■主な仕様
セット構成名

YL-C650Y

標準価格（税別）

¥178,000

印刷方式
印刷解像度
階調
連続プリント速度
（普通紙）

4号名刺対応A4カラープリンター

YL-C650Y

デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式

600 × 600 dpi、1200 × 1200 dpi 、LEDドットピッチ: 1200 dpi
各色256階調（1670万色)
A4(縦) カラー 35ページ／分、モノクロ 35ページ／分、
自動両面：A4（縦）カラー 18ページ／分、モノクロ 18ページ／分

インターフェース

有線LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）、USB 2.0 (High Speed)など

対応プロトコル

TCP／IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、AirPrintなど

ページ記述言語

PostScript 3エミュレーション、PCL 6（XL3.0）、IBM 5577H-02 エミュレーション、PDF（V2.0）

対応 OS
メモリー容量（標準 / 最大 )
用紙種類
トレイ１
マルチ
用紙サイズ
パーパストレイ
（手差しトレイ）
両面印刷
印刷保証範囲

Windows 7〜11、Windows Server 2008〜2019、OS X 10.11、
Mac OS 10.10〜14、11、12
1GB/1GB
トレイ１：普通紙など

マルチパーパストレイ：普通紙、ラベル紙、郵便ハガキ、封筒など

A4、A5、A6、B5、B6など、カスタムサイズ：幅100 〜216mm 長さ148 〜356mm

コンパクトマルチプリンターの決定版

A4、A5、A6、B5、B6、B7、B8、郵便ハガキ、往復ハガキ、長3、長4など
カスタムサイズ：幅55〜216mm 長さ91〜1321mm
（ただし長さ356mm以上の場合は幅210〜216mm）
A4、A5、B5など、カスタムサイズ：幅105 216mm 長さ148〜356mm
用紙の端から6.35 mm（封筒などの特殊な用紙は除く）

必要余白

上下左右共に、PSドライバー時：約4.6mm、PCLドライバー時：約4.3mm ※ただしアプリケーションによって変動する場合がございます。

用紙坪量

トレイ1 : 60〜256 g/㎡（連量 55〜220kg）、マルチパーパストレイ : 60〜256 g/㎡（連量 55〜220kg）、自動両面：64〜176g/㎡（連量55〜151kg）

給紙容量（普通紙）

トレイ1:280枚、総厚25.0mm以下、マルチパーパストレイ:110枚、総厚10.0mm以下、郵便ハガキ40枚、封筒10枚（坪量85g/㎡）

排紙容量（普通紙）

本体排紙トレイ：最大 150 枚、後方排紙トレイ：最大 110 枚

外形寸法（幅 x 奥行き x 高さ )
重量
使用環境条件
電源
消費電力
稼動音
装置寿命
本体付属品
山櫻スターターキット（別梱包）

395 x 430 x 290 mm（最小サイズ）、395 940 490㎜（最大サイズ。ただし、給排紙トレイ・カバー全開時において）
約28.2 kg(消耗品を含む)、約24.6 kg(消耗品を含まない)、約32kg（外箱梱包時において）
動作時: 温度10ー32 C、湿度20ー80 %RH、停止時: 温度10ー43 C、湿度10 ー90 %RH、結露なきこと
AC100V 10% 50／60 Hz

2%

動作時:最大1,150W／840W、待機時: 20W、パワーセーブ時：14.0W、スリープ時：0.8W、オートパワーオフ時：0.1W
動作時: 約54dBA、待機時: 32dBA以下 (印刷終了後)、低騒音モード：51dBA以下、パワーセーブ時：無騒音（バックグラウンドレベル）
5年または60万ページ
マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ各色1本、イメージドラム各色1本、電源コード、DVD-ROM
山櫻スライドガイドユニット、ユーザーズガイド、
（用紙適用リスト）など

