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用紙検証情報のご利用上の注意点

マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や
条件で検証を行った結果です。

検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。

本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではあり
ません。

用紙情報（メーカ名、商品名等）は検証時の情報です。
※凡例 富士フィルムBI（富士フィルムビジネスイノベーション）

印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分なテストを行い、支障がないこと
を確認してからご使用ください。

用紙検証情報のご利用上の注意点
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下記の用紙については、印刷品質の低下や紙づまり、プリンタの損傷の原因となりますので使用
できません。

厚すぎる、または薄すぎる用紙（坪量が60g/㎡未満、
または217g/㎡以上）
OHPフィルム
フォトペーパー
トレーシングペーパー
電飾フィルム
インクジェット用紙（専用紙、OHPフィルム、ハガ
キ）
静電気で密着している用紙
貼り合わせた用紙、のり付けされた用紙
紙の表面が特殊コーティングされた用紙
表面加工したカラー用紙
感熱紙
感光紙
カーボン紙またはノンカーボン紙
和紙、ざら紙、繊維質の用紙など、表面がなめらかで
ない用紙
凹凸や止め金、窓、剥離紙つきののりのある封筒
中身が封入された封筒またはクッション入りの封筒

タックフィルム
水転写紙
布地転写紙
レザック紙（凹凸処理を施した紙）
折り紙やカーボン含有紙などの導電性をもつ紙
しわや折れ、破れのある用紙
湿った、または濡れた用紙
波打っている用紙、反っている（カールしている）用紙
ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた用紙
一度使用した後（一部のラベルを剥がした後）のラベル
紙
他のプリンタやコピー機で一度印刷された用紙
ベタの裏紙（裏面全体に印刷されている用紙）
横目の薄い用紙
プレプリント用紙*
コート紙*
伝票用紙*
ミシン目のある紙*

＊: 使用可能な場合もあります。事前の用紙検証をおすすめします。
※  電気を通しやすい紙（折り紙/ カーボン紙/ 導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。
ショートして火災の原因となる恐れがあります。

プリンタで使用できない紙
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一般紙（推奨紙）
商品名 販売元 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ

P

富士フィルムBI

普通紙A

64

A4

V-Paper
C2r（シー・ツー・アール） 70

G70 67

C2（シー・ツー） 70
J

普通紙B
82

Ncolor81 81

W-Paper

普通紙A

64
GR100

67GR70W

SG

Color MultiWriter 3C750

Color MultiWriter 3C730Color MultiWriter 3C750/3C730 用紙対応 ①
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一般紙
商品名 販売元 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ

CP

富士フィルムBI

普通紙A 64

A4
JD 上質紙B 98
Color Copy 90
SP 薄紙 60
再生PPC用紙100 再生紙A 67

OAペーパタイプH

NECフィールディング

普通紙A 68

A3
B4
A4
B5

リサイクルPPC 再生紙A 67

A3
B4
A4
B5

マルチペーパー スーパーエコノミー

アスクル

普通紙A

64

A4

マルチペーパースーパーエコノミー+ 68
マルチペーパー スーパーセレクトスムース 70マルチペーパー スーパーセレクトホワイトスムース
マルチペーパースーパーホワイト+ 68
リサイクルコピーペーパーR70 再生紙A 64
リサイクルコピーペーパーR100 66
IQ selection smooth 中厚口 普通紙B 80
Paper One エイプリル 普通紙A 68
パルブラン 王子製紙 普通紙B 81
PPC PAPER High White

大塚商会
普通紙A

68
TANOSEE αエコペーパー タイプDⅡ 64
たのめーる PPC PAPER High White 68
TANOSEE αエコペーパー タイプRN 再生紙A 69
PPC Pure White 上質紙A 66

Color MultiWriter 3C750

Color MultiWriter 3C730
Color MultiWriter 3C750/3C730 用紙対応 ②
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一般紙
商品名 販売元 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ

スタンダードタイプⅡ

カウネット

普通紙A

64

A4

スタンダード高白色タイプ
コピーペーパースタンダードタイプ（赤箱） 69
コピーペーパースタンダードタイプⅡ（ピンク箱）

64
コピーペーパースタンダードタイプⅡ高白色
カラープリンタ用紙(再生紙) 

再生紙A
70

コピーペーパー リサイクル100 66
リサイクルコピーペーパースタンダードタイプ 68
GF-600 キャノン 薄紙 60
KB用紙 共用紙 コクヨ 普通紙A 64
CFペーパー コニカ 普通紙B 80
SR100 シャープ

再生紙A
67

PPC用紙プランテッド 大王製紙 66
PPC用紙 Ｎ70 日本製紙 67
ファインPPC 

北越紀州
普通紙A 64

再生PPC80
再生紙A

66
やしまR 丸住製紙 64
三菱PPC用紙RE-L FSC認証MX 三菱 薄紙 60
PRホワイト

リコー
普通紙A 66オフィスペーパーNT

オフィスペーパーNTタイプﾟW
マイリサイクルペーパー100 

再生紙A
69

エクセルプロリサイクル APP 70

Color MultiWriter 3C750

Color MultiWriter 3C730Color MultiWriter 3C750/3C730 用紙対応 ③
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特殊紙 （走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）

商品名 販売元 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ
Ncolor157 アスクル 厚紙1B 157

A4OKプリンス上質 富士フィルムBI 厚紙1A 127
IQ selection smooth 特厚口 アスクル 厚紙1A 120
Ncolor209 富士フィルムBI 厚紙2A 209
FXハガキ用紙（往復用） 富士フィルムBI 厚紙1A 132.5

ハガキ

FXハガキ用紙（通常用）
郵便ハガキ

郵政省 厚紙2A 190郵便ハガキ4連
郵便ハガキ年賀(再生紙)
郵便ハガキ往復
長門屋商店 環境紙 ハガキ 最厚口135k アスクル

厚紙1B
157

圧着ハガキ用紙Z折り ポステックス －
個人情報保護ハガキ ヒサゴ 153
エーワン スーパーエコノミーシリーズ プリンタ用ラベル アスクル

ラベル紙 － ラベル紙

オリジナルマルチプリンタラベル
タイプSA（ハクリ紙） リコー
コクヨS&T PPC用ラベルシート カウネット
TANOSEE マルチプリンタラベル 高白色タイプ A4 12面標準 大塚商会
ラベル用紙 20面カット 富士フィルムBIラベル用紙HG 20面カット
PPC（コピー）ラベル20面 エーワン 125
Ncolor封筒 角型2号

イー・クイックス

封筒＊

208

封筒＊

Ncolor封筒 長型3号
Ncolor封筒 洋長型3号
クラフト封筒 角型2号

山櫻 70クラフト封筒 長型3号
クラフト封筒 長型4号
ハート 特白 角型2号

ハート －ハート 特白 長型4号
ハート 特白 長型3号
カラーペーパー 富士フィルムBI

普通紙A
64

A4ダイオーマルチカラーペーパー アスクル 68
マルチプリンタ帳票(BP2001) ヒサゴ 64

Color MultiWriter 3C750

Color MultiWriter 3C730Color MultiWriter 3C750/3C730 用紙対応 ④
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一般紙（推奨紙）
提供元 商品名 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ

富士フィルムBI

P 普通紙 64
A4
A3

C2
（シー・ツー） 普通紙 70

A4
A3

P 普通紙 64
B4
B5

FR 普通紙 70 A4

G70 再生紙 67
A4
A3

GR100 再生紙 67
A4
A3

C2r
（シー・ツー・アール） 再生紙 70

A4
B4
B5

J 上質紙 82

A4
B4
B5
A3

JD 上質紙 98

A4
B4
B5
A3

Color MultiWriter 9560C

Color MultiWriter 9160CColor MultiWriter 9560C/9160C 用紙対応 ①
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一般紙／特殊紙（厚紙）
商品名 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ 商品形態

富士フィルムBI

JW 上質紙 81 A4 250枚/冊×10冊/箱
Ncolor081 上質紙 81 A4 250枚/冊×10冊/箱
Ncolor104 上質紙 104 A4 250枚/冊× 8冊/箱
Ncolor157 厚紙1 157 A4 250枚/冊× 6冊/箱
Ncolor209 厚紙2 209 A4 250枚/冊× 4冊/箱
Jコート紙 コート紙1 95 A4 250枚/冊×10冊/箱

ＪＤコート127 コート紙2 127 A4 250枚/冊× 4冊/箱
ＪＤコート157 コート紙2 157 A4 250枚/冊× 4冊/箱

Color Copy

上質紙 100 A4 500枚/冊× 5冊/箱
厚紙1 120 A4 500枚/冊× 4冊/箱
厚紙1 160 A4 250枚/冊× 5冊/箱
厚紙2 200 A4 250枚/冊× 5冊/箱

OKプリンス上質 厚紙1 127 A4 100枚/冊×10冊/箱
ミラーコート
プラチナ

コート紙1 104 A4 500枚/冊× 4冊/箱
コート紙2 157 A4 100枚/冊×10冊/箱

ロストンカラー
ホワイト

厚紙1 157 A4 100枚/冊×10冊/箱
厚紙2 209 A4 500枚/冊× 4冊/箱

PPC Paper100 再生紙 66 A4 ―
W-Paper 普通紙 64 A4 500枚/冊×10冊/箱

コクヨ

KB用紙 普通紙 64 A4 500枚/冊× 5冊/箱
KB用紙

低白色再生紙100 再生紙 64 A4 500枚/冊× 5冊/箱

KB用紙
共用／ホワイト再生紙 再生紙 64 A4 500枚/冊× 5冊/箱

リコー マイペーパー 普通紙 64 A4 500枚/冊× 5冊/箱
マイリサイクル100 再生紙 ― A4 500枚/冊× 5冊/箱

アスクル
スーパーエコノミー 普通紙

64
A4 500枚/冊×10冊/箱
B5 500枚/冊×10冊/箱

リサイクルコピーペーパー 再生紙
100％ 再生紙 A4 500枚/冊×10冊/箱

アカギ 表彰状 厚紙2 157 A4 10枚/袋
APP Paper Wide Pro 普通紙 68 A4 －

Canon
PB Paper 普通紙 64 A4 500枚/冊× 5冊/箱
リサイクル
ペーパー70 再生紙 66 A4 500枚/冊× 5冊/箱

富士通 オフィスNPIC用紙 普通紙 64
A4 500枚/冊× 5冊/箱
A4Y 500枚/冊× 5冊/箱
A5T 500枚/冊× 5冊/箱

NECフィールディング OAペーパタイプH 普通紙 68 A4 500枚/冊× 5冊/箱

（走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）

Color MultiWriter 9560C

Color MultiWriter 9160CColor MultiWriter 9560C/9160C 用紙対応 ②
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使用制限紙

＊:厚紙は用紙に汚れや、たわみのない紙であること。

【★用語補足】
グロスムラ 光沢にムラが発生する状態
ブリスター 用紙の表面に膨らみが発生
ハーフトーン白抜け 薄い色等でトナーが定着しない
カール大 用紙のそりが発生し曲がる

紙 種 商品名 用紙設定 注意事項★

カラーマテリアル用紙

ミラーコートプラチナ（127/157） コート紙2 1枚手差し、高湿不可（紙づまり）、マニュアル両面ミラーコートプラチナ（209） コート紙3＊
OKトップコートN（128/157） コート紙2＊ 1枚手差し、高温高湿でブリスター
ロストンカラーホワイト
（127/157/209） 厚紙1、2＊ 1枚手差し、高温高湿での両面不可（Side2画質不良）、マニュア

ル両面、209は低温・低湿度時に転写不良、傷が発生
OSコートW157（A4/A3） 厚紙1 手差し。高温高湿では1枚手差し
ダイオーポスタルケミカル レーザー
ビーチWETY-145 厚紙2 1枚手差し、排出時張り付き、定着不良による裏写り有り、

