
委託担当　　医療局医療政策課　

連絡先 担当者
   ふ   り   が   な

名 古館
ふるだて

　淳
じゅん

電　　　話 671-2465

1 横浜市救急医療センター診療電算システム更新業務委託

2 横浜市中区桜木町１－１　横浜市救急医療センター

3

■期間　　契約を締結した日から令和２年３月31日

4 ■ 不要 □ 要

5 な　し

6 ■ 不要

□ 要　（　　月　　日　　時　　分　場所 ）

7 (1) 横浜市救急医療センターの診療電算システムの構築

(2) 利用マニュアルの作成

(3) 保守マニュアルの作成

受付
番号

種目番号

－

設　　　計　　　書

委 託 名

履 行 場 所

履 行 期 間

又 は 期 限

か し 担 保

その 他特約事項

現 場 説 明

委 託 概 要



8 部　　分　　払

□ す　る

■ しない

履　  行
予 定 月

単　位 単　　　価

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※概算数量の場合は，数量及び金額を（　　）で囲む

内　訳

部　分　払　の　基　準

業　　務　　内　　容 数　　　量 金 額

消費税及び地方消費税相当額

委 託 代 金 額

業 務 価 格



名 称 形状寸法等 数　　量 単位 摘　　要

診療電算システム更新 1 式

利用マニュアルの作成 1 式

保守マニュアルの作成 1 式

計 0

消費税 0

合　　計 0

※概算数量の場合は，数量及び金額を（　　）で囲む

内　　　　訳　　　　書

単　　　価 金 額
（円） （円）



横浜市救急医療センター診療電算システム更新に係る仕様書



1 

１  委託件名 

横浜市救急医療センター診療電算システム更新業務委託 

2  概要 

  横浜市救急医療センターにおいて、日医標準レセプトソフトの更新に伴い現在利用中の 

機器の更新が必要な状況にある。 

令和２年３月３１日までに OS と機器を更新し、PHC 製 医事コンピュータ Medicom－HRｉV

を導入、システムの安定した継続運用を目的とする。 

3  用語の定義 

     本仕様書に記述する主な用語は以下の通り。 

     なお、 以下の定義は本仕様書で用いられるための定義であり、今後、用語の利用方法等に見  

  直しが行われる可能性がある。 

用   語 定    義 

本施設 横浜市救急医療センター 

本調達 本使用に基づいて実施する業務 

受託者 本調達を受託する者 

レセコン Medicom－HRｉV 医事コンピュータ Medicom－HRｉV 

薬袋発行システム DrugstarMateV7 

現指定管理者 一般社団法人 横浜市医師会 

次期指定管理者 一般社団法人 横浜市医師会 

４  システム概要 

本調達におけるシステムの概要は別紙１参照のこと。 

５  作業内容 

本調達に係る役務について以下に示す。 

作業項目 作業内容 

１ 診療電算システムの構築 レセコン Medicom－HRｉV によるオンライン請求並び

に周辺機器への出力可能な環境の構築（医事会計

システム）、薬袋発行システム（DrugstarMateV7）の

構築、及び各システムのネットワーク化。 

２ 利用マニュアルの作成 本システムを利用する際の操作手順を記載したマニ

ュアルの作成 

３ 保守マニュアルの作成 障害発生時に復旧までの一連の流れを示したマニ

ュアルの作成 
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６  スケジュール（予定） 

令和元年度 令和２年度 

３月 ４月以降 

基本設計 

詳細設計 

セットアップ・連携テスト

総合運用テスト 

 本稼働（4/1） 

  本調達は、現在利用中の X 線システムとも連動することから、X 線システム受託者とも調整す

