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＊1：普通紙、A4/コピーモード（複数部印刷）時　＊2：スリープモード時

カラー印刷

ページ/分
26

モノクロ印刷

ページ/分
30
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安全上のご注意

注意

http://www.toshibatec.co.jp/

4

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。

仕様

デスクトップタイプ
デジタル方式
固定式
フルカラー
カラーCIS

4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式
300×600dpi、600×600dpi
最大600×1200dpi

各色256階調（1670万色）
フラットベッド：最大A4、RADF（自動両面原稿送り装置）：最大リーガル

A4、A5、A6＊1、B5、レター、
リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ

35秒以下
60秒以内（パワーオン時）

カラー17秒（高解像度）14秒（標準解像度）/モノクロ12秒（高解像度）
カラー26ページ/分、モノクロ30ページ/分
カラー約20ページ/分（約10ページ/分）
モノクロ約30ページ/分（約14ページ/分）

25～400%
普通紙280枚/64g/㎡（連量55kg）総厚25mm以下
普通紙580枚/64g/㎡（連量55kg）総厚53mm以下
普通紙110枚/64g/㎡（連量55kg）総厚10mm以下、

郵便はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/㎡
普通紙、郵便はがき＊7＊16、封筒＊8＊9、ラベル紙＊8
ファーストトレイ：64～176g/㎡（連量55～151kg）

セカンドトレイユニット（オプション）：64～176g/㎡（連量55～151kg）
マルチパーパストレイ：64～220g/㎡（連量55～189kg）

7段階調整（手動）
熱ローラ定着
99部

拡大/縮小機能、ミックス原稿、集約機能、原稿枠除去機能、とじしろ機能
AC100V±10%、50/60Hz±2%
最大1170W/平均570W

100W
1.5W未満（スリープモード時）＊10/20W未満（パワーセーブモード時）

120kWh/年　区分：複合機a
2.3kWh

427×509×444mm
29kg（消耗品を含む）

427×959mm（マルチパーパストレイ・フェイスアップスタッカ最大伸長時）

※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※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。
※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 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はApple,Inc.の商標です。
　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。
　©2016 TOSHIBATEC CORPORATION All right reserved.

●情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。

＊1：両面コピーには対応していません。　
＊2：パワーセーブ状態からの復帰時間（自動色ずれ調整時間含まず）。　
＊3：コピー開始から終了までの時間。　
＊4：フラットベッドから同一原稿をA4片面（等倍）連続コピーしたときの値。　
＊5：連続印刷時に本体の温度調整や画質調整のため、動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。スキャンとカラープリントを
同時に行うと印刷速度が低下します。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があ
ります。　

＊6：RADF（自動両面原稿送り装置）から複数枚の原稿を1枚ごとに1枚ずつ連続してコピーしたときの値。　
＊7：インクジェット用はがきは使用できません。　
＊8：マルチパーパストレイのみ。　
＊9：印刷後は反りやシワが発生することがあります。　
＊10：USBポート使用時はスリープモードに移行しません。　
＊11：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。　
＊12：普通紙、A4/コピーモード（複数部印刷）時。　
＊13：プリント開始からメインの排紙トレイ（フェイスダウン）に排出完了するまでの時間（ファーストトレイから給紙）。データの処理時

間・色ずれ補正の調整時間は含みません。　
＊14：使用する用紙、使用環境により、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されること

をお奨めします。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。　
＊15：A5、A6、およびカスタムで148mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。　
＊16：ファーストトレイ、マルチパーパストレイのみ。　
＊17：ファーストトレイ：幅100～215.9mm×長さ148～355.6mm。セカンドトレイ：幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。

マルチパーパストレイ：幅64～215.9mm×長さ127～1320.8mm（ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～
215.9mm）。　

＊18：光沢紙、コート紙（グロス、マット、ダル、シルク）、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。　
＊19：ファーストトレイから給紙する場合には、約100枚毎に給紙ローラを清掃してください。　
＊20：最大サイズ16GBに増設する場合は、標準で装着されている4GBのSDメモリーカードを取り外し、オプションの16GBのSD

メモリーカードを装着する必要があります。　
＊21：ITU-T No.1チャートを標準的画質（8ドット×3.85本/mm）で高速モードで送った時の伝送時間です（JBIG圧縮時）。これは

画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。　
＊22：両面原稿送りには対応していません。　
＊23：片面読み取り時の値。　
＊24：設置環境温度によって異なります。　
＊25：一部制限事項があります。
※本商品にハンドセット（受話器）は装備されておりません。 
※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。 
※ウォームアップタイムは新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。 
※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。
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ISO9001／ISO14001の認証を取得

●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。

ご注意 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。
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形式
複写方式
原稿台方式
カラー対応
原稿読み取り方式
書き込み方式
読み取り解像度
書き込み解像度
階調
原稿サイズ
複写サイズ

