
使いやすさと、

つながりやすさで、

ビジネスが加速する。



使いやすさと、つながりやすさで、
ビジネスが加速する。

生産性に優れた、高速・高性能複合機シリーズは、

使う人のことを中心に考え、使いやすさを追求しています。

さまざまな情報端末にも、企業のシステムにもつながりやすく、

セキュリティにもエコにもつながりながら、

オフィスの中心で求められる多様な要求に応えて、

ビジネスを常に進化させていきます。
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管理しやすい生産性が高い

使いやすい

セキュリティが高い

環境にやさしい

機能対応表
コピー

○

○

○

出力スピード

カラー65枚/分    モノクロ75枚/分

カラー65枚/分    モノクロ65枚/分

カラー55枚/分    モノクロ55枚/分

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

カラープリンタ カラースキャナ FAX 2回線増設 インターネット＊
FAX インターネットFAX

ダイレクト＊
SMTP

PC-FAX
G3FAX エコクリスタル

○ = 標準　OP = オプション

長尺印刷

e-STUDIO6570

e-STUDIO6560

e-STUDIO5560

＊インターネットFAXとダイレクトSMTPは同時に利用することはできません。
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使いやすさと生産性を追求したセンターマシン

P4
充実した管理機能で、安心して
ご利用いただける環境を構築します。

Management

管理しやすい

P6
出力機能の幅を広げて、
ビジネスを支援します。

High Productivity

生産性が高い

P7
使う人のことを中心に考え、
使いやすさを追求しています。

Usability

使いやすい

P8
高速性能とネットワーク連携で、
情報活用を効率化します。

PRINT, COPY, FAX, SCAN

高機能、高速性能

P10
企業ドキュメントを守るため、
セキュアな環境を整えています。

Security

セキュリティが高い

P10
製品ライフサイクル全体で、
地球環境に常に配慮しています。

Ecology

環境にやさしい

P12
複合機を有効活用する
ソリューションをご紹介します。

Solution

関連商品
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ロールベースアクセス

割当設定（出力枚数などの制限）

利用者が所属するロールグループ毎に、使用できる機能を制御することができます。

Management 充実した管理機能で、安心してご利用いただける環境を構築します。

●設定例 ●設定例

ユーザー

ユーザー

ジョブ割当ブラック／カラー割当
ユーザーや部門ごとに、ブラック／カラーそれぞれのカウント数を設定し
て、トータルの利用を制限できます。利用ごとに減算していき、０カウン
トになるまで利用することができます。さらにカラー出力のみ部門管理
を行い、ブラック出力は無制限にできるブラック無制限機能もあります。

ユーザーや部門ごとにジョブのポイント数を設定して、トータ
ルの利用を制限できます。1ジョブの利用ごとに減算していき、
0ポイントになるまで利用することができます。また、スキャナ
機能にも割り当てることができます。

A

B

部門管理/ユーザー管理

ご利用時に部門コードを入力することで、最大1,000件の部門管理が可能。
また、ユーザー管理機能では、ユーザー毎に使用上限枚数を設定し、詳細に管理
できます。部門管理とユーザー認証機能を組み合わせてのご利用も可能です。

ブラック／カラーの出力枚数の上限設定（ブラック/カラー割当）か、ジョブごとにポイント数を設定してトータルの利用量を制限する（ジョブ割当）を
選択することができます。無駄な使用を抑え、トータルコストの削減に貢献します。

印刷

スキャナ

50.0ポイント
25.0ポイント
10.0ポイント
0ポイント
0ポイント

あと7,000ポイント
利用可能

例）BBさんをコピー、FAX不可に
 設定した場合

10,000 ポイント

7,000ポイント

初期割当

残ポイント

A部門 あと3,000ポイント
利用可能

5,000 ポイント

3,000ポイント

初期割当

残ポイント

B部門

ポイント設定

コピー ○
プリント ○
FAX ○

コピー ×
プリント ○
FAX ×

ブラック
100カウント
50カウント

カラー
50カウント
30カウント

ユーザーA
初期割当
残ポイント

ブラック
150カウント
20カウント

カラー
30カウント
0カウント

ユーザーB
初期割当
残ポイント

カラーはあと30カウント、
ブラックはあと50カウント利用可能

カラーは利用不可、
ブラックはあと20カウント利用可能 カラー

2色
ブラック
カラー
ブラック
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リモートデバイスマネジメントシステム（RDMS）

ネットワークに接続されたプリントデバイスの状況を管理システムで、一元管理できます。

e-BRIDGE ID Gate＊

e-BRIDGE ID GATE は、非接触型のICカードを利用し、高度なセキュリティを簡単
に利用できる個人認証システムのオプションです。
1台で、FeliCaやMIFAREなどの異なるカードにも対応しています。また、すでに
非接触型ICカードの認証システムを導入済であれば、既存のカードを本システム
でも利用でき、導入にかかるコストを抑えることができます。

＊オプション。利用できるICカードの種類、構成については営業担当にお問い合わせ下さい。

カウンタ情報･故障原因･トナー交換情報

トナー手配

サービスエンジニア派遣

閲覧
データ蓄積

データ収集

管理サーバ
サービス会社

ユーザー認証

複合機の使用を個人ごとに認証し、管理できます。外部認証
サーバーの利用以外にも、複合機本体だけで認証させるこ
ともできます。また複合機専用のPINコードを設定すること
で、認証に関わる手間を軽減することができます。

