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2003年12月16日 

日立プリンティングソリューションズ株式会社 

 

 

ハードウェアからサービス、ソリューションまで提供する統一ブランド"Prinfina"発表 
中速A3カラーページプリンタPrinfina COLOR CX4720など3機種も同時発表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日立プリンティングソリューションズ株式会社（取締役社長：片山利昭）は、ハードウェアからサービス、

ソリューションまで一貫してご提供する統一ブランド「Prinfina（プリンフィナ）」を発表します。 

Prinfinaブランドにてプリンタシリーズを統一するとともに、関連アプリケーション、環境重視型消耗品販

売、プリンティングシステム構築コンサルテーションなどを提供していきます。 

“Prinfina”（プリンフィナ）はPrint（プリント）＋Infinity（無限）＋Fine（高品位）を組み合わせた造語です。 

 

さらに今回、Prinfinaブランドでの新カラーページプリンタとして下記3機種を発表します。 

(1) 中速プリンタながら価格を30万円以下としたA3/長尺紙対応プリンタ「Prinfina COLOR CX4720」 

(2) 従来機よりさらに高速化を実現したA3/長尺紙対応プリンタ「Prinfina COLOR CX4730」 

(3) 世界最速(*1)A4モノクロ31枚/分を低価格と両立させたA4プリンタ「Prinfina COLOR CX5000」 

 

また、2004年1月21日、現在の消耗品販売・回収サイト「HPRSネット通販センタ」を「Prinfina_M@LL」とし

てリニューアルオープンいたします。従来、FAXで受け付けておりました使用済消耗品の回収サービスを、

Ｗｅｂ画面から直接お申し込みいただけるようになるほか、今後は取扱品目にプリンタ本体も追加し、商品

の拡充を図る予定です。 

 

(*1) 2003年11月末日現在、A4デスクトップカラーページプリンタとして世界最速 

 

■製品の価格・出荷時期 

モデル名 

 

型名 連続印刷速度(*2) 最大用紙

サイズ 

対応 

プラットフォーム 

本体価格 

(税別) 

出荷開始

時期 

Prinfina COLOR 

CX4720 
PC-PK4720N 

23ページ/分 

29ページ/分 

A3/ 

長尺紙
Windows 298,000円 

2004年

2月16日

Prinfina COLOR 

CX4730 
PC-PK4730N 

31ページ/分 

36ページ/分 

A3/ 

長尺紙
Windows 448,000円 

2004年

2月16日

Prinfina COLOR 

CX5000 
PC-PK5000N 

8ページ/分 

31ページ/分 
A4 

Windows 

Macintosh 
168,000円 

2004年

3月24日

 (*2) 上段：A4サイズカラー印刷時、下段：A4サイズモノクロ印刷時 

Prinfina（プリンフィナ）ロゴ Prinfina COLOR CX5000 

(PC-PK5000N) 
Prinfina COLOR CX4720/CX4730

(PC-PK4720N/PC-PK4730N) 
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■ハードウェアからサービス、ソリューションまで一貫してご提供する新ブランド"Prinfina"のご紹介 

今まではプリンタ単体を中心にBEAMSTARシリーズなどを提供してまいりましたが、Prinfinaブランドで

下記4つの事業カテゴリーを展開していきます。 

 

<< Hardware & Technology >> 

    カラー、モノクロページプリンタ、インパクトプリンタ等 ハードウエア群 

<< Software & Solution >> 

    ハードウェアをサポートする関連ソフトウェア、アプリケーション群 

<< Supply & Ecology >> 

    環境重視型消耗品ビジネス 

<< Support & Service >> 

    プリンティングシステム構築コンサルテーション、サポート、サービス 

 

"Prinfina"（プリンフィナ）はPrint（印刷）＋Infinity（無限）＋Fine（高品位）を組み合わせた造語です。 

 

 

 

■Prinfina COLOR CX4720/CX4730(PC-PK4720N/PC-PK4730N)の特長 

1.ニーズの高いA4カラー20枚/分クラスのプリンタをラインナップ(CX4720) 