リカバリータイム＊2
ウォームアップタイム
ファーストコピータイム＊3
連続複写速度＊4＊5
原稿交換速度＊5＊6
片面→片面（両面→両面）
複写倍率
給紙方式/ ファーストトレイ
給紙容量 セカンドトレイユニット（オプション）
 マルチパーパストレイ

複写用紙 紙質
 坪量

複写濃度調整
定着方式
連続複写枚数
主な付加機能
電源
最大消費電力 動作時
 待機時
 節電モード時
エネルギー消費効率
TEC値＊11
大きさ（W×D×H）
重量
機械占有寸法

RADF（自動両面原稿送り装置）付きフラットベッドスキャナ
1200×1200dpi

100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0（High Speed）
SMTP、POP3、MIME、FTP、HTTP、CIFS

PDF（暗号化に対応）、M-TIFF（RAW/G3/G4 圧縮）、
JPEG（JFIF）（カラー/グレースケールのみ）、XPS

スキャナドライバ

形式
読み取り解像度
インタフェース
対応プロトコル
出力フォーマット

ドライバ

PSTN、PBX回線
標準モード・高画質モード：8ドット/mm
写真モード・起高画質モード：8ドット/mm

標準モード：3.85本/mm、高画質モード：7.7本/mm
写真モード：7.7本/mm、超高画質モード：15.4本/mm

最大33.6kbps
MH/MR/MMR/JBIG
ITU-TG3/スーパーG3

A4、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）
A4

約2秒＊21
4MB

モノクロのみ
FAXドライバ（送信のみ。Macintoshには対応していません）

100件（短縮ダイヤル：16件を含む）

適用回線
走査線密度 主走査

 副走査

通信速度
圧縮方式
互換性
送信原稿サイズ
記録紙サイズ
電送時間
メモリ容量
カラー対応
ドライバ
ワンタッチダイヤル／短縮ダイヤル

A4、A5、A6＊22、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ
カラー約20ページ/分、モノクロ約30ページ/分

片面：60～105g/㎡（連量52～90kg）、両面：60～90g/㎡（連量52～77kg）
50枚/80g/㎡（連量70kg）

原稿サイズ
原稿読み取り速度＊23
用紙種類
用紙容量

54dBA以下
37dBA（印刷終了後1分以降）＊24

稼動音 動作時
 待機時

4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式
26ページ/分
30ページ/分

カラー：14ページ/分、モノクロ：16ページ/分
約8秒
約7.5秒

600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi（4階調）
各色256階調（1670万色）

A4、A5、A6＊16、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、
エグゼクティブ、封筒、郵便はがき、16K、インデックスカード、カスタム＊17

普通紙、郵便はがき＊7＊16＊19、封筒＊8＊9、ラベル紙＊8
ファーストトレイ：64～176g/㎡（連量55～151kg）

セカンドトレイユニット（オプション）：64～176g/㎡（連量55～151kg）
マルチパーパストレイ：64～220g/㎡（連量55～189kg）
自動両面印刷：64～176g/㎡（連量55～151kg）
普通紙280枚/64g/㎡（連量55kg）総厚25mm以下
普通紙580枚/64g/㎡（連量55kg）総厚53mm以下
普通紙110枚/64g/㎡（連量55kg）総厚10mm以下、

郵便はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/㎡
PCL6エミュレーション、PostScript 3エミュレーション

TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI（Windows2000に対応）
Windows Vista/7/8/Server 2003/

Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012

Mac OS X 10.3.9～10.9　日本語版＊25

標準256MB/最大768MB
標準4GB/最大16GB（オプション）＊20

PostScript 3エミュレーション：日本語2書体、欧文80書体
PCL：日本語2書体、欧文86書体

100BASE-TX/10BASE-T、USB2．0（High Speed）

印刷方式
連続プリント カラー（片面）
速度＊5＊12 モノクロ（片面）
 自動両面印刷
ファースト カラー
印刷時間＊13 モノクロ
解像度
階調
用紙種類＊14 用紙サイズ＊15

 紙質＊18
 坪量

給紙方式/ ファーストトレイ
給紙容量 セカンドトレイユニット（オプション）
 マルチパーパストレイ

ページ記述言語
対応プロトコル
　　Windows USBインタフェース
 ネットワークインタフェース
　　Macintosh USBインタフェース
 ネットワークインタフェース
メモリ容量
SDメモリーカード
内蔵フォント

インタフェース

このカタログは森林認証紙及び、
VOC（揮発性有機化合物）成分ゼ
ロの100％植物油インキを使用し、
「水なし印刷」で印刷しています。

対
応
O
S

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会が制定した、ファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指したガイドラインの呼称です。
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e-STUDIO263CS　コピー機能 e-STUDIO263CS　スキャナ機能

e-STUDIO263CS　FAX機能

e-STUDIO263CS　RADF（自動両面原稿送り装置）

e-STUDIO263CS　その他

e-STUDIO263CS　プリンタ機能

認定番号：11 122 003

〒141-8562　東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
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高速＆高画質プリント