ること。 

７  本調達の責任分界点 

本調達において本施設が受付を行い、オンライン請求を行うまでを責任の範囲とする。 

   なお、現在利用中の X 線システムと連動することから、ルータ等の通信機器における障害に

ついては、各受託者が協議のうえ、対応・保守を検討するものとする。 

８  調達物品構成 

詳細は、「システム構成図（別紙１）」「ハード仕様書（別紙２）」を参照すること。 

９  性能、機能に関する仕様 

（１） レセプトコンピュータについては、以下の要件を満たすこと。

① PHC 製 医事コンピュータ Medicom-HRiV であること。

② WindowsOS 上にて動作し、汎用性があること。

③ 神奈川県内で複数の導入実績があること

④ 休日急患診療所もしくは、夜間急病センターに導入実績があること。

⑤ 横浜市北部夜間急病センター、横浜市南西部夜間急病センターと同一システムとなり、

操作性の統一が図れること。] 

⑥ オンライン請求が可能であること。

⑦ リモートメンテナンスが可能であること。

⑧ ５年以上のデータ保存が可能であること。

⑨ 本施設指定の複写式紙カルテにドットインパクトプリンタにより出力ができること。

⑩ 各科設置のドットインパクトプリンタを指定して出力ができること。

⑪ 緊急時の連絡先が、会社として確保できること。

⑫ ハードメンテナンスが 24 時間 365 日対応可能なこと。

  （導入機器全てをハード保守契約の対象とする）

⑬ 本施設以外における外部サーバーへのバックアップ体制が構築できること。

  （外部サーバーの容量は、当初１０Ｇとする）

⑭ 現システムにて登録されている患者（20,000 件以上）の頭書を新システムへ移行するこ  
と。 



3 

⑮ ネット配信用のプロバイダー契約は、本システムへ含むこと。

(2) 薬袋印刷システムについては、以下の要件を満たすこと。

① Medicom－HRｉV と連動し、自動で薬袋を発行すること。

② 東日本メディコム株式会社製 薬袋発行システム DrugstarMateV7 であること。

③ 薬袋１サイズを印字可能なプリンタであること。（薬情は発行しない）

④ ハード障害に対応するため、同等のプリンタを２台設置すること。

⑤ 薬袋には、薬剤の写真、用法、薬剤情報を直接印字すること。

⑥ 緊急時の連絡先が、会社として確保できること。

⑦ ハードメンテナンスが 24 時間 365 日対応可能なこと。

（導入機器全てをハード保守契約の対象とする）

10  職員研修 

職員研修については、以下の要件を満たすこと。 

① システム変更に伴う諸変更について、マニュアルを用意し通常使用に支障がでないように

整備すること。 

② 指定管理者と研修期間を調整し、インストラクターを派遣し、対応すること。

11  その他 

設置搬入については、以下の要件を満たすこと。 

① 搬入、据付、配線、調整および既存装置の撤去については、指定管理者と調整し、その指

示に従うこと。 

② 搬入、据付、配線、調整および既存装置の撤去については、本施設の診療業務に支障を

きたさぬよう、指定管理者と協議の上、その指示に従うこと。

③ 設置工事は、納期・工事期間のスケジュールを事前に指定管理者と打ち合わせを行い、そ

のスケジュールに従い完了すること。 

④ 撤去後の機器については、データの消去を確実に行い、適切な廃棄処理を無償で行うこ

と。



横浜市救急医療センター様 システム構成図（別紙１）

ＨＲｉＶクライアント

受付

会計書
医療費明細

サポートセンター

ﾘﾓｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ
ｿﾌﾄ変更
ＤＢ配信
改正対応

ルー
ター

ＨＲｉＶｻｰﾊﾞｰ、ｾｶﾝﾄﾞｻｰﾊﾞｰ
いずれもOffice（Word、Excel）
ディスプレイ切り替え機使用

ｻｰﾊﾞｰ室(事務室)

ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ

ﾚｾﾌﾟﾄ、日計表 等
オンライン請求（設定含む）、
国保総括発行PG

ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ

内 科

ドットプリンタ（カルテ印刷）
（お客様ご用意）

小児科

ドットプリンタ（カルテ印刷）
（お客様ご用意）

耳鼻咽喉科

ドットプリンタ（カルテ印刷）
（お客様ご用意）

眼 科

ドットプリンタ（カルテ印刷）
（お客様ご用意）

調剤室

薬袋発行ｼｽﾃﾑ（DrugstarMate）

薬袋１帳票のみ

ＨＲｉＶクライアント

ＨＲｉＶクライアント ＨＲｉＶクライアント ＨＲｉＶクライアント

ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ
会計書
医療費明細

保険証OCR
読み取りｽｷｬﾅ
（認識ｿﾌﾄあり）

レントゲンシステムとの
患者属性連携

※ディスプレイは１９インチとする

JCRNVR510
JCRVPNAD3JCHB16A

JCHB08A ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ：ISP接続ｻｰﾋﾞｽ
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ハード仕様書（別紙２）
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１．サーバー、セカンドサーバー本体 

※１：ＬＡＮポートは３つありますが、使用可能なのは１ポート（Ｓｔａｎｄａｒｄ ＬＡＮコネクタ）のみです。

項目 内容 

本体型番 富士通製 TX1320 M４ 

ＣＰＵ Ｉｎｔｅｌ® Ｘｅｏｎ® Ｅ-２１３４ ３．５０ＧＨｚ 

主記憶（メモリ）容量 １６ＧＢ（ＥＣＣ付） 

内蔵ハードディスク ３．５型  １TＢ×２ 

バックアップ機能 
外付型ハードディスク装置を使用 

（終了時バックアップ／フルバックアップ） 

信頼性機能 ミラーリング（ＲＡＩＤ－１方式）

光ディスクドライブ ＤＶＤスーパーマルチ 
ＤＶＤ－ＲＡＭ ： 

５倍速、片面４．７ＧＢ 

外部 

インターフェイス

ＲＳ－２３２Ｃ １ポート（Ｄ－ｓｕｂ９ピン） 

ＵＳＢ 
（前面）ＵＳＢ ３．１（ＧＥＮ １）×２ポート 

（背面）ＵＳＢ ３．１（ＧＥＮ ２）×２ポート、ＵＳＢ２．０×４ポート 

ＬＡＮ ３ポート※1（１０００Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ／１０Ｂａｓｅ－Ｔ） 

ディスプレイ デジタルＤＶＩ－D：２ポート 

オプション

スロット

ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ３．０×１ 

ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ３．０×４ 

ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ３．０×８ 

:１スロット（空きスロット１） 

:１スロット（空きスロット１） 

:２スロット（空きスロット１） 

※グラフィックボード実装済

メモリスロット ４スロット（空きスロット２） 

ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ®２０１９ 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Microsoft Office Personal2019（Ｗｏｒｄ、Excel） 

