
機能仕様 

 MultiImpact 700XA （型番 PR-D700XA） MultiImpact 700XAN（型番 PR-D700XAN） 

印刷方式 インパクトドットマトリックス（24ドットプリントヘッド）,両方向、片方向印刷 

大印刷桁数 136字/行（英数カナ：パイカ） 

印刷速度 *1 130字/秒（259字/秒） 

解像度 6.3ドット/mm（160dpi） 

文字の種類 *2 
英数字･記号96種、カタカナ･記号63種、ひらがな55種、各国別15種、 
CGグラフィック56種、漢字7,014種*3(第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字)、 
外字登録256字, ダウンロートﾞ128字 

内蔵フォントの種類 明朝体/ゴシック体ビットマップフォント 

文字のサイズ*2 
3.7mm（10.5ポイント、初期値）、2.5mm相当（7ポイント相当）、 
3.3mm（9.5ポイント相当）、4.2mm相当（12ポイント相当） 

文字の縮小・拡大*2 縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大 

ページ縮小機能 4/5倍(B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍(A4→A5、B4→B5) 

バーコード印刷*4 
内蔵*2 カスタマバーコード*5、JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2of5★、 

Interleaved2of5★ ★：モジュール比3 

OCRフォント*4 OCR-B相当 

カラー印刷 
8色 <黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）>  
（カラーインクリボンカートリッジ使用時） 

改行幅 4.233mm（1/6インチ）、3.175mm（1/8インチ）、0.212×Nmm（N/120インチ）（N=0～99） 

改行時間*6 約45ms 

改行方向 順方向および逆方向 

連続紙 
フロントトラクタ：前面給紙、リアトラクタフィーダ（オプション）：背面給紙 
幅101.6～406.4mm（4～16インチ） 

単票（1枚給紙） シートガイド：/B4/A4/A3/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 
給紙方法 
対応用紙 

単票（連続給紙） シートフィーダ（オプション）：B4横/A4/B5/A5のカット紙 高280枚、 
はがき 高100枚、封筒 高25枚 

使用用紙 連続紙、カット紙、封筒、はがき、ラベル紙、名刺、複写紙 

イーサネット（オプション）PR-NP-16 イーサネット 
インタフェース IEEE1284規格準拠双方向パラレル／ 

USB-パラレル変換ケーブル（オプション）PR-NP-U01 

コマンド体系 201PL 

入力バッファサイズ 16Kバイト 

動作時 5～38℃、10～85%（ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45～70%） 
温室度条件 

保管時 -25～60℃、0～90%（ただし結露しないこと） 

稼動音 60dB以下（ISO7779準拠） 

電源 AC100V±10%、50/60Hz兼用 

動作時 平均：130W以下、 大（プリンタ単体時）：210W以下 ※フルオプション時 大230W以下

待機時 45W以下 46W以下 消費電力*7 

省電力モード時 13W以下*8 14W以下*8 

外形寸法（突起部を除く） 600（W）×320（D）×297（H）mm 

質量 約23Kg 

添付品 シートガイド、スタッカ、ロングライフインクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、 
プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧 

*1：漢字の印字速度。カッコ内は 高印刷速度。 
*2：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。 
*3：漢字はJIS C6226-1978に準拠(JIS X0208-1983,X0208-1990に切り替え可) 
*4：バーコードや OCR-B 相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。 

カスタマバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。OCR-B 相当印刷やバーコード印刷の読み取りにつ
いては、あらかじめご使用される OCR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。 

*5：文字サイズ9.5ポイント、文字幅約3.4mmの設定で印刷してください。 
*6：4.233mm（1/6インチ）改行時。 
*7： 大値は瞬間的ピークを除いた値です。 
*8：1 分以上印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。15 分以上省電力モードが継続し