認証の種類

カード認証
（e-BRIDGE ID Gate）

PIN認証

パネル認証

ユニバーサルプリンタドライバ

複数台のe-STUDIOをご利用の場合や、異なる機種＊のe-STUDIOに新たに置き換える場合、同じプリンタドライバを使用することができるため、
プリンタドライバを再インストールする手間を省けます。
＊対応機種は営業担当またはサービスエンジニアにお問い合せください。

①カウンタ情報の通知
定期的に当社管理サーバーにカウンタ情報を通知
するので、お客様の手をわずらわすことなく、カウ
ンタのデータを収集することができます。

②故障原因の通知
複合機で発生した故障について、複合機本体が当
社管理サーバーに原因を通知します。サービスエン
ジニアは事前に故障原因を予測して対応すること
ができるので、安定稼働に貢献します。

③トナー交換情報の通知
トナー残量を検知し、自動で補充の手配をすること
ができます。手配漏れなどがなく、複合機が稼働で
きなくなるリスクを減らすことができます。



＊

High Productivity 基本性能を磨き、出力機能の幅を広げて、ビジネスを支援します。

カラー毎分65枚、モノクロ毎分75枚 の高速出力

大量のプリントジョブも、連続コピーもスピーディーに処理します。

出力中のトナー交換

出力中にカートリッジが空になっても､マシンを停止させません。動作中
でも､トナーカートリッジの交換ができますので、大量出力中のマシンの
ダウンタイムを抑えます。

販促効果に優れた耐水紙、エコクリスタル

水や湿気に強く、光沢のある機能用紙「エコクリスタル」で訴求効果の
高い、販促POPやポスター、メニューなどが簡単に作れます。

タンデム印刷

印刷を同一ネットワーク上の２台の複合機に分けて印刷することがで
きるので、大量のジョブでも短時間で印刷を終了することができます。

多部数を2台に振り分け、従来の半分の時間で出力完了

100部

100部

200部

＊6570Cの場合。
  6560Cはカラー／モノクロ毎分65枚、5560Cはカラー／モノクロ毎分55枚。
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詳しくはWEBをご覧ください。
http://www.toshibatec.co.jp/tecfiles/special/ecocrystal/index.html

1200mm

2
9
7
m
m

ポスター

　 すぐ印刷できる

　 そのまま可燃ごみとして捨てられる

　 名刺から1200mmまで

　 多彩なラインナップ

　 折ったり、切ったりもできる

　 内製でコスト削減

POP

名刺
スイングPOP

メニュー

1.

2.

3.

4.

5.

2 in 1 + マガジンソート／中折り

＊オプション

2in1で印刷する際に、マガジンソートサドルステッチ＊が可能です。
また、ステイプルなしの中折り＊が最大25枚まで行えます。

サドルステッチフィニッシャ（MJ-1104）

用紙の仕分けやステイプル止め、簡易製本を行うフィニッシャです。
マニュアルステイプルにも対応します。ホールパンチユニットを装着す
ると、出力紙にパンチ穴（2穴）を開けることができます。

例）原稿（片面）が16シートの場合

2 in 1 + マガジンソート 中折り

５つの特長

ステイプル位置 パンチ穴（2穴）

マニュアル

ホールパンチユニット
（MJ-6102E）



紙切れブザー

給紙トレイの用紙やトナーが無くなった時などに、複合機本体が案内音
を発します。紙切れやトナー切れが原因で、FAX受信に気付かないこと
で起こるチャンスロスを防ぐことができます。
※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

プリンタドライバのワンタッチテンプレート

アプリケーションから印刷指示をかけるとドライバを開かずに簡易設
定に保存されている設定を表示してお望みの設定で印刷できます。

Usability 使う人のことを中心に考え、使いやすさを追求しています。
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ジョブスキップ

用紙切れ等で印刷が止まった場合でも待機ジョブの印刷条件が整って
いる場合、停止しているジョブを追い越して印刷ができます。

用紙切れで補充している間でも､その用紙以外のジョブを順次出力

10.4インチカラー液晶タッチパネル

大型で精細なタッチパネルを採用しました。スキャン画像のプレ
ビューや情報量の多い画面も見やすく表示できます。さらに操作パ
ネルは可動式機構を採用。向きや角度を調整し、見やすい位置に
調整できます。

USBダイレクトプリント

複合機に挿したUSBメモリ内のPDFなどのファイルを、複合機の操作
パネルからの操作で印刷することができます。部数設定、カラー設定、
両面印刷およびステイプル印刷などが行えます。 カスタム用紙サイズ/長尺用紙サイズ

最大313.4mm×1,200mmまでの長尺紙（耐水紙または163g/㎡までの
厚紙使用可能）など、複合機の使用領域を広げる用紙にも対応できます。
※SR-A3、長尺サイズは自動両面印刷には対応しておりません。　※長尺サイズは、ファイリングボックス、

