドビシステムズ社）の
米国およびその他の国における登録商標です。

（４）目的のデータをスピーディーに検索できます
電子バインダーのタイトルや日付、インデックス、目次などの
情報をキーワードにしたバインダ検索機能により、必要な
データをスピーディーに探しやすくすることができます。

※1 楽2ライブラリは株式会社PFUの登録商標です。



【別紙 2】 

 
「ＯＦＩＳＴＡＲ Ｔ９００Ｃ」仕様一覧 

 
 ＯＦＩＳＴＡＲ Ｔ９００Ｃ 

形式 送受信兼用コンソール型 

記録方式 電子写真記録方式 

電源 ＡＣ１００Ｖ、１５Ａ、５０/６０Ｈｚ共通 

消費電力 最大：１．５ｋＷ、スリープモード時：８０Ｗ、スーパースリープモード時：５Ｗ以下 

外形寸法 
幅６９９×奥行７７６×高さ１，１７１ｍｍ（操作パネル傾斜５２度の場合） 

幅６９９×奥行８０８×高さ１，１７１ｍｍ（操作パネル傾斜７度の場合） 

重量 

１３３．５ｋｇ（本体のみ） 

１４８．３ｋｇ（本体＋専用置台） 

１５７．９ｋｇ（本体＋増設記録紙カセット） 

カセット Ａ３／Ｂ４／Ａ４／Ａ４ヨコ／Ｂ５／Ｂ５ヨコ／Ａ５ 

サイズ 
手差し 

最大 Ａ３ 

最小 郵便はがき(日本郵便製） 

給紙方法 標準２段、最大４段 

記録紙 

給紙容量 
標準：６００枚×２＋手差しトレイ１００枚 

最大：６００枚×４＋手差しトレイ１００枚 

共 

通 

ウォームアップタイム 
電源ＯＦＦ／ＯＮ時 １６０秒以下 

スリープモード時 ３０秒以下 

読取り ６００×６００ｄｐｉ 

解像度 
書込み 

モノクロ：２，４００ｄｐｉ相当×６００ｄｐｉ 

カラー/グレースケール：６００×６００ｄｐｉ 

階調数 ２５６階調 

ファーストタイムコピー（Ａ４ヨコ、片面時） モノクロ：５.２秒、カラー：６.８秒 

複写原稿 シート、ブック（最大Ａ３） 

複写サイズ Ａ３／Ｂ４／Ａ４ヨコ／Ａ４タテ／Ｂ５ヨコ／Ｂ５タテ／Ａ５タテ 

連続複写速度（Ａ４ヨコ、片面時） カラー：４５枚／分、モノクロ：４５枚／分 

連続複写 ９９９枚 

ズーム ２５％～４００％（１％きざみ） 

等倍 １±０．５％ 

縮小 ２５％／５０％／５７％／６１％／７１％／８２％／８６％ 

コ
ピ
ー 

複写倍率 

(自動原稿送り装置／ 

ガラス面共通) 

拡大 １１５％／１２２％／１４１％／１６３％／１７３％／２００％／４００％ 

出力解像度 ２，４００×６００ｄｐｉ 

連続プリント速度（Ａ４ヨコ、片面時） カラー：４５枚／分、モノクロ：４５枚／分 

インターフェイス 
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ １０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ、ＵＳＢ２．０ 

オプション：ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ 

対応プロトコル 
ＴＣＰ／ＩＰ（ＳＭＢ、ＬＰＲ、ＲＡＷ、ＦＴＰ、ＩＰＰ、ＩＰＰ ＳＳＬ／ＷＳ Ｐｒｉｎｔ／ＷＳ Ｓｅｃｕｒｅ Ｐｒｉ

ｎｔ）、ＩＰＸ／ＳＰＸ、Ａｐｐｌｅ Ｔａｌｋ、Ｂｏｎｊｏｕｒ 

対応ＯＳ 

Ｗｉｎｄｏｗｓ® ＸＰ／Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ®／Ｗｉｎｄｏｗｓ® ７／Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ®２００３／Ｗ

ｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ®２００８／Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ®２００８ R２ 

Ｍａｃ ＯＳ Ｘ １０．２．８～１０．６ 

プ
リ
ン
タ
ー 

プリンタメモリー メインメモリー：１ＧＢ、ページメモリー：５１２ＭＢ 

インターフェイス 
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ １０／１００／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ 