高温高湿時グロスムラ有り
三菱化学メディア カレカマット片面印
刷タイプ 厚紙2 手差し5枚以下、用紙を捌いてからセット

排出時張り付き、グロスムラ有り

巴川製紙 エコクリスタル 厚紙2 手差し5枚以下、排出時張り付き、
高温高湿時裏写りとグロスムラ有り

富士フィルムBI
専用紙

Jコート紙（95） 上質紙 1枚手差し
JDコート紙（104） コート紙1 1枚手差しJDコート紙（127/157） コート紙2

ラベル紙
ラベル用紙V862（A4ノーカット） ラベル

・低温低湿時不可（ハーフトーン白抜け）
･用紙を捌いてからセット
・一度使用後（一部のラベルを剥がした後）の再走行禁止

ラベル用紙HG（ノーカット） 厚紙1 ・用紙を捌いてからセット
・一度使用後（一部のラベルを剥がした後）の再走行禁止

普通紙 キャノンPBペーパー（64） 普通紙 画質不良
日本 PPC用紙（64） 普通紙 低温低湿時に収容性不良

名刺 キングコーポレーション ジャスミン 厚紙2 手差し、標準トレイ、A4サイズ使用。
カール大キングコーポレーション ヒヤシンス 厚紙2

（走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）

Color MultiWriter 9560C

Color MultiWriter 9160CColor MultiWriter 9560C/9160C 用紙対応 ③
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特殊紙

Color MultiWriter 9560C

Color MultiWriter 9160C

商品名 サイズ 用紙設定 備考・注意事項
アスクル マルチペーパースーパーホワイト A4 普通紙1 －
王子製紙 OKトップコート（157g/㎡） Y目 A4 厚紙1 －
富士通コワーコ オフィス用紙W A4 再生紙 －
アスクル マルチペーパースーパーエコノミー+ A6 普通紙1 －
北越紀州 再生PPC80(並白色) A4 再生紙 紙づまり時は、用紙前後を入れ替えてください。
A-one 65面四辺余白付き角丸(バーコード用) A4 ラベル －
小林クリエイト 領収書用紙 白色 A6 普通紙1 －
国際紙パルプ商事 カレカ 光沢厚紙タイプ A4 厚紙2 1枚ずつ出力してください。

ダイオーポスタルケミカル レーザーピーチ WEFY-120 A4 厚紙1 定着不良時は、定着温度を調整してください。
色味違い時は、転写電圧オフセットを調整してください。

ダイオーポスタルケミカル レーザーピーチ WETY-145 A4 厚紙2
定着不良時には、定着温度を調整してください。
色味違いやにじみがある場合は、転写電圧オフセットを
調整してください。

日本郵便 郵便はがき 100×148

はがき

－
日本郵便 往復はがき 200×148 －
日本郵便 4面連刷はがき 296×200 －
平和堂 平和ハガキ ケント No.1 100×148 転写不良時は、転写電圧オフセットを調整してください。
山櫻 ハガキ No11 ケント薄口 100×148 転写不良時は、転写電圧オフセットを調整してください。
日本郵便 はがき用紙A4通常 A4 厚紙1 －
富士フィルムBI 名刺用紙再生ホワイト A4 厚紙2 －
日本製紙 オーパーMDP220 A4 厚紙2 手差し、横送りで使用してください。

日本製紙 オーパーMDP300 スジ押し A3 コート紙3
紙づまり時は、用紙をよくさばいてトレイにセットして
出力してください。
転写不良時は、転写電圧オフセットを調整してください。

富士フィルムBI OK プリンス157 A4、A3 厚紙1 －
富士フィルムBI OK プリンス209 A4 厚紙2 手差し、横送りで使用してください。
富士フィルムBI OK プリンス210 A4、A3 厚紙2 －
日本製紙 日本製紙 スターティアルペーパーW A4Y 厚紙1 －
日本製紙 日本製紙 スターティアルペーパー A4Y 普通紙 －
ヒサゴ ヒサゴ マルチプリンタ帳票（FSC森林認証紙 カラー3面6穴） 普通紙 －
リンテック PETWH50(A) PAT1 11LL A4 ラベル 1枚ずつ出力してください。
リンテック アートE PW 8R A4 ラベル 色味違い時は、転写電圧オフセットを調整してください。

富士フィルムBI 長尺紙 297 900 297 900 厚紙1 用紙が斜行する場合があります。転写不良する場合があ
ります。

富士フィルムBI 長尺紙 297 1200 297 1200 厚紙1
用紙が斜行する場合があります。転写不良する場合があ
ります。
転写不良時は、転写電圧オフセットを調整してください。

山櫻 洋2 ダイヤ貼 初芝 枠入 帯掛け 洋形2号 114×162

封筒/
封筒（裏面）

封筒は印字面を下にセットし、フラップは開いてフラッ
プを後方にセットする。

山櫻 洋3 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋形3号 98×148
山櫻 洋4 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋形4号105×235
山櫻 洋長3 ダイヤ貼 初芝 枠入（N-Color封筒） 洋長形3号120×235
キングコーポレーション 長3 特白 80 センター 枠なし＊（N-Color封筒） 長形3号120×235

＊：N-Color 封筒推奨（ハート特白ではしわが発生する場合があります。）

（走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）

Color MultiWriter 9560C/9160C 用紙対応 ④
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一般紙（推奨紙）
提供元 商品名 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ

富士フィルムBI P 普通紙 64 A4
C2（シー・ツー） 普通紙 70 A4

富士フィルムBI

P 普通紙 64 A5
B5

FR 普通紙 70 A4
G70 再生紙 67 A4

C2r（シー・ツー・アール） 再生紙 70 A4

一般紙/特殊紙
提供元 商品名 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ

富士フィルムBI
Ncolor209 厚紙2 209 A4
Jコート紙 コート紙1 95 A4
JDコート紙 コート紙1 104 A4

特殊紙 （走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）
提供元 商品名 用紙設定 紙質 サイズ

ハート

洋2 ダイヤ貼 初芝 枠入 帯掛け

封筒 封筒

洋形2号114×162
洋3 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋形3号 98×148
洋4 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋形4号105×235
洋長3 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋長形3号120×235
長3 特白 80 センター 枠なし 長形3号120×235
長4 特白 80 センター 枠なし 長形4号 90×205
角6 特白 80 センター 枠なし 角形6号162×229

日本郵便
郵便ハガキ ハガキ

ハガキ
100×148

ハガキ用紙A4（通常用） 厚紙1 A4
ハガキ用紙A4（往復用） A4

富士フィルムBI 名刺用紙再生ホワイト 厚紙2 名刺 A4

Color MultiWriter 7700C 用紙対応 Color MultiWriter 7700C

（走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）



  NEC Corporation 202114

Color MultiWriter 4C150/4F150 用紙対応① Color MultiWriter 4C150

Color MultiWriter 4F150

一般紙
商品名 販売元 用紙設定 坪量（g/m2） サイズ

C2（シー・ツー）

富士フイルムBI

普通紙1 70 A4
FR

普通紙1

64 A4
V-Paper 64 A4
W-Paper 64 A4
G70 67 A4

C2r（シー・ツー・アール） 70 A4
Ncolor081 上質紙 81 A4
Ncolor104 104 A4

特殊紙
商品名 販売元 用紙設定 サイズ

Ncolor 洋長形3号 富士フイルムBI

封筒

洋長形3号（120×235）
Ncolor 長形3号 長形3号（120×235）
ハート初芝 洋形2号

ハート

洋形2号（114×162）
ハート初芝 洋形3号 洋形3号（98×148）
ハート初芝 洋形4号 洋形4号（105×235）
ハート初芝 洋形6号 洋形6号（98×190）
ハート初芝 洋長形3号 洋長形3号（120×235）
ハート特白80 長形3号 長形3号（120×235）
ハート特白80 長形4号 長形4号（90×205）
ハート特白80 角形3号 角形3号（216×277）

（走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）



  NEC Corporation 202115

Color MultiWriter 4C150/4F150 用紙対応② Color MultiWriter 4C150

Color MultiWriter 4F150

商品名 販売元 坪量（g/m2） 用紙設定 サイズ
郵便ハガキ

日本郵便
-

はがき
ハガキ

ハガキ用紙A4（往復用） - A4
ハガキ用紙A4（通常用） - A4
Color Paper Cream

富士フイルムBI

64
普通紙1

A4
Color Paper Light Blue 64 A4
Color Paper Pink 64 A4

Color Paper Light Green 64 A4
J coat 95 コート紙L A4

JD coat 104.7 105 A4
Colortec 160 160 厚紙1 A4

商品名 販売元 坪量（g/m2） 用紙設定 サイズ
J

富士フイルムBI

82
上質紙

A4
J 82 B5
JD 98 A4
JD 98 B5

Ncolor 157 157 厚紙1 A4
Mirror Coat Paltinum 157 コート紙M A4

GR100 67

普通紙1

A4
GR-70-W 67 A4
SP 60 A4

Canon PB
キヤノン

64 A4
Canon PB 64 A5

Canon Recycle Paper GF-R070 66 A4
Ricoh マイリサイクルペーパー100 リコー 66 A4
アスクル マルチペーパー
スーパーエコノミー＋ アスクル

64 A4
アスクルマルチペーパーセレクトスムース 70 A4
アスクル リサイクルペーパーR100 64 A4

リサイクルPPC NECフィールディング 66.5 普通紙 A4
NEW OAペーパータイプH 68 再生紙 A4

特殊紙①（走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）

特殊紙② （走行検証済みですが、事前に用紙走行の検証をおすすめします）
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

Color MultiWriter 9950C 一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color COPY 100g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color COPY 100g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color COPY 90g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color COPY 90g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス EP紙 65g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR70-W 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR70-W 67g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JW 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SP紙 60g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1

手差しトレイにセット。
高温高湿環境下でタテ置きで使用すると、紙づまりや用紙の破損が発生する場合有り。ヨコ置きで
使用するかあるいは開封直後の用紙を使用。

一般紙 富士ゼロックス V-Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper MG 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

16



マルチライタ 検証用紙状況表  2021年8月版

機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9950C 一般紙 富士ゼロックス V-Paper MG 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス フルカラー複写機用紙 98g/m2 12"×18"

（457×305）
上質紙 上質紙 ※1 ―

一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー

スーパーエコノミー 64g/m2
A4 普通紙 普通紙 ※1 ―

一般紙 アスクル マルチペーパー
スーパーホワイト 68g/m2

A4 普通紙 普通紙 ※1 ―

一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパー70 84g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper GF-500 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 共用ホワイト再生紙 KBKXXN 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―

一般紙 リコー マイペーパー 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパーGP 66g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 ホワイトやまゆり 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 ライラック 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 再生PPC用紙100 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 紀州製紙 ファインPPC 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 三菱製紙 三菱PPC用紙N 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 三菱製紙 三菱再生PPC RE FSC認証 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 PPC用紙N70 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 リボンスタンダード 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor封筒 (洋長形3号) 洋長形3号 厚紙2 ― LEF 手差しトレイからの給紙。

封筒の重ね部にしわが生ずることあり。
封筒がのりづけされたり、本機にのりが付着したりすることあり。

特殊紙 富士ゼロックス N-Color封筒（角形2号） 角形2号 厚紙2 ― SEF 封筒の重ね部にしわが生ずることあり。
封筒がのりづけされたり、本機にのりが付着したりすることあり。

特殊紙 富士ゼロックス N-Color封筒（長形3号） 長形3号 厚紙2 ― LEF 手差しトレイからの給紙。
封筒の重ね部にしわが生ずることあり。
封筒がのりづけされたり、本機にのりが付着したりすることあり。

特殊紙 富士ゼロックス PPC/レーザー用OHPフィルムA4クリア A4 OHP
フィルム

― LEF 手差しトレイから1枚ずつセット。
印刷されたOHPフィルムは、１枚ごとに排出トレイから取り除く。
・高温高湿で使用は不可。
・低音低湿で印刷不良が発生する場合あり。

特殊紙 富士ゼロックス PPC/レーザー用OHPフィルム枠なしA3 A3 OHP
フィルム

― SEF 手差しトレイから1枚ずつセット。
印刷されたOHPフィルムは、１枚ごとに排出トレイから取り除く。
・高温高湿で使用は不可。
・低音低湿で印刷不良が発生する場合あり。