た場合には、復帰時にプリンタのイニシャライズ動作を行います。 



＜ドット構成／印刷枚数／印刷速度＞ 

印刷速度*1（字／秒） （単色時*2） 
文字種 

ドット構成 

（縦×横） 
大印字桁数

標準 高速 

ＨＤ 16×13 136 195 389 パイカ 

ＮＨＳ 17×11 136 389 389 

コンデンス 17×11 233 441 441 

エリート 16×13 163 207 415 

英数カナ 

プロポーショナル*3 16×N 362 207～519 415～1037 

漢字 22×22 90 130 259 

  *1：厚い用紙（複写枚数が多い時）を使用した場合、印刷速度が遅くなることがあります。 

  *2：単色時とは、黒、水色、赤紫、黄のいずれかで印刷する場合です。 

  *3：文字により異なります。 

 

＜給紙枚数と複写枚数＞ 

印刷用紙 
用紙種類 

サイズ 坪量(連量) 種類 
複写枚数 

約46～157 g/m2 (40～135 kg) 上質紙 オリジナルのみ A3、B4、A4、 

B5、A5 約35～39 g/m2 (30～34 kg) 感圧紙、裏カーボン紙 オリジナル＋8枚 

単票用紙 

（シートガイド 

使用時） はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約64～157 g/m2(55～135kg) 上質紙 オリジナルのみ B4*2、A4、 

B5、A5 約35～39 g/m2 (30～34kg) 感圧紙 オリジナル＋4枚 

単票用紙 

（シートフィーダ 

使用時） はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約46～157 g/m2(40～135kg) 上質紙 オリジナルのみ 
連続用紙 

幅101.6～406.4mm 

（4～16インチ） 約35～39g/m2 (30～34kg) 感圧紙、裏カーボン紙 オリジナル＋8枚 

  *1：写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。 

  *2：B4 横のみ使用可能です。 

   ※A3 横用紙の印刷範囲は B4 横用紙と同じです。 

 



 

 MultiImpact 700JA （型番 PR-D700JA） MultiImpact 700JAN（型番 PR-D700JAN） 

印刷方式 インパクトドットマトリックス（24ドットプリントヘッド）,両方向、片方向印刷 

大印刷桁数 136字/行（英数カナ：パイカ） 

印刷速度 *1 90字/秒（179字/秒） 

解像度 6.3ドット/mm（160dpi） 

文字の種類 *2 
英数字･記号96種、カタカナ･記号63種、ひらがな55種、各国別15種、 
CGグラフィック56種、漢字7,014種*3(第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字)、 
外字登録256字, ダウンロートﾞ128字 

内蔵フォントの種類 明朝体/ゴシック体ビットマップフォント 

文字のサイズ*2 
3.7mm（10.5ポイント、初期値）、2.5mm相当（7ポイント相当）、 
3.3mm（9.5ポイント相当）、4.2mm相当（12ポイント相当） 

文字の縮小・拡大*2 縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大 

ページ縮小機能 4/5倍(B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍(A4→A5、B4→B5) 

バーコード印刷*4 
内蔵*2 カスタマバーコード*5、JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2of5★、 

Interleaved2of5★ ★：モジュール比3 

OCRフォント*4 OCR-B相当*2 

カラー印刷 
8色 <黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白（無印刷）>  
（カラーインクリボンカートリッジ使用時） 

改行幅 4.233mm（1/6インチ）、3.175mm（1/8インチ）、0.212×Nmm（N/120インチ）（N=0～99） 

改行時間*6 約45ms 

改行方向 順方向および逆方向 

連続紙 
フロントトラクタ：前面給紙、リアトラクタフィーダ（オプション）：背面給紙 
幅101.6～406.4mm（4～16インチ） 

単票（1枚給紙） シートガイド：/B4/A4/A3/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺 
給紙方法 
対応用紙 

