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利便性と使いやすさ、わかりやすさを両立したフルカラー複合機 

「ＯＦＩＳＴＡＲ
オ フ ィ ス タ ー

 Ｘ２０００Ｃ」の販売開始について 
 

 

東日本電信電話株式会社（以下、ＮＴＴ東日本）は、法人のお客様向けフルカラー複合機

「ＯＦＩＳＴＡＲ※1Ｘ２０００Ｃ（以下、本商品）」を平成 25 年 7 月 12 日（金）より、販売開始いたしま

す。 

本商品は、プリントはカラー・モノクロともに 20 枚/分※2、スキャンはカラー・モノクロともに 55

枚/分※3 と、これからのビジネスに求められる「一歩先の利便性」や「操作性」を意識した、使う

人に“やさしい”フルカラー複合機です。 
※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

ズで、ＮＴＴ東西の登録商標です。 

※2  A4 ヨコ、片面時 

※3  A4 ヨコ、200dpi、親展ボックスまで 

 
1．販売価格等 

外観 

 

商品名 ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ２０００Ｃ 

販売価格 1,450,000 円（税込 1,522,500 円）※4 

販売地域 東日本エリア※5 

販売開始日 平成 25 年 7 月 12 日（金） 

販売予定数 450 台／年 
※4  記載の価格には、工事費を含みません。本体の工事費は 11、000 円（税込：11,550 円）です。 

※5  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。 



2．主な特長 

（1)省エネ性能の充実 

本商品は、複合機を「原稿読み取り装置」「操作パネル」「出力装置」「コントローラー」の 4

パートに分け、使う機能に応じて使う部分だけに通電することで消費電力や CO2 排出量を低

減します。原稿送り装置や出力装置を使わないジョブは初期化時の音もせず、近くのユーザ

ーに迷惑をかけません。  

(2)充実した基本機能 

本商品は、カラー・モノクロともに 20 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 55 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「DocuWorksＴＭ」※6 をパソコンにインストール

し利用することにより、取り込んだ電子ファイルの編集、管理などができます。 
※6  「DocuWorksＴＭ」は、富士ゼロックス株式会社の商標です。 

 

（3）受信 FAX をクラウドサービス※7 へ転送 

親展ボックスへの FAX 受信を機に、ファクス転送やプリントのほか、E メール送信※8、FTP

送信、SMB 送信することも可能。たとえば、受信 FAX をクラウドサービスへ転送することで、

ペーパレスでの管理が可能となり、外出先のスマートフォンやパソコン等から確認するといっ

た活用も可能になります。 
※7  事前にクラウドサービス提供事業者との契約・料金が必要です。（ご利用にはアカウント（無料または有料）の登録が必 

要です。）クラウドサービス提供事業者へのお申し込みは、お客様自身で実施願います。データはクラウドサービス提 

供事業者のサーバーに保存されます。クラウドサービスへのアップロードしたデータの紛失・漏えいに関しては、NTT 

東日本は一切の責任を負いかねます。 

※8  メールサーバーなど E メール環境が別途必要です。ご契約プロバイダー、メール環境によっては、利用できない場合が 

あります。 

 

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 

 

【別紙１】「ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ２０００Ｃ」仕様一覧 

【別紙２】複合機・ビジネスファクスの商品ラインアップ 

 

 

 

 



【別紙1】

ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ２０００Ｃ
送受信兼用コンソール型
電子写真記録方式
1GB（最大2GB）
160GB（使用領域：約100GB）
600×600dpi
600×600dpi
各色256 階調（1,670 万色）
31 秒以下（室温20℃）、主電源が入っている場合は23 秒以下（室温20℃）
シート・ブック共に最大297×432mm（A3）

最大 A3
最小 A5［手差しトレイでは郵便はがき（日本郵便製）、封筒：長形4 号（90×205mm）］
画像欠け幅 先端4mm 以内、後端2mm 以内、左/右2mm 以内
トレイ 60～256g/m2
手差トレイ 60～216g/m2
モノクロ 6.5 秒（A4 ヨコ/モノクロ優先モード時）
カラー 8.1 秒（A4 ヨコ/カラー優先モード時）
等倍 1：1±0.7%
固定倍率 50%、70.7%、81.6%、86.6%、115.4%、122.5%、141.4%、200%
任意倍率 25～400％（1％きざみ）
A4 ヨコ/B5 ヨコ モノクロ：20 枚/分、カラー：20 枚/分
A4 モノクロ：16 枚/分、カラー：16 枚/分
B5 モノクロ：11 枚/分、カラー：11 枚/分
B4 モノクロ：13 枚/分、カラー：13 枚/分
A3 モノクロ：11 枚/分、カラー：11 枚/分
標準 560 枚×4 トレイ＋手差しトレイ50 枚
最大給紙量 2,290 枚

