
　　　　支出負担行為担当官

　　　　防衛省統合幕僚監部総務部総務課

　　　　会 計 室 長   　五百蔵　裕昭

　 次のとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。

1　入札方式 一般競争入札（電子調達システム（ＧＥＰＳ））対象案件）

（ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は

別紙を参照のこと。）

2　入札日時　　　　 11:00

3　入札場所　　　　防衛省統合幕僚監部総務課会計室

防衛省統合幕僚監部統幕記者対応室（A棟15階東側）（紙による入札がある場合のみ）

4　入札参加 （1）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。

  資格 　 なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

　 同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当すること。

（2）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

 (3) 令和4年度から令和6年度全省庁統一資格「役務の提供等」のＣ等級以上に

　 格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。

 (4) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。

 (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある

　 者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負につい

　 て防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

 (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。

　 ただし、真にやむを得ない事由を（該当する省指名停止権者）が認めた場合
　 には、この限りではない。

5　入札方法　　　　　　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積った契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載する。

6　保証金　　　　　 (1) 入札保証金：免　除

 (2) 契約保証金：免　除
 

7　入札の無効　　　４の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。

8　契約書 作成する。

 の作成

支担官第229号
令和5年1月27日

公　　　告

令和5年3月7日(火)



9　契約条項 役務請負契約条項（基本契約条項）

談合等の不正行為に関する特約条項

暴力団排除に関する特約条項

 (1) 件　　名

　する事項 （2）要求番号 22K5E0007

（3）履行場所

（4）数　　量 １式

（5）履行期限

11　電子入札 (1)電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)により電子入札を実施する。

　ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる

　場合がある。

(2)電子入札の期限は、令和5年3月6日1700までとする。

(3)電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札

　を承諾する。この場合、令和5年3月3日1200までに、電話で一報後、「紙入札方式

　参加承認願」を電子メールで提出する。

(4)電子入札前に電子調達システムを活用して、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）

　の写しを添付する。

12　その他      任意にて参考見積書（内訳含む。）を令和5年2月21日までに電子メール
　　で送付する。

　問い合わせ先

　 メールアドレス：j1katano@ext.js.mod.go.jp

令和9年3月10日

   〒162-8805　東京都新宿区市谷本村町5-1（庁舎Ａ棟15階）
　 防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室　片野　
   電話番号：03-3268-3111（内線30155）

10　入札に付 電子複写機の借上

統合幕僚監部
統合幕僚学校
自衛隊サイバー防衛隊



別 紙 
郵送による入札について 

１ 郵送による入札方法 
  一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日（当該日が

「行政機関の休日に関する法律（昭和六十三年第九十一号）第一条第一項各号に掲げる日（以
下「行政機関の休日」という）の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着の
こと。 
また、あて先は「防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約」とすること。 

 
２ 郵送する書類等 
（１） 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果通知書（写） 
（２） 入札書（様式は付紙のとおり。） 
 
３ 封筒について 
  前項（２）を入れる封筒（以下「内封筒」という。）については、長３（縦２３５ｍｍ×横１
２３０ｍｍ）程度とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封筒すること。 
 封筒したうち封筒を前項（１）とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上
送付すること。 
 
４ 入札の回数 
  初度入札のみ有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。 
 
５ 入札の無効 
  郵便入札の執行については、公告７項に規定されているもののほか、期日までに到着しなっ

た場合は、無効とする。 
 
６ その他 
（１） 郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する、 
（２） 郵送先は次のとおりとする。 

〒１６２－８８０５ 
東京都新宿区市谷本村町５－１ 
防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛 

〇参考〇 

あくまでも例なので、縦横等は任意 

貴社名も明記してください。 

  内封筒（表）長３程度     内封筒（裏）             外封筒 

 （内封筒が入るサイズ） 

 

 

 

 

 

 

 又は            又は 

 

