
多彩な機能をオールインワンで凝縮し
オフィスの生産性を高めるハイクオリティーな複合機
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ネットワーク対応・フルカラーデジタル複合機

※このカタログの記載内容は2017年5月現在のものです。 KAC385-7057052002VT

■bizhub C3851　主な仕様
基本仕様／コピー仕様

フルカラー
（読み取り）600×600dpi　（書き込み）600×600dpi
２５６階調
（メモリー容量）２GB（2,048MB）　（HDD容量）250GB
A4
A4～B6、Legal、Letter、郵便はがき、封筒※１、不定形※2（幅：92～215.9mm、
長さ：148～355.6mm）
A4、B5、Legal、Letter
20秒以内
（カラー）7.1秒以下　（モノクロ）6.2秒以下
（A4タテ）38枚/分　（B5タテ）20枚/分
（等倍）1:1±0.5%
（拡大縮小）0.500/0.612/0.707/0.816/0.866/1.154/1.224/1.414/
1.632/2.000
25％～400％（0.1％単位で設定可能）
（標準）550枚×1段＋マルチ手差し100枚　（オプション）500枚×2段
最大給紙容量1,650枚
1～9,999枚
AC100V・15A（50/60Hz）
1.45kW以下
107kWh/年　区分：複合機a
555×584×603mm （本体＋ADF）
約49.2kg （本体＋ADF、消耗品含む）

■外形寸法　単位:mm

スキャナー機能（標準装備）
形式
原稿送り装置の種類
原稿送り装置の積載枚数
原稿読み取り速度※1

読み取り解像度
対応プロトコル
対応OS※2
インターフェース

カラースキャナー
自動両面原稿送り装置
50枚（８０g/㎡）
（片面）35ページ/分　（両面）17ページ/分
200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV）（IPv4/IPv6）
Windows 7※3/8.1※3/10※3
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、
IEEE802.11a/b/g/n/ac※4

カラー対応
解像度
階調数
メモリー
最大原稿サイズ
複写サイズ

ウォームアップタイム※3

ファーストコピータイム※4

連続複写速度
複写倍率

給紙方式・給紙量（80g/㎡）

連続複写枚数
電源
最大消費電力
エネルギー消費効率※5

大きさ（幅×奥行×高さ）
質量

固定

ズーム

片面

両面

  

  

プリンター機能（標準装備）
連続プリント速度
解像度
ページ記述言語
対応プロトコル
対応OS※1

インターフェース

PCL／XPS

PS

本体仕様に準ずる　※1200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。
600×600dpi、1200×1200dpi（1200dpiモード時）
PCL6、PostScript3互換、XPS
TCP/IP、SMB（NetBEUI）、LPD、IPP、SNMP
Windows 7※2/8.1※2/10※2
Windows Server 2008※2/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Windows 7※2/8.1※2/10※2
Windows Server 2008※2/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Mac OS X (10.8/10.9/10.10/10.11）、macOS Sierra（10.12）
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、
USB2.0（High-Speed）、IEEE802.11a/b/g/n/ac※3

※1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
※2 手差しトレイのみ
※3 23℃、定格電圧時
※4 A4タテ、等倍、標準給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り時
※5 省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

※1 最新の対応OSについてはコニカミノルタホームページをご覧ください。
※2 32ビット（x86）/ 64ビット（x64）環境に対応。
※3 オプション

※1 A4タテ。コピー：600dpi/スキャン：300dpi時。カラー/モノクロとも。
※2 TWAINドライバーの対応OS。最新の対応OSについてはコニカミノルタホームページをご覧ください。
※3 32ビット（x86）/ 64ビット（x64）環境に対応。
※4 オプション

ファクス機能（標準装備）
伝送規格
適用回線
通信解像度

最大送信原稿サイズ
短縮ダイヤル
プログラムダイヤル
グループ登録
順次同報通信

スーパーG3
一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線
超高精細：600×600dpi、高精細：16dpm×15.4lpm、400×400dpi、
精細：8dpm×7.7lpm、200×200dpi、普通：8dpm×3.85lpm
A4、Legal（長尺原稿 215.9×１,000mm : 自動原稿送り装置使用時）
2000件
400件
100件
最大600件