オプション：ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ｇ 

読取速度（A4 ヨコ、300dpi） ５７枚／分 

読取解像度 １００／１５０／２００／３００／４００／６００ｄｐｉ 

ス
キ
ャ
ナ
ー 

対応ＯＳ 
Ｗｉｎｄｏｗｓ® ＸＰ／Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｖｉｓｔａ®／Ｗｉｎｄｏｗｓ® ７／Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ®２００３／Ｗ

ｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ®２００８／Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ®２００８ R２ 



適応回線 電話網、ファクシミリ通信網 

回線増設 標準Ｇ３×１、最大Ｇ３×２（オプション） 

原稿サイズ 最大Ａ３ 

通信モード スーパーＧ３ 

電送時間 ２秒台（Ａ４、７００字程度を普通モードで読み込んだ場合） 

通信速度 ３３．６～２．４ｋｂｉｔ／ｓ 

符号化方式 ＭＨ／ＭＲ／ＭＭＲ／ＪＢＩＧ 

画像メモリー １ＧＢ 

ワンタッチダイヤル ３，０００宛先 

フ
ァ
ク
ス 

短縮ダイヤル ３，０００宛先（ワンタッチダイヤルと同一管理） 

※Windows® および、Windows Server® 、Windows Vista® は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 

 



２０枚/分
２０枚/分

●カラーレーザー式
Ａ３標準２段カセット

誤送信
低減

カ

モ

液晶

【別紙３】 複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ

大規模

小規模

※記載の価格は、工事費、消費税等相当額を含みません。
※用紙サイズは、全て記録紙の最大サイズです。
※毎分の出力速度については、A4ヨコ、片面時です。

OFISTAR P300Cについては、A4タテ、片面時となります。

販売価格

新たに
販売開始する商品

モノクロ機

カラー機

誤送信低減機能あり

（２０１２年１０月現在）

ＮＥＷ

液晶カラー操作パネル

３０万円 ５０万円 １００万円

事
業
所
規
模
の
イ
メ
ー
ジ

１５０万円

液晶

誤送信
低減

【凡例】

モ モノクロコピー速度

カ カラーコピー速度

【ＮＴＴＦＡＸ Ｔ-３５０】

●Ｂ４感熱式

誤送信
低減

モ ５枚/分

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｓ３１００】

●モノクロレーザー式
Ａ４

モ ６枚/分

【ＮＴＴＦＡＸ Ｌ-３００】

●モノクロレーザー式
Ｂ４

誤送信
低減

モ １２枚/分

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｂ５１００ｅｃｏ】

●レーザー式
Ａ３標準２段カセット

モ １６枚/分

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｈ６０００】

●モノクロレーザー式
Ａ３標準２段カセット

誤送信
低減

液晶

モ ２５枚/分

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ８００Ｃ】

●カラーレーザー式
Ａ３標準４段カセット

誤送信
低減

２００万円 ３００万円

【ＯＦＩＳＴＡＲ X９００C】

●カラーレーザー式
Ａ３ 標準４段カセット

誤送信
低減

液晶

モ ６５枚/分

カ ６０枚/分

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｂ４１００】

●モノクロレーザー式
Ａ３標準２段カセット

モ １８枚/分

誤送信
低減

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ６００Ｃ】

●カラーレーザー式
Ａ３標準４段カセット

誤送信
低減

カ

モ ２０枚/分
２０枚/分

液晶

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｈ７３００】

●モノクロレーザー式
Ａ３標準４段カセット

誤送信
低減

液晶

モ
Tｙｐｅ４５ ４５枚/分
Tｙｐｅ３５ ３５枚/分

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｓ８００Ｃ】

●カラーレーザー式
Ａ３標準２段カセット

カモ

誤送信
低減

液晶

Tｙｐｅ３５ ３５枚/分
Tｙｐｅ２５ ２５枚/分

Tｙｐｅ３６ ３６枚/分
Tｙｐｅ２６ ２６枚/分

液晶

カモ

【ＯＦＩＳＴＡＲ T６００Ｃ】

２０枚/分
２０枚/分カ

モ

液晶
誤送信
低減

●カラーレーザー式
Ａ４標準１段カセット

【ＯＦＩＳＴＡＲ P３００Ｃ】

４５枚/分
４５枚/分

●カラーレーザー式
Ａ３標準２段カセット

誤送信
低減

カ

モ

液晶

【ＯＦＩＳＴＡＲ T９００Ｃ】

ＮＥＷ