公告第〇号 
件名「△△」 

 
「入札書在中」 

公告第〇号 
件名「△△」 

 
「入札書在中」 

 

 

〒１６２－８８０５ 
 
 
東京都新宿区市谷本村町５－１ 

防衛省統合幕僚監部総務部総務

課会計室契約担当者 宛 

 
 

「入札書在中」 



支出負担行為担当官

防衛省統合幕僚監部総務部総務課

会 計 室 長　五百蔵　裕昭 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

調達要求番号： 22K5E0007
担当者連
絡 先

統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。

規         格 単位 数量 単価 金    額 備  考

仕様書のとおり 式 1

合　　　　　　　　計

（注）単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。

入 札 書 ・  見 積 書
　　　令和　　年　　月　　日

　金額￥
履　行　期　限 令和9年3月10日

履　行　場　所
統合幕僚監部
統合幕僚学校

自衛隊サイバー防衛隊

件           名

電子複写機の借上



支出負担行為担当官

防衛省統合幕僚監部総務部総務課

会 計 室 長　五百蔵　裕昭 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

調達要求番号： 22K5E0007
担当者連
絡 先

統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。

規         格 単位 数量 単価 金    額 備  考

仕様書のとおり 式 1

合　　　　　　　　計

（注）単価及び金額欄には、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を記入する。

入 札 書 ・  見 積 書
令和　　年　　月　　日

　金額￥
履　行　期　限 令和9年3月10日

履　行　場　所
統合幕僚監部
統合幕僚学校

自衛隊サイバー防衛隊

件           名

電子複写機の借上

年月日を記入

住所・会社名・代表者名・

連絡者を記入（ゴム印等可）

各欄に入札金額（税

抜）を記入
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調達要求番号：２２Ｋ５Ｅ０００７ 

 

1. 総則 

1.1 適用範囲 この仕様書は，統合幕僚監部の要求に係る電子複写機の賃貸借及び保守に関する役務につ

いて規定する。 

1.2 関連文書  この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の

一部をなすものであり，入札又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 法令等  

1) 秘密保全に関する訓令 （平成１９年防衛省訓令第３６号） 

2) ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に

ついて（通知）（装管調第８０７号。令和３年１月２１日） 

3) ＩＴ利用装備品等及びＩＴ利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応に

関する事務処理要領について（通知）（装管調第８０８号。令和３年１月２１日） 

 

2. 借上器材及び使用制限枚数等 

2.1 借上器材等 借上器材，数量，借上期間及び使用制限枚数は，調達要領指定書に示すとおり。 

2.2 使用制限 使用制限については，次による。 

2.2.1 使用制限とは，使用制限枚数を超えて使用できないよう使用禁止及び枚数制限することをいい，複

写機ごとに設定できるものとする。ただし，緊急時に備えてこれを解除する機能を有すること。 

2.2.2 使用制限枚数に対する使用枚数を管理し，官が設定した割合を超えた場合は，速やかに支出負担行

為担当官等に警告を促し，複写機が突然使用不能とならないよう事前に対応すること。なお，使用枚数

の割合とは，使用枚数を使用制限枚数で除した値（％）をいう。 

2.2.3 使用制限の設定は，１か月～１２か月の間とし，最小１か月単位で設定可能であること。 

2.2.4 使用場所毎の使用枚数制限の設定・集計が可能なこと。 

2.2.5 使用場所毎の集計に必要な器材（カードリーダー，コピーカード等）が破損した場合においても確

実に使用枚数の集計が可能なこと。 

 

3. 性能 調達要領指定書のとおり。 

 

4. 機能 本装置は,情報の漏洩もしくは破壊又は機能の不正な停止,暴走その他の障害等のリスク（未発

見の意図せざる脆弱性を除く。以下“障害等リスク”という）が潜在すると契約の相手方が知り,又は知

り得べきソースコード,プログラム,電子部品,機器等（以下“ソースコード等”という）の埋込み又はそ

の他,官の意図せざる変更が行われていないものでなければならない。 

 