PC-FAX機能では使用できません。　※長尺サイズは、UNIXフィルタでは使用できません。　※長尺サイズへ

の印刷時、解像度は300dpiになります。

プリント時の用紙サイズをお好みに合わせてカスタマイズできます。

プリント

1,200mmまで対応

313
.4
m
m

対応ファイル形式 
PDF、JPEG、XPS
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両面＋N in 1機能で用紙コスト削減

e-BRIDGE Print & Capture Lite

タブレット端末やスマートフォンから専用アプリケーションソフト「e-BRIDGE Print & Capture Lite＊」より、クラウドに登録したデータの印刷や、スキャン
データをクラウドに登録することができます。カラー、モノクロの出力選択、プライベート印刷などにも対応しており、様々なシーンでご利用いただくことが
できます。さらに、Android端末は、本体に保存された写真（JPEG）データやPDFの印刷、スキャンデータの本体への保存にも対応しています。
＊Android端末はGoogle Play、iOS端末はApp Storeより無償にてダウンロードいただけます。 
※端末のOSにより対応機能が異なります。詳しくは、営業担当又はサービスマンにお問い合わせ下さい。※Dropbox、SkyDrive、Google Drive、Boxのクラウドサービスに対応しております。（２０１４年４月時点）

AirPrint

iOSに標準装備されている印刷機能で、iPhone/iPadなどからWi-Fi
を利用して、印刷をすることができます。
※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

用紙の両面に印刷する両面、さらにN in 1機能により、最大32枚＊の用
紙を1枚（両面）の用紙に縮小して印刷できるので、用紙コストを低減
できます。

PRINT, COPY, FAX, SCAN 高速性能とネットワーク連携で、
情報活用を効率化します。

1

3

2

4

5

7

6

8

1

3

2

4

5

7

6

8

NETWORK

PRINT, COPY

大判サイズの出力に対応する、ポスター印刷

A3より大きく印刷したい場合に、複数の用紙に分けて出力します。分割
して印刷された用紙をつなぎ合わせれば、最大1,188mm×１,６８０mm
までのポスターを作成できます。

4つのスキャンto 機能

スキャンプレビュー

スキャンした画像はプレビュー機能で
スキャン状態を確認できます。スキャン
ミスした画像を気づかずに送ってしま
うというようなことは、もうありません。

高圧縮&暗号化PDF
画像やテキストのデータ圧縮時に起きる劣化を少なくし、約1/10にまで圧
縮する高圧縮PDFを採用。暗号化PDFでは、ファイルを開く際にパスワー
ドを要求する、印刷、変更を禁止するなど、セキュリティを高めています。

スキャンデータを
2カ所のフォルダに保存

スキャンデータを
ファイリングボックスに保管
※ファイリングボックスにはパスワードを

　設定することができます。

 

スキャンデータを
Eメールに添付またはファイルの
保存先URLを記載して送信

スキャンデータを
USBメモリに保存

※メールサーバが必要です。

スキャンto USBメモリ

スキャンto Eメール

スキャンto ファイリングボックス

スキャンto ファイル

SCAN

セキュリティ付き
スキャンデータを作成

※高圧縮と暗号化は同時に設定できません

暗号化PDF高圧縮

＊コピー時：最大8枚

通常8ページ（8枚） 両面印刷＋4面付け（1枚）

表 裏

Wi-Fi
環境

Wi-Fi
または
有線接続

タブレット端末/
スマートフォン

タブレット端末/
スマートフォン

自分の端末や、
クラウドに保存

クラウド クラウド

紙に出力
Wi-Fi
または
有線接続

Wi-Fi
環境

A3サイズ1枚を
最大16枚つなげる
サイズで出力

※用紙サイズがA4、A3、B4、B5の場合に設定できます。
　また、この他の条件によりポスター印刷が
　できない場合があります。
※分割された用紙には余白があります。

COPY

PRINTPRINT

PRINT

SCAN

SCANSCAN

SCAN

タブレット端末/スマートフォンからe-STUDIOに印刷 e-STUDIOからスキャンデータをタブレット端末/スマートフォン経由で取り込み

PRINT

例）8枚の原稿を
 1枚に印刷した場合
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ダイレクトSMTP対応

メールサーバを経由せず通信可能な、ダイレクトSMTPに対応しています。
イントラネット上で、通信費を抑えたFAXの送受信ができます。
※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。

ネットワークFAX

パソコンで作成した文書を、印刷する感覚で直接FAX送信できます。
印刷する手間やコスト、画像の劣化を抑えることができます。

インターネットFAX対応

電話回線ではなく、インターネット網を利用してFAX通信を行います。
一般的な常時接続環境では、FAX通信費をインターネット接続費に含め
ることができ、FAX通信費を削減することができます。
※インターネットFAXを利用するにはメールサーバーが必要です。

スーパーG3FAX＋2回線対応（オプション）

スーパーＧ3モデム搭載、0.7秒＊読み取りによりＦＡＸの高速化に対応。
さらに、オプションの装着により2回線の収容ができ、2回線同時通信や
同報送信時間の短縮が可能です。1台で2台分の通信ができるので、話
中率の低減、省スペースも実現できます。
＊ A4判700字程度の原稿（独自）を普通モード（8×3.85本/mm）でガラス面からメモリ入力した場合

FAXプレビュー

送信前にプレビュー機能で送信内
容を確認できるため、スキャンミス
したFAXを送信してしまう事態を防
げます。

パソコンから
FAX送信

＊ Windows OSのみ対応

PC-FAX送信＊
受信したFAXをあらかじめ指定されたPCやサーバにデータ化して転送
できます。Eメール転送機能を使えば外出先でも受信書類をスマートフォ
ンなどで見られます。受信書類の印刷をする／しないが選べるので、コ
スト削減にもつながります。