単票（連続給紙） シートフィーダ（オプション）：B4横/A4/B5/A5のカット紙 高280枚、 
はがき 高100枚、封筒 高25枚 

使用用紙 連続紙、カット紙、封筒、はがき、ラベル紙、名刺、複写紙 

イーサネット（オプション）PR-NP-16 イーサネット 
インタフェース IEEE1284規格準拠双方向パラレル／ 

USB-パラレル変換ケーブル（オプション）PR-NP-U01 

コマンド体系 201PL 

入力バッファサイズ 16Kバイト 

動作時 5～38℃、10～85%（ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45～70%） 
温湿度条件 

保管時 -25～60℃、0～90%（ただし結露しないこと） 

稼動音 60ｄB以下（ISO7779準拠） 

電源 AC100V±10%、50/60Hz兼用 

動作時 平均：85W、 大（プリンタ単体時）：110W ※フルオプション時 大120W 

待機時 37W以下 39W以下 消費電力*7 

省電力モード時 9W以下*8 12W以下*8 

外形寸法（突起部を除く） 600（W）×320（D）×297（H）mm 

質量 約23Kg 

添付品 シートガイド、スタッカ、ロングライフインクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、 
プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧 

*1：漢字の印刷速度。カッコ内は 高印刷速度。 
（高速印刷モード時。厚い用紙を使用した場合、印刷が遅くなる場合があります。） 

*2：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。 
*3：漢字はJIS C6226-1978に準拠(JIS X0208-1983,X0208-1990に切り替え可) 
*4：バーコードや OCR-B 相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。 

カスタマバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。OCR-B 相当印刷やバーコード印刷の読み取りに
ついては、あらかじめご使用される OCR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。 

*5：文字サイズ9.5ポイント、文字幅約3.4mmの設定で印刷してください。 
*6：4.233mm（1/6インチ）改行時。 
*7： 大値は瞬間的ピークを除いた値です。 
*8：1 分以上印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。15 分以上省電力モードが継続し

た場合には、復帰時にプリンタのイニシャライズ動作を行います。 
 



＜ドット構成／印刷枚数／印刷速度＞ 

印刷速度*1（字／秒） （単色時*2） 
文字種 

ドット構成 

（縦×横） 
大印字桁数

標準 高速 

ＨＤ 16×13 136 135 269 パイカ 

ＮＨＳ 17×11 136 269 269 

コンデンス 17×11 233 308 308 

エリート 16×13 163 143 286 

英数カナ 

プロポーショナル*3 16×N 362 144～359 287～718 

漢字 22×22 90 90 179 

  *1：厚い用紙（複写枚数が多い時）を使用した場合、印刷速度が遅くなることがあります。 

    印刷速度：漢字印刷の場合 標準１～５Ｐ ９０CPS、６Ｐ ８０CPS、７～９Ｐ ７０CPS 

  *2：単色時とは、黒、水色、赤紫、黄のいずれかで印刷する場合です。 

  *3：文字によりドット構成は異なります。 

 

＜給紙枚数と複写枚数＞ 

印刷用紙 
用紙種類 

サイズ 坪量(連量) 種類 
複写枚数 

約46～157 g/m2 (40～135 kg) 上質紙 オリジナルのみ A3、B4、A4、 

B5、A5 約35～39 g/m2 (30～34 kg) 感圧紙、裏カーボン紙 オリジナル＋8枚 

単票用紙 

（シートガイド 

使用時） はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約64～157 g/m2(55～135kg) 上質紙 オリジナルのみ B4*2、A4、 

B5、A5 約35～39 g/m2 (30～34kg) 感圧紙 オリジナル＋4枚 

単票用紙 

（シートフィーダ 

使用時） はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約46～157 g/m2(40～135kg) 上質紙 オリジナルのみ 
連続用紙 

幅101.6～406.4mm 

（4～16インチ） 約35～39g/m2 (30～34kg) 感圧紙、裏カーボン紙 オリジナル＋8枚 

  *1：写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。 

  *2：B4 横のみ使用可能です。 

   ※A3 横用紙の印刷範囲は B4 横用紙と同じです。 



 