インターネットファクス/IPアドレスファクス機能（標準装備）
通信プロトコル

解像度
データフォーマット

同報（順次同報）

I-FAX
IPアドレスFAX

I-FAX
IPアドレスFAX

送信：SMTP、受信：POP3、TCP/IP　Simple/Fullモード対応
TCP/IP、SMTP
200×100dpi※1、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
（モノクロ）TIFF-F　（カラー）TIFF（RFC3949 Profile-C準拠）
（モノクロ）TIFF-F、TIFF-S　（カラー）TIFF、PDF
最大605宛先（相手がI-FAXまたはIPアドレスのみの場合：最大505宛先）

※1 インターネットFAX、モノクロのみ

本社／販売本部    〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 TEL. 075（672）8136
http://www.muratec.jp/ce/

●アフターサービスに関するご相談は

0120-610-917

0120-176-109 ※ 電話番号をお間違えないようにご確認の上おかけください。

受付時間  平日　9:00～18:00／土  9:00～17:00（日・祝日は休ませていただきます。）

●消耗品のご注文・ご相談は

＜販売元・アフターサービス＞

■本体標準価格（標準搬入設置料）<税別>
　bizhub C3851 ： 698,000円 （30,000円）
※ 搬入設置料はムラテック販売株式会社が設置した場合の実費例です。特殊作業（クレーン車使用等）の場合は
　 別途料金が必要です。

＜供給元＞

ご注意
※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピー
　することは法律で禁止されています。
※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内
　その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。

8.0 円
7.0 円
6.0 円

最低料金

               モード

月間出力枚数
      40 円

35 円
30 円

35 円
30 円
25 円

25 円
20 円
20 円

カウント料金

3,000 円
フルカラー
コピー

モノカラー
２色カラー

フルカラー
プリント

1～1,000
1,001～3,000
3,001～　

モノクロ

  ■保守サ－ビス
bizhub C3851をご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム
契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

■チャージシステム
機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の
時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

■スポットシステム
機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお
客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。
イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただきます。詳細につきまし
ては、販売担当者にお問い合わせください。

チャージシステム料金
フルカラーコピー／フルカラープリント／モノカラー・2色カラー／モノクロモードの各月間カウ
ント料金の合計をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下回る場合は、最低料
金をご請求させていただきます。

※ 上記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。
※ モノカラー・2色カラーモードにはモノカラーコピーおよび2色カラーコピー/プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー/プリントがカウント
されます。
※ ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。
（但し、通過逓減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。）
※ チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に
自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態により保守サービスの提供が困難とコニカミノルタジャパン株式会社、ムラテック販売株式
会社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外となります。また、その場合システム料金を改定させていただくことがございます。
また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただき次回の契約更新が最終の更新となります。
詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。
※ 推奨紙は、コニカミノルタCFペーパー（カラー画像）、コニカミノルタJペーパー（モノクロ画像）となります。　
※ 記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

※コニカミノルタ、KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub、bizhubロゴ、PageScope、PageScopeロゴ、i-Optionは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。WindowsおよびWindows Vista、Windows Serverは、米国Microsoft Corporation.の
米国およびその他の国における登録商標です。PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Mac OS X、iPad、iPhoneは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社の
ライセンスに基づき使用されています。iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。Androidは、Google Inc.の商標です。Bluetoothは米国Bluetooth-SIG, INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。W-NET FAX Direct SMTP
及びFASEC 1は一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会の登録商標です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。
SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。FCFはFeliCa共通利用フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色
調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はハメコミ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub C3851をご購入の際は保
守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、
HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。（長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします）

ムラテック販売 インフォメーションセンター

消耗品受付ダイヤル



カラー・モノクロともに毎分38枚（A4タテ）の高速印刷を実現しま
した。大量の書類もスピーディーに印刷できます。

■■生産性を高める
　　最大1,650枚の大量給紙
標準搭載の550枚大容量給紙ユニットと
マルチ手差し100枚にオプションの500枚
給紙ユニットを2段追加することで、最大
1,650枚※の給紙が可能です。デスクトップ
ユースはもちろん、床置きに適した専用デ
スクもオプションでお選びいただけます。