特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 120g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 120g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 160g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 160g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 200g/m2 A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 200g/m2 A3 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9950C 特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 250g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 104g/m2 A4 普通紙 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 127g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 普通紙 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 127 127g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A3 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 127g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 127g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 157g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 209g/m2 A3 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに１枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス TANOSEEαエコペーパータイプ 56g/m2 A4 うす紙 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。

高湿でタテ置きで使用すると、紙づまりや用紙が破損する場合があります。ヨコ置きあるいは、
開封直後の用紙を使用。

特殊紙 富士ゼロックス オープンはがきセット 120g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1  高温高湿環境では、手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス ホワイトフィルムA4 A4 厚紙1 ― ※1  高温高湿環境、低温低湿環境では使用不可。

手差しトレイに1 枚ずつセットして、印刷されたフィルムは、1 枚ごとに排出トレイから取出
す。
画質不良が発生する可能性有り。
用紙の走行が正常でない場合は、普通紙を下に敷いて用紙をセット。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 HG（20面カット） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  用紙をさばいてからセット。
一度使用（一部のラベルを剥がしたあと）した用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 HG（ノーカット） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  サイドトレイ（オプション）に排出不可。
用紙をさばいてからセット。
一度使用したあと（一部のラベルを剥がしたあと）の用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 V860（20面耳なし） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  20 面タイプのシール用紙。
用紙をさばいてからセット。
一度使用した（一部のラベルを剥がしたあと）用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 V862（1面） A4 ラベル紙 ― ※1 手差しトレイにセット。
1 面タイプのシール用紙。
用紙をさばいてからセット。
一度使用した（一部のラベルを剥がしたあと）用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラー ホワイト 157g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに１枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 209g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 256g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。

両面印刷は手動で行う。
高温高湿環境での両面印刷では、うら面に印刷不良が発生する場合があり。
低温環境では、2 枚目以降に印刷不良が発生する場合があり。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9950C 特殊紙 富士ゼロックス 光沢ラベル A4 厚紙2 ― LEF  手差しトレイに1 枚ずつセットして、印刷したラベルは、1 枚ごとに排出トレイから取出す。
複数面カット用紙は、一度使用したら使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス 彩色カード 210g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 彩色カード 260g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 彩色ラミネートカードバタフライ 210g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 装丁紙ソーテル 210g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつ、また普通紙を下に敷いてセット。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水用ホワイトフィルム A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 名刺・カード用紙 A4 10面スリット入り A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに１枚ずつセット。
特殊紙 キングコーポレーション ジャスミン A4 厚紙2 ― LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション ヒヤシンス A4 厚紙2 ― LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 角形2号 （ナチュラルケント） 100g/㎡ 240×332 厚紙2 ― SEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 長形3号 （ホワイトケント） 100g/㎡ 120×235 厚紙2 ― LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 長形3号 （ホワイトケント） 80g/㎡ 120×235 厚紙1 ― LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 洋形0号 （白カマス） 120×235 厚紙2 ― LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 洋形0号（白ケント） 120×235 厚紙1 ― LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 洋形2封筒（白ケント） 114×162 厚紙2 ― LEF 排出トレイで用紙が正しく収容できない場合有り。

印刷後、排出トレイから直ぐに取出す。
特殊紙 トーショー ガゼット薬袋（マチ付き）耐熱加工 A4 ― 上質紙 LEF マチ部で定着不良。マチ部との段差部に画像が載る場合は「厚紙1」。
特殊紙 トーショー ジャストシール薬袋 B5 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 トーショー ジャストシール薬袋 A5 ― 上質紙 LEF 小サイズ給紙トレイ推奨。

特殊紙 トーショー ジャストシール薬袋 A4 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 トーショー ジャストシール薬袋 B4 ― 上質紙 SEF ―
特殊紙 トーショー 裏透明薬袋 A4 A4 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 トーショー 裏透明薬袋 A5 A5 ― 上質紙 LEF トレイに用紙をフルにセットすると先端折れや印刷画像の傾き発生可能性有り。用紙は少なめに

セット。
特殊紙 トーショー 裏透明薬袋 B5 B5 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 トッパンフォームズ EXフォーム

（発送・全面3層・剥離紙A-Type）
A4 ― 厚紙1 LEF ―

特殊紙 トッパンフォームズ EXフォーム（郵便振替用紙付き） A4 厚紙2 厚紙1 SEF 糊が付着するため、定期的な清掃が必要。
特殊紙 トッパンフォームズ シーリングはがき（耐水Z折両開き） A4 厚紙1 ― LEF 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 トッパンフォームズ シーリングはがき（単片POSTEX128S V折） A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 トッパンフォームズ シーリングはがき単片（Z折片開き） A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 トッパンフォームズ シーリングフォーム単片NIP C折 A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 トッパンフォームズ ジョイントフォーム

（裏面フィルム裏紙アンライタブル）
A6 厚紙1 ― LEF 手差しトレイには60枚以下でセット。

特殊紙 トッパンフォームズ ジョイントフォーム（PETベース） A6 厚紙1 厚紙1 LEF ―
特殊紙 トッパンフォームズ ジョイントフォーム（はがきざらPET） A6 厚紙2 ― LEF ―
特殊紙 トッパンフォームズ ジョイントフォーム（紙カードフィルム裏紙A） A5 厚紙1 厚紙1 LEF トレイの場合、小サイズ給紙トレイ推奨。
特殊紙 トッパンフォームズ ドライシーラー6500シリーズ Z折 A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 ヒサゴ マルチプリンタ帳票

（FSC森林認証紙）カラー3面6穴
A4 ― 厚紙1 LEF ―

特殊紙 メディング フラット薬袋 B5 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 メディング フラット薬袋 B6 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 メディング フラット薬袋 A5 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 メディング フラット薬袋 A4 ― 上質紙 LEF ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9950C 特殊紙 高園産業
（トッパンフォームズ）

裏透明薬袋 A5 ― 上質紙 LEF 小サイズ給紙トレイ推奨。

特殊紙 高園産業
（トッパンフォームズ）

裏透明薬袋 B5 B5 ― 上質紙 LEF ―

特殊紙 高園産業
（中島紙工）

フレキソ（小） 125×210 ― 上質紙 LEF 小サイズ給紙トレイ推奨。

特殊紙 高園産業
（中島紙工）

角底薬袋 180×340 ― 上質紙 SEF マチ部で定着不良。マチ部との段差部に画像が載る場合は「厚紙1」へ設定。

特殊紙 高園産業
（中島紙工）

二方薬袋 B6 ― 上質紙 LEF 小サイズ給紙トレイ推奨。

特殊紙 高園産業
（中島紙工）

二方薬袋 B5 ― 上質紙 LEF ―

特殊紙 高園産業
（中島紙工）

二方薬袋 A5 ― 上質紙 LEF 小サイズ給紙トレイ推奨。

特殊紙 高園産業
（中島紙工）

二方薬袋 A4 ― 上質紙 LEF ―

特殊紙 高園産業
（中島紙工）

二方薬袋横マチ付き A4 ― 上質紙 LEF ―

特殊紙 桜井（日本製紙） オーパー MDP 220 A4 厚紙2 ― LEF * 静電気によるはり付きや重送が発生した場合は、用紙を十分に捌く。または1枚送りを推奨。

特殊紙 桜井（日本製紙） オーパー MDP G220 A4 コート紙2 コート紙2 LEF 高湿環境では印刷不良の可能性有り。
転写（BTR)電圧調整必要。

特殊紙 桜井（日本製紙） オーパーMDP120 A4 厚紙1 ― LEF 高温高湿環境では排出トレイに詰まる可能性有り。サイドトレイの使用を推奨。
特殊紙 桜井（日本製紙） オーパーMDP150 A4 厚紙1 ― LEF ・静電気によるはり付きや重送が発生した場合は、用紙を十分に捌く。または1枚送りを推奨。

特殊紙 桜井（日本製紙） スターティアルペーパー 115g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 LEF 高湿環境では印刷不良の可能性有り。
転写（BTR)電圧調整必要。

特殊紙 桜井（日本製紙） スターティアルペーパー 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 LEF 高湿環境では印刷不良の可能性有り。
転写（BTR)電圧調整必要。

特殊紙 三菱化学メディア カレカPET薄紙 B4 コート紙1 コート紙1 SEF 高湿環境時に印刷不良が発生。
特殊紙 三菱化学メディア カレカマット片面印刷タイプ B4 コート紙2 コート紙2 SEF * 静電気によるはり付きや重送が発生した場合は、用紙を十分に捌く。または1枚送りを推奨。

特殊紙 三菱化学メディア カレカマット両面印刷タイプ A4 コート紙2 ― LEF * 静電気によるはり付きや重送が発生した場合は、用紙を十分に捌く。または1枚送りを推奨。

特殊紙 三菱化学メディア カレカ光沢（厚紙タイプ） A3 コート紙2 ― SEF 手差しトレイにセット。
重送時は1枚送り。
高湿時に画質不良発生の可能性有り。活用マニュアルを参照し転写電圧オフセット調整。

特殊紙 三菱化学メディア カレカ光沢（厚紙タイプ） 297×1,200 厚紙2 ― ※1 低湿時に定着不良。用紙が乾燥しないよう包装紙に包んで保管。
特殊紙 山櫻 角形2号スミ貼（PODホワイト） 240×371 厚紙2 ― SEF ―
特殊紙 山櫻 長形3号スミ貼（PODホワイト） 120×261 厚紙1 ― LEF ―
特殊紙 山櫻 洋長形3号カマス（PODホワイト） 235×155 厚紙1 ― LEF ―
特殊紙 山櫻 洋長形3号カマス（PODホワイト）フラップ65mm 235×185 厚紙1 ― LEF ―
特殊紙 小林クリエイト NIPシールC折 A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 小林クリエイト NIPシールC折 A3 ― 厚紙1 SEF ―
特殊紙 小林クリエイト NIPシールZ折 A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 小林クリエイト NIP薬袋 Bタイプ A4 ― 上質紙 LEF ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9950C 特殊紙 小林クリエイト NIP薬袋 Bタイプ B5 ― 上質紙 LEF ―
特殊紙 小林クリエイト シーリングはがき（みつおりくん）V折 A4 厚紙1 厚紙1 LEF ―
特殊紙 小林クリエイト シーリングはがき（みつおりくん）Z折 A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 小林クリエイト ペリカ 11IC9M5T5 A5 厚紙2 厚紙2 LEF 手差しトレイからの給紙。
特殊紙 小林クリエイト ペリカ 11JM4T5 A5 厚紙2 厚紙2 LEF 手差しトレイからの給紙。
特殊紙 小林クリエイト ペリカ 13JM4T5 A5 厚紙2 厚紙2 LEF 手差しトレイからの給紙。
特殊紙 小林クリエイト メリットフォーム A4 ― 厚紙1 LEF ―
特殊紙 小林クリエイト メリットフォーム（段差あり） A3 ― 厚紙1 SEF ―
特殊紙 昭和情報機器 シルクライト黄色 B4 ― 厚紙1 SEF * 静電気によるはり付きや重送が発生した場合は、用紙を十分に捌く。または1枚送りを推奨。

特殊紙 昭和情報機器 シルクライト黄色ミシン目8面付 B5 ― 厚紙1 LEF 紙粉による紙づまり、印刷不良発生。
定期的な清掃が必要。

特殊紙 昭和情報機器 シルクライト上質紙ミシン目16面付 128g/m2 B4 ― 厚紙1 SEF 紙粉による紙づまり、印刷不良発生。
定期的な清掃が必要。

特殊紙 昭和情報機器 シルクライト上質紙ミシン目無し 297×1,200 厚紙1 ― ※1 低湿時に定着不良。用紙が乾燥しないよう包装紙に包んで保管。
特殊紙 新巴川製紙 エコクリスタル3 A4 厚紙2 ― LEF * 静電気によるはり付きや重送が発生した場合は、用紙を十分に捌く。または1枚送りを推奨。

特殊紙 大日本印刷 エコフィットセキュリティはがき（3面） A4 厚紙1 ― LEF ―
特殊紙 大日本印刷 ワンタッチプライバシーはがき（2面） A4 厚紙1 ― LEF ―
特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチ WEFY-120 A4 厚紙1 厚紙1 LEF 高湿環境では印刷不良の可能性有り。