 MultiImpact 700LA（型番 PR-D700LA） 

印刷方式 インパクトドットマトリックス（24ドットプリントヘッド）,両方向、片方向印刷 

大印刷桁数 136字/行（英数カナ：パイカ） 

印刷速度 *1 67字/秒（134字/秒） 

解像度 6.3ドット/mm（160dpi） 

文字の種類 *2 
英数字･記号96種、カタカナ･記号63種、ひらがな55種、各国別15種、 
CGグラフィック56種、漢字7,014種*3(第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字)、 
外字登録256字, ダウンロートﾞ128字 

内蔵フォントの種類 明朝体/ゴシック体ビットマップフォント 

文字のサイズ*2 
3.7mm（10.5ポイント、初期値）、2.5mm相当（7ポイント相当）、 
3.3mm（9.5ポイント相当）、4.2mm相当（12ポイント相当） 

文字の縮小・拡大*2 縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大 

ページ縮小機能 4/5倍(B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍(A4→A5、B4→B5) 

バーコード印刷*4 
内蔵*2 カスタマバーコード*5、JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2of5★、 

Interleaved2of5★ ★：モジュール比3 

OCRフォント*4 OCR-B相当*2 

改行幅 4.233mm（1/6インチ）、3.175mm（1/8インチ）、0.212×Nmm（N/120インチ）（N=0～99） 

改行時間*6 約45ms 

改行方向 順方向および逆方向 

連続紙 フロントトラクタ：前面給紙 幅101.6～406.4mm（4～16インチ） 

単票（1枚給紙） シートガイド：A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒（横）、ラベル紙、名刺（縦） 給紙方法 
対応用紙 単票（連続給紙） シートフィーダ（オプション）：B4 /A4/B5/A5のカット紙 高180枚、 

はがき 高65枚、封筒 高20枚 

使用用紙 連続紙、カット紙、封筒（横）、はがき、ラベル紙、名刺（縦）、複写紙 

イーサネット（オプション）PR-NP-17 
インタフェース IEEE1284規格準拠双方向パラレル／ 

USB-パラレル変換ケーブル（オプション）PR-NP-U01 

コマンド体系 201PL 

入力バッファサイズ 16Kバイト 

動作時 5～38℃、10～85%（ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45～70%） 
温湿度条件 

保管時 -25～60℃、0～90%（ただし結露しないこと） 

稼動音 59ｄB以下（ISO7779準拠） 

電源 AC100V±10%、50/60Hz兼用 

動作時 平均：62W、 大（プリンタ単体時）：98W ※フルオプション時 大102W 

待機時 31W以下 消費電力*7 

省電力モード時 10W以下*8 

外形寸法（突起部を除く） 598（W）×305（D）×248（H）mm 

質量 約18Kg 

添付品 シートガイド、スタッカ、インクリボンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュアル、プリンタソフト
ウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧 

*1：漢字の印刷速度。カッコ内は 高印刷速度。 
（高速印刷モード時。厚い用紙を使用した場合、印刷が遅くなる場合があります。） 

*2：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。 
*3：漢字はJIS C6226-1978に準拠(JIS X0208-1983,X0208-1990に切り替え可) 
*4：バーコードや OCR-B 相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。 

カスタマバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。OCR-B 相当印刷やバーコード印刷の読み取
りについては、あらかじめご使用される OCR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。 

*5：文字サイズ9.5ポイント、文字幅約3.4mmの設定で印刷してください。 
*6：4.233mm（1/6インチ）改行時。 
*7： 大値は瞬間的ピークを除いた値です。 
*8：1 分以上印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。15 分以上省電力モードが継
続した場合には、復帰時にプリンタのイニシャライズ動作を行います。 

 



