
高画質・高品位印刷 

業務効率を向上させる高速印刷 

一括大量印刷に便利な連続紙対応 

Windows R 対応 

優れた操作性＆高耐久性 

高速ネットワークに標準対応 

印刷統合管理ソフトウェアPrintAgent Rを提供 

最新のLED光学技術と４００dpi（１５．７ドット/mm）の高解像度に

より、OCR文字やバーコードの印刷が可能です。コンビニエン

ス・ストアの代金収容に使用されるUCC/EAN-１２８バーコード

の印刷にも対応しています。 

ページ記述言語NPDL Level２の採用によりアウトラインフォン

トに対応しているため、拡大文字でもなめらかな印刷結果が

得られます。 

１０BASE-T、１００BASE-TX、１０００BASE-Tのネットワークインタフェ

ースを標準搭載しています。 

オートローディング機構の採用により、ペーパーハンドリング

の向上を図っています。短時間での用紙セットを可能にし、多

種類の帳票を印刷する場合もオペレータタスク（用紙補給時

間）を軽減することができます。 

装置寿命は、５年または１，８００万頁
※
（どちらか早い方）です。本

格的な業務用プリンタとして、ヘビーデューティに耐えうる設計

となっています。 

MultiWriterシリーズにて定評のPrintAgent
R
を提供していま

す。手元のPCからプリンタの状態を確認できます。 

幅１６５．１～４５７．２mm（６．５～１８インチ）、

長さ１７７．８～３５５．６mm（７～１４インチ）

の様々な用紙サイズに印刷可能。 

更に、坪量６４～１５７g/m2（連量５５～

１３５kg）への対応により、メールシール

紙やラベル紙にも印刷が可能です。 

印刷速度　      　　　   解像度 

 

高速なエンジンと高速コントローラにより、一括大量印刷が可

能となり、業務の更なる効率アップが図れます。 

Windows Server TM ２００３、WindowsR XP/２０００、Windows NT R ４．０、

Windows R Me/９８/９５の各プリンタドライバを標準添付してい

ます。 
PR-LF３１０ページプリンタ 

オープン環境対応 高速連続紙ページプリンタ 

PR-LF310

オープン環境、ネットワーク対応によって 
             さらに多彩なビジネス・ソリューションを提供。 

希望小売価格 ￥26,000,000（税別） 
（プリンタ本体・各消耗品1個を含む） 

８,２５０行/分     　  ４００dpi（１５．７ドット/mm） 

 

高速連続紙ページプリンタ 

※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 
　キャナでの評価を行って、ご確認されることをお勧めします。 

※２５．４mm（１インチ）あたり６行印刷した場合の最高速度で、印刷環境、印刷データに 
　よってはこれより遅くなる場合があります。 

※381mm×279mm（15インチ×11インチ）用紙を用いて計算した場合。 

※ 



 電源ケーブル 
（配電盤側の端子形状） 

全て同じ端子 

Printing Force FUJI XEROX ロゴが適用
された商品には、富士ゼロックス㈱および
富士ゼロックスプリンティングシステムズ㈱
のプリンタ技術が活用されています。 

Cat. No. APR043 
050120001NN 

＊このカタログは再生紙を使用しています。 

〒108-8001   東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル） 

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ 

このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。 古紙配合率 100％再生紙を使用しています 

日本電気株式会社 

安全に関するご注意 
 

ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」の「安全にお使いいただくために」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。 

 
●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。 
本カタログに掲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・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲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。本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）です。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。 

このカタログに記載の希望小売価格（税別）、
仕様等の内容は2005年1月現在のものです。 

■外形寸法 

 トナー  
（EF-3467T） 

 現像剤  
（EF-3467D） 

 

 キットＦ  
（EF-3467K） 

 エアフィルタ  
（EF-3467F） 

 パトロールライト  
（PR-LF310-PL） 

*1 ：平均印刷密度4%連続印刷時。 *2 ：381mm×279mm（15インチ×11インチ）用紙を用いて計算した場合（目安）。印刷濃度設定 

や印字文字の多少によって異なります。 *3 ：電源ケーブルは必須オプションになりますので、ご使用環境に合わせて選択してください。 

 

単位（mm） 

※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は03-6670-6000へおかけください。 
★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。 
★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、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。 

（電話番号をよくお確かめの上おかけください） 

 

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。 
 

 商品の最新情報を下記で提供しています。 
【NEC 8番街】http://nec8.com/ 
 
NEC 121コンタクトセンター　局番なしフリーコール：0120-977-121　受付時間…9：00～17：00（祝日を除く） 

 

