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NEFAX IP6100CS/IP4100/IP5100/IP3100 主要規格 

【共通機能】 

機種 NEFAX IP6100CS NEFAX IP4100 NEFAX 5100 NEFAX 3100 

形式 デスクトップ 

装置形式 送受信兼用機 

送信原稿サイズ 最大A3判（等倍送信可能） 

記録紙サイズ A3、B4、A4 タテ/ ヨコ、B5 タテ/ ヨコ、A5 タテ 

給紙量 標準： 250枚＊1、最大： 1900枚＊2［ 250枚+550枚+550枚×2］ 

有効読取幅 A3： 294mm、B4： 254mm、A4：208mm 

有効記録幅 A3： 287mm、B4： 247mm、A4：200mm 

縮小機能 A3→B4/A4、B4→A4 

相互交信性 G3/ スーパーG3、W-NET FAX 

走査線密度 16× 15.4line/mm、8×15.4/7.7/3.85line/mm 

電送時間 2秒台＊3（ スーパーG3） 

モデムスピード＊4  33.6K～2.4Kbps 

符号化方式 MH/MR/MMR/JBIG 

読取走査方式 高解像度イメージセンサ（CCD）による平面走査 

メモリ容量 128MB 標準：11MB（約600枚）＊5、最大：75MB（約2000枚）＊5 

感光体種類 OPC感光体 

記録方式 レーザ静電転写方式 

現像方式 乾式現像方式 

定着方式 ヒートロール方式 

適応回線 加入電話回線＊6、ファクシミリ通信網 

電源 100V、11A、50/60Hz 

待機時 6W＊7 5W＊7 

送受信時 75W 

コピー時 450W 

消費電力 

最大 本体のみ：1050W、ｵﾌﾟｼｮﾝ搭載時：1100W 本体のみ：1000W、ｵﾌﾟｼｮﾝ搭載時：1100W 

標準消費電力量（TEC）＊8  2.20kWh/週 1.98kWh/週 

外形寸法（幅×奥×高） 540mm×573mm×563mm 599mm×677mm×395mm＊9 

機械占有寸法（幅×奥） 941mm×1015 mm 1031×1015 mm 

質量 44kg＊10 36kg＊10 

＊1：坪量80g/m2の用紙の場合 ＊2：2段目用カセット、3-4段目用カセットに坪量64g/m2の用紙をセットした場合 ＊3：

A4判700文字程度の原稿を標準的画質（8×3.85line/mm）でスーパーG3モード（ITU-T V.34準拠、28.8Kbps以上）、JBIG

符号化方式で送ったときの速さです。 ＊4：一般電話回線での電送速度は最高で28.8Kbps程度です。 ＊5：A4判700文

字程度の原稿を標準的画質（8×3.85line/mm）で蓄積した場合の枚数です。 ＊6：IP電話にご加入の場合、IP電話経由

ではファクシミリ通信が正常に行えない場合がありますので、ファクシミリ通信は一般電話（加入電話）回線経由でご使

用ください。また、VoIP技術を利用する構内回線の場合には、ファクシミリを接続するために構内交換機側で設定を行う

必要がある場合があります。 ＊7：オプションのプリンタユニット増設時には8W（IP6100CSは9W）になります。 ＊8：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です。 ＊9：操作パネルを上げた状態での寸法です。＊

10：本体のみの重量で、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジを含んでいません。 

 
 



【IP ネットワーク対応機能】 
  
NEFAX IP6100CS、NEFAX IP5100 に標準搭載。NEFAX IP4100、NEFAX IP3100 はオプション。 
 

●インターネットFAX／Scan to E-mail （ ワンタッチドキュメントメール） 

 インターネットFAX Scan to E-mail 

通信プロトコル 
TCP/IP、SMTP、POP3、インターネット

FAX（T.37 Full Mode） に対応 
TCP/IP、SMTP  

セキュリティプロトコル SMTP AUTH、POP before SMTP、APOP 

送達確認/能力交換＊1  インターネットFAX（T.37 Full Mode） 対

応、DSN/MDN使用 
̶  

送信原稿サイズ A4/B4※/A3※ 

モノクロ 
200× 100dpi、200× 200dpi、400×

400dpi※、600×600dpi※  

カラー＊２ － 

200× 200dpi、400× 400dpi、600×

600dpi  

解像度＊2  

赤青黒＊２ － 200×200dpi、400×400dpi 

データフォーマット 
電子メール形式： MIME、添付ファイル

形式：TIFF-F 

電子メール形式： MIME、添付ファイ

ル形式＊３：PDF/TIFF/JPEG  

送信宛先指定 
メールアドレスを直接入力またはワンタッチダイヤル（最大３００〈８１０＊4〉件）に

登録して指定 

同報（順次同報） 最大210宛先＊5 

データ圧縮方式 MH、MR※、MMR※  MH、MMR、PNG＊６、JPEG＊６ 

※受信側に能力がある場合のみ使用可能。 

＊1：電子メールサーバシステムがDSN/MDNに対応していること。送達確認はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに

準拠の送達確認機能を有する場合に有効。能力交換はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに準拠している装置の通