日本語入力システム ＡＴＯＫ Ｍｅｄｉｃａｌ ２＋医学辞書２０１９ 

電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ 

消費電力 １４５Ｗ（１１９ＶＡ） 

外形寸法（縦置き） 

９８（Ｗ）×４００（Ｄ）×３４０（Ｈ）ｍｍ 

〔フットスタンド・突起部含まず〕 

１９３（Ｗ）×４３８（Ｄ）×３６０（Ｈ）ｍｍ 

〔フットスタンド・突起部含む〕 

質量 約７．７Ｋｇ 



7 

2.クライアント本体

項  目 仕   様 

本体型番 富士通製 ＥＳＰＲＩＭＯ Ｄ５８８／Ｔ」 

ＣＰＵ インテル®Ｃｏｒｅ™ ｉ５－９５００ ３．０ＧＨｚ
主記憶（メモリー）容量 ８ＧＢ 

内蔵ハードディスク ２．５型  ５００ＧＢ 

バックアップ機能 

サーバーに接続の外付型ハードディスク装置を使用

（患者データは全てサーバーに保管されている為、

辞書等のみバックアップ） 

光ディスクドライブ ＤＶＤスーパーマルチ 

ＤＶＤ－ＲＡＭ ： 

５倍速、片面４．７ＧＢ 

ＣＤ－ＲＯＭ／Ｒ／ＲＷ：２４倍速 

外部 

インターフェイス

ＲＳ－２３２Ｃ なし 

ＵＳＢ 
８ポート 

（前面：ＵＳＢ３．１×２、背面：ＵＳＢ３．０×４、ＵＳＢ２．０×２） 
ＬＡＮ １ポート（１０００Ｂａｓｅ－Ｔ／１００Ｂａｓｅ－ＴＸ／１０Ｂａｓｅ－Ｔ） 

ディスプレイ ＤＶＩ-Ｄ(シングルリンク) ：１ポート 

オプション

スロット

ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ×１     

ＰＣＩ Ｅｘｐｒｅｓｓ×１６ 

：1 スロット（空きスロット１） 

：１スロット（空きスロット１） 

メモリースロット ４スロット（空きスロット３） 

ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ® １０ Ｐｒｏ（６４ｂｉｔ） 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Microsoft Office Personal2019 

日本語入力システム ＡＴＯＫ Ｍｅｄｉｃａｌ ２＋医学辞書２０１９ 

電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ 

消費電力 １４９Ｗ 

外形寸法（縦置き） 

８９（Ｗ）×３３８（Ｄ）×３３２（Ｈ）ｍｍ 

〔フットスタンド含まず〕 

１４２（Ｗ）×３３８（Ｄ）×３４７（Ｈ）ｍｍ 

〔フットスタンド含む〕 

質量 約５．９ｋｇ 
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3.ディスプレイ（19 ｲﾝﾁ TFT ﾓﾆﾀ）