長尺印刷対応

LEDだから実現できた4色を一度の工程でプリントする「シングルパス」

により、カラープリントA4片面毎分26ページ＊、両面毎分14ページ＊の高

速出力を実現。さらに「多階調Digital LEDヘッド」搭載で1ドットあたり4

階調のなめらかな表現が可能です。

FA
X

パソコンからそのままFAX送信「PC-FAX送信」
パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにFAX送信できます。一度

プリントアウトする手間を省くのでオフィスのペーパーレス化に貢献し

ます。

USBメモリから、ダイレクト出力
USBメモリからのダイレクト印刷機能を搭載。PDF＊（1.7）、TIFF、JPEG、

PRN（PCL、PS）形式のファイルがパソコンを経由せずUSBメモリから印

刷できます。

CO
PY

両面コピー・プリント標準対応
用紙搬送ルートを短縮したRADF（自動両面原稿送り装置）を標準搭載。

両面コピーもスピーディーに行えます。

高画質コピーで文字や写真を美しく再現
最大読み取り解像度600dp i×600dp i、最大書き込み解像度

600dpi×1200dpiの高画質コピーが文字をくっきりと、写真を美しく再

現します。
＊暗号化PDFには対応していません。

※32GBまでの容量のUSBメモリに対応。セキュリティ付USBメモリ、USBハブ、USB-HDDには対
応していません。＊普通紙、A4/コピーモード（複数部印刷）時

