
EPカートリッジの取り付け、用紙補給・

交換、電源 ON / OFF など、ほとんどの

操作をプリンタ本体前面から行えます

本体前面操作でメンテナンスが容易

EPカートリッジ交換イメージ

A3モノクロページプリンタ

マルチライタ

8250N/8250

使いやすい

※有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の値です。

120万頁の高耐久性に対応

ハードな大量印刷に応える、高耐久性設計です。

＊: マルチライタ8250は､オプションの両面印刷ユニット（型番：PR-L8500-DL）が必要。

両面印刷機能に対応

用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応*しています。

NPDL Level2コマンドに対応しているので､従来のソフトウェア資産を

活かしながらプリンタを活用することができます。

NPDL Level2コマンド搭載

マルチライタ2860Nなど従来機と同等機能のMPカセット互換動作

モードをプリンタ本体とプリンタドライバに搭載。従来のソフト

ウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

MPカセット互換動作モードを搭載

高い性能と接続性を持つマルチライタシリーズは、さまざまな基幹

業務システムで幅広く使用されています。

本製品では各システム系ソフトウェアとの連携を維持・継承しています。

基幹業務システム系ソフトウェアに対応

※増設ホッパを1段以上増設時に設定可能。

※詳細は、NECサイト https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/をご覧ください。

高生産性

30.5頁/分（A4横）の高速印刷

高速エンジンの採用と、64ビットRISC-CPUの搭載により、30.5頁/分（A4横）の

高速印刷が可能。大量印刷する定型業務にも快適なプリンティング環境を

提供します。

ファーストプリント*約7.5秒

1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

＊: プリンタの動作が始まってから、1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。

ウォームアップ時間16秒以下

電源投入時からも節電モード時からもわずか16秒以下で印刷動作を開始します。

オフィスのさまざまな出力要求に
応える基本性能を備えたA3モノクロプリンタ

[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]

標準250枚ホッパ

（型番：PR-L8250N）

写真はマルチライタ8250Nです。

8250N

8250
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]

標準250枚ホッパ

（型番：PR-L8250）

希望小売価格 143,000円（税別）

希望小売価格 114,800円（税別）

モノクロ

● 30.5*頁／
分

モノクロ

● 30.5*頁／
分

A3モノクロ対応

A3モノクロ対応

*A4ヨコ同一頁複写印刷時

*1

標準ホッパ（250枚）と手差し（150枚）により、標準で400枚の給紙が
可能。さらにオプションの増設ホッパを装着することにより、最大
1,500枚の大容量給紙が可能です。

大容量給紙が可能（オプション）

幅広い用紙対応力

表彰状や受講証などの厚紙（用紙坪量216g/m²まで）や

自由サイズ（幅75～297mm×長さ148～431.8mm）の

普通紙を標準ホッパはもちろん、増設ホッパからも印刷

することができます。また、上下ピックアップローラに

より安定した給紙が可能ですので､基幹業務システム系の

帳票出力にも対応できます。

厚紙や自由サイズ用紙への印刷ニーズに対応

※増設ホッパ（250）あるいは増設ホッパ（550）は、2段まで増設可能です。

出力速度を落とさずリアル1,200dpiの高画質

エンジンスピードはそのままに、

リアル1,200dpi×1,200dpiの

高精細な画質を再現します。

また、SET（エッジスムージング処理）

機能により2,400dpi相当の出力も

可能です。より鮮明な画質を求める

オフィスのニーズに応えます。

高画質

たとえば1ページ目の原稿は手差し、2ページ目の原稿はホッパ1から、

その他のページはホッパ2からというように、ページ単位で給紙口を

指定することができます。

ページ単位で給紙口を指定可能

ページごとに種類の異なった用紙（普通紙・厚紙・ラベル紙等）へ

印刷したい時に便利

*1: 増設ホッパ装着時の最大給紙枚数です。 *2: A4サイズ1枚あたりの画像面積比5％・片面連続印刷時の
印刷可能頁数をもとに､カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品（有償）代を
含まず。 *3: EPカートリッジ（型番：PR-L8500-12）使用時。 *4: マルチライタ8250はオプションのマルチ
プロトコルLANカード（型番：PR-L8500-MC）が必要です。 *5: マルチライタ8250はオプションの両面
印刷ユニット（型番：PR-L8500-DL）が必要です。 *6 :有寿命部品（有償）を定期的に交換した場合の例です。