信時に有効。 ＊2：600dpiは23.6ドット/mm、400dpiは15.7ドット/mm、200dpiは7.8ドット/mm、100dpiは3.9ドット/mmに相

当します。カラーモード及び赤青黒モード対応はNEFAX IP6100CSのみ。 ＊3：JPEGはIP6100CSのみ対応。モノクロは

PDF/TIFF、カラーはPDF/JPEG、赤青黒はPDF。 ＊4：オプション増設時。 ＊5：ワンタッチドキュメントメールの場合は

一括同報が可能。但し、一括同報は最大50宛先で、50宛先を超える場合は最大50宛先の一括同報を複数回に分けて

順次行います。 ＊6：PNGおよびJPEGはIP6100CSのみ対応。 

 

● IP アドレスFAX 

通信プロトコル TCP/IP、SMTP  

送信原稿サイズ A4/B4/A3  

解像度 200× 100dpi、200× 200dpi、400× 400dpi、600×600dpi  

データフォーマット TIFF-F  

送信宛先指定 
装置のIP アドレス/ ホスト名をワンタッチダイヤル（最大３００〈８１０＊1〉件）に 

登録して指定 

同報（順次同報） 最大210宛先 

データ圧縮方式 MH、MR、MMR  

＊1： オプション増設時。 

 

 

 

 



 

● PC-Fax 送信（まいと～くＦＡＸ連携） 5月下旬対応開始 

使用APソフト まいと～くＦＡＸ 9 PｒｏｆｏｒＭＦＰ（Ｎ） 

送信先 Ｇ３ＦＡＸ （スーパーG3対応） 

送信サイズ A3 /A4 / A5 / B4 / B5（A5 はA4、B5 はB4 として自動的に横向きに送信） 

解像度 200× 100dpi、200× 200dpi、200×400dpi （ ミリ基準モードでの送信も可能） 

送信状 サンプル送付状： 約３００ 種、送付状の新規作成／編集可能 

順次同報送信 最大1000件（送付状の宛名差込可能） 

主要付加機能 
起動パスワード、送信先の再確認 （最終確認） 、エコFAX （ ページ割付送信：４

ｉｎ１／２ｉｎ１）  

アドレス帳機能 Outlook連絡先との連携（Outlook 2007 / 2003 / 2002 / 2000 の連絡先をインポ

ートせずに直接アドレス帳から利用）、アドレス帳データのインポート（CSV / 

vCard/Excel 2007 形式）、およびエクスポート（CSV / vCard）対応、グループ管

理、検索機能 

※ まいと～くＦＡＸ 9 PｒｏｆｏｒＭＦＰ（Ｎ）は2010年5月下旬からNEFAX IP6100CS、NEFAX IP5100に添付開始予定です。 

 

● 受信FAX のPC転送 

転送先登録 

モデムダイヤルイン＊1（100番号）、ナンバー・ディスプレイ＊1（100番号）、F コード

＊2（10個）、受信ポート（最大3ポート＊3）で判別された相手先を事前にワンタッチダ

イヤルに登録された宛先に転送可能 

＊１：ＮＴＴとの契約が必要。１番号あたり最大２０桁登録可能。 ＊２：Ｆコード対応機との通信時に利用可能。最大２０桁

登録可能。 ＊３：標準ではＧ３回線ポートとＮＷポートの２つ。オプションでＧ３マルチポートを増設した場合、Ｇ３回線ポ

ート×２とＮＷポートの合計３ポート。 

 

 

●ワンタッチドキュメントスキャン／らくらくスキャナ（いずれもScan to Print含む） 

 ワンタッチドキュメントスキャン らくらくスキャナ 

通信プロトコル TCP/IP、SMTP、POP3  TCP/IP、SMTP、HTTP 

送信原稿サイズ A4/B4/A3  

モノクロ 
200 × 100dpi 、 200 × 200dpi 、 400 ×

400dpi、600×600dpi 

200×200dpi、400×400dpi、600×

600dpi  

カラー＊２ 200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi 
解像度 

赤青黒＊２ 200×200dpi、400×400dpi 

データフォーマット＊3 PDF/TIFF/JPEG  

宛先指定 ＰＣ のＩＰ アドレス／ ホスト名をワン

タッチダイヤル（最大３００〈８１０＊１〉

件）に登録して指定 

PC からの操作で最大6件の取り込みフ

ォルダボタンを作成可能（1 ユーザから

1件のみ登録可） 

同報（順次同報） 最大210宛先 ̶  

格納フォルダ指定 クライアントPC 内のフォルダを指定（ ボタン名称＝フォルダ名） 

データ圧縮方式 MH、MMR、PNG＊4、JPEG＊４  

＊1： オプション増設時。 ＊2：カラーモード及び赤青黒モード対応は NEFAX IP6100CS のみ。 ＊3：モノクロは

PDF/TIFF、カラーは PDF/JPEG、赤青黒は PDF のみ（カラー、赤青黒は IP6100CS のみ） 

＊4：PNG・JPEG 対応は IP6100CS のみ。 

 