＜ドット構成／印刷枚数／印刷速度＞ 

印刷速度*1（字／秒）  
文字種 

ドット構成 

（縦×横） 
大印字桁数

標準 高速 

ＨＤ 16×13 136 100 201 パイカ 

ＮＨＳ 17×11 136 201 201 

コンデンス 17×11 233 230 230 

エリート 16×13 163 107 215 

英数カナ 

プロポーショナル*2 16×N 362 107～268 214～536 

漢字 22×22 90 67 134 

*1：厚い用紙（複写枚数が多い時）を使用した場合、印刷速度が遅くなることがあります。 

*2：文字によりドット構成は異なります。 

 

＜給紙枚数と複写枚数＞ 

印刷用紙 
用紙種類 

サイズ 坪量(連量) 種類 
複写枚数 

約46～157 g/m2 (40～135 kg) 上質紙 オリジナルのみ A3、B4、A4、 

B5、A5 約35～39 g/m2 (30～34 kg) 感圧紙、裏カーボン紙 オリジナル＋6枚 

単票用紙 

（シートガイド 

使用時） はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約64～157 g/m2(55～135kg) 上質紙 オリジナルのみ B4、A4、 

B5、A5 約35～39 g/m2 (30～34kg) 感圧紙 オリジナル＋4枚 

単票用紙 

（シートフィーダ 

使用時） はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約46～157 g/m2(40～135kg) 上質紙 オリジナルのみ 
連続用紙 

幅101.6～406.4mm 

（4～16インチ） 約35～39g/m2 (30～34kg) 感圧紙、裏カーボン紙 オリジナル＋6枚 

*1：写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。 

※A3 横用紙の印刷範囲は B4 横用紙と同じです。 



 

 MultiImpact 201HA（型番 PR-D201HA） MultiImpact 201MA（型番 PR-D201MA） 

印刷方式 インパクトドットマトリックス（24ドットプリントヘッド）,両方向、片方向印刷 

大印刷桁数 136字/行（英数カナ：パイカ） 

印刷速度 *1 90字/秒（179字/秒） 82字/秒（164字/秒） 

解像度 6.3ドット/mm（160dpi） 

文字の種類 *2 
英数字･記号96種、カタカナ･記号63種、ひらがな55種、各国別15種、 
CGグラフィック56種、漢字7,014種*3(第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字)、 
外字登録256字, ダウンロートﾞ128字 

内蔵フォントの種類 明朝体/ゴシック体ビットマップフォント 

文字のサイズ*2 
3.7mm（10.5ポイント、初期値）、2.5mm相当（7ポイント相当）、 
3.3mm（9.5ポイント相当）、4.2mm相当（12ポイント相当） 

文字の縮小・拡大*2 縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大 

ページ縮小機能 4/5倍(B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍(A4→A5、B4→B5) 

バーコード印刷*4 
内蔵*2 カスタマバーコード*5、JAN（8桁、13桁）、Code39★、NW-7★、Industrial2of5★、 

Interleaved2of5★ ★：モジュール比3 

OCRフォント*4 OCR-B相当*2 

カラー印刷 
8色 <黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、
白（無印刷）> （カラーインクリボンカート
リッジ使用時） 

 
－ 

改行幅 4.233mm（1/6インチ）、3.175mm（1/8インチ）、0.212×Nmm（N/120インチ）（N=0～99） 

改行時間*6 約50ms 

改行方向 順方向および逆方向 

連続紙 
プッシュトラクタ／トラクタフィーダ（オプション） 背面/底面*8給紙 
フロントトラクタフィーダ（オプション）前面給紙 
幅127～406.4mm（5～16インチ） 

単票（1枚給紙） シートガイド/フロントシートガイド：A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき 

給紙方法 
対応用紙 

単票（連続給紙） シートフィーダ（オプション）：A3横/B4/A4/B5/A5のカット紙 高180枚*9、 
はがき 高70枚 

使用用紙 連続紙、カット紙、はがき、ラベル紙、複写紙 

イーサネット（オプション）PR-NP-17 
インタフェース IEEE1284規格準拠双方向パラレル／ 

USB-パラレル変換ケーブル（オプション）PR-NP-U01 

コマンド体系 201PL 

入力バッファサイズ 16Kバイト 

動作時 5～38℃、10～85%（ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45～70%） 
温湿度条件 