最大で1320.8×215.9mmの長尺用紙への印刷に対応。POPやポスター、

見開きのグラフや提案書など、幅広い用途に活用できます。

複数の原稿を1枚にまとめる集約コピー
2枚分、4枚分の原稿を縮小して1枚の用紙に割り付けてコピー可能。用

紙の使用量を1/2から1/4に削減できます。
IDカードコピー

IDカードコピー機能を使用すると、IDカードの両面を1枚の用紙の片面

に等倍コピーできます。

リピートコピー
手書きのPOPなど、1枚しかない原稿を、1枚の用紙に2面または4面に

割り付けてコピーできます。

カラートナーが急になくなった場合でも、プリンタドライバで「モノクロ

印刷」を指定するだけでカラー印刷データをモノクロ印刷できます。カ

ラートナーの交換までプリントできないということがありません。

PDFデータのアイコンを右クリックしてダイレクトにプリント可能。アプ

リケーションを立ち上げることなくすばやくプリントできます。
※PDFファイルによっては、正しくプリントできない場合があります。

※PDFファイルの容量によっては、オプションのSDメモリーカードが必要となる場合があります。

素早く美しい1200dpi高画質スキャン
最大1200dpiの高画質スキャンを搭載。光源にLEDを使用しているので

立ち上がりが早く、スピーディーかつ鮮明な読み取りが可能です。

ネットワークTWAINドライバ対応
ネットワーク上のパソコンからスキャンができます。TWAIN対応のアプ

リケーションと連携でき、スキャン後の加工や編集などの作業もスムー

ズに行えます。

※32GBまでの容量のUSBメモリに対応。セキュリティ付きUSBメモリ、USBハブ、USB-HDDには
対応していません。

暗号化PDFに対応
スキャンしたデータを暗号化したPDFにできます。暗号化レベル、ファイ

ルを開くパスワード、権限パスワードを設定することが可能。データ化

の際、情報漏洩を防ぐことができます。

使いやすさに優れたフラットベッド

スキャン To メール
スキャンした画像を直接相手のアドレスヘメールで送信することがで

きます。また、フラットベッドでスキャンした複数ページを1ファイルにす

るジョブビルド機能を利用して送信することも可能です。

スキャン To USBメモリ
本体にUSBメモリを接続するだけで、スキャンした画像データを直接保

存できます。

11111111111 22222222222
33333333333 44444444444

11111111111 22222222222
33333333333 44444444444

※FAXの受信はできません。　※Macintoshには対応していません。

インターネットFAXで通信費削減
インターネット回線を利用してFAXの送受信が可能。インターネット回

線を利用することで、遠隔地であっても電話料金を気にせずFAXを送信

できるので、通信費のコスト削減に貢献します。
※ITU-T勧告T.37準拠のインターネットFAXがあれば、他社のFAXとの送受信も可能です。

カラートナーがなくなっても受信データを印刷可能
カラートナーがなくなってもFAXの受信データをモノクロのみで印刷で

きるので、カラートナーの交換を待たずに受信内容を確認できます。
※FAXはモノクロ印刷のみ対応。

※本体の操作パネルで、機器設定を変更する必要があります。

※メールサーバ（POP3/SMTP）へ接続できる環境で複合機にIPアドレスおよびメールアカウン
トが付与されている必要があります。

※Eメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。

自動両面FAX送信
RADF（自動両面原稿送り装置）により、両面印刷された原稿も自動で両

面を読み取りFAX送信できます。

同報送信
FAXを複数の宛先に順次送信できます。テンキー、短縮ダイヤル、およ

び宛先グループリストを使用して、最大100件の宛先を指定できます。

時刻指定送信（タイマー送信）
指定の時刻にFAXを送信できます。時刻指定送信を設定すると、FAXデ

ータはメモリに保存され、指定時刻に自動的に送信されます。

（最大20件、31日先まで登録可能）

送付状送信
パソコンからダイレクトにFAXを送る時に、送付状を添付して送信でき

ます。

FAX送受信データ保存
送受信済みのFAXデータを指定したファイルサーバ内のフォルダにPDF

形式で保存。今まで出力していた履歴の保存もペーパーレスで行えます。 FAX転送
受信したFAX原稿を、指定の宛先に自動的に転送することができます。

メモリバックアップ
万一の停電や電源が一時的に切れた場合に、用紙やトナーがなくなっ

た時などにメモリ受信＊した情報を保持するメモリバックアップ機能を

搭載。
＊受信できるデータ容量はメモリの残量や原稿の内容によって異なります。

インターネットFAX

メールサーバ紙文書をスキャン 紙文書を出力

PC-FAX送信
従来　一度プリントアウトしてからFAX送信

文書作成 プリント FAX送信

公衆回線

PC-FAX送信　直接FAX送信が可能

プリント 差し込む

フラットベッドの奥側に用紙を

通す開口部を設けることで、A4

より大きいサイズの原稿も奥へ

ずらすことができ、操作パネル

が原稿で隠れることなく、スキャ

ンを行えます。

スキャン To ネットワークPC
スキャンした画像ファイルをサーバやパソコンにダイレクト送信できま

す。パソコンを使用せずに、画像ファイルを直接FTP、HTTP、CIFSサーバ

ヘ保存できます。

複合機を操作

スキャン To リモートPC
USBまたはネットワーク接続されたパソコンからの操作でスキャンが行

えます。

USB/ネットワーク接続

パソコンを操作

※Macintoshには対応していません。

スキャン To ローカルPC
USBまたはネットワーク接続されたパソコンヘ複合機を操作することに

よりダイレクトに画像を保存します。

USB/ネットワーク接続

文書作成

公衆回線

モノクロトナーだけでもプリント可能
右クリックでPDFデータを即プリント「PDF Print Direct」

コンパクトボディで高速印刷 
A4 カラー26ページ/分＊ モノクロ30ページ/分＊

高速両面を標準装備 消費電力1.5W＊未満の
省エネ設計1 2 3

高速＆高＆高高画質画質質ププリント

＊普通紙、A4/コピーモード（複数部印刷）時 ＊スリープモード時
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高速＆高画質プリント

長尺印刷対応

LEDだから実現できた4色を一度の工程でプリントする「シングルパス」

により、カラープリントA4片面毎分26ページ＊、両面毎分14ページ＊の高

速出力を実現。さらに「多階調Digital LEDヘッド」搭載で1ドットあたり4

階調のなめらかな表現が可能です。

FA
X

パソコンからそのままFAX送信「PC-FAX送信」
パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにFAX送信できます。一度

プリントアウトする手間を省くのでオフィスのペーパーレス化に貢献し

ます。

USBメモリから、ダイレクト出力
USBメモリからのダイレクト印刷機能を搭載。PDF＊（1.7）、TIFF、JPEG、

PRN（PCL、PS）形式のファイルがパソコンを経由せずUSBメモリから印

刷できます。

CO
PY

両面コピー・プリント標準対応
用紙搬送ルートを短縮したRADF（自動両面原稿送り装置）を標準搭載。

両面コピーもスピーディーに行えます。
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※32GBまでの容量のUSBメモリに対応。セキュリティ付USBメモリ、USBハブ、USB-HDDには対
応していません。＊普通紙、A4/コピーモード（複数部印刷）時
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PDFデータのアイコンを右クリックしてダイレクトにプリント可能。アプ
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※32GBまでの容量のUSBメモリに対応。セキュリティ付きUSBメモリ、USBハブ、USB-HDDには
対応していません。
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スキャンした画像を直接相手のアドレスヘメールで送信することがで

きます。また、フラットベッドでスキャンした複数ページを1ファイルにす
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本体にUSBメモリを接続するだけで、スキャンした画像データを直接保

存できます。
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※FAXの受信はできません。　※Macintoshには対応していません。
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安全上のご注意