書き込み解像度

2,400 dpi相当

給紙容量

400枚 1,500枚

標準 最大★

ランニングコスト

3.0 円

モノクロ *3

*2 LAN*4

スキャナ＆コピー※関連商品

両面印刷*5

耐久性120万頁 *6

*1

寸法図 ●マルチライタ8250Nに増設ホッパ（550）を2段装着時

＊1：増設ホッパ（550）1段装着時＊2：増設ホッパ（550）2段装着時
＊3：専用キャスタ台の寸法 （単位：ｍｍ）

有寿命部品（有償）の詳細はNEC Webサイトへ https://jpn.nec.com/printer/laser/support/prchange/



※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 ※400dpiは15.7ドット/mm､ 600dpiは
23.6ドット/mm､1,200dpiは47.2ドット/mm､ 2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。
※連量に換算すると用紙坪量60g/m²は52kg､64g/m²は55kg､190g/m²は163kg､
216g/m²は186kgとなります。
＊1：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。 2,400dpi相当は (9,600×600)=
2,400dpi相当。＊2：標準対応のMac OS Xドライバでは対応していません。オプションの
PostScriptソフトウェアキットが必要です。 ＊3：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。
なお､罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は､データ量､転送方式により低下
する場合があります。厚紙（ハガキを含む)、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向
によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に､プリンタ本体の温度調整や
画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。＊4：印刷動作が
始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。＊5：OCR-B相当印刷やバーコード印
刷の読み取りに関しては､OCR装置､バーコードスキャナでの評価が必要です。予めご確認
されることをおすすめします。＊6：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。＊7：流通システム開発センターの標準料金代理収納
ガイドラインの範囲での対応となります。＊8：大きさ・厚さともに郵便ハガキ（日本郵便
製）相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれ
ない場合があります。 ＊9：内カマス､のりなし。封筒に関しましては､材質によりご使用
になれない場合があります。 ＊10：ご使用にあたっては､事前に用紙走行性などご確認い
ただきますようお願いいたします。＊11 ：オプションの増設メモリを増設することをおす
すめします。 ＊12：最大用紙枚数は坪量64g/m2用紙使用時の値です。 ＊13 ：ホッパ､手
差しトレイ間のリレー給紙が可能。 ＊14：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷がで
きない場合があります。予めご確認されることをおすすめします。 ＊15：オプションの
マルチプロトコルLANカードが必要です。マルチプロトコルLANカードのファームウェ
アのバージョンアップが必要な場合があります。対応ファームウェアは
https://jpn.nec.com/printer/laser/download/で提供中です。 ＊16：すべての機能には
対応していませんので事前の出力検証を推奨します。＊17：ダイレクト印刷に対応。
＊18：データ量によってはオプションの増設メモリが必要になります。 ＊19：実際の
ハードディスク容量とは異なる場合があります。＊20：高温かつ高湿時は条件が異なりま

す。40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印字品質を損なうので避けてください。
＊21：機械側最大電流は11A。＊22：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 ＊23：省
エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値。＊24：突起部、オプショ
ン品を除く。＊25：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。＊26：ISO7779
に準拠した測定条件による。＊27： A4画像面積比5%片面連続印刷時。＊28：丸ゴシッ
ク体・Mアウトラインフォント、教科書体-Mアウトラインフォント、瑞筆行書体-Mアウト
ラインフォント。