項目 内容 

本体製番 ＰＨＩＬＩＰＳ製 19S4QAW/11 

画面表示 ＴＦＴカラー液晶（ＩＰＳ方式） 

画面サイズ １８．９型 

表示サイズ ３７４．８（横）×２９９．８（縦）ｍｍ 

画素ピッチ ０．２９３×０．２９３ｍｍ 

表示色 約１６７７万色 

大表示解像度 １２８０×１０２４ドット 

視野角 水平１７８°、垂直１７８° 

コントラスト比 １０００：１ 

大輝度 ２５０ｃｄ／㎡ 

応答速度 ５ｍｓ 

バックライト 白色ＬＥＤ 

チルト角 上 ２０°  下 －５° 

入力信号 デジタル、アナログ 

映像入力端子 デジタル ：ＤＶＩ－Ｄ×１ 

アナログ ：Ｄｓｕｂ１５ピン×１

音声入力端子 ステレオミニジャック×１

音声出力端子 ヘッドフォン端子×１

スピーカー １．５Ｗ＋１．５Ｗ 

ちらつき防止 あり（フリッカーフリー） 

ブルーライトカット なし 

ＶＥＳＡマウント ＶＥＳＡ １００×１００ ｍｍ 

ケンジントンスロット あり 

外形寸法 ４０４（Ｗ）×１９４（Ｄ）×４１８（Ｈ） ｍｍ 

質量 約３．２ｋｇ 

電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ 

消費電力 １６．２Ｗ 
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4.モノクロレーザープリンタ

項目 内容 

本体製番 京セラドキュメントソリューションズ株式会社製 ECOSYS P3045ｄｎ 

印刷方式 レーザー露光乾式静電転写方式

解像度 Ｆｉｎｅ１２００（１２００ｄｐｉ×１２００ｄｐｉ） 

印字速度 ４５枚／分（Ａ４縦/片面） 

ファーストプリント 約５．９秒以下 

給紙方法 カセット、手差しトレイ

用紙サイズ 
カセット

Ａ４、Ｂ５、Ａ５ 

２１６×３５６（ｍｍ）～１４０×１４８（mm） 

手差し ２１６×３５６（ｍｍ）～７０×１４８（mm） 

給紙容量 
カセット ５００枚（８０g/m2）

手差し  １００枚（８０g/m2）

排紙容量 
上トレイ ２５０枚 

フェイスアップ なし

インターフェイス
ＵＳＢ２．０ 

ネットワーク（１０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ）

両面印刷機能※３ あり

製品寿命 
使用開始後５年、または、製品寿命（９０万枚）※１の 

いずれか早いほうまで 

消耗品 トナーのみ交換

廃棄トナーボックス あり 

ランニングコスト 約０．６円／枚 

騒音（待機時） ５４ｄＢ（３０ｄＢ） 

電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ 

外形寸法 ３８０（Ｗ）×４１０（Ｄ）×２８５（Ｈ）ｍｍ 

質量 約１４．７kg 

消費電力 １，０５４Ｗ 

エネルギー消費効率 Ｃ区分 １２３ｋｗｈ／年 

※1：ドラムユニット、転写ユニットの耐久枚数は３０万枚となっております。耐久枚数を超えた

場合は、別途、「メンテナンスキット ２１，９００円（税別）」の購入が必要です。 
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5.HUB（16 ポート HUB）

項  目 仕 様 

本体製番 パナソニックＥＳネットワークス株式会社製 Ｓｗｉｔｃｈ－Ｓ１６Ｇ 

ポート数 １６ポート 

コネクター ＲＪ－４５ 

インターフェース １０００ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ 

伝送方式 ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ／ＩＥＥＥ８０２．３ｕ／ＩＥＥＥ８０２．３ 

ＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘ ＡｕｔｏＭＤＩ／ＭＤＩ－X 機能（ＭＤＩ－Ｘに変更可） 

アドレステーブル 大８Ｋ／デバイス 

バッファメモリ ２５６ＫＢ 

ハブのカスケード接続 どのポートにも接続可能 

ハブの段数制限 なし 

筐体 ＰＣ/ＡＢＳ樹脂 

ファン ファンレス設計

マグネット 裏面に４個 

電源 ＡＣ１００Ｖ ５０/６０Ｈｚ  本体と電源コード一体化 

消費電力（ 大） ９.１Ｗ 

動作環境 温度 ０℃～４０℃ 湿度２０～９０％ＲＨ（結露なきこと） 

外形寸法 ２８０(Ｗ)×８５(Ｄ)×４３(Ｈ) mm 

質量 約８００ｇ 
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6.HUB（8 ポート HUB）

項 目 仕 様 

本体製番 シスコム株式会社製「SC1008NHA」

ポート数 ８ポート 

コネクター RJ45 (CAT5e 100m) 