受信FAX自動転送

FAX

FAX

予約印刷／お試し印刷／オーバーレイ印刷／プリント to ファイリングボックス／タブ紙印刷／定型サイズ変倍／手動変倍／カラー自動判別／両面印刷／マガジンソート／ステイプル＊／ホールパンチ／
排紙先指定／表紙・裏表紙挿入／シート挿入／ウォーターマーク／ソート／鏡像（PS３互換）／反転（PS３互換、モノクロ印刷時）／地紋印刷＊（トラッキング／コピープロテクション） ＊オプション

PRINT機能

先行予約/回転コピー／手差し用紙サイズ指定／自動用紙サイズ指定／自動用紙選択／フォトズーム／イメージリピート／混在サイズコピー／自動倍率選択／電子ソート／ステイプル＊／ホールパン
チ＊／両面コピー／とじしろ／枠消し／ブック中消し／ページ連写／N in 1／原稿外消去／白紙ページ消去／マガジンソート／トリミング／マスキング／鏡像／ネガポジ反転（ブラック/フルカラー
モード時）／縦横独立変倍／表紙モード／シート挿入モード/日付・時刻付加/ページ付加／ビルドジョブ／コピー to ファイリングボックス／コピー to ファイル／LED表示付リセットボタン／用紙残量
表示/シャープネス／下地調整／地紋印刷＊（トラッキング／コピープロテクション） ＊オプション

COPY機能

メモリ送信／ダイレクト送信／アドレス帳登録件数（3,000件）／順次同報送信（最大400宛先、内グループ指定は最大200グループまで）/送信予約（最大100ジョブまたは総宛先数2,000宛先まで）
／復活送信／オンフック送信／優先送信／ポーリング通信／時刻指定送信/縦横交互排紙／チェーンダイヤル／リダイヤル（自動）／解像度（3種）／濃度調整（11段階）／原稿サイズ指定／混在サイ
ズ原稿／ECM／海外通信指定/回線指定／ガラス面読取り／自動受信／手動受信／TEL/FAX切り替え／リモート受信／両面原稿送信／Fコード（親展・掲示板・中継同報）通信／FAX送信 to ファイル
／回転送信／回転受信／同一宛先列信化送信／中間調（256階調）／トーン送出／発信元記録／受信元記録／給紙段固定／ダイヤルイン対応／ビジー転送（サブダイヤル）

FAX機能

白紙ページ消去／原稿外消去／画像回転／サイズ混在／両面読み込み／原稿モード（3種）／解像度（6種）／濃度調整（ブラックモード時）／コントラスト（フルカラー／オートカラー時）／下地調整／

シャープネス／彩度／RGB調整
SCAN機能

同報送信（最大400宛先）／両面原稿送信／ガラス面読取り／回転送信／分割送信／タイトル入力／本文入力／統合アドレス帳［最大3,000宛先、内グループ登録は最大200グループまで（最大400

宛先/グループ）］　
インターネット
FAX機能　

その他機能

※オプションを装着すると、2回線を1機で使用できます。回線別に転送先も指定でき、省スペース化が実現できます。

FAX回線2

回線1
FAX回線1

回線2

A部門PC/サーバ

B部門PC/サーバ

A部門

B部門

2回線
同時使用例

FAX FAX

FAX FAX

FAX

FAX

FAX

FAX誤送信抑止

FAX番号の入力ミスなどにより、誤った宛先に重要な情報を送って
しまわないよう、誤送信を防止する設定が可能です。FAX番号を2回
入力し、番号の合致をチェックしてから送信したり、宛先をタッチパネ
ル上に表示し、宛先の確認操作をしてから送信したりすることがで
きます。また、直接ダイヤルやアドレス帳からの使用を禁止することも
できます。（FASEC1に適合しています。）

FAX機密受信

機能がオンの時には、パスワードを入力しないと受信したFAXの文書
が出力できません。機能がオフになったときに、蓄積されていた文書
は自動的に出力されます。事務所の不在時など、出力文書が放置され
たままにならず、機密情報の漏えいなどの防止に役立ちます。また、曜
日毎に機能の開始、終了時刻を設定でき、不在の多い夜間に自動で
機能を設定するなど、便利に利用することができます。

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会（CIAJ）によるファクシミリのセキュリティ

に関するガイドライン。ビジネスシーンの中でファクシミリ文書が相手先に安全に確実に

届くために装置が持つべき要件が定められています。



データ消去オプション（GP-1070）

複合機本体内のハードディスクに残るコピー、プリント、スキャンなどの
残存している一時データに、ジョブ終了後、ランダムデータを上書きして
データを確実に消去します。ハードディスクには上書きされたランダム
データのみを残すことで、残存データからの情報漏えいを抑止します。

Wi-Fi

Wi-Fi認証された、安心した環境で高速
無線LANを使用することができます。

電話回線アクセス

e-STUDIOのFAXは、ITU-T準拠規格の標準G3FAXと、当社独自手
順のプロトコルのみサポートしています。それ以外の規格の機器に接続
された場合は、通信異常として回線を切断します。そのため、電話回線
からFAXボードを介し、社内ネットワークにアクセスされたり、不正な
データを混入させられることもありません。

セキュリティハードディスク

256bitのAES（Advanced Encryption Standard）というアルゴリズム
によってハードディスク上の全てのデータが暗号化されます。また、ハード
ディスクが盗難されても他の機器にハードディスクを装着して不正に読み出
そうとした瞬間にデータが無効化されるため、情報漏えいを防止することが
できます。
オプションで、FIPS140  対応のハードディスクに変更することができます。

