
三菱デジタルカラープリンター

項目
プリント方式
ヘッド解像度
プリント解像度（dot）
階調
プリント用紙
インクリボン
用紙サイズ（mm）
印画サイズ（mm）
ペーパー容量（枚）

内容
昇華形熱転写フルカラー方式
423dpi
1600X1200 Sサイズ　2100X1600 Lサイズ
YMC各256階調　1670万色フルカラー
カットペーパー（専用紙）
Y（イエロー）＋M（マゼンタ）＋C（シアン）（専用リボンカートリッジ）
Sサイズ ： 100X94
Sサイズ ： 96X72
Sサイズ ： 80枚

プリント時間（秒） Sサイズ ： 約16秒

Lサイズ ： 148X100
Lサイズ ： 126X96
Lサイズ ： 50枚
Lサイズ ： 約25秒

インターフェース High-Speed USB Ver 2.0
メモリー容量 2画面 32MB
外形寸法（mm） 幅212X高さ125X奥行425
質量 約7.3kg（本体のみ）
電源 AC100V　50/60Hz
消費電流  1.8A（印画時）、0.2A（待機時・参考値）

付属品 AC電源コード、ACプラグ変換器（2P 3P変換）
ペーパーカセット、取扱説明書、保証書
プリンタードライバー（CD-ROM Windows®XP/2000対応）

■ 仕様

形名

CK30S

CK30L

11,500円（税別）

12,300円（税別）

仕様
Sサイズ用 プリント用紙＆リボンカートリッジ、
80枚×3パック入り
Lサイズ用 プリント用紙＆リボンカートリッジ、
50枚×4パック入り

■ オプション（ペーパー/インクリボンセット）

●Windows®は米国Microsoft社の米国等における登録商標です。
●その他このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。　

デジタルカメラ

PC

スキャナー

CD-ROM

マイクロスコープ

CP30D

プリントサイズ 画像データ プリント画素数 プリント時間

Sサイズ
Lサイズ

1600×1200 1600×1200
（印刷モード：スタンダード時）

約16秒
約25秒2100×1600 2100×1600

■ 外形寸法（単位/mm）

■ 各部名称

希望小売価格

※本機は医療機器ではありませんので、出力画像は診断には使用できません。
※Mac OSX用プリンタードライバーは、弊社プリンターのホームページより、ダウンロードにてご提供します。

注：プリント時間は、プリント開始からペーパー排出までの時間。
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●正しく安全にお使いいただくため､ご使用の前に必ず「取扱説明書」
ならびに「使用上のご注意説明書」をよくお読みください｡

水､湿気､油煙､湯気､ほこりなどの多い場所に置いたり､使用しないで
ください｡火災､感電､故障などの原因となることがあります｡

安全に関する
ご注意

技術的なお問合わせは三菱電機VCPテクニカルセンターへ AM9：30～12：00・PM1：30～5：00（土、日、祝日を除く）

FAX:075-353-0685 E-Mail:pep-m@mbox.kyoto-inet.or.jpTel:075-353-0666
（携帯電話、PHSでお問合わせの場合）

受付時間

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

お問い合わせは下記へどうぞ

本カタログに記載の製品は、日本国内用ですので、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。Products in this catalog are designed for use in Japan only. Servicing is not available outside of Japan.

「プリンター」のウェブサイト www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp/

関西支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（06）6347-2491本社家電映情営業部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（03）3218-6097

S-188-6-C7549-F  京-1403（PRE） 2014年3月作成

「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。
これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、
人と社会・地域をつないで、「社会と暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。

①

①ＰＯＷＥＲボタン ②DIMMERボタン ③MODEボタン ④リボンカートリッジ挿入口
⑤リボンサイズインジケータ ⑥リボンEJECTボタン ⑦スタックセンサー ⑧ダイヤルカバー 
⑨USB端子 ⑩DIPスイッチ ⑪AC LINEソケット⑫等電位化端子

② ③

⑦

⑥

⑧

⑩

⑨

⑪

⑫

④ ⑤

本カタログ掲載商品の価格には､配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません｡

三菱デジタルカラープリンター

三菱プリンター

CP30DDIGITAL
COLOR
PRINTER

高解像度

423DPI
高解像度

423DPI

423DPIの緻密でリアルな画質。
使いやすいフロントアクセス。
プリンターはここまで進化した！

423DPIの緻密でリアルな画質。
使いやすいフロントアクセス。
プリンターはここまで進化した！



高画質・高速プリントと、給紙もインクの取替も
ダイレクトに前面からできる快適な操作性。
医療現場での使いやすさを追求したプリンター登場！

Sサイズで16秒のハイスピードプリントを実現。色ダレや文字のつぶれ等の大幅改善を実現。

Sサイズ：16秒

オートローディング
でリボンカートリッジを
ラクラク交換。
前面のスロットに入れるだけの１アクション操作。しかも、
インクがなくなると使用済カートリッジを自動的にイジェ
クトするので取替えラクラク。引き出しの開け閉めによる

面倒な操作が不要
です。

プリンターの操作パネルは、すべてフロントに
集中。またLED表示の採用で、データ処理中
などの7つの動作状況が一目瞭然。ラック等
に入れてもプリント状況がハッキリわかります。