インタフェース 1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T 

伝送方式 IEEE802.3ab／IEEE802.3u／IEEE802.3 

ＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘ ＡｕｔｏＭＤＩ ポート１～８ 

アドレステーブル 大４Ｋ／デバイス 

バッファメモリ 128Kbyte 

ハブのカスケード接続 どのポートにも接続可能 

ハブの段数制限 なし 

スイッチング方式 ストア＆フォーワード

スイッチングファブリック 16Gbps 

筐体 メタル筐体

ファン ファンレス設計

マグネット 裏面に２個 

電源 AC100V±10%  50/60Hz  電源コード（アダプタなし） 

消費電力 ５Ｗ（４０ＶＡ） 

外形寸法 193(W)×84(D)×26(H) mm 

質量 約480g 



12 

7. 外付型ハードディスク装置

※１：本商品の総容量は3,000,000,000,000バイトです。

空きディスク全体の容量は約2.72TＢと表示されます。 

※２：ＵＳＢ３．１Ｇｅｎ１は、従来のＵＳＢ３．０からアップデートされた規格の表記であり、ＵＳＢ３．０と

同じ仕様です。 

８.オンデマンド VPN アダプタ

項 目 仕 様 

本体製番 アイ･オー･データ機器製 ＨＤＣＺ－ＵＴ３ＫＣ

記憶容量 ３ＴＢ ※１

データ転送速度 大５Ｇｂｐｓ（理論値） 

インターフェース ＵＳＢ３．１Ｇｅｎ１※２／２．０ 

コネクタ形状 ＵＳＢ（ＭｉｃｒｏＢタイプ） 

出荷時フォーマット ＮＴＦＳ２．７２TＢ

外形寸法 ３４（Ｗ）×１７２（Ｄ）×１１５（Ｈ）ｍｍ 

質量 約０．８ｋｇ（本体） 

電源 

電源電圧 AC100V±10% 

電源周波数 50／60Hz 

消費電力 ８．２Ｗ（ 大） 

項 目 仕 様 

本体製番 株式会社 NTT データの「@OnDemand」（IPsec＋IKE） 

外形寸法 174(W)mm×111(D)mm×33(H)mm 

重量 約 280ｇ 

電源 

電源電圧 AC100V±10% 

電源周波数 50／60Hz 

消費電力 約 4.5Ｗ（ 大） 

通信インタフェース 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 
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9.保険証読取装置

10.ルーター

項目 仕様 

本体型番 YAMAHA製 NVR510 

ＬＡＮポート ４ポート 

(1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T、Auto MDI/MDI-X) 

ＷＡＮポート １ポート 

(1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T、Auto MDI/MDI-X) 

ｍｉｃｒｏＳＤスロット １スロット（ＳＤＨＣ対応）※ 

ＵＳＢ（２．０） １ポート(コンフィグ保存用の USB メモリ挿入用) 

ＯＮＵポート １ポート※ 

コンソールポート(ＲＪ-４５) １ポート※ 

ＴＥＬポート ２ポート※ 

ＡＣアダプタ入力 １ポート（必ず専用 AC アダプターを接続してください） 

内蔵ＦｌａｓｈＲＯＭ ３２ＭＢ 

ＲＡＭ ２５６ＭＢ 

入力電圧 ＡＣ１００（５０/６０Ｈｚ） 

外形寸法 ２２０(Ｗ)×１６１．９(Ｄ)×４１(Ｈ) ｍｍ 

質量 ６２０ｇ 

消費電力（ 大構成時） １２．５Ｗ 

・ＩＳＤＮは対応していません。

・※メディコムでは使用しません。

項  目 仕 様 

株式会社ＰＦＵ製「fi-65FG」 

スキャナータイプ フラットベッド

スキャニングモード 片面、カラー/グレースケール/モノクロ 2 値（バイナリ） 

イメージセンサー カラー密着型イメージセンサー

光源 R,G,B LED（3 色光源切替） 

読取範囲 大：A6 (105×148mm） 

原稿背景色 黒 

光学解像度 600dpi 

出力可能解像度 50～600dpi 

多値レベル カラー：24bit、グレースケール：8bit、モノクロ 2 値：1bit

インターフェイス USB2.0/USB1.1 

コネクター形状 B タイプ 

ドキュメントカバー 有 

原稿押さえパッド色 黒 

電源スイッチ 有 

スキャンボタン 有 

電圧・電圧範囲 AC100V±10% 

消費電力 8W 以下（スリープ時： 2W 以下） 

外形寸法 145ｍｍ（Ｗ）×234ｍｍ（Ｄ）×40ｍｍ（Ｈ） 

質量 0.9kg 
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11.無停電電源装置(UPS)

項目 仕様 

本体型番 株式会社ユタカ電機製作所製 YEUP-051SSA 

給電方式 常時インバータ給電方式 

冷却方式 強制空冷（運転時） 

出力容量 500VA/400W 

停電保持時間※1 

(満充電、初期値、周囲温度 20℃） 

3 分以上（350Ｗ負荷） 

20 分以上（100W 負荷） 

定格電圧/電圧安定度 100Ｖ ±2％ 

停電切替時間 無瞬断 

出力コンセント 
2 極平行アース付コンセント 

（NEMA5-15R）×3 個 

電源スイッチカバー あり 

外形寸法 250mm（W）×300mm（D）×69mm（H） 

質量 約 7kg（本体）、約 8kg（梱包時） 

※1 停電時保持時間はバッテリの使用状況により変化します。

   無停電電源装置のバッテリーは消耗品扱いです。バッテリー寿命の際は、お買い換えとなります。 
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12.薬袋発行システム用プリンタ（１帳票印字）