転写（BTR)電圧調整必要。
特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチ WEFY-145 A4 厚紙2 厚紙2 LEF 高湿環境時に印刷不良が発生。

手動両面印刷時に印刷不良が発生します。自動両面推奨。
特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチ WEFY-60 A4 ラベル紙 ラベル紙 LEF * 静電気によるはり付きや重送が発生した場合は、用紙を十分に捌く。または1枚送りを推奨。

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチ 長尺紙 297×1,200 厚紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 日本郵便 往復はがき 200×148 厚紙2 ― SEF 手差しトレイからの給紙。（[厚紙2（170～256g/㎡]に指定）
特殊紙 日本郵便 官製はがき 100×148 厚紙2 ― LEF 手差しトレイからの給紙。（[厚紙2（170～256g/㎡]に指定）

Color MultiWriter 9600C 一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color COPY 100g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color COPY 100g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 90g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 90g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス EP紙 65g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス EP紙 65g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9600C 一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 DT特A4/レ

ター
（226×310）

再生紙 再生紙 ※1 ―

一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR70-W 67g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR70-W 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 SRA3（450×320） 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JW 81g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JW 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SP紙 60g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 手差しトレイにセット。

高温高湿環境下でタテ置きで使用すると、紙づまりや用紙の破損が発生する場合有り。ヨコ置きで
使用するかあるいは開封直後の用紙を使用。

一般紙 富士ゼロックス V-Paper 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper MG 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper MG 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス フルカラー複写機用紙 98g/m2 12"×18"

（457×305）
上質紙 上質紙 ※1 ―

一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9600C 一般紙 アスクル マルチペーパー
スーパーエコノミー 64g/m2

A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―

一般紙 アスクル マルチペーパー
スーパーホワイト 68g/m2

A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―

一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパー70 84g/m2 A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper GF-500 64g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 64g/m2 A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 共用／ホワイト 再生紙 64g/m2 A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイペーパー 67g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパーGP 66g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 ホワイトやまゆり 64g/m2 A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 ライラック 64g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 再生PPC用紙100 67g/m2 A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 紀州製紙 ファインPPC 64g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 三菱製紙 三菱PPC用紙N 64g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 三菱製紙 三菱再生PPC RE FSC認証 64g/m2 A4、A3 普通紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 PPC用紙N70 67g/m2 A4、A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 リボンスタンダード 64g/m2 A4、A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 120g/m2 A3 厚紙1(A) 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 120g/m2 A4 厚紙1(A) 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 160g/m2 A3 厚紙1(A) 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 160g/m2 A4 厚紙1(A) 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 200g/m2 A3 厚紙2(A) 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 200g/m2 A4 厚紙2(A) 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 250g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 104g/m2 A4 普通紙 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 127g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 普通紙 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 127 127g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 127 127g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A3 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス NColor封筒 (角形2号) 角形2号 厚紙2 ― ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor封筒 (洋長形3号) 洋長形3号 厚紙2 ― ※1 手差しトレイからの給紙。
特殊紙 富士ゼロックス N-Color封筒（長形3号） 長形3号 厚紙2 ― ※1 手差しトレイからの給紙。
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 127g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 127g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 157g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 209g/m2 A3 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに１枚ずつセット。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9600C 特殊紙 富士ゼロックス PPC/レーザー用OHPフィルムA4クリア A4 OHP
フィルム

― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセットして、印刷されたフィルムは、1 枚ごとに排出トレイから取出
す。。
高温高湿環境、低温低湿環境では使用不可。
 OHP フィルムに傷や、汚れがあるものは使用不可。
低温低湿環境で印刷不良発生の可能性有り。
用紙の後方に筋状の白抜け発生の可能性有り。
用紙の走行が正常でない場合は、普通紙を下に敷いて用紙をセット。

特殊紙 富士ゼロックス PPC/レーザー用OHPフィルム枠なしA3 A3 OHP
フィルム

― ※1  高温高湿環境、低温低湿環境では使用不可。
手差しトレイに1 枚ずつセットして、印刷されたフィルムは、1 枚ごとに排出トレイから取出
す。
 OHP フィルムに傷があったり、高像密度時にワックス汚れがあるものは使用不可。
画質不良が発生する可能性有り。
用紙の走行が正常でない場合は、普通紙を下に敷いて用紙をセット。

特殊紙 富士ゼロックス TANOSEEαエコペーパータイプ 56g/m2 A4 うす紙 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
高湿でタテ置きで使用すると、紙づまりや用紙が破損する場合があります。ヨコ置きあるいは、
開封直後の用紙を使用。

特殊紙 富士ゼロックス オープンはがきセット 120g/m2 A3 厚紙1 厚紙1(A) ※1  高温高湿環境では、手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス オープンはがきセット 120g/m2 A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1  高温高湿環境では、手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス ホワイトフィルムA4 A4 厚紙1 ― ※1  高温高湿環境、低温低湿環境では使用不可。

手差しトレイに1 枚ずつセットして、印刷されたフィルムは、1 枚ごとに排出トレイから取出
す。
画質不良が発生する可能性有り。
用紙の走行が正常でない場合は、普通紙を下に敷いて用紙をセット。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 HG（20面カット） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  用紙をさばいてからセット。
一度使用（一部のラベルを剥がしたあと）した用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 HG（ノーカット） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  サイドトレイ（オプション）に排出不可。
用紙をさばいてからセット。
一度使用したあと（一部のラベルを剥がしたあと）の用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 V860（20面耳なし） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  20 面タイプのシール用紙。
用紙をさばいてからセット。
一度使用した（一部のラベルを剥がしたあと）用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 V862（1面） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  1 面タイプのシール用紙。
用紙をさばいてからセット。
一度使用した（一部のラベルを剥がしたあと）用紙は使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラー ホワイト 157g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに１枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 209g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 256g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。

両面印刷は手動で行う。
高温高湿環境での両面印刷では、うら面に印刷不良が発生する場合があり。
低温環境では、2 枚目以降に印刷不良が発生する場合があり。

特殊紙 富士ゼロックス 光沢ラベル A3 厚紙2 ― SEF  手差しトレイに1 枚ずつセットして、印刷したラベルは、1 枚ごとに排出トレイから取出す。
複数面カット用紙は、一度使用したら使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス 光沢ラベル A4 厚紙2 ― LEF  手差しトレイに1 枚ずつセットして、印刷したラベルは、1 枚ごとに排出トレイから取出す。
複数面カット用紙は、一度使用したら使用不可。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9600C 特殊紙 富士ゼロックス 彩色カード 210g/m2 A3 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 彩色カード 210g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 彩色カード 260g/m2 A3 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 彩色カード 260g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 彩色ラミネートカードバタフライ 210g/m2 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 装丁紙ソーテル 210g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつ、また普通紙を下に敷いてセット。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水用ホワイトフィルム A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 名刺・カード用紙 A4 10面スリット入り A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに１枚ずつセット。
特殊紙 A-One PPC（コピー）ラベル 20面 A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1  用紙をさばいてからセット。

一度使用（一部のラベルを剥がしたあと）した用紙は使用不可。
特殊紙 A-One マルチカード 厚口10面 A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1  高温高湿環境では、手差しトレイに1 枚ずつセット。

低温低湿環境で使用不可。
特殊紙 キングコーポレーション 角2封筒（ナチュラルケント） 100g/m2 角形2号 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション 長形3封筒（ホワイトケント） 100g/m2 長形3号 厚紙2 厚紙2 SEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 長形3封筒（ホワイトケント） 80g/m2 長形3号 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション 名刺用紙ジャスミン 221.8g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション 名刺用紙ヒアシンス 221.8g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション 洋形0号（白カマス） 洋形0号 厚紙2 厚紙2 LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 洋形0号（白ケント） 洋形0号 厚紙2 厚紙2 LEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 洋形2封筒（白ケント） 洋形2号 厚紙2 ― LEF  排出時に紙送り不良が発生する場合有り。
特殊紙 トッパンフォームズ カード用紙(ジョイントフォーム） PETベース  HK-

P2
A4 厚紙2 厚紙2 ※1 手差しトレイからの給紙。

小サイズ給紙トレイ（オプション）で紙ジャムが多発する可能性あり。
特殊紙 トッパンフォームズ カード用紙(ジョイントフォーム） PETベース  HK-

P4
A4 厚紙2 厚紙2 ※1 手差しトレイからの給紙。

小サイズ給紙トレイ（オプション）で紙ジャムが多発する可能性あり。
特殊紙 トッパンフォームズ カード用紙(ジョイントフォーム） PETベース HK-

P1
A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―

特殊紙 トッパンフォームズ カード用紙(ジョイントフォーム） 紙ベース
184g/m2

A4 厚紙1 厚紙1 ※1 手差しトレイからの給紙。
小サイズ給紙トレイ（オプション）で紙ジャムが多発する可能性あり。
タテ置き走行を推奨。
トレイの半分（60枚）以下のセット枚数を推奨。

特殊紙 トッパンフォームズ シーリングはがき(POSTEX) V折り 150g/m2 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 トッパンフォームズ シーリングはがき(POSTEX) Z折り片開き 92g/m2 A4 ― 厚紙1 ※1 ―

特殊紙 トッパンフォームズ シーリングはがき(POSTEX) Z折り両開き
120g/m2

A4 厚紙1 厚紙1 ※1  重送多発時は一枚ずつセット。

特殊紙 トッパンフォームズ シーリングフォームC折 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 トッパンフォームズ シーリングフォームZ折 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 トッパンフォームズ 配送伝票 (剥離紙A-Type) 180g/m2 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 トッパンフォームズ 配送伝票 (剥離紙B-Type) 180g/m2 A4 ― 厚紙1 ※1  用紙が重送する場合は、用紙を捌く。
特殊紙 トッパンフォームズ 配送伝票 (郵便振替用紙付き） 200g/m2 A4 ― 厚紙1 ※1  用紙排出時の紙送り不良が発生する場合有り。

紙シワ軽減のために、シール部を先端にして、タテ置きでのセット推奨。
特殊紙 ヒサゴ スッキリカット 8面 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつ、ヨコ置きでセット。
特殊紙 ヒサゴ マルチプリンタ帳票 （カラー3面6穴) 64g/m2 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9600C 特殊紙 ヒサゴ 名刺・カード 10面/8面 A4 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
低温低湿環境で画質不良が起きる場合有り。
高温高湿環境で走行不良が起こる場合が有り。
用紙の走行がうまくいかないときは普通紙を下に敷いて用紙をセット。

特殊紙 王子製紙 OK トップコート N 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
高温高湿環境で紙が波打ちが発生する可能性有り。

特殊紙 王子製紙 OK 特アートポスト＋ 256g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
低温では、2枚目以降に画質不良が発生する可能性有り。1枚ずつ時間を空けて印刷。
・用紙の後方に筋状の白抜け発生の可能性有り。

特殊紙 王子製紙 OKプリンス 1200mm 127.9g/m2 297×1200 厚紙2 ― ※1  手差しトレイに1 枚ずつセット。
長尺用紙セットガイド（オプション）を装着すると、10 枚までセット可能。

特殊紙 王子製紙 OKプリンス 900mm 157g/m2 297×900 厚紙1 ― ※1 ―
特殊紙 王子製紙 ミラーコート プラチナ 157g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 127g/m2 A4 コート紙1 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 209g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 232.6g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 256g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  手差しトレイに1枚ずつセット。
特殊紙 桜井（日本製紙） スターティアルペーパー 115g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1  高温高湿環境で、印刷不良が発生する可能性有り。

(発生時はユーザーオフセットで調整可能)
特殊紙 桜井（日本製紙） スターティアルペーパー 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1  高温高湿環境で、印刷不良が発生する可能性有り。

(発生時はユーザーオフセットで調整可能)
特殊紙 三菱化学メディア カレカ PET薄紙 125g/m2 A4 コート紙1 コート紙1 ※1  高温高湿環境で、印刷不良が発生する可能性有り。

(発生時はユーザーオフセットで調整可能)
排出時に静電気による貼り付きが発生する場合有り。

特殊紙 三菱化学メディア カレカ マット片面印刷タイプ 195g/m2 A4 コート紙2 コート紙2 ※1  重送多発時は一枚づつの給紙を推奨。
排出紙に静電気による貼りつきが発生。