■■細部まで美しい1,200dpi高解像度プリント 
小さな文字や細い線の再現性に優れた1,200dpiのプリントモード
を搭載。プリント時に生じる線の太りも調整可能。繊細なディテール
まで美しく再現します。
※ 印刷速度が低下します。

■■PageScope Mobileと便利に連携
PageScope Mobile for iPhone/iPad、Android
は、コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。
無線LANを通じて、PageScope Mobileをインス
トールしたモバイル端末から、ドライバーを介さずに
本機に印刷することができます。両面設定や2in1、セキュリティー
印刷など、bizhubの機能を広く活用できます。

本体操作パネル横にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し
込むと操作画面がポップアップし、少ないステップで、USBメモリー
内のデータをダイレクトにプリント
することや、本機のボックスに保存す
ることができます。
※ USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。
※ 対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、
    コンパクトXPS、OOXML （docx、xlsx、pptx）
※ 印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合があります。

※ 80g/m2

※1 オプションのICカード認証装置AU-201SとワーキングテーブルWT-P02または取付キットMK-P02に加えて、
      デバイス接続I/FキットEK-P05またはEK-P06が必要です。非接触ICカードは「FeliCa（IDm）」「SSFC」「FCF」
     「FCF（キャンパス）」「MIFARE（UID）」に対応。
※2 オプションの生体認証装置AU-102、ワーキングテーブルWT-P02とデバイス接続I/FキットEK-P05または
      EK-P06が必要です。

※1 オプションのアップグレードキットUK-216、デバイス接続I/FキットEK-P05またはEK-P06が必要です。
※2 PageScope Mobile for iPhone/iPad、Android対応

エコマーク商品
省エネ・3R設計
エコマーク認定番号
14 155 001

●宛先2度入力　●相手先番号確認表示　●ダイヤルトーン検出機能
●メモリー受信＆PC転送　●通信結果レポートと操作パネルでの結果確認

※ AP（親機）モードではデバイス4台まで同時接続できます。

社内LAN

●QRコード表示画面 ●無線LAN・APモード

Copy & Network Printer

Network Scanner

Security

Wireless Solution Eco-Friendly

Fax & Internet Fax

■■用途に応じた保存・送信でスキャンジョブを効率化
スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変
換し、本体ボックスやUSBメモリーに直接保存できます。また、
E-mail、SMB、FTP、WebDAVなどを介して、ネットワーク上のPC
やサーバーへ送信・保存することなどが可能です。

■■不正利用を回避する多彩なユーザー認証機能
本体パネルに認証システムを搭載。各ユーザーにコピー、スキャン、
ファクス、プリント、外部メモリー使用、ボックスなどの機能ごとに、
管理者によるユーザー/部門単位での利用制限が設定できます。
FeliCaなどの非接触ICカードによるユーザー認証※１、指の静脈を
利用するバイオメトリクス認証※2にも対応しています。

ファクスの誤送信や不正による情報流出を回避す
るため、情報通信ネットワーク産業協会のファクス
セキュリティー・FASEC1に適合。多彩なセキュリ
ティー機能を搭載しています。

本体だけでローカルな無線LAN環境を構築する、AP（親機）モード※1
に対応。社内LANを経由しないため、外部から持ち込んだモバイル
端末とでも、よりセキュアな連携ができます。さらに、
PageScope Mobile※2を利用すれば、本体パネル上に表示した
QRコードを読み取るだけで、モバイル端末と本体との無線設定が
完了します。

TEC値は2.1kWhを達成し、国際エネルギースタープログラム 
Ver.2.0が定めるTEC値を大幅にクリアした省電力設計。従来機と
比較してもTEC値を約8％と大きく低減しました。これにより、CO2 
排出量も大幅に削減しています。