999枚
400 枚（A4 ヨコ）、200 枚（A3）
AC100V±10%、15A、50/60Hz 共用
1.5ｋW以下、スリープモード時： 1.6 W 以下、低電力モード時：81 W 以下＊8、レディー時：110W 以下
幅585×奥行640×高さ1,132mm
115kg
幅964×奥行640mm（手差しトレイを最大に伸ばし、自動原稿送り装置の原稿ストッパーを開いた時）

コピー機能に準ずる
出力解像度 600dpi×600dpi
データ処理解像度 標準：300×300dpi、高画質：600×600dpi
標準 ART EX
オプション Adobe® PostScript® 3TM

対応プロトコル Ethernet（標準）
TCP/IP（lpd、IPP、Port9100、SMB、WSD、Novell®NetWare® 、BMLinkS®、ThinPrint®）
Novell®NetWare®（IPX/SPX）、NetBEUI（SMB）、EtherTalk＊11
【ART EX ドライバー】
Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 （x86） 日本語版・英語版、Windows® 7 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 （x86） 日本語版・英語版、Windows® 7 日本語版・英語版、
Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、
Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、Windows Server® 2008（x64） 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 R2 （x64） 日本語版・英語版、Windows® 7 64 ビット 日本語版・英語版
Mac OS X 10.5～10.7 日本語版・英語版
【Adobe® PostScript® 3TM ドライバー】
Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、
Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 （x86） 日本語版・英語版、Windows® 7 日本語版・英語版、
Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、
Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、Windows Server® 2008（x64） 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 R2 （x64） 日本語版・英語版、Windows® 7 64 ビット 日本語版・英語版、
Mac OS 9.2.2 日本語版・英語版、Mac OS X 10.3.9～10.4.6/10.4.8～10.4.11/10.5～10.7 日本語版・英語版
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0＊12

基本機能/コピー機能に準ずる
600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi
モノクロ：55 枚/分、カラー：55 枚/分
(A4ヨコ　200dpi、親展ボックスまで）
Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

対応プロトコル TCP/IP（WebDAV、HTTP）
モノクロ2 値： TIFF、DocuWorks 文書＊14、PDF＊14、XPS＊14
グレースケール： TIFF、JPEG＊15、DocuWorks 文書＊14、PDF＊14、XPS＊14
フルカラー： TIFF、JPEG、DocuWorks 文書＊14、PDF＊14、XPS＊14、
高圧縮DocuWorks 文書＊14＊16、高圧縮PDF＊14＊16、高圧縮XPS＊14＊16

ドライバー TWAIN インターフェイス対応
Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、
Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 （x86） 日本語版・英語版、Windows® 7 日本語版・英語版、
Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、
Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、Windows Server® 2008（x64） 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 R2 （x64） 日本語版・英語版、Windows® 7 64 ビット 日本語版・英語版

対応プロトコル TCP/IP（SMB、FTP）
モノクロ2 値： TIFF、DocuWorks 文書、PDF、XPS
グレースケール/フルカラー： TIFF、JPEG、DocuWorks 文書、PDF、XPS、
高圧縮DocuWorks 文書＊16、高圧縮PDF＊16、高圧縮XPS＊16
Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、
Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows Vista® 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 （x86） 日本語版・英語版、Windows® 7 日本語版・英語版、
Windows® XP Professional x64 Edition 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 x64 Editions 日本語版・英語版、
Windows Vista® 64 ビット 日本語版・英語版、Windows Server® 2008（x64） 日本語版・英語版、
Windows Server® 2008 R2 （x64） 日本語版・英語版、Windows® 7 64 ビット 日本語版・英語版、
Mac OS X 10.2.x/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.5/10.6 日本語版・英語版
Novell® NetWare® 5.11J/5.12J ＊17

対応プロトコル TCP/IP（SMTP）
モノクロ2 値： TIFF、DocuWorks 文書、PDF、XPS
グレースケール/フルカラー： TIFF、JPEG、DocuWorks 文書、PDF、XPS、
高圧縮DocuWorks 文書＊16、高圧縮PDF＊16、高圧縮XPS＊16

※XPS は、XML Paper Specification の略称です。
最大：A3、長尺原稿可（最長600mm）
最大A3、最小A5
2 秒台＊18
ITU-T G3

標準 8×3.85 本/mm、200×100dpi
高画質 8×7.7 本/mm、200×200dpi
超高画質（400dpi） 16×15.4 本/mm、400×400dpi
超高画質（600dpi） 600×600dpi