注意

http://www.toshibatec.co.jp/

4

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。

仕様

デスクトップタイプ
デジタル方式
固定式
フルカラー
カラーCIS

4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式
300×600dpi、600×600dpi
最大600×1200dpi

各色256階調（1670万色）
フラットベッド：最大A4、RADF（自動両面原稿送り装置）：最大リーガル

A4、A5、A6＊1、B5、レター、
リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ

35秒以下
60秒以内（パワーオン時）

カラー17秒（高解像度）14秒（標準解像度）/モノクロ12秒（高解像度）
カラー26ページ/分、モノクロ30ページ/分
カラー約20ページ/分（約10ページ/分）
モノクロ約30ページ/分（約14ページ/分）

25～400%
普通紙280枚/64g/㎡（連量55kg）総厚25mm以下
普通紙580枚/64g/㎡（連量55kg）総厚53mm以下
普通紙110枚/64g/㎡（連量55kg）総厚10mm以下、

郵便はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/㎡
普通紙、郵便はがき＊7＊16、封筒＊8＊9、ラベル紙＊8
ファーストトレイ：64～176g/㎡（連量55～151kg）

セカンドトレイユニット（オプション）：64～176g/㎡（連量55～151kg）
マルチパーパストレイ：64～220g/㎡（連量55～189kg）

7段階調整（手動）
熱ローラ定着
99部

拡大/縮小機能、ミックス原稿、集約機能、原稿枠除去機能、とじしろ機能
AC100V±10%、50/60Hz±2%
最大1170W/平均570W

100W
1.5W未満（スリープモード時）＊10/20W未満（パワーセーブモード時）

120kWh/年　区分：複合機a
2.3kWh

427×509×444mm
29kg（消耗品を含む）

427×959mm（マルチパーパストレイ・フェイスアップスタッカ最大伸長時）

※記載の商品は日本国内仕様のため、海外ではご使用できません。
※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。
※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 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はApple,Inc.の商標です。
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。
©2016 TOSHIBATEC CORPORATION All right reserved.

●情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報処理装置です。

＊1：両面コピーには対応していません。　
＊2：パワーセーブ状態からの復帰時間（自動色ずれ調整時間含まず）。　
＊3：コピー開始から終了までの時間。　
＊4：フラットベッドから同一原稿をA4片面（等倍）連続コピーしたときの値。　
＊5：連続印刷時に本体の温度調整や画質調整のため、動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。スキャンとカラープリントを
同時に行うと印刷速度が低下します。コピー使用時は原稿の種類、コピーの選択モードによっては速度が低下する場合があ
ります。　

＊6：RADF（自動両面原稿送り装置）から複数枚の原稿を1枚ごとに1枚ずつ連続してコピーしたときの値。　
＊7：インクジェット用はがきは使用できません。　
＊8：マルチパーパストレイのみ。　
＊9：印刷後は反りやシワが発生することがあります。　
＊10：USBポート使用時はスリープモードに移行しません。　
＊11：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。　
＊12：普通紙、A4/コピーモード（複数部印刷）時。　
＊13：プリント開始からメインの排紙トレイ（フェイスダウン）に排出完了するまでの時間（ファーストトレイから給紙）。データの処理時

間・色ずれ補正の調整時間は含みません。　
＊14：使用する用紙、使用環境により、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されること

をお奨めします。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。　
＊15：A5、A6、およびカスタムで148mm以下の幅を設定すると印刷速度が低下します。　
＊16：ファーストトレイ、マルチパーパストレイのみ。　
＊17：ファーストトレイ：幅100～215.9mm×長さ148～355.6mm。セカンドトレイ：幅148～215.9mm×長さ210～355.6mm。

マルチパーパストレイ：幅64～215.9mm×長さ127～1320.8mm（ただし、長さ356mm以上の場合は幅210～
215.9mm）。　

＊18：光沢紙、コート紙（グロス、マット、ダル、シルク）、エンボス紙、横目の用紙への印刷はできません。　
＊19：ファーストトレイから給紙する場合には、約100枚毎に給紙ローラを清掃してください。　
＊20：最大サイズ16GBに増設する場合は、標準で装着されている4GBのSDメモリーカードを取り外し、オプションの16GBのSD

メモリーカードを装着する必要があります。　
＊21：ITU-T No.1チャートを標準的画質（8ドット×3.85本/mm）で高速モードで送った時の伝送時間です（JBIG圧縮時）。これは

画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。　
＊22：両面原稿送りには対応していません。　
＊23：片面読み取り時の値。　
＊24：設置環境温度によって異なります。　
＊25：一部制限事項があります。
※本商品にハンドセット（受話器）は装備されておりません。 
※他のUSB機器との同時接続を保証するものではありません。 
※ウォームアップタイムは新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値以上に時間がかかる場合があります。 
※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。