お客様からのご要望が高かった20枚/分クラスのプリンタとして、A4カラー 23枚/分のCX4720をライン

ナップしました。またA4モノクロ印刷も29枚/分と高速でA3サイズ（および長尺紙）も印刷できますので、別

途モノクロプリンタをご用意いただく必要はありません。 

2.ビジネス文書で多用されるモノクロ文書を高速印刷 

ビジネス文書で多用されるモノクロ文書をスピーディに印刷するため、CX4720ではA4モノクロ29枚/分、

CX4730ではA4モノクロ36枚/分と高速印刷を実現しました。 

 

3.厚紙もカセットから給紙可能 

従来機種では厚紙は手差しトレイからのみ給紙可能でしたが、CX4720/CX4730ではカセットからの厚

紙給紙を可能にしました(*1)。これにより、手差しトレイに何度も給紙をする必要がなくなります。 

 

4.印刷時のセキュリティニーズに対応 

以下に示すような様々な機能によりセキュリティニーズにお応えします。 

(1) コピーガードツール(*2) 

印刷した文書をコピーすると地紋が印刷されるため、機密文書や証明書の不正コピー対策に

有効です。 

(2) 上記「コピーガードツール」の簡易版機能をプリンタドライバで標準サポート 

(3) 親展印刷 

印刷データをハードディスク(*2)にいったん格納し、プリンタドライバで設定したパスワードを

プリンタの操作パネルから入力することで印刷をおこないます。 

 

(*1) 210g/㎡までの厚紙に対応 

(*2) コピーガードツール及びハードディスクはオプション 
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■Prinfina COLOR CX5000(PC-PK5000N)の特長 

1.世界最速(*3)のA4モノクロ31枚/分の高速印刷 

 低価格と高速モノクロ印刷を両立させたカラープリンタです。1台目のカラープリンタとして、また

印刷頻度の高いA4サイズ印刷の追加導入用としてご利用いただけます。 

2.プリンタエラーの電子メール通知機能 

エラーが起きた際に事前に設定したメールアドレスにエラー情報を送信できます。エラーの重要度によ

り通知先を個別に設定できますから、プリンタの管理者への情報送信を含め、スピーディなエラー対応を

サポートします。 

3.オイルレス＆イージーメンテナンス 

トナー定着方式をオイルレスにすることで消耗品だったオイルボトルが不要になり、使い勝手をさらに向

上させています。 

(*3) A4カラーページプリンタ（デスクトップ機）として。2003年11月現在。 

 

 

■消耗品販売・回収サイト「Prinfina_M@LL」のご紹介(2004年1月21日オープン) 

1.使用済み消耗品回収サービスのお申し込み簡略化 

従来、FAXで受け付けておりました使用済消耗品の回収サービスを、Ｗｅｂ画面から直接お申し込み

いただけるようになります。 

2.取扱品目の拡充  

取り扱い品目にプリンタ本体やリボンを追加し、商品の拡充を図る予定です。 

 

「Prinfina_M@LL（プリンフィナ・モール）」URL（2004年1月21日オープン） 

http://www.hitachi-printingsolutions.co.jp/shop/ 

 

 

 

■添付資料 

Prinfina COLOR CX4720/CX4730/CX5000の仕様 

 

■お客様問合せ先 

日立プリンティングソリューションズ株式会社  お客様相談センター 

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号 

電話 0120-86-2556 

http://Prinfina.jp/ 

 

■他社商標注記 

記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

   

以 上 
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■Prinfina COLOR CX4720/CX4730(PC-PK4720N/PC-PK4730N)製品仕様 

項目 Prinfina COLOR CX4720 Prinfina COLOR CX4730 

型名 PC-PK4720N PC-PK4730N 

印刷方式 電子写真（LEDヘッド）式印刷 

最大用紙サイズ A3/長尺紙 

印刷速度（A4マルチコピー時） カラー印刷時：最大23枚/分、 

モノクロ印刷時：最大29枚/分 

カラー印刷時：最大31枚/分、 

モノクロ印刷時：最大36枚/分 

ページ記述言語 (ESC/P・ESC/Page・２０１Ｈ)＋拡張コマンド 

対応プラットフォーム Windows®日本語版 

プリント解像度 600dpi×9600dpi相当 

標準給紙カセット 550枚×1段 

増設給紙カセット 550枚×4段＋3000枚(A4のみ、大容量給紙装置増設時*) 