5. 設置場所 調達要領指定書のとおり。 

 

6. 保守 借上機器は，常時目的の機能を発揮し得る状態に保つよう適切な保守を行うとともに，障害時

に際しては，速やかな復旧（概ね１時間以内）を図るものとする。 

6.1 移設 契約相手方は要求元の都合により借上器材の移設が必要となった場合は要求元と協議のうえ，

移設すること。 

6.2 消耗品 印刷用紙，ステープル用針を除く消耗品は契約相手方の負担とし，常に正常な状態で使用で

きるよう消耗品を定期的に点検補充すること。 

統 合 幕 僚 監 部 仕 様 書 
品 名 又 は 件 名 仕様書番号 ＪＳＯ―２１―１００７Ａ 

電子複写機の借上 

作成年月日 令和３年２月１９日 

改正年月日 令和５年１月２６日 

作成部隊等 統合幕僚監部総務部 
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6.3 記憶装置のデータ消去 契約相手方は，故障等で借上機器の記憶装置を交換し防衛省（市ヶ谷）から持

出す場合には，要求元と協議のうえ要求元立会いのもと，記憶装置内データの完全消去を行うこと，完全

消去が不可能な場合は，破壊もしくはそれに準じた処置を行うこと。 

 

7. 品質管理 本装置は，障害等リスクが潜在すると契約の相手方が知り，又は知り得べきソースコード

等の埋込み又は組込みその他，官の意図せざる変更が行われない相応の管理その他の契約の相手方（下

請負者，再委託先等を含む。）による適正な品質管理の下で製作されたものでなければならない。 

 

8. 検査 支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施するものとする。 

 

9. 提出書類等 表のとおり。 

表－提出書類等 

番号 名 称 提出先 提出時期 様 式 備 考 

１ 納品書 

検査官 

借上器材納入時 
入札及び契約心得 

別紙第１３ 
紙又は 

電子媒体 
２ 使用実績確認書 毎 月 適 宜 

 

10. その他の指示 

10.1 秘密保全   

a)  契約相手方は，納入先にて設置・調整作業実施にあたり知り得た事項について，第三者に漏洩しては

ならないほか，現地関係職員の指示に従うものとする。 

10.2 施設の立入  施設の立入については，官側の指定する手続きを実施し，立入るものとする。 

10.3 官側における支援  契約の相手方は，次の事項について，官側の支援を必要とする場合には，事前

に官側と協議の上，無償で官側の支援を受けることができるものとする。 

a) 駐屯地・基地等における施設の利用 

b) 駐屯地・基地等における構内回線の使用 

c) その他，官側が必要と認めた事項 

10.4 支払請求 支払請求は借上機種毎の毎月の使用枚数等により金額を決定し，それを１ヶ月分取りま

とめて行うものとする。 

10.5 仕様書に関する疑義 この仕様書の内容について疑義を生じた場合は，契約担当官等と協議するも

のとする。 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

調 達 要 領 指 定 書 
 

調達要求番号 ２２Ｋ５Ｅ０００１ 

調達要求年月日 令和５年 １月２６日 

作 成 部 課 統合幕僚監部総務部総務課会計室 

作 成 年 月 日 令和５年 １月２６日 

品       名 電子複写機の借上 
仕 様 書 番 号 ＪＳＯ―２１―１００７Ａ 

指定事項： 
2.1 借上器材，数量，借上げ期間及び使用制限枚数 

3.  性能 
5.  設置場所 

借上げ期間は令和５年４月１日～令和９年２月２８日とし、借上げ期間満了後は、令和９

年３月３１日までに借上器材を撤去するものとする。 

その他は付表のとおりとし，設置作業については，既設機の使用及び通常業務に支障が無

いように各執務室担当者と調整しながら，借上期間開始前までに実施するものとする。 

 