複合機のリース満了時や廃棄時に、お客様の指示に従ってサービス
エンジニアが操作することで、ハードディスクデータはすべて一瞬で無
効化され、読み出すことが完全に不可能となります。

Security 企業ドキュメントを守るため、セキュアな機能を整えています。

Ecology 製造・使用・廃棄という製品ライフサイクル全体で、地球環境を常に配慮しています。

＊

無効化

ハードディスクハードディスク暗号鍵消去

ハードディスクの盗難 他の機器へ接続

他機器接続時におけるデータ無効化 リース満了時／廃棄時におけるデータ無効化

瞬間無効化
サービス
エンジニア

複合機廃棄／リース返却／ハードディスク 廃棄時

FAX受信なので接続

FAX受信ではないので切断

社内ネットワーク

＊FIPS140：Federal Information Processing Standardization140は、
  暗号モジュールに関するセキュリティに関する米国連邦標準規格です。

CO2排出削減および石油由来プラスチック代替による、
省資源や地球温暖化の防止を目的として、バイオマスプ
ラスチック（バイオマス度２５%以上）を電源スイッチカ
バーに採用しました。

RoHS指令対応

待機電力を約5W以下としました。

バイオマスプラスチック採用

さまざまな環境基準にいち早く対応

待機電力5W以下を実現

登録No147

認定番号13 117 020

※

10

画像ログ

コピー／スキャナ／FAX送信を実行した際のサムネイル画像と、その画
像の詳細情報が記載されたメタデータを、画像ログとして外部サーバに
保存することができます。画像ログを活用することにより、複合機の管理
者が不正使用や情報漏えいを監視・抑制することができますので、セキュ
リティの効果を高めることができます。
※出荷時はOFFに設定されていますので、弊社サービスエンジニアによる設定が必要です。



SPEC.
基本仕様

形式

カラー対応

読み取り解像度

書き込み解像度

階調

用紙種類

ウォームアップタイム

給紙方法／給紙容量

両面機能

トナー補給

メモリ容量

ハードディスク容量

電源

最大消費電力

エネルギー消費効率

TEC値

大きさ

質量

機械占有寸法

e-STUDIO5560C

コンソール

フルカラー

600dpi×600dpi

モノクロ：2,400dpi相当×600dpi（スムージング処理）　カラー/グレースケール：600dpi×600dpi

256階調

64～256g/㎡の上質紙

　　　　　　　　64～300g/㎡の上質紙、OHPフィルム、郵便ハガキ他

約180秒（20℃）〈節電機能使用時：70秒〉

カセット4段自動給紙（東芝推せん紙600枚×4）

および手差し給紙（最大100枚連続給紙）

オプション：大容量給紙装置（東芝推せん紙3,000枚、A4ヨコ）

※FAX機能での手差し給紙は行えません。

スタックレス方式

自動濃度検知、カートリッジ供給方式

メインメモリ：1GB　ページメモリ：1GB

３２０GB以上

AC 100V･15A 50/60Hz×2口

2.3kW以下

4４５kWh/年 区分：複合機b

8.6kWh

幅1,109mm×奥行698mm×高さ1,540mm（コンパネ最上位置）

246kg

幅1,534mm×奥行778mm

e-STUDIO6560C e-STUDIO6570C
スキャナ仕様
基本仕様

形式

インターフェイス

読み取り解像度

読み取りモード

原稿読み取り速度

読み取りサイズ

TWAIN・FileDownloade（プルスキャン）＊1

対応OS（ドライバ）

FileDownloader

（プルスキャン）

ファイル・ＦＴＰ（プッシュスキャン）

通信プロトコル

ファイル形式

Eメール（プッシュスキャン）

送信プロトコル

ファイル形式

参照可能アドレス帳

カラースキャナ

Etherne（t 10/100/1000BASE-T）、IEEE802.11b/g/n（オプション）

100dpi×100dpi、150dpi×150dpi、200dpi×200dpi、

300dpi×300dpi、400dpi×400dpi、600dpi×６00dpi

ブラック、グレースケール、カラー、オートカラー

ブラック／グレースケール：最大77枚/分（300dpi×300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時）

カラー／オートカラー：最大77枚/分（300dpi×300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時）

A3～A5タテ、A6タテ、郵便ハガキ

※A6タテ、郵便ハガキはガラス面からの読み取りとなります。

WindowsVista/7/8/8.1/Server2003/ Server2008/ Server2008 R2/

Server2012/ Server2012 R2

ブラック：PDF、TIFF、XPS　グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、JPEG

オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS

※コピー/印刷データのパソコンへの取り込み解像度は300dpi/600dpi

SMB、FTP、IPX/SPX、NetWare over TCP/IP

ブラック：PDF、TIFF、XPS　グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、JPEG

オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS

SMTP、MIME

ブラック：PDF、TIFF、XPS　グレースケール／カラー：PDF、TIFF、XPS、JPEG

オートカラー：PDF、TIFF（シングル）、XPS

本体、LDAPサーバ

FAX機能（オプション）・仕様
送信原稿サイズ

記録紙サイズ

通信モード

走査線密度

電送時間＊1

通信速度

符号化方式

メモリ容量

適用回線

PC－FAXドライバ

最大A3

A3、B4、A4、B5、A5

G3（スーパーG3）、独自モード

高精細：16×15.4本/mm　精細：8×7.7本/mm　普通：8×3.85本/mm

2秒台＊２

33,600/31,200/28,800/26,400/24,00/21,600/19,200/

16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps

JBIG、MMR、MR、MH

1GB＊3

加入電話回線

WindowsVista/7/8/8.1/Server2003/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2