保管時 -25～60℃、0～90%（ただし結露しないこと） 

稼動音 59ｄB以下（ISO7779準拠） 

電源 AC100V±10%、50/60Hz兼用 

動作時 平均：75W、 大（プリンタ単体時）：111W 平均：56W、 大（プリンタ単体時）：84W 

待機時 25W以下 20W以下 消費電力*7 

 10W以下*10 7W以下*10 

外形寸法（突起部を除く） 600（W）×370（D）×171（H）mm 

質量 約15Kg 約14Kg 

添付品 トップシートガイド、ロングライフインクリボ
ンカートリッジ（黒）、ユーザーズマニュア
ル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、
NECサービス網一覧 

トップシートガイド、インクリボンカートリッジ
（黒）、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウ
ェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧 

*1：漢字の印刷速度。カッコ内は 高印刷速度。 
（高速印刷モード時。厚い用紙を使用した場合、印刷が遅くなる場合があります。） 

*2：MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。 
*3：漢字はJIS C6226-1978に準拠(JIS X0208-1983,X0208-1990に切り替え可) 
*4：バーコードや OCR-B 相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。 

カスタマバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。OCR-B 相当印刷やバーコード印刷の読み取
りについては、あらかじめご使用される OCR 装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。 

*5：文字サイズ9.5ポイント、文字幅約3.4mmの設定で印刷してください。 
*6：4.233mm（1/6インチ）改行時。 
*7： 大値は瞬間的ピークを除いた値です。 
*8：底面から給紙して使用する場合には、プリンタ卓（オプション）とトラクタフィーダ（オプション）またはプッシュトラクタ

を付け替える費用があります。 
*9:：用紙サイズ B4 の場合は 高 120 枚、A3 横の場合は 高 100 枚となります。 
*10：1 分以上印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。15 分以上省電力モードが
継続した場合には、復帰時にプリンタのイニシャライズ動作を行います。 

 



＜ドット構成／印刷枚数／印刷速度＞ 
MultiImpact 201HA（型番 PR-D201HA） 

印刷速度*1（字／秒）  
文字種 

ドット構成 

（縦×横） 
大印字桁数

標準 高速 

ＨＤ 16×13 136 135 269 パイカ 

ＮＨＳ 17×11 136 269 269 

コンデンス 17×11 233 308 308 

エリート 16×13 163 143 286 

英数カナ 

プロポーショナル*2 16×N 362 144～359 287～718 

漢字 22×22 90 90 179 

*1：厚い用紙（複写枚数が多い時）を使用した場合、印刷速度が遅くなることがあります。 

*2：文字によりドット構成は異なります。 

 
MultiImpact 201MA（型番 PR-D201MA） 

印刷速度*1（字／秒）  
文字種 

ドット構成 

（縦×横） 
大印字桁数

標準 高速 

ＨＤ 16×13 136 123 245 パイカ 

ＮＨＳ 17×11 136 245 245 

コンデンス 17×11 233 280 280 

エリート 16×13 163 130 260 

英数カナ 

プロポーショナル*2 16×N 362 131～327 262～654 

漢字 22×22 90 82 164 

*1：厚い用紙（複写枚数が多い時）を使用した場合、印刷速度が遅くなることがあります。 

*2：文字によりドット構成は異なります。 

 

＜給紙枚数と複写枚数＞ 
MultiImpact 201HA、MultiImpact 201MA共通 

印刷用紙 
用紙種類 

サイズ 坪量(連量) 種類 
複写枚数 

約46～81.4 g/m2 (40～70 kg) 上質紙 オリジナルのみ A3、B4、A4、 

B5、A5 約46～64 g/m2 (40～55 kg) 感圧紙 オリジナル＋1枚 

単票用紙 

（シートガイド 

使用時） はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約46～81.4 g/m2 (40～70 kg) 上質紙 オリジナルのみ 