Sサイズでわずか16秒、Lサイズでも25秒というハイスピードプリント
を実現しました。

色移りしにくいメディアを採用。
カルテに挟んだ時のインクの色移りを軽減しています。

■色ダレのない鮮やかな階調表現を実現します。

新ヘッド制御エンジンの搭載により、16bitのワイドダイナミックレンジを
使った熱制御を実現。サーマルヘッドを瞬時に最適に熱制御することで、
スメアー（印刷縦方向の色ダレ）のない、鮮明な階調表現を可能にしました。
しかも、隣接するドット間の相互の熱影響を抑制し、微小領域のドット再現
を向上。たとえば、黒い背景の白い文字もくっきり再現します。

もっとハイクオリティで、もっと使いやすいプリンターを。三菱のCP30Dは、423dpiの高画質を実現しながら、
インクの取替から給紙、操作確認まで、フロント・オペレーションを徹底的に追求。
医療現場での使いやすさの視点から開発されたコンパクトプリンターです。

Lサイズ：25秒
■1ライン、１ドットの再現性が向上し、横ラインや小さな文字もハッキリ。

●従来 ●CP30D

●従来 ●CP30D

●従来 ●CP30D

ラクラク装着できる
ペーパーカセット。

さまざまな角度からのペーパーカセッ
トの挿入を想定して、台形状の挿入
口を採用しました。スムーズに、確実
に、ペーパーカセットを装着すること
ができます。

ゆとりをもたせた
ペーパー
キャッチャー。

左右幅にゆとりを持たせた広い間口のペーパーキャッチャーで、プリ
ントアウトしたペーパーをしっかり受け止め、スムーズに取り出せます。

印刷状況が
確認できる
照明機能。

見やすく、
操作しやすい
フロント設計。

ペーパー排出口に照明機能を装備。データ受信開始か
らプリント完了までの間、照明を点滅させる設定が可能に
なりました。暗い室内でのプリント状況把握に便利です。

熱にも
ホコリにも強い
筐体設計。
サーマルヘッドや電源ユニット
を効率よく冷却。また、側面
から吸い込んだ風が緩やか
にフロントへ流れる風路設計
の採用で、従来に比べホコリ
を吸い込みにくくなり、長期
間の使用も安心です。

423dpiの高解像度と新ヘッド制御エンジンの採用で、真の１ドットを再現！

スペースいらずの本体収納。

本体をラックに収納した状態で、カートリッジの出し
入れが簡単にできます。

高解像度

423dpi
高解像度

423dpi

CP30D
DIGITAL COLOR PRINTER

三菱デジタルカラープリンター
希望小売価格 238,000円（税別）

100×94
Sサイズ

148×100
Lサイズ

新ヘッド制御エンジン

インクリボン

ペーパー

サーマルヘッド

小さな文字も
ハッキリ！
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三菱デジタルカラープリンター

項目
プリント方式
ヘッド解像度
プリント解像度（dot）
階調
プリント用紙
インクリボン
用紙サイズ（mm）
印画サイズ（mm）
ペーパー容量（枚）

内容
昇華形熱転写フルカラー方式
423dpi
1600X1200 Sサイズ　2100X1600 Lサイズ
YMC各256階調　1670万色フルカラー
カットペーパー（専用紙）
Y（イエロー）＋M（マゼンタ）＋C（シアン）（専用リボンカートリッジ）
Sサイズ ： 100X94
Sサイズ ： 96X72
Sサイズ ： 80枚

プリント時間（秒） Sサイズ ： 約16秒

Lサイズ ： 148X100
Lサイズ ： 126X96
Lサイズ ： 50枚
Lサイズ ： 約25秒

インターフェース High-Speed USB Ver 2.0
メモリー容量 2画面 32MB
外形寸法（mm） 幅212X高さ125X奥行425
質量 約7.3kg（本体のみ）
電源 AC100V　50/60Hz
消費電流  1.8A（印画時）、0.2A（待機時・参考値）

付属品 AC電源コード、ACプラグ変換器（2P 3P変換）
ペーパーカセット、取扱説明書、保証書
プリンタードライバー（CD-ROM Windows®XP/2000対応）

■ 仕様

形名

CK30S

CK30L

11,500円（税別）

12,300円（税別）

仕様
Sサイズ用 プリント用紙＆リボンカートリッジ、
80枚×3パック入り
Lサイズ用 プリント用紙＆リボンカートリッジ、
50枚×4パック入り

■ オプション（ペーパー/インクリボンセット）
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●その他このカタログに記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。　
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「本質」を見つめた、新しいものづくりへ。
これからの豊かさや幸せのために、私たちは「省エネ化」「省資源化」という社会全体の課題を解決しながら、
人と社会・地域をつないで、「社会と暮らしのクオリティ」を高める、新しいものづくりを推進していきます。
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本カタログ掲載商品の価格には､配送・設置調整・据付工事に要する費用は含まれておりません｡
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423DPIの緻密でリアルな画質。
使いやすいフロントアクセス。
プリンターはここまで進化した！

423DPIの緻密でリアルな画質。
使いやすいフロントアクセス。
プリンターはここまで進化した！