種類 ｶﾃｺﾞﾘｰ 性能

Ａ棟１４Ｆ 後方補給室

学校棟３Ｆ 統幕学校総務班

Ａ棟Ｂ３Ｆ 運用第１課

Ａ棟Ｂ３Ｆ 運用第２課

１台 Ａ棟１４Ｆ 総務課総務班

１台 Ａ棟Ｂ２Ｆ 中央指揮所中央監視室

Ａ棟１４Ｆ 運用第１課防衛警備班

Ａ棟１５Ｆ 指揮通信ｼｽﾃﾑ企画課

2

１台 Ａ棟１４Ｆ 人事教育課

ＬＣ２ 付紙４のとおり １台 Ａ棟１４Ｆ 庶務室

ＬＣ３ 付紙５のとおり １台 Ｃ３棟２Ｆ
自衛隊サイバー防衛隊隊
本部

Ａ棟１５Ｆ 会計室

Ａ棟１４Ｆ 防衛課

450,000

付表－借上器材，数量，使用制限枚数及び設置場所

低速４０枚機
（モノクロ）

低速４０枚機
（カラー）

２台付紙２のとおりＬＭ２

315,000

中速５０枚機
（カラー）

借上器材
数量 設置場所 年間使用枚数制限

付紙３のとおり

２台付紙１のとおりＬＭ１

ＬＣ１

２台付紙６のとおりＭＣ１

２台



付紙１

カテゴリー：ＬＭ１

連続複写速度

（片面/両面印刷時）

90秒以下

ファーストコピータイム モノクロ 4.5秒以下

集約印刷、両面印刷を有すること

自動原稿送り装置 積載量 100枚以上

なし

給紙トレイ４段以上及び手差を有すること

2,000枚以上とする

３拡大３縮小以上設定及び１％刻みの倍率設定が可能なこと

100V　15A

2,000×1,000mmに設置可能なこと

ページ印字
ページ番号を出力した用紙に印字可能なこと
また印字位置については、用紙上下側(右・左・中央)とする。

ナンバリング 部毎に、異なる番号を印字できること

残存データについて、一括/随時消去又は暗号化が可能なこと

通信経路暗号化機能としてSSL,IPsec,SNMPv3に対応していること

複合機について規定する項目に適合すること

適合すること

適合すること

適合すること

印刷機能

性　能　要　望　一　覧　表

基本機能

モノクロ 40ﾍﾟｰｼﾞ以上（Ａ４の場合）

ウォームアップタイム(主電源立ち上げ時）

フィニッシャー

コピー機能

印字スタンプ

セキュリティ

残存データ管理機能

給紙方式　　　　　　　　

給紙量

固定倍率(ズーム)

電源

本体の大きさ

3

グリーン購入法

エコマーク

国際エネルギースタープログラム

WEEE/RoHS指令

通信経路暗号化

環境適合



付紙２

カテゴリー：ＬＭ２

連続複写速度

（片面/両面印刷時）

90秒以下

ファーストコピータイム モノクロ 4.5秒以下

集約印刷、両面印刷を有すること

自動原稿送り装置 積載量 100枚以上

シフトソート機能 あり

ステープル １箇所（奥/手前）/２箇所（長辺/短辺）の指定が可能なこと

パンチ ２穴、長辺/短辺の設定ができること

給紙トレイ４段以上及び手差を有すること

2,000枚以上とする

３拡大３縮小以上設定及び１％刻みの倍率設定が可能なこと

100V　15A

2,000×1,000mmに設置可能なこと

ページ印字
ページ番号を出力した用紙に印字可能なこと
また印字位置については、用紙上下側(右・左・中央)とする。

ナンバリング 部毎に、異なる番号を印字できること

残存データについて、一括/随時消去又は暗号化が可能なこと

通信経路暗号化機能としてSSL,IPsec,SNMPv3に対応していること

複合機について規定する項目に適合すること

適合すること

適合すること

適合すること

環境適合

本体の大きさ

性　能　要　望　一　覧　表

基本機能

モノクロ 40ﾍﾟｰｼﾞ以上（Ａ４の場合）

ウォームアップタイム(主電源立ち上げ時）

印刷機能

給紙方式　　　　　　　　

給紙量

固定倍率(ズーム)