■仕様概要

√

商品名
MultiWriter 8250N
（型番：PR-L8250N）

MultiWriter 8250
（型番：PR-L8250）

希望小売価格（税別） 143,000円 114,800円

プリント方式 レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）

解像度*1 1,200dpi×1,200dpi*2, 600dpi×600dpi★, 400dpi×400dpi

★スムージング機能により2,400dpi相当の印刷が行えます

階調／表現色 256階調

ウォームアップ時間 電源投入から16秒必要（22℃）※スリープモード時も同じ

連続プリント

速度*3
片面 A4ヨコ: 30.5頁/分,  A3: 17.0頁/分

両面 A4ヨコ: 21.9頁/分, A3: 12.4頁/分

ファーストプリント時間*4 約7.5秒

プリンタ内蔵フォント 明朝体-Lアウトラインフォント, ゴシック体-Mアウトラインフォント, OCR-B相当文字*5

バーコード印刷*5 (内蔵*6)
カスタマバーコード、JAN (8桁 / 13桁), Code39, NW-7,  Industrial 2 of 5,  

Interleaved 2 of 5, GS1-128（旧称：UCC/EAN-128) *7

用紙サイズ

標準

ホッパ/カセット
A3, B4, A4, B5, A5, レター, ハガキ/往復ハガキ*8, 封筒*9 (洋形4号 / 長形3号),

自由サイズ*10 (幅75〜297mm×長さ148〜431.8mm）

手差しトレイ

A3, B4, A4, B5, A5, レター, ハガキ/往復ハガキ*8, 封筒*9 (洋形4号 / 長形3号),

自由サイズ*10 (幅75〜297mm×長さ148〜431.8mm),

長尺紙*11 (幅297〜×長さ900mm)

オプション
増設ホッパ（250）★・ 増設ホッパ（550）：
A3, B4, A4, B5, A5, レター, ハガキ/往復ハガキ*8, 封筒*9 (洋形4号 / 長形3号),

自由サイズ*10 (幅75〜297mm×長さ148〜431.8mm）

最大給紙

容量*13*14

標準
ホッパ/カセット 250枚

手差しトレイ 150枚

オプション 増設ホッパ（250）：250枚 / 増設ホッパ（550）：550枚

最大 1,500枚 (標準ホッパ250枚+手差しトレイ150枚+増設ホッパ(550)550枚×2段)

用紙坪量 標準
ホッパ/カセット 60〜216g/m2

手差しトレイ 60〜216g/m2

オプション 増設ホッパ（250）・ 増設ホッパ（550）：60〜216g/m2

最大排紙容量*12 標準 250枚（フェイスダウン）

両面機能*14 可能*11（坪量60〜190g/m2） 可能*11（オプション）（坪量60〜190g/m2）

インタフェース

IEEE1284規格準拠双方向パラレル, 

イーサネット＜100BASE-TX/10BASE-T＞

（TCP/IP, IPv6オプション対応*15）, 

USB2.0 (Hi-Speed)

IEEE1284規格準拠双方向パラレル,

USB2.0(Hi-Speed), 

IPv6オプション対応*15

コマンド体系
標準 NPDL Level2（201PLエミュレーション含む), ART EX

オプション Adobe® PostScript® 3TM

エミュレーション 標準
ART IV, ESC/P, HP-GL*16 (7586B), HP-GL/2*16 (DesignJet 750C Plus), 

PCL5e, PCL6, TIFF*17*18, PDF*17*18, XPS*17

ページ拡大／縮小機能

拡大：B4→A3, A4→A3, A4→B4, B5→B4, B5→A4
縮小：A3→B4, A3→A4, B4→A4 (4/5倍, 2/3倍), 帳票→B4,帳票→A4, 
A4×2→A4, A4→B5, B5×2→B5, B4→B5
※NPDLの場合
プリンタドライバ機能により10〜400％の1％刻み ※NPDLの場合

CPU RM5231A（400MHz）

メモリ容量 128MB（最大640MB） 64MB（最大576MB）

ハードディスク*19 オプション: 40GB

使用環境*20 動作時：10〜32.5℃, 20〜80％（結露しないこと）

電源 AC100V±10％, 15A*21, 50/60Hz兼用（推奨コンセント容量）

消費電力*22
動作時

最大：1,230W以下（フルオプション時）

平均：700W ※プリンタ単体時1,100W以下

節電モード 5W以下

エネルギー消費効率*23 127kWh/年 区分：プリンターC

大きさ*24 幅459×奥行506★×高さ309mm    ★カセット伸長時640mm

質量
約21.8kg（消耗品含む）

約20.2kg（消耗品含まず）

約20.8kg（消耗品含む）

約19.2kg（消耗品含まず）

耐久性*25 120万頁印刷時（A4ヨコ）もしくは5年の早い方

動作音*26 動作時： 55dB / 待機時： 33dB

本体付属品

消耗品 EPカートリッジ（約6,000頁印刷可能*27）

電源ケーブル 電源ケーブル（2.5m, 2極並行型・アース付き）

プリンタソフトウェア
CD-ROM

Windows用プリンタドライバ★およびSimpleMonitor, NEC TrueTypeバーコードフォント, 

NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体*28, 日立IT社製バーコードフォントセット, 

オンラインマニュアル, ダイレクトプリントツール｢ContentsBridge｣

★一部のOS対応ドライバは、ホームページでのみ提供

その他 ユーザーズマニュアル, 設置手順書, 保証書, 定期交換促進リーフレット

EMC VCCIクラスＢ情報技術装置

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル） 2019.01

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、
商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は
説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフト
ウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