特殊紙 三菱化学メディア カレカ マット両面印刷タイプ 230g/m2 A4 コート紙2 コート紙2 ※1  自動両面を推奨します。手動で両面を行う場合は片面印字後に静電気による張り付きの恐れがあ
るため一枚づつ給紙を推奨。
排出時に静電気による貼り付きが発生する場合有り。

特殊紙 三菱化学メディア カレカ 光沢 （厚紙タイプ）  1200mm 230g/m2 297×1200 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
重送発生時は一枚セットを推奨。
低湿の環境において印刷不良が発生する場合有り。

特殊紙 三菱化学メディア カレカ 光沢（厚紙タイプ） 230g/m2 A4 コート紙2 ― ※1  重送多発時は一枚づつの給紙を推奨。
高温高湿環境において、印刷不良が発生する場合有り。
(発生時はユーザーオフセットで調整可能)
排出時に静電気による貼り付きが発生する場合が有り。

特殊紙 山櫻 角2スミ貼封筒 （PODホワイト1.0） 200g/m2 角形2号 厚紙2 ― ※1 手差しトレイからの給紙。
特殊紙 山櫻 長形3号スミ貼封筒 (PODホワイト1.0） 200g/m2 長形3号 厚紙1 ― ※1 手差しトレイからの給紙。

特殊紙 山櫻 洋長形3号カマス封筒 (PODホワイト1.0）
200g/m2

洋長形3号 厚紙1 ― ※1 ―

特殊紙 山櫻 洋長形3号カマス封筒 (PODホワイト1.0）フラップ
65mm 200g/m2

洋長形3号 厚紙1 ― ※1 ―

特殊紙 小林クリエイト NIPシール A3 C折 81g/m2 A3 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 小林クリエイト NIPシール A4 C折 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 小林クリエイト NIPシールA4 Z折り 81g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―

26



マルチライタ 検証用紙状況表  2021年8月版

機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9600C 特殊紙 小林クリエイト シーリングはがき（みつおりくん） 単辺Nタイプ
93g/m2

A4 ― 厚紙1 ※1 ―

特殊紙 小林クリエイト シーリングはがき（みつおりくん） 二つ折タイプ A4 ― 厚紙1 ※1  用紙が重送する場合は、用紙を捌く。
特殊紙 小林クリエイト ペリカ 11IC9M5T5 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 手差しトレイにセット。

トレイの場合は、小サイズ給紙トレイ（オプション）を推奨。
特殊紙 小林クリエイト ペリカ 11JM4T5 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 手差しトレイにセット。

トレイの場合は、小サイズ給紙トレイ（オプション）を推奨。
特殊紙 小林クリエイト ペリカ 13JM4T5 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 手差しトレイからの給紙。

トレイの場合は、小サイズ給紙トレイ（オプション）を推奨。
特殊紙 小林クリエイト メリットフォームA3 （段差あり） A3 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 小林クリエイト メリットフォームA4 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 昭和情報機器 シルクライト 1200mm 297×1200 厚紙1 ― ※1  重送発生時は一枚セットを推奨。

低湿の環境において印刷不良が発生する場合有り。
特殊紙 昭和情報機器 シルクライト黄色 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 昭和情報機器 シルクライト黄色ミシン目8面付 A4 ― 厚紙1 ※1  用紙セット前に用紙の裁断くずを確認し、裁断くずがある場合は取出す。
特殊紙 昭和情報機器 シルクライト上質紙ミシン目16面付 128g/m2 A4 ― 厚紙1 ※1  用紙セット前に用紙の裁断くずを確認し、裁断くずがある場合は取出す。
特殊紙 新巴川製紙 エコクリスタル3 215g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1  排出時に静電気による貼り付きが発生する場合有り。
特殊紙 大日本印刷 エコフィット セキュリティはがき(3面） A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 大日本印刷 ワンタッチプライバシーはがき(2面） A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチ 1200mm 206g/m2 297×1200 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。

重送発生時は一枚ずつのセットを推奨。
用紙にコシがないため長尺用紙セットガイドのセット不良なる場合有り。

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチ ラベル 191g/m2 A4 ― ラベル紙 ※1  排出時に静電気による貼り付きが発生する場合有り。
特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチWEFY-120 A4 厚紙1 厚紙1 ※1  用紙が重送する場合は、用紙をよく捌く。

それでも用紙が重送する場合は1枚ずつセット。
高温高湿環境において、印刷不良が発生する場合が有り。
(発生時はユーザーオフセットでの調整可能)
排出時に静電気による貼り付きが発生する場合有り。

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチWETY-145 206g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1  用紙が重送する場合は、用紙をよく捌く。
それでも用紙が重送する場合は1枚ずつセット。
高温高湿環境において、印刷不良が発生する場合有り。(発生時はユーザーオフセットでの調整可
能)
自動両面印刷を推奨。手動による両面は画質不良が発生する場合有り。
排出時に静電気による貼り付きが発生する場合有り。

特殊紙 日本製紙 オーパー 128g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1  重送多発時は一枚づつの給紙を推奨。
排出紙に静電気による貼りつきが発生。

特殊紙 日本製紙 オーパーMDP 120 105g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1  重送多発時は一枚づつの給紙を推奨。
サイドトレイ（オプション）の利用不可。
排出時に静電気による貼り付きが発生する場合有り。

特殊紙 日本製紙 オーパーMDP 220 190g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 日本製紙 オーパーMDP G220 205g/m2 A4 コート紙2 コート紙2 ※1  高温高湿環境で、印刷不良が発生する可能性有り。

(発生時はユーザーオフセットで調整可能)
特殊紙 日本郵便 往復はがき 200×148 ― 普通紙 ※1 ―
特殊紙 日本郵便 郵便はがき 100×148 厚紙2 厚紙2 ※1 手差しトレイからの給紙。

小サイズ給紙トレイ（オプション）で紙ジャムが多発する可能性あり。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9300C 一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2W A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 100g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 100g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 90g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 90g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス DR

( カラー用
リサイクル紙） 76g/m2

A4 再生紙 再生紙 ※1 ―

一般紙 富士ゼロックス e-Coat 105 105g/m2 A4 普通紙 ― ※1 手差しから給紙。
一般紙 富士ゼロックス ecolor081 81.4g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Golden COPY（72) A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Green100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JW 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P（厚口） 78g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス WR100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス ｸﾘｰﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ紙 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス ブライトリサイクル紙 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス ホワイトやまゆり A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス ライラック（王子製紙） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル Superﾏﾙﾁﾍﾟｰﾊﾟｰ A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル ｽｰﾊﾟｰｴｺﾉﾐｰ（64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル リサイクルｺﾋﾟｰﾍﾟｰﾊﾟｰ A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン EW100 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9300C 一般紙 キヤノン キャノンＰＢペーパー 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 画質不良発生。
一般紙 コクヨ KB用紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 共用／ホワイト 再生紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイペーパー 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクル（70/83/66） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 OK プリンス上質 104.7g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 紀州製紙 スワン PPC（64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 紀州製紙 再生PPC（70/72/64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 三菱製紙 ファイン再生 PPCW（70/80/64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 三菱製紙 三菱PPC 用紙（64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 三菱製紙 三菱再生PPCRE A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 大王製紙 ルナ PPCW 用 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 大王製紙 再生PPC（70/72/64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 PPC（64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 Reforest100（100/70/64） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 リボン PPC-W（ホワイト） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 日本 ＰＰＣ用紙　64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 排出トレイで用紙が正しく収容できない場合有り。低温低湿環境では排出トレイで用紙が正しく収

容できない場合有り。
特殊紙 富士ゼロックス DT 名刺用紙（リサイクルホワイト＆リサイクルク

リーム）
A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―

特殊紙 富士ゼロックス 再生名刺用紙
（再生ホワイト& 再生クリーム）

A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―

特殊紙 富士ゼロックス 名刺・カード用紙 A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ａ３オープンはがきセット A4 厚紙1 ― ※1 高温高湿環境では手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Color COPY 120g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 120g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 160g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 160g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 200g/m2 A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 200g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 250g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス FX はがき用紙4 連 A4 厚紙1 ― LEF 手差しトレイにセット。

横送り使用不可。
特殊紙 富士ゼロックス FX はがき用紙往復 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 104g/m2 A4 普通紙 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 127g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しに１枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 普通紙 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 127 127g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 封筒 洋長形3号 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。

フラップは伸ばしたままで後端にセット。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9300C 特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 封筒 角形2号 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
フラップは伸ばしたままで後端にセット。

特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス上質 127.9g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス上質 127.9g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス上質 157g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス上質 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス上質 209.3g/m2 A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス上質 209.3g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OS メール A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 用紙長辺が給紙方向に対して垂直になる様にトレイにセットを推奨。
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 A3 厚紙1 ― ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 SRA3 厚紙1 ― ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス PPC/ レーザー用フィルム 枠なし A3 OHPフィルム ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセットし、印刷後、排出トレイから直ぐ取り出す。

傷、汚れのあるOHPフィルムは使用不可。
高温高湿環境では使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス PPC/ レーザー用フィルム 枠なし A4 OHPフィルム OHPフィルム ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ｐ紙（30 穴） 127.9g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 用紙長辺が給紙方向と平行になる様にトレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス カラーレーザー用紙8 面はがき A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス フルカラー複写機用紙 A4 普通紙 ― ※1 手差しトレイから給紙。
特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 HG（20 面カット） A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙 HG（ノーカット） A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙V（20 面耳無し） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1 低温低湿環境では使用不可。
特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙V862（1 面耳無し） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1 低温低湿環境では使用不可。
特殊紙 富士ゼロックス リサイクルカラーペーパー100 クリーム 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―

特殊紙 富士ゼロックス リサイクルカラーペーパー100 ピンク 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス リサイクルカラーペーパー100 ライトグリーン

67g/m2
A4 再生紙 再生紙 ※1 ―

特殊紙 富士ゼロックス リサイクルカラーペーパー100 ライトブルー
67g/m2

A4 再生紙 再生紙 ※1 ―

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラー ホワイト 157g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
高温高湿環境では両面印刷は不可。〔画質不良が発生）
低温低湿環境では印刷不良が発生。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 127g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
高温高湿環境では両面印刷は不可。〔画質不良が発生）
低温低湿環境では印刷不良が発生。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 209g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
高温高湿環境では両面印刷は不可。〔画質不良が発生）
低温低湿環境では印刷不良が発生。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 256g/m2 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
高温高湿環境では両面印刷は不可。〔画質不良が発生）
低温低湿環境では印刷不良が発生。

特殊紙 富士ゼロックス 圧着はがき用紙Z 折り（ポステックス） A4 厚紙1 厚紙1(A) ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス 光沢ラベル A4 厚紙2 厚紙2(A) ※1 用紙長辺が給紙方向に対して垂直になる様にトレイにセットを推奨。

印刷後、排出トレイから直ぐに取り出す。
複数面カット用紙は、1度使用後は使用不可。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9300C 特殊紙 富士ゼロックス 彩色カード210g/m2 210g/m2 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 彩色ラミネートカード210g/m2

（個別対応品のため、商品コード無し） 210g/m2
A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。

特殊紙 富士ゼロックス 装丁紙ソーテル A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水フィルムコート 215g/m2 A4 厚紙2 ― ※1 高温高湿環境では手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水ホワイトフィルム

 210g/m2
A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。

特殊紙 富士ゼロックス 耐水光沢フィルム（240g/m2） 240g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水用フィルムコート（215g/m2） 215g/m2 A4 厚紙2 ― ※1 高温高湿環境では手差しトレイから1枚ずつセット。

画質むらが発生する場合有り。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水用ペーパー 104.7g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。A4サイズは用紙長辺が給紙方向に対して垂直になる様に手差し

トレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水用ペーパー 127g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。A4サイズは用紙長辺が給紙方向に対して垂直になる様に手差し

トレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス 耐水用ペーパー 157g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。A4サイズは用紙長辺が給紙方向に対して垂直になる様に手差し