約46～64 g/m2 (40～55 kg) オリジナル＋1枚 

約39～46 g/m2 (34～40 kg) オリジナル＋2枚 

A3、B4、A4、 

B5、A5 

約35～39 g/m2 (30～34 kg) 

感圧紙 

オリジナル＋4枚 

単票用紙 

（フロントシート

ガイド使用時） 

はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

約46～81.4 g/m2 (40～70 kg) 上質紙 オリジナルのみ 

約46～64 g/m2 (40～55 kg) オリジナル＋1枚 

約39～46 g/m2 (34～40 kg) オリジナル＋2枚 
連続用紙 

幅127～406.4mm 

（5～16インチ） 

約35～39 g/m2 (30～34 kg) 

感圧紙、裏カーボン

紙、ワンタイムカーボ

ン紙 オリジナル＋4枚 

約64～81.4 g/m2(55～70kg) 上質紙 オリジナルのみ A3横、B4、A4、 

B5、A5 約39 g/m2 (34kg)(1枚目) 

約50～64 g/m2 (43～55kg) 

感圧紙 オリジナル＋1枚 
単票用紙 

（シートフィーダ 

使用時）*2 
はがき*1 大157 g/m2 (135kg) 官製はがき相当 オリジナルのみ 

*1：写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。 

※A3 横用紙の印刷範囲は B4 横用紙と同じです。 

*2：シートフィーダで使用できる感圧紙は B4、A4、A5 です。 



関連商品 

型 番 品 名 
希望小売 

価格（税別）
特長 

PR-D700XX2-01 ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（黒） 2,500 円 ﾓﾉｸﾛ印刷用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ 
PR-D700XX2-02 交換用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ（黒） 4,000 円 ﾓﾉｸﾛ印刷詰替用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ・2 個入り 
PR-D700XX2-06 ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ

（黒） 
6,000 円

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（黒）（PR-D700XX2-01）と 
交換用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ（黒）（PR-D700XX2-02）のｾｯﾄ 

PR-D700XX2-11 ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ 3,000 円 ｶﾗｰ印刷用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（4 色） 
PR-D700XX2-12 交換用ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ 5,000 円 ｶﾗｰ印刷詰替用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ・2 個入り 
PR-D700XX2-16 ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ 

7,500 円
ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（PR-D700XX2-11）と 
交換用ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ（PR-D700XX2-12）のｾｯﾄ 

PR-D201MX2-01 ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（黒） 2,000 円 ﾓﾉｸﾛ印刷用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ 
PR-D201MX2-02 交換用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ（黒） 4,000 円 ﾓﾉｸﾛ印刷詰替用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ・4 個入り 
PR-D201MX2-06 ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ（黒） 5,000 円 ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（黒）（PR-D201MX2-01）と交換用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ

（黒）（PR-D201MX2-02）のｾｯﾄ 
PR-D700XA-03 ﾘｱﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ 

20,000 円
背面から連続紙を給紙するためのﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ。 
標準装備のﾌﾛﾝﾄﾄﾗｸﾀと合わせて 2 種類の連続紙を 
ｾｯﾄ可能 

PR-D700XA-04 ｼｰﾄﾌｨｰﾀﾞ 75,000 円 ｶｯﾄ紙 高 280 枚を連続給紙 
PR-D700LA-04 ｼｰﾄﾌｨｰﾀﾞ 55,000 円 ｶｯﾄ紙 高 180 枚を連続給紙 
PR-D201HA-03 ﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ 10,000 円 標準装備のﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞと合わせて使用可能 
PR-D201HA-13 ﾌﾛﾝﾄﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ 15,000 円 ﾌﾛﾝﾄ給紙用のﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ。標準装備のﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞと合わせ

て使用可能 
PR-D201HA-04 ｼｰﾄﾌｨｰﾀﾞ 30,000 円 ｶｯﾄ紙 高 180 枚を連続給紙。 
PR-NP-16 ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾊﾞ（LAN ﾎﾞｰﾄﾞ） 39,800 円 ﾌﾟﾘﾝﾀ内蔵型 
PR-NP-17 ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾊﾞ（LAN ｱﾀﾞﾌﾟﾀ） 