MH、MR、MMR、JBIG
33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps

加入電話、PBX、ファクシミリ通信網(PSTN)、最大3ポート※2(G3-3ポート)
可（最大3回線＊19）
最大70宛先
2,000宛先

フ

ァ
ク
ス

＊18：A4 判700 字程度の原稿を標準画質（8×3.85 本/mm）、高速モード（28.8kbps 以上：JBIG）送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。

＊19：接続可能な回線数は最大3 回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

ワンタッチダイヤル
短縮ダイヤル

符号化方式

回線増設

送信原稿サイズ
記録紙サイズ

　      なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。

適用回線

＊15：ネットワークスキャナーユーティリティ3 使用時。
＊16：オプションのイメージ圧縮キット装着時。
＊17：対応プロトコルはFTP のみです。

走査線密度

電送時間
通信モード

通信速度

PC保存

メール送信

プ
リ
ン
タ
ー

ス
キ

ャ
ナ
ー

＊12：Windows® 2000、Windows® XP、Windows Server® 2003、Windows Vista®、Windows Server® 2008（x86）、Windows® 7、Windows® XP Professional x64 Edition 、Windows Server® 2003 x64 Editio
　　　 WindowsVista® 64 ビット、Windows Server® 2008（x64）、Windows Server® 2008 R2（x64）、Windows® 7 64 ビットの各日本語版・英語版、Mac OS X 10.3.9～10.4.6/10.4.8～10.4.11/10.5/10.6/10.

※XPS は、XML Paper Specification の略称です。

　　　 の各日本語版に対応。
※WSD は、Web Services on Devices の略称です。

＊13：原稿によって読み取り速度は異なります。

「ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ２０００Ｃ」仕様一覧

電源

品名

読み取り解像度

共
通
/
コ
ピ
ー

複写原稿

質量＊9

形式
記録方式

＊14：CentreWare InternetServices 取り出し時。

メモリー容量＊1
ハードディスク容量＊2
読み取り解像度
書き込み解像度
階調数
ウォームアップ・タイム＊3

最大原稿読み取りサイズ

ボックス保存

解像度

ページ記述言語

＊10：画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。
インターフェイス

＊3：画質調整のため、記載時間よりも長くかかる場合があります。
＊4：使用条件によっては正しく印刷できない場合があります。
＊5：画質調整のため速度が低下することがあります。

標準

複写（用紙）サイズ

用紙種類＊4

ファーストコピータイム

複写倍率

＊1：ご利用になる機能によっては、オプションのメモリーが必要になる場合があります。2GB にするためには1GB のメモリーを外し、2GB を装着する必要があります。

＊9：トナーカートリッジを除く。

大きさ

＊7：オプションのインナー排出トレイ装着時のトレイ容量はセンタートレイが240 枚（A4 ヨコ）、インナー排出トレイが250 枚（A4 ヨコ）になります。
＊8：工場出荷時に低電力モードは設定されていません。

最大消費電力

 *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。

連続複写速度＊5

給紙方式/給紙容量

連続複写枚数＊6
出力トレイ容量＊7

＊2：表記されたハードディスク容量の全てをお客様が利用できるわけではありません。

＊6：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。

機械占有寸法

連続プリント速度＊10

出力フォーマット

出力フォーマット

オプション

対応OS

出力フォーマット

ドライバー対応OS

対応OS

＊11：オプションのAdobe® PostScript® 3TM キットが必要。Mac OS 9.2.2、Mac OS X 10.3.9～10.4.6/10.4.8～10.4.11/10.5 の各日本語版に対応。

読み取り速度＊13

インターフェイス



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２】 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

※いずれも情報機器です。
※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

（２０１３年７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

２００万円

【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 Ｘ２０００Ｃ】

●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 T７００】

●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 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 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】

●カラーレーザー式
Ａ３標準２段カセット

誤送信
低減

３６枚/分

液晶

カモ

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｓ３６００Ｃ】

●カラーレーザー式
Ａ３標準２段カセット

誤送信
低減

２６枚/分

液晶

カモ

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｓ２６００Ｃ】

●カラーレーザー式
Ａ３標準２段カセット

誤送信
低減

３５枚/分

液晶

カモ

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｔ３５００Ｃ】

●カラーレーザー式
Ａ３標準２段カセット

誤送信
低減

２５枚/分

液晶

カモ

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｔ２５００Ｃ】

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ３５００Ｃ】
●カラーレーザー式

Ａ３標準４段カセット

誤送信
低減

３５枚/分

液晶

カモ

【ＯＦＩＳＴＡＲ Ｘ２５００Ｃ】
●カラーレーザー式

Ａ３標準４段カセット

誤送信
低減

２５枚/分

液晶

カモ

ＮＥＷ
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