電源

フィニッシャー

コピー機能

印字スタンプ

セキュリティ

残存データ管理機能

通信経路暗号化

4

グリーン購入法

エコマーク

国際エネルギースタープログラム

WEEE/RoHS指令



付紙３

カテゴリー：ＬＣ１

連続複写速度

（片面/両面印刷時）

90秒以下

ファーストコピータイム モノクロ／カラー 4.5秒以下／6.0秒以下

集約印刷、両面印刷を有すること

自動原稿送り装置 積載量 100枚以上

シフトソート機能 あり

ステープル １箇所（奥/手前）/２箇所（長辺/短辺）の指定が可能なこと

パンチ ２穴、長辺/短辺の設定ができること

給紙トレイ４段以上及び手差を有すること

2,000枚以上とする

３拡大３縮小以上設定及び１％刻みの倍率設定が可能なこと

100V　15A

2,000×1,000mmに設置可能なこと

ページ印字
ページ番号を出力した用紙に印字可能なこと
また印字位置については、用紙上下側(右・左・中央)とする。

ナンバリング 部毎に、異なる番号を印字できること

残存データについて、一括/随時消去又は暗号化が可能なこと

通信経路暗号化機能としてSSL,IPsec,SNMPv3に対応していること

複合機について規定する項目に適合すること

適合すること

適合すること

適合すること

環境適合

本体の大きさ

性　能　要　望　一　覧　表

基本機能

モノクロ
カラー

40ﾍﾟｰｼﾞ以上（Ａ４の場合）

ウォームアップタイム(主電源立ち上げ時）

印刷機能

フィニッシャー

給紙方式　　　　　　　　

給紙量

固定倍率(ズーム)

電源

コピー機能

印字スタンプ

セキュリティ

残存データ管理機能

通信経路暗号化

5

グリーン購入法

エコマーク

国際エネルギースタープログラム

WEEE/RoHS指令



付紙４

カテゴリー：ＬＣ２

連続複写速度

（片面/両面印刷時）

90秒以下

ファーストコピータイム モノクロ／カラー 4.5秒以下／6.0秒以下

集約印刷、両面印刷を有すること

自動原稿送り装置 積載量 100枚以上

シフトソート機能 あり

ステープル １箇所（奥/手前）/２箇所（長辺/短辺）の指定が可能なこと

パンチ ２穴、長辺/短辺の設定ができること

給紙トレイ４段以上及び手差を有すること

2,000枚以上とする

３拡大３縮小以上設定及び１％刻みの倍率設定が可能なこと

100V　15A

2,000×1,000mmに設置可能なこと

ページ印字
ページ番号を出力した用紙に印字可能なこと
また印字位置については、用紙上下側(右・左・中央)とする。

ナンバリング 部毎に、異なる番号を印字できること

受話器（ハンドセット）を有すること

ＦＡＸの同報送信機能を防止できること

異なる出力先を設定できること

残存データについて、一括/随時消去又は暗号化が可能なこと

通信経路暗号化機能としてSSL,IPsec,SNMPv3に対応していること

複合機について規定する項目に適合すること

適合すること

適合すること

適合すること

本体の大きさ

性　能　要　望　一　覧　表

基本機能

モノクロ
カラー

40ﾍﾟｰｼﾞ以上（Ａ４の場合）

ウォームアップタイム(主電源立ち上げ時）

印刷機能

給紙方式　　　　　　　　

給紙量

固定倍率(ズーム)