2017

ISO9001／ISO14001の認証を取得

●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。

ご注意 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。

No.3870　e-STUDIO263CSカタログ　TDF-1704-Rev.04

形式
複写方式
原稿台方式
カラー対応
原稿読み取り方式
書き込み方式
読み取り解像度
書き込み解像度
階調
原稿サイズ
複写サイズ

リカバリータイム＊2
ウォームアップタイム
ファーストコピータイム＊3
連続複写速度＊4＊5
原稿交換速度＊5＊6
片面→片面（両面→両面）
複写倍率
給紙方式/ ファーストトレイ
給紙容量 セカンドトレイユニット（オプション）

マルチパーパストレイ

複写用紙 紙質
坪量

複写濃度調整
定着方式
連続複写枚数
主な付加機能
電源
最大消費電力 動作時

待機時
節電モード時

エネルギー消費効率
TEC値＊11
大きさ（W×D×H）
重量
機械占有寸法

RADF（自動両面原稿送り装置）付きフラットベッドスキャナ
1200×1200dpi

100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0（High Speed）
SMTP、POP3、MIME、FTP、HTTP、CIFS

PDF（暗号化に対応）、M-TIFF（RAW/G3/G4 圧縮）、
JPEG（JFIF）（カラー/グレースケールのみ）、XPS

スキャナドライバ

形式
読み取り解像度
インタフェース
対応プロトコル
出力フォーマット

ドライバ

PSTN、PBX回線
標準モード・高画質モード：8ドット/mm
写真モード・起高画質モード：8ドット/mm

標準モード：3.85本/mm、高画質モード：7.7本/mm
写真モード：7.7本/mm、超高画質モード：15.4本/mm

最大33.6kbps
MH/MR/MMR/JBIG
ITU-TG3/スーパーG3

A4、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）
A4

約2秒＊21
4MB

モノクロのみ
FAXドライバ（送信のみ。Macintoshには対応していません）

100件（短縮ダイヤル：16件を含む）

適用回線
走査線密度 主走査

副走査

通信速度
圧縮方式
互換性
送信原稿サイズ
記録紙サイズ
電送時間
メモリ容量
カラー対応
ドライバ
ワンタッチダイヤル／短縮ダイヤル

A4、A5、A6＊22、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ
カラー約20ページ/分、モノクロ約30ページ/分

片面：60～105g/㎡（連量52～90kg）、両面：60～90g/㎡（連量52～77kg）
50枚/80g/㎡（連量70kg）

原稿サイズ
原稿読み取り速度＊23
用紙種類
用紙容量

54dBA以下
37dBA（印刷終了後1分以降）＊24

稼動音 動作時
待機時

4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式
26ページ/分
30ページ/分

カラー：14ページ/分、モノクロ：16ページ/分
約8秒
約7.5秒

600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi（4階調）
各色256階調（1670万色）

A4、A5、A6＊16、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、
エグゼクティブ、封筒、郵便はがき、16K、インデックスカード、カスタム＊17

普通紙、郵便はがき＊7＊16＊19、封筒＊8＊9、ラベル紙＊8
ファーストトレイ：64～176g/㎡（連量55～151kg）

セカンドトレイユニット（オプション）：64～176g/㎡（連量55～151kg）
マルチパーパストレイ：64～220g/㎡（連量55～189kg）
自動両面印刷：64～176g/㎡（連量55～151kg）
普通紙280枚/64g/㎡（連量55kg）総厚25mm以下
普通紙580枚/64g/㎡（連量55kg）総厚53mm以下
普通紙110枚/64g/㎡（連量55kg）総厚10mm以下、

郵便はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/㎡
PCL6エミュレーション、PostScript 3エミュレーション

TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI（Windows2000に対応）
Windows Vista/7/8/Server 2003/

Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012

Mac OS X 10.3.9～10.9　日本語版＊25

標準256MB/最大768MB
標準4GB/最大16GB（オプション）＊20

PostScript 3エミュレーション：日本語2書体、欧文80書体
PCL：日本語2書体、欧文86書体

100BASE-TX/10BASE-T、USB2．0（High Speed）

印刷方式
連続プリント カラー（片面）
速度＊5＊12 モノクロ（片面）

自動両面印刷
ファースト カラー
印刷時間＊13 モノクロ
解像度
階調
用紙種類＊14 用紙サイズ＊15

紙質＊18
坪量

給紙方式/ ファーストトレイ
給紙容量 セカンドトレイユニット（オプション）

マルチパーパストレイ

ページ記述言語
対応プロトコル
　　Windows USBインタフェース
 ネットワークインタフェース
　　Macintosh USBインタフェース
 ネットワークインタフェース
メモリ容量
SDメモリーカード
内蔵フォント