自動両面原稿送り装置
原稿給紙方式

複写原稿サイズ

原稿積載枚数

原稿交換速度（A4ヨコ）

電源

最大消費電力

大きさ

質量

連続送りまたは1枚送り

A3～A5タテ（片面：35～209g/㎡、両面：50～157g/㎡）

全サイズ100枚（80g/㎡または原稿の高さ16mm以下）

ブラック／グレースケール：最大77枚/分（300dpiX300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時）

カラー／オートカラー：最大77枚/分（300dpiX300dpi、A4ヨコ、片面原稿読み取り時）

本体より供給

66.8W

幅644.4×奥行560.3×高さ170.9mm

18kg

コピー機能・仕様

原稿サイズ

用紙サイズ

ファーストコピータイム

連続複写速度

複写倍率

連続複写枚数

e-STUDIO5560C

シート、ブック（最大A3）

A3ワイド（305×457mm／320×450mm／320×460mm）、

A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ

　　　　　　　  320×450mm／320×460mm／330×483mm、

ハガキサイズ、縦100～297mm×横148mm～432mmの範囲の用紙
[画像欠け幅] モノクロ：先端4.2mm+2.8mm/ー1.2mm、後端3mm±2mm、

両端2mm±2mm  カラー：先端5mm±2mm、後端3mm±2mm、両端2mm±2mm

モノクロ：5.3秒

カラー：6.5秒

モノクロ A4ヨコ：55枚/分

 B4：29枚/分

 A3：27枚/分

カラー   A4ヨコ：55枚/分

 B4：29枚/分

 A3：27枚/分

等倍 1:1±0.5％

縮小 25％、50%、57%、61%、71%、82%、86%

拡大 115％、122%、141%、163%、173%、200%、400%

ズーム倍率 25～400％　

（1％きざみ376段階／自動両面原稿送り装置使用時は25～200％まで）

1～9,999枚

e-STUDIO6560C

モノクロ：5.3秒

カラー：6.5秒

モノクロ A4ヨコ：65枚/分

 B4：31枚/分

 A3：30枚/分

カラー   A4ヨコ：65枚/分

 B4：31枚/分

 A3：30枚/分

e-STUDIO6570C

モノクロ：4.6秒

カラー：6.5秒

モノクロ A4ヨコ：75枚/分

 B4：39枚/分

 A3：37枚/分

カラー   A4ヨコ：65枚/分

 B4：31枚/分

 A3：30枚/分

プリンタ機能・仕様

形式

書き込み解像度

プリントサイズ

連続プリント速度

インターフェイス

対応プロトコル

ページ記述言語

対応OS

内蔵フォント

e-STUDIO5560C

内蔵型

モノクロ：600dpi×600dpi、カラー：600dpi×600dpi

モノクロ：1,200dpi×1,200dpi、カラー：1,200dpi×1,200dpi

（PostScript3互換ドライバ使用時）

A3ワイド（305×457mm／320×450mm／320×460mm）、

A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ

　　　　　　　  320×450mm／320×460mm／330×483mm、

ハガキサイズ、縦100～313.4mm×横148mm～1,200mmの範囲の用紙※1

[画像欠け幅]各用紙端から4.2mm※2

モノクロ：55枚/分（A4ヨコ）

カラー：55枚/分（A4ヨコ）
（A4ヨコ、同一原稿連続印刷時）

10/100/1000BASE-T、USB2.0（Hi-Speed）

オプション：IEEE802.11b/g/n（オプション）

TCP/IP（SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/IPP SSL/WS Print/WS Secure Print）

IPX/SPX、EtherTalk、Bonjour

PCL6、PostScript3互換、XPS方式

Windows Vista/７/8/8.1/Server2003/Server2008/

Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Mac OS X※3/UNIX※4

ＰＣＬ：欧文８０書体、ＰS：明朝、ゴシック、欧文１３６書体

e-STUDIO6560C

モノクロ：65枚/分（A4ヨコ）

カラー：65枚/分（A4ヨコ）
（A4ヨコ、同一原稿連続印刷時）

e-STUDIO6570C

モノクロ：75枚/分（A4ヨコ）

カラー：65枚/分（A4ヨコ）
（A4ヨコ、同一原稿連続印刷時）

＊１ 電送時間は、画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、
回線の状態により異なります。　＊２ A4判700字程度の原稿（独自）を、普通モード（8×3.85本/mm）、33.6kbpsのスーパーG3モードで
JBIG通信した場合。　＊３ 本体ハードディスクに含まれます。

ご注意 ●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、政府発行の印紙、証紙
類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など
の著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

※1用紙長さ466mm以上の印刷時、解像度は300dpi、484mm以上の印刷時、用紙厚は163g/㎡までになります。　※２最大印刷可
能幅は309mmです。　※3 10.2.4～10.9に対応。（10.2.x～10.3.xのプリンタドライバについては、弊社HPよりダウンロードしてご利
用ください。）　※4詳細につきましては営業担当またはサービスエンジニアにお問合せ下さい。