ITU-T V.34準拠スーパーG3モード（33.6Kbps）
を採用し、約3秒台※の高速電送を実現。また
ITU-T T.37準拠インターネットFAXも標準搭載し
ました。さらにイントラネット内の相手先IPアドレスを指定して直接
送信できるDirect SMTPにも対応しています。

■■USBメモリーからダイレクト出力が可能    

■■Super G3 FAX & インターネットFAX
受信したファクスをあらかじめ設定し
ておいたファクスやメールアドレス、
共有フォルダー宛先に転送する「転
送ファクス」や、受信文書を印刷せず
本機のメモリー内に保存する「強制メ
モリー受信」など、様々なファクスの
受信方法に対応しています。

■■様々なファクス受信方法に対応

■■無線環境を手軽に構築できる無線LAN・APモード　 ■■TEC値の基準を大幅クリアしCO2排出量を削減

スリープ中はCPUの電源をオフにするなど、節電のロジックを改良
し、スリープ中の消費電力を0.5Wに低減しました。環境負荷の低減
に貢献し、さらにTCO削減にも効果を発揮します。

地球環境問題への対応とし
て、世界各国の環境基準に
適合。幅広い視野で環境負
荷の低減に貢献しています。

■■スリープ中の消費電力はわずか0.5W

■■幅広い対応で世界各国の環境基準に適合

User-friendly

使いやすさにこだわった
先進の操作性で、
多彩な機能をスマートに表現

■■毎分38枚の高速プリント

■■FASEC1適合ファクスセキュリティー

主なオプション品

 50,000円
50,000円
30,000円
25,000円
35,000円
59,800円

2,000円
2,000円
2,500円
2,500円
2,500円
2,500円

品       名

※1 最大2段まで装着できます。　※2 i-Option LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー/USB端子拡張用オプション。　
※3 i-Option LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー/USB端子拡張/Bluetooth LE対応用オプション。
※4 置き台としてWT-P02が、また接続にEK-P05またはEK-P06が必要です。 　※5 置き台としてWT-P02またはMK-P02が、また接続にEK-P05またはEK-P06が必要です。　
※6 FS-P03用 1,000針×5個　※7 IEEE802.11ac対応無線ネットワーク接続用オプション。接続にEK-P05またはEK-P06が必要です。　※ 後付の場合は、別途出動費用を申し受けます。

59,800円
7,900円
10,000円
5,800円
6,300円
32,000円

 2,500円
2,500円

2,000円

2,500円

ICカード認証装置※5   AU-201S
ICカード認証専用取付キット  MK-P02
ワーキングテーブル  WT-P02
キーパッド  KP-101
ステープル針※6  SK-501
アップグレードキット※7  UK-216

ICカード認証装置※5   AU-201S
ICカード認証専用取付キット  MK-P02
ワーキングテーブル  WT-P02
キーパッド  KP-101
ステープル針※6  SK-501
アップグレードキット※7  UK-216

標準価格（税別） 取付費（税別） 品       名 標準価格（税別） 取付費（税別）

文書フォーマット変換

JPG PDF

TIFF

PPTX DOCX※1 XLSX※1

XPS

コンパクト
PDF

W X

ボックス E-mail SMB

FTP/
WebDAV USB モバイル

本体HDD クライアントPC クライアントPC

サーバー

スキャン

USB
メモリー

スマートフォン
タブレット

●強制メモリー受信ボックス

給紙ユニット※1  PF-P13
専用デスク  DK-P03
オフラインステープラー  FS-P03
デバイス接続I/Fキット※2  EK-P05
デバイス接続I/Fキット※3  EK-P06
生体認証装置※4  AU-102

給紙ユニット※1  PF-P13
専用デスク  DK-P03
オフラインステープラー  FS-P03
デバイス接続I/Fキット※2  EK-P05
デバイス接続I/Fキット※3  EK-P06
生体認証装置※4  AU-102

※1 オプション

●その他のオプション品についてはコニカミノルタホームページをご覧ください。
※ A4判700文字程度の標準原稿を、普通画質（8dpm×3.85lpm）・スーパーG3モード・JBIG符号により送信した場合
    の時間です。