39,800 円

高速ｲｰｻﾈｯﾄ（100BASE-TX）に 
ﾌﾟﾘﾝﾀを接続するためのﾈｯﾄﾜｰｸ装置 
10BASE-T にも対応 

ﾊﾟﾗﾚﾙｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
直付け型 

PR-NP-U01 USB-パラレル変換ケーブル 8,000 円 USB からパラレルポートへの変換を行うケーブル 
PC-PRCA-01 ﾌﾟﾘﾝﾀｹｰﾌﾞﾙ 

3,000 円
PC98-NXｼﾘｰｽﾞを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V 対応機）
用ﾌﾟﾘﾝﾀｹｰﾌﾞﾙ。D-SUB25 ﾋﾟﾝ、1.5m 

PC-CA205 ﾌﾟﾘﾝﾀｹｰﾌﾞﾙ 5,000 円 PC98-NX ｼﾘｰｽﾞ用ﾌﾟﾘﾝﾀｹｰﾌﾞﾙ。D-SUB25 ﾋﾟﾝ、4m 
PR-D201X-09A ﾌﾟﾘﾝﾀ卓 

55,000 円
連続紙を置く棚付きで、ﾌﾟﾘﾝﾀを設置する台。 
600(W)×470(D)×650(H)mm 

 

水平型プリンタ ラウンド型プリンタ 

型 番 品 名 MultiImpact
700XA 

700XAN 

MultiImpact
700JA 

700JAN 

MultiImpact 
700LA 

MultiImpact 
201HA 

MultiImpact
201MA 

PR-D700XX2-01 ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（黒） ● ● － ● － 
PR-D700XX2-02 交換用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ（黒） ● ● － ● － 
PR-D700XX2-06 ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ

（黒） 
● ● － ● － 

PR-D700XX2-11 ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ ● ● － ● － 
PR-D700XX2-12 交換用ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ ● ● － ● － 
PR-D700XX2-16 ｶﾗｰｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ ● ● － ● － 
PR-D201MX2-01 ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ（黒） － － ● － ● 
PR-D201MX2-02 交換用ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝ（黒） － － ● － ● 
PR-D201MX2-06 ｲﾝｸﾘﾎﾞﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞｾｯﾄ（黒） － － ● － ● 
PR-D700XA-03 ﾘｱﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ ● ● － － － 
PR-D700XA-04 ｼｰﾄﾌｨｰﾀﾞ ● ● － － － 
PR-D700LA-04 ｼｰﾄﾌｨｰﾀﾞ － － ● － － 
PR-D201HA-03 ﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ － － － ● ● 
PR-D201HA-13 ﾌﾛﾝﾄﾄﾗｸﾀﾌｨｰﾀﾞ － － － ● ● 
PR-D201HA-04 ｼｰﾄﾌｨｰﾀﾞ － － － ● ● 
PR-NP-16 ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾊﾞ（LAN ﾎﾞｰﾄﾞ） ● ● － － － 
PR-NP-17 ﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾊﾞ（LAN ｱﾀﾞﾌﾟﾀ） － － ● ● ● 
PR-NP-U01 USB-パラレル変換ケーブル ● ● ● ● ● 
PC-PRCA-01 ﾌﾟﾘﾝﾀｹｰﾌﾞﾙ ● ● ● ● ● 
PC-CA205 ﾌﾟﾘﾝﾀｹｰﾌﾞﾙ ● ● ● ● ● 
PR-D201X-09A ﾌﾟﾘﾝﾀ卓 ● ● ● ● ● 

（注）・NEC製以外のインクリボンの使用はプリントヘッドの寿命を縮めたり、印刷障害およびプリンタ本体の故障の原因とな

る場合があります。 

   ・なお、故障した場合は、保証期間中でも有償修理となることがあります。 

 