トレイにセット。
特殊紙 A-One A-one ラベル20 面 PVC ラベル A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1 １度使用した用紙は使用不可
特殊紙 A-One エーワン）マルチカード厚口１０面 A4 厚紙2 ― ※1 高温高湿環境では手差しトレイから1枚ずつセット。

低温低湿環境では使用不可。
特殊紙 コクヨ コクヨ ラベル20 面 PVC ラベル A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1 ―
特殊紙 ヒサゴ ヒサゴ）スッキリカット８面 A4 厚紙2 ― ※1 用紙長辺が給紙方向と平行になる様にトレイにセット。

重送する時は手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 ヒサゴ ヒサゴ）マルチプリンター帳票 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 ヒサゴ ヒサゴ）自然派再生紙１０面/ ８面 A4 厚紙2 ― ※1 高温高湿環境では手差しトレイから1枚ずつセット。

低温低湿環境では使用不可。
特殊紙 王子製紙 OKトップコートＮ 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。

高温高湿環境で紙よれが発生。
特殊紙 王子製紙 OKプリンス 157g/m2 210 × 900 厚紙1 ― ※1 ―
特殊紙 王子製紙 OKプリンス 157g/m2 297×1,200 厚紙1 ― ※1 ―
特殊紙 王子製紙 OKプリンス 157g/m2 297×900 厚紙1 ― ※1 ―
特殊紙 王子製紙 ＯＫ特アートポスト 256g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 王子製紙 ミラーコート プラチナ 157g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。

手動両面のみ可。
高湿環境では使用不可。

特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 127g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
手動両面のみ可。
高湿環境では使用不可。

特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 209g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
手動両面のみ可。
高湿環境では使用不可。

特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 232.6g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
手動両面のみ可。
高湿環境では使用不可。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9300C 特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 256g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
手動両面のみ可。
高湿環境では使用不可。

特殊紙 昭和情報機器 シルクライト 128g/m2 A4 厚紙1 厚紙1A ※1 低温低湿環境では印刷不良。
特殊紙 日本郵便 郵便はがき A4 厚紙2 ― ※1 出力用紙サイズではがきを選択。

手差しトレイにセット。
特殊紙 日本郵便 郵便はがき４連 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 日本郵便 郵便はがき往復 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 日本郵便 郵便年賀はがき（再生紙） A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。

Color MultiWriter 9110C2 一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 100g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 B4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JW 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス PPC Paper100 66g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーエコノミー 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーエコノミー 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパー再生紙100％ 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 画質不良発生。
一般紙 キヤノン リサイクル ペーパー70 66g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 共用／ホワイト 再生紙 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 低白色再生紙100 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9110C2 一般紙 コクヨ PPC用紙（64） A4 普通紙 普通紙 ※1 排出トレイで用紙が正しく収容できない場合有り。
低温低湿環境では排出トレイで用紙が正しく収容できない場合有り。

一般紙 リコー マイペーパー 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクル100 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士通コワーコ オフィス用紙 64g/m2 A5 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 120g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 160g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 200g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 104g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 127g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 157g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 上質紙 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス157 A4、A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス210 A4、A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 127g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しから給紙。

さらに、高温高湿環境では手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス はがき用紙A4通常 A4 ― 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス ミラーコート プラチナ 104g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット。

高温高湿で変形の発生の可能性あり。
特殊紙 富士ゼロックス ミラーコート プラチナ 157g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 ・手差しトレイに１枚ずつセットし。

・高温では紙ずまりが発生する場合があり。
・両面印刷は手動で実施。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙HG（ノーカット） A4 厚紙1 厚紙1 ※1  用紙を捌いてからセット。
一度使用した（一部のラベルを剥がしたあと）用紙を使用不可。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙V862（A4ノーカット） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1 ・低温低湿時が画質不良が発生。
・用紙を捌いてからセット。
・一度使用後の再利用は禁止

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラー ホワイト 157g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット。
高温高湿で変形の発生の可能性あり。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 209g/m2 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット。
高温高湿で変形の発生の可能性あり。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト（127/157） A4 厚紙1 ― ※1
高温高湿環境では両面印刷不可。
手差しトレイから1枚ずつセット。
厚紙は開封直後の用紙を使用。

特殊紙 富士ゼロックス 名刺用紙再生ホワイト A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 アカギ 表彰状 157g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション ジャスミン A4 厚紙2 厚紙2 ※1 A4サイズを使用。カール発生。
特殊紙 キングコーポレーション ヒヤシンス A4 厚紙2 厚紙2 ※1 A4サイズを使用。カール発生。
特殊紙 ハート 長3 特白 80 センター 枠なし＊2

（N-Color封筒 GAAA4245）
長形3号 封筒／封筒

（裏面）
― ※1 手差しトレイにセット。

封筒は印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。
N-Color 封筒を推奨。（ハート特白ではしわが発生する場合がある）
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9110C2 特殊紙 ハート 洋2 ダイヤ貼 初芝 枠入 帯掛け 洋形2号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ハート 洋3 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋長形3号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ハート 洋4 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋形4号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ハート 洋長3 ダイヤ貼 初芝 枠入
（N-Color封筒 GAAA4244）

洋長形3号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ヒサゴ マルチプリンタ帳票
（FSC森林認証紙）カラー3面6穴

A4 普通紙 普通紙 ※1 ―

特殊紙 王子製紙 OKトップコートN（128/157） A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
高温高湿環境では紙よれが発生する場合有り。
厚紙は開封直後の用紙を使用。

特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ（209） 209g/m2 A4 コート紙3 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
手動両面のみ可。
高湿環境では使用不可。
厚紙は開封直後の用紙を使用。

特殊紙 三菱化学メディア カレカマット片面印刷タイプ A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイには用紙を捌いてから5枚以下でセット。印刷後、排出トレイに張り付く場合有り。
高温高湿環境では印刷不良の可能性有り。

特殊紙 三菱化学メディア レーザーピーチWETY-145 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。。
排出トレイへの張り付きや画質不良が発生する可能性有り。
さらに、高温高湿環境では光沢ムラの可能性有り。

特殊紙 日本製紙 スターティアルペーパー A4 普通紙 普通紙 LEF ―
特殊紙 日本製紙 スターティアルペーパーW A4 厚紙1 厚紙1 LEF ―
特殊紙 日本郵便 4面連刷はがき 200×296 はがき ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 日本郵便 往復はがき 200×148 はがき ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 日本郵便 郵便はがき 100×148 はがき ― ※1 手差しトレイにセット。給紙ミス発生の場合は、用紙を上向きにカールさせる事。
特殊紙 巴川製紙 エコクリスタル A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイには5枚以下でセット。印刷後、排出トレイに張り付く場合有り。

高温高湿環境では印刷不良の可能性有り。
Color MultiWriter 9010C2 一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―

一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 100g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JW 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9010C2 一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A3 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス PPC Paper100 66g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーエコノミー 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーエコノミー 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパー再生紙100％ 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン Paper Wide Pro 68g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 画質不良発生。
一般紙 キヤノン リサイクル ペーパー70 66g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 共用／ホワイト 再生紙 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ KB用紙 低白色再生紙100 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 コクヨ PPC用紙（64） A4 普通紙 普通紙 ※1 排出トレイで用紙が正しく収容できない場合有り。

低温低湿環境では排出トレイで用紙が正しく収容できない場合有り。
一般紙 リコー マイペーパー 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクル100 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士通コワーコ オフィス用紙 64g/m2 A5 普通紙 普通紙 SEF ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 120g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 160g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 200g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 104g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 127g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 157g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス157 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OK プリンス210 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 127g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイからセット。

さらに、高温高湿環境では手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス はがき用紙A4通常 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 富士ゼロックス ミラーコート プラチナ 104g/m2 A4 コート紙1 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット。

高温高湿で変形の発生の可能性あり。
特殊紙 富士ゼロックス ミラーコート プラチナ 157g/m2 A4 コート紙2 ― ※1 ・手差しトレイに１枚ずつセット。

・高温では紙ずまりが発生する場合あり。
・両面印刷は手動で実施。

特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙HG（ノーカット） A4 厚紙1 厚紙1 ※1  用紙を捌いてからセット。
一度使用した（一部のラベルを剥がしたあと）用紙を使用不可。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9010C2 特殊紙 富士ゼロックス ラベル用紙V862（A4ノーカット） A4 ラベル紙 ラベル紙 ※1 ・低温低湿時が画質不良が発生。
・用紙を捌いてからセット。
・一度使用後の再利用は禁止

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラー ホワイト 157g/m2 A4 厚紙1 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット。
高温高湿で変形の発生の可能性あり。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト 209g/m2 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイに１枚ずつセット。
高温高湿で変形の発生の可能性あり。

特殊紙 富士ゼロックス ロストンカラーホワイト（127/157） A4 厚紙1 ― ※1
高温高湿環境では両面印刷不可。
手差しトレイから1枚ずつセット。
厚紙は開封直後の用紙を使用。

特殊紙 富士ゼロックス 名刺用紙再生ホワイト A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キヤノン 表彰状 157g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション ジャスミン A4 厚紙2 厚紙2 ※1 A4サイズを使用。カール発生。
特殊紙 キングコーポレーション ヒヤシンス A4 厚紙2 厚紙2 ※1 A4サイズを使用。カール発生。
特殊紙 ハート 長3 特白 80 センター 枠なし＊2

（N-Color封筒 GAAA4245）
長形3号 封筒／封筒

（裏面）
― ※1 手差しトレイにセット。

印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。
N-Color 封筒を推奨。（ハート特白ではしわが発生する場合がある）

特殊紙 ハート 洋2 ダイヤ貼 初芝 枠入 帯掛け 洋形2号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ハート 洋3 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋形3号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ハート 洋4 ダイヤ貼 初芝 枠入 洋形4号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ハート 洋長3 ダイヤ貼 初芝 枠入
（N-Color封筒 GAAA4244）

洋長形3号 封筒／封筒
（裏面）

― ※1 手差しトレイにセット。
印字面を下にセットし、フラップは開いてフラップを後方にセット。

特殊紙 ヒサゴ マルチプリンタ帳票
（FSC森林認証紙）カラー3面6穴

A4 普通紙 普通紙 ※1 ―

特殊紙 王子製紙 OKトップコートN（128/157） A4 コート紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
高温高湿環境では紙よれが発生する場合有り。
厚紙は開封直後の用紙を使用。

特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ（209） 209g/m2 A4 コート紙3 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。
手動両面のみ可。
高湿環境では使用不可。
厚紙は開封直後の用紙を使用。

特殊紙 三菱化学メディア カレカマット片面印刷タイプ A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイには用紙を捌いてから5枚以下でセット。印刷後、排出トレイに張り付く場合有り。
高温高湿環境では印刷不良の可能性有り。

特殊紙 三菱化学メディア レーザーピーチWETY-145 A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイから1枚ずつセット。。
排出トレイへの張り付きや画質不良が発生する可能性有り。
さらに、高温高湿環境では光沢ムラの可能性有り。

特殊紙 日本製紙 スターティアルペーパー A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 日本製紙 スターティアルペーパーW A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 日本郵便 4面連刷はがき A4 はがき ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 日本郵便 往復はがき A4 はがき ― ※1 手差しトレイにセット。
特殊紙 日本郵便 郵便はがき A4 はがき ― ※1 手差しトレイにセット
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 9010C2 特殊紙 巴川製紙 エコクリスタル A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイには5枚以下でセット。印刷後、排出トレイに張り付く場合有り。
高温高湿環境では印刷不良の可能性有り。