■消耗品
品

名

型

名

本体価格（税別） 印刷可能枚数 ※1※2
※3

品

名

型

名

本体価格（税別） 印刷可能枚数 ※4※5
※6

トナーカートリッジ ブラック

TC-C4EK1

￥18 ,480

約7,000枚

イメージドラム ブラック

DR-C4EK

￥19 ,220

約50,000枚

トナーカートリッジ イエロー

TC-C4EY1

￥17 ,12 0

約6,000枚

イメージドラム イエロー

DR-C4EY

￥19 ,220

約50,000枚

トナーカートリッジ マゼンタ

TC-C4EM1

￥17 ,12 0

約6,000枚

イメージドラム マゼンタ

DR-C4EM

￥19 ,220

約50,000枚

トナーカートリッジ シアン

TC-C4EC1

￥17 ,12 0

約6,000枚

イメージドラム シアン

DR-C4EC

￥19 ,220

約50,000枚

※1 本体購入時には、
約3,000枚
（ISO標準パターンをA4片面で連続印刷した場合）
印刷可能なスタータートナーカートリッジが付属しています。
※2 備考記載の印刷枚数相当ごとに交換が必要です。
所定の印刷品質・動作確保
および商品の故障防止のため、
トナーを交換しないと印刷動作を一時停止した後、
約100枚
（ISO/IEC19798準拠の参考値）
でそれ以降印刷ができなくなります。
※3 A4ヨコ送り片面印刷、ISO/IEC 19798に準拠の参考
値。※4 一般的な使用状況
（A4ヨコ送り片面、
一度に3枚ずつ印刷）
を想定した値です。
連続印刷時の参考値は約62,500枚
（A4ヨコ送り片面印刷時）
になります。
一度に1枚のみ印刷する場合は、
一般的な使用状況に比べ約半分
の枚数で寿命となります。
使用条件によっては、
目安の印刷枚数よりさらに半分以下になる場合があります。
※5 備考記載の印刷枚数相当ごとにイメージドラムの交換が必要です。
所定の印刷品質・動作確保および商品の故障防
止のため、
イメージドラムを交換しないと印刷動作を一時停止した後、
イメージドラム内のトナーが無くなった時点でそれ以降印刷ができなくなります。
※6 トナーカートリッジは付属していません。

〇5年間無償保証サービス

〇保証書の発行について

〇メンテナンス品5年間無償提供にサービスついて

〇サービスのお申し込み方法について

〇サービスを利用するには

〇ご購入前の注意

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障については、
沖電気工業株式会社の保証規定に基づいて無償で
修理するサービスです。
修理訪問時間：平日9時〜17時30分
（土・日・祝日、
5月1日及び年末年始を除く）
。
無償保
証期間中に無償修理を受けるには、
お客様登録後に発行される
「保証書」
が必要となります。
ご購入日から起算して5年以内にメンテナンス品（定着器ユニット・ベルトユニット・給紙ローラーセット）
が規定の交換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供するサービスです。交換品は、沖電気工業株式会社
ホームページまたはファックスからお申し込みとなります。お使いのメンテナンス品(定着器ユニット、ベル
トユニット、給紙ローラーセット)の寿命を確認したうえで送付させていただき、交換作業はお客様で行っ
ていただきます。沖電気工業株式会社に交換作業を依頼される場合は、工賃(出張費を含む)をお客様にご
負担いただきます。使用済みのメンテナンス品は、回収させていただきます。メンテナンス品無償提供を受
けるためには、
お客様登録が必要です。
5年間無償保守サービスと5年間メンテナンス品無償提供サービスは、沖電気工業株式会社のホームペー
ジからお客様登録を行っていただいたお客様が、沖電気工業株式会社指定の消耗品(トナーカートリッジ・
イメージドラム)のみを対象機種製品のご購入から本サービスが適用される期間継続してご使用いただく
ことにより利用できます。沖電気工業株式会社指定の消耗品(トナーカートリッジ・イメージドラム)のみを
対象機種製品のご購入日から継続してご使用いただけない場合は、対象機種製品の無償保証期間はご購
入日から起算して6ヶ月間となり、期間満了後に発生した故障は全て有償修理となります。また、メンテナ
ンス品(定着器ユニット、
転写ローラー、
ベルトユニット、
給紙ローラー）
は有償でのご提供となります。

〇注意事項

①ご選択いただいた内容は、対象機種製品のご使用期間中に変更することはできません。
②沖電気工業株式会社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）をご使用した場合、
「5年間
無償保証」を利用できなくなり、対象機種製品の無償保証期間はご購入日から起算して6ヶ月間となり
ます。また、
メンテナンス品（定着器ユニット、
ベルトユニット、
給紙ローラーセット）
は有償でのご提供と
なります。
③沖電気工業株式会社指定外の消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）の使用に起因して生じた故
障や損傷は、 5年間または6ヶ月間の無償保証期間中であっても有償修理となります。
※無償保証規定の詳細につきましては、
沖電気工業株式会社ホームページをご参照ください。