項目 内容 

株式会社リコー製 株式会社リコー製 ＲＩＣＯＨ ＳＧ ５１００ 

印刷方式 ＧＥＬＪＥＴＴＭテクノロジー 

用紙搬送方式 ＧＥＬＪＥＴＴＭＢＴシステム 

インク（Ｃ／Ｙ／Ｍ／Ｂｋ 各色） 高発色ビスカスインク（高粘度速乾性顔料インク） 

ファースト モノクロ（ＪＥＩＴＡ Ｊ１） ４．０秒以下 

プリント ※１ カラー（ＪＥＩＴＡ Ｊ６） ５．０秒以下 

連続プリント モノクロ（ＪＥＩＴＡ Ｊ１） １９．０枚／分 

速度 ※２ カラー（ＪＥＩＴＡ Ｊ６） １５．０枚／分 

解像度（ 大） ３,６００×１,２００ｄｐｉ相当 

ノズル数 Ｃ／Ｍ／Ｙ／Ｂｋ 各色３８４ノズル 

用紙種類/ 

用紙サイズ 
標準トレイ 

普通紙： Ａ４、Ｂ５、Ａ５、Ｂ６、Ａ６ 

薬袋用紙： Ａ４、Ｂ５、Ａ５、Ｂ６ 

用紙厚 標準トレイ 普通紙： ６０～１５７ｇ／㎡［５２～１３５ｋｇ］ 

給紙量 ※３ 標準トレイ 普通紙（８０ｇ／㎡紙相当）： ２５０枚 

排紙量 普通紙：１５０枚 

電源 １００Ｖ（±１０％）、５０／６０Ｈｚ（±３Ｈｚ） 

消費電力 省エネモード時 ０．９４Ｗ以下 

フルオプション装着時 大５１．５Ｗ以下 

騒音 ※４ 稼動時 ５０．３ｄＢ（Ａ） 

待機時 １８．４ｄＢ（Ａ） 

外形寸法 標準 ５０９(Ｗ)×４８５(Ｄ)×２６３（Ｈ) ｍｍ 

フルオプション装着時 ５０９(Ｗ)×８３８(Ｄ)×６６３（Ｈ) ｍｍ 

質量 標準 約１５．５ｋｇ（本体のみ、消耗品含む） 

インター ＵＳＢ ＵＳＢ２．０ Ｈｉ-Ｓｐｅｅｄ 

フェース ＬＡＮ １００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ 自動切換 

無線ＬＡＮ ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ/ｇ/ｎ 

対応ＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ /Wｉｎｄｏｗｓ Ｓｅｒｖｅｒ ２０１６ 

製品寿命 ３０万ページまたは５年のいずれか早い方 ※５ 

使用環境 画像保証環境 温度：１０～３２℃  湿度：１５～８０％（非結露） ※６ 

動作可能環境 温度： １～４０℃  湿度： ５～８０％（非結露） ※６ 

関連規格 
ＶＣＣＩクラスＢ情報処理装置、国際エネルギースタープロ
グラム適合、エコマーク商品類型Ｎｏ．１５５適合 

※１給紙開始から排紙完了までの時間です。原稿・印刷品質等によって異なります。

※２連続プリント速度は、原稿・印刷品質等によって異なります。

※３薬袋用紙は、薬袋用紙メーカーによって給紙量が異なります。

※４普通紙「はやい」印刷時。ＩＳＯ７７７９に基づく実測値であり、記載はバイスタンダ（近在者）位置の音

圧レベル。

※５安定した品質でお使いいただくために、月間５，０００ページ以内でのご使用をお薦めします。

※６使用直前の環境（温度／湿度／マシン内部）が使用環境になじむまで、印字品質の低下を招く場

合があります。
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