給紙枚数 

（64g/㎡紙） 

手差しトレイ 100枚 

標準 フェースダウン（550枚）、フェースアップ（100枚） 排紙枚数 

（64g/㎡紙） フィニッシャー 

増設時* 

フェースダウン（1550枚）、フェースアップ（100枚） 

用紙サイズ A3/B4/A4/B5/A5/レター/ハガキ/封筒 

手差しトレイ：幅90～297mm、長さ148～1200mm 

用紙種類 普通紙、厚紙、ラベル紙、専用OHP、ハガキ、封筒 

使用可能用紙 

坪量 64～157g/㎡（両面印刷時は80～105g/㎡） 

両面印刷 オプション 

プリンタフォント 平成明朝体、平成角ゴシック体、欧文フォント14書体、ANK,OCR-B 

メモリー 標準64MB（最大256MB） 

ハードディスク オプション 

インタフェース パラレル IEEE1284準拠（双方向パラレル） 

USB 1.1 （標準装備） 

ネットワーク 100BASE-TX/10BASE-T 

本体寸法（W×D×H） 695(W)×655(D)×497(H)mm 

本体質量（消耗品搭載時） 約82kg 

電源 AC100V±10%（50/60Hz±2Hz） 

装置寿命 5年または150万枚（連続印刷時）のいずれか早いほう 

推奨使用環境 温度15～27℃、湿度35～70% 

推奨使用条件 10,000枚/月 

無償保証期間 納入後 六ヶ月 

添付品 ・CD-ROM（プリンタドライバ、マニュアル（PDF）など） 

・電源コード（ケーブル長2.5m、プラグ：接地極付き2極） 

・トナー含む消耗品一式・クイックガイド・設置手順書 

・お客様登録シート・保証登録書 

* フィニッシャー装置および大容量給紙装置はオプション接続キットが必須となります。また、特定のオプション構成で使用可能です。 

添付資料 
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■Prinfina COLOR CX5000(PC-PK5000N)製品仕様 

項目 Prinfina COLOR CX5000 

型名 PC-PK5000N 

印刷方式 半導体レーザー＋乾式電子写真方式 

最大用紙サイズ A4 

印刷速度（A4マルチコピー時） カラー印刷時：最大8枚/分、モノクロ印刷時：最大31枚/分 

ページ記述言語 簡易言語（日立独自形式） 

対応プラットフォーム Windows®日本語版、Macintosh 

プリント解像度 1200dpi×600dpi 

標準給紙カセット 250枚×1段 給紙枚数 

（64g/㎡紙） 増設給紙カセット 500枚×1段 

排紙枚数 

（64g/㎡）紙 

フェースダウン（250枚） 

用紙サイズ A4/B5/A5/ハガキ/レター/エグゼクティブ/ハーフレター 

ユーザ定義サイズ（幅100～215.9mm、長さ210～297mm） 

用紙種類 普通紙、厚紙、OHP、ラベル紙、ハガキ 

使用可能用紙 

坪量 60～210g/㎡（両面印刷時およびペーパーフィーダーからの給

紙はは60～105g/㎡） 

両面印刷 オプション 

メモリー 標準64MBのみ 

パラレル なし、増設不可 インタフェース 

（標準装備） USB 1.1 

 ネットワーク 100BASE-TX/10BASE-T  

本体寸法（W×D×H） 480(W)×420(D)×385(H)mm 

本体質量（消耗品搭載時） 約30.5kg 

電源 AC100V±10%（50/60Hz±2Hz） 

装置寿命 5年または12万枚（推奨使用条件時）のいずれか早いほう 

推奨使用環境 温度17.5～27℃、湿度50～70% 

推奨使用条件 カラー：750ページ/月、モノクロ：750ページ/月 

無償保証期間 納入後 六ヶ月 

添付品 ・CD-ROM（プリンタドライバ、マニュアル（PDF）など） 

・電源コード（ケーブル長2.5m、プラグ：接地極付き2極） 

・トナー含む消耗品一式・取扱説明書一式・ハガキアダプタ 

・お客様登録シート・保証登録書 

 

以 上 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 
発表日以降に変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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