インタフェース

このカタログは森林認証紙及び、
VOC（揮発性有機化合物）成分ゼ
ロの100％植物油インキを使用し、
「水なし印刷」で印刷しています。

対
応
O
S

FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会が制定した、ファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指したガイドラインの呼称です。

1

e-STUDIO263CS　コピー機能 e-STUDIO263CS　スキャナ機能

e-STUDIO263CS　FAX機能

e-STUDIO263CS　RADF（自動両面原稿送り装置）

e-STUDIO263CS　その他

e-STUDIO263CS　プリンタ機能

〒141-8562　東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー



この紙面に掲載の全商品および役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

東芝ケアプログラム［ＴＣＰ］

スポット保守

保守サービス

機械本体

「東芝ケアプログラム（TCP）」か「スポット保守」をお選びいただきます。

１）延長1年パック料金
2）複数年パック料金

マシンが故障した場合

規定のカウントに達した時に下記の部品の交換が必要となります

お客様のご要請に応じて、弊社の営業時間内にサービスエンジニアが点検、修理、部品の供給、交換を有償にて行なうサービスです。消耗品（トナーカートリッジ、イメージド
ラムユニット）とメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラー）、各部品は別途お買い上げいただきます。

出張料金

交換技術料金

技術料金
交換部品代金

7,000円 / 回 （税別）

当社所定の交換部品代金
3,500円（30分毎） / 回 （税別）

「マシンが故障した場合」の料金表に準じます

※購入時には約2,000枚印刷可能なスタータトナーカートリッジが付属しています。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。搬出撤去
費用など詳しい内容につきましては担当営業、サービスエンジニアにおたずねください。

e-STUDIO263CSの価格と保守サービスのご案内

本体希望価格には、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。

TCP 45,000円 / 年（税別）

メンテナンス品*2
定着器ユニット 20,000円（税別） 交換の目安 約60,000枚

ベルトユニット 20,000円（税別） 交換の目安 約60,000枚

給紙ローラー ＊3 交換の目安 約120,000枚

＊1 弊社サポートセンターからマシン設置場所までの移動距離。（※ 離島や宿泊を必要とする設置場所の場合、当社規定の追加の料金を申し受けます。）
＊2 東芝テックソリューションサービス株式会社扱い品。必ず弊社サービスエンジニアによる交換が必要です。保証期間外の場合は、出張料金、技術料金が別途かかります。
＊3 給紙ローラーの価格は、箇所により異なりますので、弊社サービスエンジニアまでお訪ねください。

●当社はe-STUDIO263CSの補修用性能部品を製造終了後7年保有させていただきます。
●各種ドライバ/ユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなどパソコンの設定等は含まれておりません。作業内容がパソコン設定のみでe-STUDIO263CSの修理作業がない場
合にも、マシンが故障した場合と同様の料金をご負担いただきます。

※東芝ケアプログラム（TCP）の各複数年パックは、保証期間6ヶ月間を含めたサービス提供期間となります。

※東芝ケアプログラム（TCP）のサービス提供期間は、対象商品の設置日より最長5年間までです。6年目以降はスポット保守となります。

■東芝ケアプログラム（ＴＣＰ）のイメージ

2年パック

3年パック

4年パック

5年パック

保証期間
6ヶ月

2年契約
18ヶ月

延長1年パック
12ヶ月

延長1年パック
12ヶ月

延長1年パック
12ヶ月

5年4年3年2年

保証期間
6ヶ月
保証期間
6ヶ月
保証期間
6ヶ月

3年契約
30ヶ月

延長1年パック
12ヶ月

延長1年パック
12ヶ月

延長1年パック
12ヶ月

4年契約
42ヶ月
5年契約
54ヶ月

8,000円（税別）
11,000円（税別）
11,000円（税別）
11,000円（税別）
19,000円（税別）

トナーカートリッジ

イメージドラムユニット

消
耗
品

オ
プ
シ
ョ
ン

　e-STUDIO263CS（本体）の保証期間は、本体設置日より6ヶ月間となります。保証期間内であっても、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラムユニッ
ト）、およびメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラー）は別途お買い上げいただきます。

ブラックトナー T-FC26SK3K （3,500枚相当）*1

イエロートナー T-FC26SY3K （3,000枚相当）*1

マゼンタトナー T-FC26SM3K （3,000枚相当）*1

シアントナー T-FC26SC3K （3,000枚相当）*1

　　 OD-FC26S （20,000枚相当）*1

124,800円e-STUDIO263CS

（50km未満）*1

（50km以上）*1 10,000円 / 回 （税別）

種類 金額

25,000円（税別）
20,000円（税別）
14,000円（税別）
25,000円（税別）増設メモリ2種類

セカンドトレイユニット
16GB SDメモリカード

MY-1037
KQ-1003
GC-1310（256MB）
GC-1320（512MB）

TCP（定期点検なし）サービス提供期間（保証期間を含む）
2年パック
3年パック
4年パック
5年パック

67,500円（税別）
81,000円（税別）
115,000円（税別）
145,000円（税別）

※ 本体と同時購入に限ります。
※東芝ケアプログラム（TCP）料金には訪問修理時の出張料金、技術料金、メンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラー）の部品代金が含まれます。