側面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前面 

■PR-LF310仕様概要 
 

■動作環境  

■関連商品  

希望小売価格（税別）  
印刷方式  
現像・定着方式 
解像度  
印刷速度  
用紙種類 *1  
  
用紙厚さ  
用紙サイズ 幅 
 長さ 
給紙／排紙  
バーコード *2  
 
インタフェース  
コマンド体系  
CPU  
メモリ容量  
温湿度条件  
ウォームアップ時間  
電源  
消費電力 動作時 *3 
  
 待機時 
外形寸法   
質量  
装置寿命 *4  
稼動音 *5  
 
 
 
 
添付品  
  
  
  
  
  

*1：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性・印字品質などをご確認いただきますようお願いいたします。*2：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を行って、ご確認されることをお勧めします。*3：

最大値は瞬間的ピークを除いた値です。*4：381mm×279mm（15インチ×11インチ）用紙を用いて計算した場合。また、商

品の性能維持のためには定期交換部品の交換（有償）が必要です。*5：ISO7779に準拠した測定条件による。 

■搬入・設置   
　本商品はお客様がご使用できる状態までの各種セットアップ、調整を行うため、別途設置料金が必要となります。   
 
■保守契約のご案内   
　本商品は、その性能維持のため保守契約が必須となります。（有償）   
　本商品は、その性能維持のため定期的に交換が必要な部品があります。（定期交換部品/有償） 
　本商品の保証期間は、6ヶ月です。  

　プリンタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをお勧めします。 

EF-3467T 

EF-3467D 

EF-3467K 

 

EF-3467F 

PR-LF310-PL 

 

PR-LF310-C1 

PR-LF310-C2 

PR-LF310-C3

トナー 

現像剤 

キットＦ 

 

エアフィルタ 

パトロールライト 

 

電源ケーブル *3 

電源ケーブル *3 

電源ケーブル *3

103,000円 

80,000円 

33,000円 

 

28,500円 

150,000円 

 

60,000円 

80,000円 

100,000円 

1箱4個入り。約17万頁/箱 印刷可能。*1*2 

約37.5万頁印刷可能。*2 

約30万頁印刷可能。*2 

 
約50万頁印刷可能。*2 

用紙切れやプリンタの異常発生時に点灯し、 

遠方からでも状態を確認することができます。 

ケーブル長：10m 

ケーブル長：20m 

ケーブル長：30m

型　　番 　　　品　　名　　　希望小売価格（税別） 　　　　　　　商品概要 

型　　番 　           　　                              PR-LF310

対応機種 
 
 
対応OS 
（いずれも日本語版） 

*1：Windows R 98 Second Edition含む。 

26,000,000円 
LED書込みによる乾式電子写真方式 
乾式二成分現像、フラッシュ定着 
400dpi（15.7ドット/mm） 
8,250行/分 （6行/25.4mm） 
スプロケット孔付き連続折り畳み用紙 
上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード用紙 
坪量64～157ｇ/m２（連量５５～１３５kg） 
165.1～457.2mm（6.5～18インチ） 
177.8～355.6mm（7～14インチ） 
最高3,000枚　（坪量64ｇ/m２用紙） 
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、UCC/EAN128 バーコード 
イーサネット＜10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T＞（TCP/IP） 
NPDL Level2 
RM7900 
標準1GB 
動作時：15～32.5℃、40～70％（ただし結露しないこと） 
電源投入から240秒以内（20℃） 
AC200V±10%（三相）、50/60Hz兼用 
最大11,000VA 
平均 9,000VA 
900VA以下 
2,555（W）×890（D）×1,550（H）mm 
約990kg 
5年または、1,800万頁のどちらか早い方 
70dB(A)以下 
 
トナー（EF-3467T相当品1個）、現像剤（EF-3467D相当品）、紙ナイ

フ、ジョウゴ、スクレーパ、台座、キー、フクロクミ（ブラシ取出用ビニール）、

スカート、取扱リーフレット、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェア

CD-ROM（Windows ServerTM 2003、WindowsRXP/2000、Windows NT R4.0、

WindowsR Me/98/95（各日本語版）用プリンタドライバおよびPrintAgentR、

NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフ

ォント3書体、EASY設定ユーティリティ、Adobe Acrobat Reader、

PrintPort for Windows、ドキュメント･ハンドリング･ソフトウェア「DocuWorksTM 

Ver5.0（体験版）」、帳票エディタ「帳楽R」Ver2.2お試し版、PrintPort 

オフライン印刷ツール） 

PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） 
PC-9800シリーズ   
 
Windows ServerTM2003、WindowsR XP/2000、Windows NT R4.0、 
WindowsR Me/98/95*1  

クリーナブラシ、クリーナブレード各１個添付 
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