※この製品IEC60825-1に準拠しているClass1レーザー製品です。　※用紙の向きは、紙の長辺を先端として送る時をヨコ、短辺を先端として
送る時をタテとしています。 ※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。 ※外観・仕様は改良のため変更することがあります
が、ご了承ください。 ※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 ※ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出して
います。 ※FAX機能は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。 ※お客様からご使用済商品を下取りさせていただ
く際には搬出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。 ※当社はこの
機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。 ※その他、ご不明な点は営業担当、またはサービスエンジニアにおたずねください。 
※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または商標です。PostScriptはAdobe Systems 
Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。IPX／SPXはNovell,Inc.の商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。 
EtherTalk、TrueTypeはApple Inc.の商標です。SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標および
商標です。 Google Driveは、Google Inc.の商標または、登録商標です。 Dropboxは、米国Dropbox,Inc.の商標または、登録商標です。 Boxは、
Box.net,Incの商標または登録商標です。IOSは、Ciscoの米国およびその他の国おける商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用され
ています。Bonjour、Apple、MacOSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone、iPad、AirPrintは、Apple Inc.の
商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。カレカは国際
紙パルプ商事株式会社における登録商標です。エコクリスタルは株式会社巴川製紙所における登録商標です。FeliCaはソニー株式会社におけ
る登録商標です。MIFAREはNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商
標または商標である場合があります。 ※（財）電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号　（加入電話回線接続）A10-0261001
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安全にお使いいただくために ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示され
た正しい電源・電圧でお使いください。 ●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。 
●水、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、感電などの原因になることがあります。
  

手差し給紙の場合

手差し給紙の場合

インターネットFAX機能・仕様
通信規格

通信プロトコル

原稿サイズ

記録紙サイズ

解像度

ファイル形式

ITU-T T.37準拠 （ダイレクトSMTP対応）＊1＊2

送信

SMTP

A4、B＊3、A3＊3

ー

200dpi×100/200dpi

400dpi×400dpi＊3

TIFF（MH）

受信

SMTP、POP3

ー

A3、B4、A4、B5、A5

150dpi×150dpi

200dpi×100/200/400dpi

300dpi×300dpi、400dpi×400dpi

TIFF（JBIG/MMR/MR/MH）

＊1 PC-FAXから、ダイレクトSMTP送信はできません。　＊2 インターネットFAXモードとダイレクトSMTPモードは、サービスエンジ
ニアによる設定が必要です。また両機能を同時に利用するこ とはできません。　＊3 サービスエンジニアによる設定が必要です。

＊1 TWAINドライバは、64bit版TWAIN対応アプリケーションには対応していません。
64bit OSの場合は、32bit版TWAIN対応アプリケーションでご使用ください。

※1 スリープモードからの復帰時間
※2 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値

省エネ法の対象外

Windows8/Windows Server2012 Certified対応
本製品は、Windows8ロゴ、Windows Server2012 Certifiedロゴを取得しています。

9.7kWh 10.3kWh

手差し給紙の場合

※2
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ISO9001／ISO14001の認証を取得
当社は、国内・海外の全生産拠点で、品質マネジメントシステムの国際規格で
ある「ISO9001」の認証を取得しています。また、関連会社を含めた国内・海外
の生産拠点及び東芝テック株式会社の本社では、環境マネジメントシステムの
国際規格である「ISO14001」の認証を取得しています。

当社は、東芝グループ環境保全基本方針に
基づき、積極的にリサイクルを推進しています。
本商品は、当社品質基準に適合したリサイク
ルパーツが使用されていることがあります。



関連商品：複合機を有効活用するソリューションをご紹介します。（有償）

会議資料を簡単に！　会議の進行をスムーズに！

資料作成が簡単に出来るだけでなく、
紙の利用を最小限に減らし、エコノミーでエコロジーです。

効率のよい、会議運営に非常に有効です。

安心して、会議資料を用意できます。

複合機のプリンタドライバを利用し、会議資料を電子データに簡単に変換できます。
さらに作成した電子データをパソコンやタブレット端末で、見ることができます。

会議中は、司会者に合わせて、ページが移っていくので、
会議に乗り遅れることがありません。

配布文書の漏えい対策も考慮しており、セキュリティも万全です。

手書きデータなどの
アップロード

タブレット端末等に
配布したいとき

ハイブリッド文書配布サーバーから
Andoroid、iPad、Windows PC向けの
配布データを作成

ダウンロード

当社複合機「e-STUDIO」の
プリンタドライバで、印刷と同様の
操作をすることにより、
タブレット端末等へ配布するデータを
簡単に作成できます。 

プリンタドライバ

紙に出力したいとき

会議資料作成

AndroidやiPad、Windows PCなど、
既存の端末を活用して
レスペーパー会議を開催。

e-BRIDGE Hybrid Documentによる
文書配布の流れ

e-BRIDGE Hybrid Document

No.3921 e-STUDIO 5560C/6560C/6570Cカタログ R14021107700-TTEC MD-1407-KD

ネットワーク内の機器の管理、モバイル端末の管理、セキュリティ対策に対応。
契約台数に応じた月額制で費用負担を軽減。

SD

イメージ図

お客様 コールセンター

デバイス管理＆設定

マネジメント

セキュリティ

サポート

会社でお使いのパソコンの不具合やネットワークトラブルを、専用ソフトやインターネット経由でのリモート
サポートを利用し、復旧をサポートします。

●  タブレット端末の盗難、紛失時に、管理サイト上から端末の位置を把握できます。
●  情報漏えい対策として、管理サイト上からリモートロック（パスワード入力画面に推移）や、リモートワイプ（機器やＳＤカード
内のデータ消去）を実行し、情報の漏えいを防ぎます。