※ メーカー保証や保守契約終了時に1年間の保守延長を行う場合にご利用いただけます。

e-STUDIO263CSを保証期間（本体設置日より6ヶ月間）終了後も安心してお使いいただくため、保守サービスパックを購入する方式です。サービス提供期間中に、故障の
修理、メンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラー）、各部品代金、出張料金が含まれます。ただし、消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラムユニット）は含ま
れませんので、別途お買い上げいただきます。TCPを購入できるのは、本体購入時に限ります。（延長1年パックは保証期間およびTCP有効期間中にも購入できます。）

＊1 目安の枚数です。お客様の使用条件によって枚数は変わります。
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東芝デジタル複合機　基本サポートメニュー

●オプション取付け時は、別途オプションに応じた基本サポートメニュー料金が必要となります。

消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラムユニット）の回収について

外形寸法図

お客様
東芝テック
ソリューション
サービス
株式会社

①回収の依頼*
（FAX）

②回収の指示
（FAX）

③回収にお伺い

運送
会社

■本体調整作業
・本体セットアップ、オプション品取付け（セカンドトレイ除く）、FAX基本情報設定、ネットワーク基本情報設
定、スキャン To メール基本設定、スキャン To ネットワークPC設定（PC1台まで）
・短縮ダイヤル登銀（50件まで）、Eメールアドレス登銀（50件まで）
・プリンタドライバソフト、各種ユーティリティソフトインストール（PC1台まで）
■動作確認作業
・本体単体での動作確認、FAX通信確認（送受信とも）、各スキャン To 機能確認、PCからの印刷動作確認
■取り扱い説明
・本体の基本的な使用方法、消耗品・メンテナンス品の交換方法、簡易的なトラブルの対処方法
※セキュリティソフト（ファイヤーウォール）などお客様の環境によっては、スキャン To ネットワークPC設定が
できない場合もあります。

ご不明な点は担当営業またはサービス
エンジニアにおたずねください。資料の
内容は、お断りなしに変更することがあ
りますので、ご了承ください。本誌の記
載内容は2016年4月現在のものです。

９５９mm

◎側面図（セカンドトレイユニット取り付け時）◎側面図◎平面図

50９mm
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＊ e-STUDIO263CS 回収専用FAX用紙は購入した消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラムユニット）に同梱されています。また、東芝テックホームページにも掲載されています。

4
2
7
m
m

設置・調整メニューには出張料金は含まれておりません。下記「設置・調整サービス」と「出張料金」の2点が必要となります。

メニュー名 価格(税別)

出張料金（50km未満）*1 7,000円 / 回

出張料金（50km以上）*1 10,000円 / 回

【出張料金】　＊必須

＊1 弊社サポートセンターからマシン設置場所までの移動距離。（※ 離島や宿泊を必要とする設置場所の場合、当社規定の追加の料金を申し受けます。）

価格(税別) 作業内容メニュー名

設置・調整サービス

FAX短縮ダイヤル登録追加（CSV）

Eメールアドレス登録追加（CSV）

プリンタドライバ追加

51件目～100件目まで

51件目～100件目まで

※増設トレイユニットは開梱据付され、本体が上に載っている状態である必要があります。
※FAX、スキャン To メール、スキャン To ネットワークPCの設定に必要な情報を「設定情報シート」に記入し作業者にお渡しください。
※作業当日に、FAXやネットワークの設定情報が準備されていない場合およびFAX回線やネットワーク環境の準備がされていない場合、設定作業をお断りすることがあります。
※短縮ダイヤル、Eメールアドレスは事前に弊社指定のインポートファイルにお客様で入力いただく必要があります。
※お客様の環境（セキュリティ、ファイアーウォールなど）によってはスキャンtoネットワークPCが設定できない場合があります。
●上記価格は複合機本体納入と同時に行う場合の価格となります。複合機本体納入後に作業を行う場合は別途下記出張料金が加算されます。
　・弊社最寄サポートセンターより（50km未満）7,OOO円  ・弊社最寄サポートセンターより（50km以上）10,OOO円
●サービスエンジニアによる事前環境調査には、出張料金+環境調査料金として3,500円／30分が必要となります。
●本誌に掲載のサポートメニュー等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を甲し受けますのでご承知おき願います。
●これ以外のサポートメニューにつきましては、弊社営業担当かサービスエンジニアまでお訪ねください。

PC1台あたり

18,000円

4,000円

4,000円

2,000円

【設置・設定メニュー】