NECプリンタインフォメーションセンター 0120-614-552
受付時間･･･月～金 9:00～17:00（土日祝および当社所定の休日を除く）

携帯電話・PHSからもご利用になれます。

NECページプリンタ情報サイト

https://jpn.nec.com/mw

商品の最新情報を下記で提供しています。 お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

安全に関するご注意
ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。！

■Microsoft､Windows､Windows Server､MS-DOSは､米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Windowsの正式名称は､Microsoft Windows Operating System日本語版です。■Macintosh､Mac､Macロゴ､
Mac OS､OS X､TrueType､EtherTalk､iPad､iPhone､iPod touchは､米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Adobe､Acrobat､PostScript 3は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）およびその子会社の
各国での登録商標または商標です。■MULTIWRITER、DocumentWorksは､富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。■本カタログに記載されている会社名､商品名は各社の商標または登録商標です。■紙幣､有価証券などをスキャナで読み取
りプリンタで印刷したり、コピーするとその印刷物の使用如何に関わらず法律に違反し､罰せられます。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり､市販ソフトウェアによっては､その機能の一部がサポートされていない場
合があります。またご使用のパソコン環境(インストールされているアプリケーション、ドライバ）によっては、正常に作動しない場合があります。
●本カタログ上の価格は､弊社の希望小売価格（税別）であり､法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。●本カタログに記載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき
願います。●プリンタの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用澄み商品の引き取り等に要する費用は､本カタログに記載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは､取扱販売店にお問い合わせください。実際に
購入する際の価格は､取扱販売店にご確認ください。●当社は本商品の補修用性能部品を製造打切後7年保有しています。

■消耗品・関連商品

■有寿命部品

品名 型番 希望小売価格（税別） 備考

EPカートリッジ PR-L8500-11 30,000円 約6,000頁印刷可能*1

EPカートリッジ PR-L8500-12 42,000円 約14,000頁印刷可能*1

増設ホッパ（250） PR-L8450-02 52,500円 質量約6.7kg

増設ホッパ（550） PR-L8450-03 70,000円 質量約7.9kg

用紙カセット（250） PR-L8450-04 14,500円 質量約2.0kg

用紙カセット（550） PR-L8450-05 22,500円 質量約2.8kg

専用キャスタ台 PR-L8450-CT 19,500円 キャスタ台。質量約4.8kg

ハードディスク PR-L2900C-HD 75,000円
セキュリティプリントやサンプ
ルプリントを使用する場合に
必要。

ﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾄｺﾙLANｶｰﾄﾞ PR-L8500-MC 27,500円
環境で印刷できるようにする
カード

PostScriptソフトウェア

キット（平成2書体）
PR-L8450-PSH 85,000円 MultiWriter 8250N用

PostScriptソフトウェア

キット（平成2書体）
PR-L8500-PSH 85,000円 MultiWriter 8250用

増設メモリ（256MB） PR-L7600C-M2 75,000円
高解像度印刷に対応
させるためのメモリ

増設メモリ（512MB） PR-L7600C-M3 85,000円

両面印刷ユニット PR-L8500-DL 52,500円 MultiWriter 8250用

＊1：印刷可能枚数は、A4用紙・画像面積比5％で連続印刷したときの参考値です。実際の印
刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などにより、参考値と大きく異
なることがあります。A4ヨコ通紙の場合の頁数です。

※その他詳細は NECサイト（https://jpn.nec.com/printer/laser/monochrome/8250n/）をご確認ください。

品名 交換の目安 参考価格（税別）

100Kキット（8500）*1 約100,000頁 25,000円

ピックローラキット（手差し） 約100,000頁 4,800円

600Kキット（8450）*2 約600,000頁 35,000円

カセットシュートキット 約600,000頁 4,900円

※有寿命部品は、保守員による交換作業が必要です。
別途、出張料、技術料等を申し受けます。詳細については、
https://jpn.nec.com/printer/laser/support/prchange/ をご覧ください。

※消耗品・関連商品の詳細については、
https://jpn.nec.com/printer/laser/monochrome/8250n/option/ を
ご覧ください。