Color MultiWriter
5900C2/5900CP2

一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―

一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1  連続プリント時は、印刷速度が低下する場合有り。
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1  連続プリント時は、印刷速度が低下する場合有り。
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1  連続プリント時は、印刷速度が低下する場合有り。
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 B5  連続プリント時は、印刷速度が低下する場合有り。
一般紙 富士ゼロックス V-PAPER 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-PAPER 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス JDコート紙 104g/m2 A4 コート紙 ― ※1 手差しに１枚ずつセット。
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 127 127g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OSコートW157 157g/m2 A4 コート紙2 ― SEF ―
特殊紙 A-One [プリンタ兼用]65面バーコード・表示用 A4 ラベル紙 ― SEF ―
特殊紙 A-One [プリンタ兼用]ハイグレード12面宛名表示用 A4 ラベル紙 ― SEF ―
特殊紙 A-One 10面マルチカード 両面クリアエッジ A4 コート紙3 ― SEF ―
特殊紙 A-One マルチカード(名刺) クリアエッジ A4 コート紙3 ― SEF ―
特殊紙 A-One レーザープリンタ10面四辺余白付 A4 ラベル紙 ― SEF ―
特殊紙 キングコーポレーション ジャスミン中厚口 10面付 A4 コート紙3 ― SEF ―
特殊紙 キングコーポレーション ヒヤシンス中厚口 10面付 A4 コート紙3 ― SEF ―
特殊紙 キングコーポレーション 長形3号 クラフト80 長形3号 封筒 ― SEF 印刷後、排出トレイから直ぐに取り出し。
特殊紙 キングコーポレーション 長形3号 クラフト85 長形3号 封筒 ― SEF 転写（BTR)電圧調整必要*1。

印刷後の用紙が排出トレイから落下する可能性有り。
＊1 BTR電圧調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。

特殊紙 トッパンフォームズ 振込票付き部分EXフォーム A4 ― コート紙3 SEF 薄い方を送り方向に対し先頭にして給紙。印刷後、排出トレイから直ぐに取り出す。
特殊紙 トッパンフォームズ 単片POSTEX（A4ダブルピールタイプ） A4 ― 厚紙1 SEF ―
特殊紙 ヒサゴ エコノミーラベル12面 A4 ラベル紙 ― SEF ―
特殊紙 ヒサゴ エコノミーラベル24面四辺余白 A4 ラベル紙 ― SEF 高湿環境では用紙の端に汚れ発生の可能性有り。
特殊紙 ヒサゴ エコノミーラベルノーカット A4 ラベル紙 ― SEF 高湿環境では用紙の端に汚れ発生の可能性有り。
特殊紙 王子製紙 OKトップコートプラス157 A4 コート紙2 ― SEF ―
特殊紙 国際紙パルプ商事 カレカ マット片面印刷タイプ A4 コート紙3 ― SEF 画質不良発生の場合あり。

重送、給紙ミス発生の場合は、1枚ずつセット。印刷後は排出トレイから直ぐに取り出す。
特殊紙 国際紙パルプ商事 カレカ マット両面印刷タイプ A4 コート紙3 ― SEF 画質不良発生の場合あり。

重送、給紙ミス発生の場合は、1枚ずつセット。印刷後は排出トレイから直ぐに取り出す。
特殊紙 国際紙パルプ商事 カレカ 光沢(厚紙タイプ) A4 コート紙3 ― SEF 画質不良発生の場合あり。

重送、給紙ミス発生の場合は、1枚ずつセット。印刷後は排出トレイから直ぐに取り出す。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter
5900C2/5900CP2

特殊紙 山櫻 はがき No.11 100×148 はがき ― SEF ★オプションの「はがきカセット」でも確認済み。
・BTR電圧調整＊1、定着温度調整＊2が必要。
・両面印刷時はカールを補正してセット。
＊1 BTR電圧調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。
＊2 定着温度調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値。

特殊紙 山櫻 プリンス10面付 A4 コート紙3 ― SEF ―
特殊紙 山櫻 ホワイトプリンス10面付 A4 コート紙3 ― SEF ―
特殊紙 山櫻 長形3号 スミ貼りクラフト85 長形3号 封筒 ― SEF 転写（BTR)電圧調整必要*1。

印刷後の用紙が排出トレイから落下する可能性有り。
＊1 BTR電圧調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。

特殊紙 山櫻 長形3号 スミ貼りケント100 長形3号 封筒 ― SEF 印刷後の用紙が排出トレイから落下する可能性有り。
特殊紙 小林クリエイト NIPシールA4 Z折り 81g/m2 A4 ― 普通紙 SEF ―
特殊紙 小林クリエイト みつおりくん単片W A4 ― 厚紙1 SEF ―
特殊紙 日本製紙 エスプリコート A4 コート紙2 ― SEF ―
特殊紙 日本製紙 オーパーMDP120 A4 厚紙1 ― SEF 画質不良発生の場合あり。

重送、給紙ミス発生の場合は、1枚ずつセット。印刷後は排出トレイから直ぐに取り出す。
特殊紙 日本製紙 オーパーMDP150 A4 厚紙1 ― SEF 画質不良発生の場合有り。

転写（BTR)電圧調整必要*1。
＊1 BTR電圧調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。

特殊紙 日本製紙 オーロラコート A4 コート紙2 ― SEF ―
特殊紙 日本郵便 郵政はがき（4面付け） 297×200 はがき ― SEF ★オプションの「はがきカセット」でも確認済み。

・BTR電圧調整＊1、定着温度調整＊2が必要。
・両面印刷時はカールを補正してセット。
＊1 BTR電圧調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。
＊2 定着温度調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値。

特殊紙 日本郵便 郵政はがき（料額印面 スズメ） 100×148 はがき ― SEF ★オプションの「はがきカセット」でも確認済み。
・BTR電圧調整＊1、定着温度調整＊2が必要。
・両面印刷時はカールを補正してセット。
＊1 BTR電圧調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。
＊2 定着温度調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値。

特殊紙 日本郵便 郵政往復はがき 200×148 はがき ― SEF ★オプションの「はがきカセット」でも確認済み。
・BTR電圧調整＊1、定着温度調整＊2が必要。
・両面印刷時はカールを補正してセット。
＊1 BTR電圧調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。
＊2 定着温度調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値。

特殊紙 巴川製紙 エコクリスタル A4 厚紙2 ― SEF 画質不良発生の場合あり。
重送、給紙ミス発生の場合は、1枚ずつセット。印刷後は排出トレイから直ぐに取り出す。

特殊紙 平和堂 新・私製通年はがき単面タイプ 100×148 はがき ― SEF ★オプションの「はがきカセット」でも確認済み。
・BTR電圧調整＊1、定着温度調整＊2が必要。
・両面印刷時はカールを補正してセット。
＊1 BTR電圧調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値。
＊2 定着温度調整とは、ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値。

Color MultiWriter
5850C/5800C

一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―

一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter
5850C/5800C

一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―

一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR70-W 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 再生紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーエコノミー（APP） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーセレクト 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーホワイト（APP） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーホワイトJ（国産） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン GF-R070 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper 64g/m2 A5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 たのめーる High White A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー PRペーパー A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー PRホワイトW（国産） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパー100 66g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー リコーマイリサイクルペーパー100（64 g/㎡） A5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 再生PPC用紙100 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス DT名刺用紙N（190 g/㎡） A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 105 g/㎡ A4 コート紙1 コート紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 コート紙1 コート紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（クリーム） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（グリーン） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（ピンク） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（ライトブルー） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 A-One ラベルシール[プリンタ兼用]12面四辺余白付角丸 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 A-One ラベルシール[レーザープリンタ]10面四辺余白付 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション A4判名刺 ヒヤシンス 中厚口 10面付 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 印刷不良（筋）が目立つ場合有り。
特殊紙 キングコーポレーション 長3 クラフト （70g/㎡） 長形3号 封筒 封筒 ※1 基本、プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じ、SEFにセット。

フラップが短辺側にあり、のりなしの封筒ノアバイには、フラップを開いて送り方向に対し後端に
なるようにセット。

特殊紙 キングコーポレーション 長4 クラフト スミ貼 （70g/㎡） 長形4号 封筒 封筒 ※1 シワが目立つ場合有り。
基本、プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じ、SEFにセット。
フラップが短辺側にあり、のりなしの封筒ノアバイには、フラップを開いて送り方向に対し後端に
なるようにセット。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter
5850C/5800C

特殊紙 ヒサゴ エコノミーラベル12面 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―

特殊紙 ヒサゴ エコノミーラベル24面 四辺余白 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 ヒサゴ マルチプリンター帳票 A4カラー 3面 6穴 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 王子製紙 OKトップコートプラス157 A4 厚紙2 ― ※1 重送した場合、手差しトレイから1枚送り

定着温度調整が必要＊1
＊1: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値

特殊紙 王子製紙 ミラーコート プラチナ 157g/m2 A4 コート紙2 コート紙2 ※1 ―
特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 209g/m2 A4 コート紙3 コート紙3 ※1 ―
特殊紙 佐川印刷 佐川配送伝票（e飛伝用 A5圧着送り状） A5 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 桜井（日本製紙） オーパーMDP150 A4 コート紙2 ― ※1 重送する時は手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 山櫻 はがきNo.11 ケント薄口 100×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
特殊紙 山櫻 長3 スミ貼 クラフト CoC 70 〒枠入り 長形3号 封筒 封筒 ※1 シワが目立つ場合有り。

基本、プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じ、SEFにセット。
フラップが短辺側にあり、のりなしの封筒ノアバイには、フラップを開いて送り方向に対し後端に
なるようにセット。

特殊紙 山櫻 名刺 10面付 ホワイトプリンス A4 厚紙2 厚紙2 ※1 印刷不良（筋）が目立つ場合有り。
特殊紙 山櫻 洋2 ダイヤ貼 Pケント 120 〒枠入り 洋形2号 封筒 封筒 ※1 転写調整が必要*1

手動両面印刷時に画質不良の発生の可能性有。
 封筒はフラップを閉じ、印字面を上にセットし、①図のようにセットのこと。のりなしの封筒は、
印字面を上にセットし、②図のようにセットのこと。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチWEFY-120 A4 厚紙2 ― ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチWETY-145 A4 厚紙2 ― ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチラベルSEFY-85(強粘着再剥離糊) A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチラベルSETY-60(強粘着糊) A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
排紙乱れ・順番狂いした場合、1枚毎に取り除く
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値

特殊紙 日本郵便 郵政はがき（190g/㎡未満のもの) 100×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
特殊紙 日本郵便 郵政往復はがき（190g/㎡未満のもの) 200×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
特殊紙 巴川製紙 エコクリスタル 光沢タイプ A4 厚紙2 ― ※1 手差しトレイにセット。

転写調整が必要＊1
手動両面印刷時に色味不良、リブ筋が出る場合有り。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter
5850C/5800C

特殊紙 巴川製紙 エコクリスタルラベル 強粘着・透明 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 巴川製紙 エコクリスタルラベル 中粘着・白 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 平和堂 平和堂はがき No.1（ケント） 100×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
Color MultiWriter 600F 一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―

一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 100g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 100g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Color Copy 100g/m2 SRA3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR70-W 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor081  81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor104 104g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor104 104g/m2 SRA3 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor104 104g/m2 レター 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P厚口 78g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P厚口 78g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P厚口 78g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P厚口 78g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SG 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SP 60g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス SP 60g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper 64g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper 64g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス カラーペーパー  64g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス カラーペーパー  64g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス カラーペーパー  64g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス カラーペーパー  64g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 APP Paper Wide Pro 68g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 APP エクセルプロリサイクル 70g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 APP エクセルプロリサイクル 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 APP エクセルプロリサイクル 70g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 APP エクセルプロリサイクル 70g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 600F 一般紙 アスクル エコノミーカラーペーパー 70g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル エコノミーカラーペーパー 70g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル エコノミーカラーペーパー 70g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル エコノミーカラーペーパー 70g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーエコノミー 64g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーエコノミー 64g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーエコノミー 64g/m2 A5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーエコノミー 64g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーエコノミー 64g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトスムース 70g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトスムース 70g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトスムース 70g/m2 A5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトスムース 70g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトスムース 70g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトホワイトスムース 70g/m2A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトホワイトスムース 70g/m2A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー スーパーセレクトホワイトスムース 70g/m2B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー マイナス6% 60g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル マルチペーパー マイナス6% 60g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパーR100白色度80% 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパーR100白色度80% 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパーR100白色度80% 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 アスクル リサイクルコピーペーパーR100白色度80% 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 トッパン・フォームズ リサイクルカット判G70  64g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 トッパン・フォームズ リサイクルカット判G70  64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 トッパン・フォームズ リサイクルカット判G70  64g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 トッパン・フォームズ リサイクルカット判G70  64g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 リコー PRホワイト 66g/m2 A3 普通紙