電源

フィニッシャー

コピー機能

印字スタンプ

セキュリティ

残存データ管理機能

通信経路暗号化

ＦＡＸ機能

受話器

出力先仕分け

同報通信の防止

環境適合

6

グリーン購入法

エコマーク

国際エネルギースタープログラム

WEEE/RoHS指令



付紙５

カテゴリー：ＬＣ３

連続複写速度

（片面/両面印刷時）

90秒以下

ファーストコピータイム モノクロ／カラー 4.5秒以下／6.0秒以下

集約印刷、両面印刷を有すること

自動原稿送り装置 積載量 100枚以上

シフトソート機能 あり

ステープル １箇所（奥/手前）/２箇所（長辺/短辺）の指定が可能なこと

パンチ ２穴、長辺/短辺の設定ができること

給紙トレイ４段以上及び手差を有すること

3,500枚以上とする（Ａ４大量給紙トレイ）

３拡大３縮小以上設定及び１％刻みの倍率設定が可能なこと

100V　15A

2,000×1,000mmに設置可能なこと

ページ印字
ページ番号を出力した用紙に印字可能なこと
また印字位置については、用紙上下側(右・左・中央)とする。

ナンバリング 部毎に、異なる番号を印字できること

受話器（ハンドセット）を有すること

ＦＡＸの同報送信機能を防止できること

異なる出力先を設定できること

残存データについて、一括/随時消去又は暗号化が可能なこと

通信経路暗号化機能としてSSL,IPsec,SNMPv3に対応していること

複合機について規定する項目に適合すること

適合すること

適合すること

適合すること

本体の大きさ

性　能　要　望　一　覧　表

基本機能

モノクロ
カラー

40ﾍﾟｰｼﾞ以上（Ａ４の場合）

ウォームアップタイム(主電源立ち上げ時）

印刷機能

フィニッシャー

給紙方式　　　　　　　　

給紙量

固定倍率(ズーム)

電源

コピー機能

印字スタンプ

セキュリティ

残存データ管理機能

通信経路暗号化

ＦＡＸ機能

受話器

同報通信の防止

出力先仕分け

環境適合

7

グリーン購入法

エコマーク

国際エネルギースタープログラム

WEEE/RoHS指令



付紙６

カテゴリー：ＭＣ１

連続複写速度

（片面/両面印刷時）

90秒以下

ファーストコピータイム モノクロ／カラー 4.5秒以下／6.0秒以下

集約印刷、両面印刷を有すること

自動原稿送り装置 積載量 100枚以上

シフトソート機能 あり

ステープル １箇所（奥/手前）/２箇所（長辺/短辺）の指定が可能なこと

パンチ ２穴、長辺/短辺の設定ができること

給紙トレイ４段以上及び手差を有すること

3,500枚以上とする（Ａ４大量給紙トレイ）

３拡大３縮小以上設定及び１％刻みの倍率設定が可能なこと

100V　15A

2,000×1,000mmに設置可能なこと

ページ印字
ページ番号を出力した用紙に印字可能なこと
また印字位置については、用紙上下側(右・左・中央)とする。

ナンバリング 部毎に、異なる番号を印字できること

残存データについて、一括/随時消去又は暗号化が可能なこと

通信経路暗号化機能としてSSL,IPsec,SNMPv3に対応していること

複合機について規定する項目に適合すること

適合すること

適合すること

適合すること

環境適合

本体の大きさ

性　能　要　望　一　覧　表

基本機能

モノクロ
カラー

50ﾍﾟｰｼﾞ以上（Ａ４の場合）

ウォームアップタイム(主電源立ち上げ時）

印刷機能

フィニッシャー

給紙方式　　　　　　　　

給紙量

固定倍率(ズーム)

電源

コピー機能

印字スタンプ

セキュリティ

残存データ管理機能

通信経路暗号化

8

グリーン購入法

エコマーク

国際エネルギースタープログラム

WEEE/RoHS指令