●  パソコン、タブレットにインストールされているアプリケーションの情報取得や、インストール /利用の制限を設定できます。
●  カメラなどの利用、Webのアクセスなどに制限を設定することができます。

●  複合機、パソコン、タブレット端末だけでなく、ネットワークにつながっているルーターなどの機器も管理できます。
●  ネットワークを通じて、ファイルを配信し、複数の端末に共通した設定を一括で登録できます。

オフィスでのITに関する悩みを解消

レスペーパー会議システム



5560C/6560C/6570C

e-STUDIO5560C

e-STUDIO5560C/6560C/6570C
カウント数

月間カウント数
40.0円／カウント
34.0円／カウント
29.0円／カウント

複合機基本

複合機基本

複合機本体 複合機

第一階層から順番に通過します。 ※トナー代を含みます。

17.0円／カウント
14.5円／カウント

20.0円／カウント
7.3円／カウント
6.7円／カウント
6.4円／カウント
5.8円／カウント

8.0円／カウント

月間カウント数2色/モノカラーモード

2色/モノカラーモード

e-STUDIO6560C

e-STUDIO6570C
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（GD-1270J-F）

（MJ-1104）

（GD-1270J-F）

（MJ-1104）

（MJ-6102E）

（MP-2501A）

（MJ-1103）

e-STUDIO5560C
（FC-5560CJPS）

e-STUDIO6560C
（FC-6560CJPS）

e-STUDIO6570C
（FC-6570CJPS）

e-STUDIO5560C
（FC-5560CJPS）

e-STUDIO6560C
（FC-6560CJPS）

e-STUDIO6570C
（FC-6570CJPS）

e-STUDIO5560C
（FC-5560CJPS）

e-STUDIO6560C
（FC-6560CJPS）

e-STUDIO6570C
（FC-6570CJPS）

e-STUDIO5560C/6560C/6570C



FIPS ハードディスクキット
（GE-1230）

IEEE802.11b/g/n準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプションです。

無線LANモジュール装着時に必要です。

アメリカ合衆国の連邦情報処理基準標準規格(FIPS140)に準拠した
ハードディスクを使用できます。

※B5タテ、A5タテはノンソート時のみ。
ソート／グループ仕分け、ステイプルのほか、サドルステッチも可能なフィニッシャ
です。また、マニュアルステイプルも行えます。ホールパンチユニット(MJ-6102E)
を取り付けることができます。
※中折りはステイプルなしの折りのみの機能です。

出力紙にパンチ穴を開けることができます。
マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1103)、サドルステッチ
フィニッシャ(MJ-1104)に装着して使用します。

2,000枚または
100部のいずれか
早く到達した方

2,000枚または
150部のいずれか
早く到達した方

1,000枚または
50部のいずれか
早く到達した方

1,000枚または
75部のいずれか
早く到達した方

用紙坪量
（直径6.5mm）

郵便ハガキ

郵便ハガキ

幅326ｍｍ×奥行610.5mm×高さ464.5mm
（本体装着時）

用紙種類

約

64～256g/m2（OHP等特殊紙不可）

（GD-1270J-F）

（GD-1260J-F）

e-STUDIO5560C（FC-5560CJPS）
e-STUDIO6560C（FC-6560CJPS）
e-STUDIO6570C（FC-6570CJPS） 地紋印刷拡張キット

（GP-1190A）

（GD-1270J-F）

（GD-1260J-F）

（GE-1230）FIPS ハードディスクキット

（FeliCa/MIFARE用）

IPsec



（国際紙パルプ商事製）

マルチポジションステイプル
フィニッシャ（MJ-1103)、サドル
ステッチフィニッシャ(MS-1104)
に装着可能です。

GS-1007
取付費

GS-1020
取付費

GS-1010
取付費

KP- 2006
取付費

GP-1080
取付費

GP-1190A
取付費

GD-1270J-F
取付費

GD-1260J-F
取付費

GE-1230
取付費FIPS ハードディスクキット

GP-1070
取付費

無線LANモジュール装着時に
必要です

IEEE802.11b/g/n準拠の無線LAN

※本体納入後に取り付ける場合は、別途お見積とさせていただきます。
●本体納入後にオプションを取り付ける場合は、別途出張費がかかります。

取付費が3,000円未満の場合は、取付費が無料となります。
●オプションを本体納入後に複数取り付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き（税別）になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は、全て希望価格（税別）です。

ハードディスク内の残存データを
上書き消去するためのオプションです。

2回線を収容するための
オプションです。

30,000円
5,000円

1407

アメリカ合衆国の連邦情報処理基準
標準規格(FIPS140)に準拠した
ハードディスクを使用できます。

※希望搬入調整料及びオプション取付費など本資料に掲載の設置・設定に関する価格は通常価格です。特殊作業（階段・クレーン使用など）、当社営業時間外の対応、
遠隔地や離島での作業などは、別途料金が必要となります。

FeliCa/MIFARE用
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