薄め
普通紙
薄め

※1 ―

一般紙 リコー PRホワイト 66g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 リコー PRホワイト 66g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 リコー PRホワイト 66g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 リコー オフィスペーパーNTタイプW 66g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 リコー オフィスペーパーNTタイプW 66g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 リコー オフィスペーパーNTタイプW 66g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 リコー オフィスペーパーNTタイプW 66g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパー100 69g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパー100 69g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパー100 69g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパー100 69g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 ホワイトライラック 64g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 王子製紙 ホワイトライラック 64g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 王子製紙 ホワイトライラック 64g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 王子製紙 ホワイトライラック 64g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 丸住製紙 やしまR 64g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 丸住製紙 やしまR 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 600F 一般紙 丸住製紙 やしまR 64g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 丸住製紙 やしまR 64g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大王製紙 リサイクルペーパー100 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大王製紙 リサイクルペーパー100 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大王製紙 リサイクルペーパー100 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大王製紙 リサイクルペーパー100 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプDⅡ 64g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプDⅡ 64g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプDⅡ 64g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプDⅡ 64g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプR70 66g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプR70 66g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプR70 66g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプR70 66g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプRN 69g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプRN 69g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプRN 69g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 大塚商会 TANOSEE αエコペーパー タイプRN 69g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 日本紙パルプ商事 サンエース 64g/m2 A3 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 日本紙パルプ商事 サンエース 64g/m2 A4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 日本紙パルプ商事 サンエース 64g/m2 B4 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 日本紙パルプ商事 サンエース 64g/m2 B5 普通紙 薄め 普通紙 薄め ※1 ―
一般紙 日本製紙 PPC用紙 Ｎ70 67g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 PPC用紙 Ｎ70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 PPC用紙 Ｎ70 67g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 日本製紙 PPC用紙 Ｎ70 67g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 北越紀州製紙 再生PPC80 66g/m2 A3 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 北越紀州製紙 再生PPC80 66g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 北越紀州製紙 再生PPC80 66g/m2 B4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 北越紀州製紙 再生PPC80 66g/m2 B5 再生紙 再生紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス 4連郵便年賀はがき(再生紙) 200×296 はがき はがき ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor封筒 角形2号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。

封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 富士ゼロックス Ncolor封筒 長形3号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 富士ゼロックス Ncolor封筒 洋長形3号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 富士ゼロックス カラーレーザー用紙8面はがき 297×420 はがき はがき ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス ハガキ用紙（往復用） 200×148 はがき - ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス 名刺・カード用紙 (200gsm) (2) A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 ヒサゴ 個人情報保護はがき 297×148 はがき - ※1 ―
特殊紙 ポステックス 圧着ハガキ用紙Z折り 294×148 はがき - ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 600F 特殊紙 山櫻 クラフト封筒 角形20号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 クラフト封筒 角形2号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 クラフト封筒 角形6号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 クラフト封筒 長形3号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 クラフト封筒 長形4号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 クラフト封筒 洋長形3号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 白・ケント封筒 角形20号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 白・ケント封筒 角形2号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 白・ケント封筒 角形6号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 白・ケント封筒 長形3号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 白・ケント封筒 長形4号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 白・ケント封筒 洋形2号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 山櫻 白・ケント封筒 洋長形3号 封筒 - SEF 手差しトレイにセット。
封筒は印字面を下にセットし、フラップを閉じて送り方向に対し前端または横にセット。のりなし
封筒はフラップを開き送り方向に対し後端にセット。

特殊紙 日本郵政 郵便ハガキ 100×148 はがき - ※1 ―
特殊紙 日本郵政 郵便ハガキ4連 200×296 はがき - ※1 ―
特殊紙 日本郵政 郵便往復ハガキ 200×148 はがき - ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 120g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 120g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 120g/m2 SRA3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 160g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 600F 特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 160g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 160g/m2 SRA3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 200g/m2 A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 200g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 200g/m2 SRA3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 250g/m2 A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 250g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Color Copy 250g/m2 SRA3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor157 157g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor209 209g/m2 A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor209 209g/m2 SRA3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 209g/m2 A3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス OKプリンス上質 209g/m2 SRA3 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 アスクル mondi IQ selection smooth最厚口 160g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 アスクル mondi IQ selection smooth最厚口 160g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 カウネット カラーコピー機用ペーパー128g 128g/m2 A3 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 カウネット カラーコピー機用ペーパー128g 128g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 カウネット カラーコピー機用ペーパー128g 128g/m2 B4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 キヤノン GF-C104 104g/m2 A3 上質紙 上質紙 ※1 ―
特殊紙 キヤノン GF-C104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
特殊紙 キヤノン GF-C104 104g/m2 B4 上質紙 上質紙 ※1 ―
特殊紙 キヤノン GF-C104 104g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
特殊紙 王子製紙 OK特アートポスト+ 209g/m2 A3 コート紙2 コート紙2 ※1 ―
特殊紙 王子製紙 OK特アートポスト+ 209g/m2 A4 コート紙2 コート紙2 ※1 ―
特殊紙 王子製紙 OK特アートポスト+ 209g/m2 B4 コート紙2 コート紙2 ※1 ―
特殊紙 大王製紙 ユトリログロスマット 157g/m2 A3 コート紙1 コート紙1 ※1 ―
特殊紙 大王製紙 ユトリログロスマット 157g/m2 A4 コート紙1 コート紙1 ※1 ―

Color MultiWriter 400F 一般紙 富士ゼロックス C2 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス C2r 70g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス FR紙 64g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス G70 67g/m2 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR100 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス GR70-W 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス J 82g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス JD 98g/m2 B5 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 081 81g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス Ncolor 104 104g/m2 A4 上質紙 上質紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス P 64g/m2 B5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス V-Paper A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 富士ゼロックス W-Paper A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 400F 一般紙 アスクル スーパーエコノミー（APP） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーセレクト 70g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーホワイト（APP） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 アスクル スーパーホワイトJ（国産） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン GF-R070 67g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 キヤノン PB Paper 64g/m2 A5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 たのめーる High White A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー PRペーパー A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー PRホワイトW（国産） A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー マイリサイクルペーパー100 66g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 リコー リコーマイリサイクルペーパー100（64 g/㎡） A5 普通紙 普通紙 ※1 ―
一般紙 王子製紙 再生PPC用紙100 A4 再生紙 再生紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス DT名刺用紙N（190 g/㎡） A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 105 g/㎡ A4 コート紙1 コート紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Jコート紙 95 g/㎡ A4 コート紙1 コート紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 157 157g/m2 A4 厚紙1 厚紙1 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス Ncolor 209 209g/m2 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（クリーム） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（グリーン） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（ピンク） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 富士ゼロックス カラーペーパー（ライトブルー） 64g/m2 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 A-One ラベルシール[プリンタ兼用]12面四辺余白付角丸 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 A-One ラベルシール[レーザープリンタ]10面四辺余白付 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 キングコーポレーション A4判名刺 ヒヤシンス 中厚口 10面付 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 印刷不良（筋）が目立つ場合有り。
特殊紙 キングコーポレーション 長3 クラフト （70g/㎡） 長形3号 封筒 封筒 ※1 基本、プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じ、SEFにセット。

フラップが短辺側にあり、のりなしの封筒ノアバイには、フラップを開いて送り方向に対し後端に
なるようにセット。

特殊紙 キングコーポレーション 長4 クラフト スミ貼 （70g/㎡） 長形4号 封筒 封筒 ※1 シワが目立つ場合有り。
基本、プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じ、SEFにセット。
フラップが短辺側にあり、のりなしの封筒ノアバイには、フラップを開いて送り方向に対し後端に
なるようにセット。

特殊紙 ヒサゴ エコノミーラベル12面 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 ヒサゴ エコノミーラベル24面 四辺余白 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 ヒサゴ マルチプリンター帳票 A4カラー 3面 6穴 A4 普通紙 普通紙 ※1 ―
特殊紙 王子製紙 OKトップコートプラス157 A4 厚紙2 ― ※1 重送した場合、手差しトレイから1枚送り

定着温度調整が必要＊1
＊1: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値

特殊紙 王子製紙 ミラーコート プラチナ 157g/m2 A4 コート紙2 コート紙2 ※1 ―
特殊紙 王子製紙 ミラーコートプラチナ 209g/m2 A4 コート紙3 コート紙3 ※1 ―
特殊紙 佐川印刷 佐川配送伝票（e飛伝用 A5圧着送り状） A5 厚紙2 厚紙2 ※1 ―
特殊紙 桜井（日本製紙） オーパーMDP150 A4 コート紙2 ― ※1 重送する時は手差しトレイから1枚ずつセット。
特殊紙 山櫻 はがきNo.11 ケント薄口 100×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
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機種 新用紙区分 用紙メーカ/提供元 用紙名
用紙
サイズ
(mm)

用紙種類
の設定

（手差し）

用紙種類
の設定

（トレイ）

用紙送り方向
（※１ ユーザマニュア
ルでご確認ください。機
構上の制限を除き、用紙
方向の指定はありませ

ん。）

■本情報に関する注意点について

・マルチライタでNEC製消耗品（トナー、ドラム等）を用いて、特定の環境や条件で検証を
行った結果です。
・検証は本体に標準搭載のトレイ、および手差しトレイに対しての結果です。
・本情報はすべての環境において、正常な走行や印刷を保証するものではありません。
・用紙情報（メーカ名、商品名等）は商品発売時の情報です。
・本検証結果に対する再検証はいたしかねます。

Color MultiWriter 400F 特殊紙 山櫻 長3 スミ貼 クラフト CoC 70 〒枠入り 長形3号 封筒 封筒 ※1 シワが目立つ場合有り。
基本、プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じ、SEFにセット。
フラップが短辺側にあり、のりなしの封筒ノアバイには、フラップを開いて送り方向に対し後端に
なるようにセット。

特殊紙 山櫻 名刺 10面付 ホワイトプリンス A4 厚紙2 厚紙2 ※1 印刷不良（筋）が目立つ場合有り。
特殊紙 山櫻 洋2 ダイヤ貼 Pケント 120 〒枠入り 洋形2号 封筒 封筒 ※1 転写調整が必要。＊1

手動両面印刷時に画質不良発生の場合有り。
基本、プリントする面を上にして封筒のフラップを閉じ、SEFにセット。
フラップが短辺側にあり、のりなしの封筒ノアバイには、フラップを開いて送り方向に対し後端に
なるようにセット。
＊1 2次転写電圧オフセット調整 ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチWEFY-120 A4 厚紙2 ― ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチWETY-145 A4 厚紙2 ― ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチラベルSEFY-85(強粘着再剥離糊) A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 日清紡ポスタルケミカル レーザーピーチラベルSETY-60(強粘着糊) A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
排紙乱れ・順番狂いした場合、1枚毎に取り除く
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値

特殊紙 日本郵便 郵政はがき（190g/㎡未満のもの) 100×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
特殊紙 日本郵便 郵政往復はがき（190g/㎡未満のもの) 200×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
特殊紙 巴川製紙 エコクリスタル 光沢タイプ A4 厚紙2 ― ※1 転写調整が必要＊1

手動両面印刷時に色味不良、リブ筋が出る場合有り。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値

特殊紙 巴川製紙 エコクリスタルラベル 強粘着・透明 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 巴川製紙 エコクリスタルラベル 中粘着・白 A4 厚紙2 厚紙2 ※1 転写調整が必要＊1
定着温度調整が必要＊2
重送した場合、手差しトレイから1枚ずつセット。
＊1: 2次転写電圧オフセット調整…ユーザにてパネルから設定可能な2次転写電圧値
＊2: 定着器調整…ユーザにてパネルから設定可能な定着温度調整値）

特殊紙 平和堂 平和堂はがき No.1（ケント） 100×148 はがき はがき ※1 手動両面印刷時は、プリンタドライバの封筒/はがき用紙セットナビで設定。
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