保証書は添付されておりません。保証書はお客様登録後に郵送させていただきまので、まずはお客様登録
をお願い致します。5年間・6ヶ月間の無償保証期間中に無償修理を受けるには、お客様登録後に発行され
る保証書が必要となります。
①沖電気工業株式会社のホームページでお客様登録を行う。
②登録フォームの
「サービスを利用する」
または、
「利用しない」
を選択する。
「サービスを利用する」
＊を選択す
ると、
本体の無償保証期間が5年。
メンテナンス品の無償提供期間が5年となります。
「サービスを利用しな
い」
を選択すると、
本体の無償保証期間が6ヵ月間。
メンテナンス品は有償提供となります。
③郵送にて保
証書をお送り致します。
＊沖電気工業株式会社指定外の消耗品をご使用になると、
5年間無償保証、
メンテナンス品5年間無償提供
は対象外となります。
YL-C650Yは、沖電気工業株式会社製「COREFIDO C650dnw」に、4号名刺などを印刷する際に山櫻が
独自に用意したスターターキットを加えた山櫻のセット構成名です。カタログ上の仕様などは予告なく変更
される場合がございますので、予めご了承ください。カタログ上の印刷サンプルは、実際の印刷とは異なる
ことがあります。カタログ上の画像及び印刷サンプルは一部ハメコミ合成です。カタログ記載の標準価格
には消費税が含まれておりません。USB・LANケーブルは、同梱されておりませんので予めご了承ください。
用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法、環境により、印刷速度は変わります。連続印刷時にプリンター本体の
温度調節や画質調整のため、動作が休止または遅くなる場合があります。印刷速度は温湿度条件によって
遅くなることがあります。光沢紙、コート紙（グロス、マット、ダル、シルク）、エンボス紙、横目の用紙への印
刷品質が低下する場合があるので印刷はできません。封筒は印刷後に反りやシワが発生することがありま
す。本カタログに掲載されている社名や商品名等は、それぞれ各社の商標又は登録商標です。本プリンター
の印刷精度で要求が満たされる印刷物にお使いください。定型サイズの用紙の印刷精度は、書き出し位置
2mm、用紙の斜行 1mm/100mm、画像伸縮 1mm/100mm。両面印刷時の表裏の印刷位置精度は
2.5mmです（坪量80g/㎡）。用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなることがあります。本プリ
ンターは、色校正用や最終成果物への使用は保証しておりません。補修用性能部品の保有期間は本製品
の製造終了後5年間です。
プリンター本体において経年劣化により性能が低下する場合があります。
本カタログの掲載内容は2022年9月現在のものです。予告なく変更される場合がございますので、ご了承
ください。本カタログの表示価格は、
事業者向けに税別で表示しております。

山櫻オリジナル

スライド
ホールドユニット
標準搭載
《特許 第6971352号》

4号名刺からハガキ・チラシ・封筒など幅広く対応できるコンパクトプリンター
4号名刺対応A4カラープリンター

山櫻オリジナル

YL-C650Y

給紙精度と用紙セットの効率を向上させる
オリジナルの「スライドホールドユニット」

395mm

4号名刺からカードまでの幅（55〜120mm）に対応した山櫻製「スライドホール
ドユニット」を装着することで、煩わしい都度の用紙セットが簡単に行え、印刷の
位置精度も大幅に向上させます。

《特許 第6971352号》

290
mm

430
mm

高品質の4号名刺印刷を実現

高解像度とPostScript対応

マルチパーパストレイに最大50枚 ※3の名
刺の積載ができます。
後方排紙トレイから排紙することで気に
なる反りも軽減されます。

高品位と高精細印字を可能にする高解像度と
PostScriptに対応。
名刺のような小さい文字を
印刷するのに最適なLEDヘッドを搭載。
文字や
細線印刷もクリアに印刷することが可能です。
ま
た、
トナーのテカリを抑えるトナーセーブモード
を搭載。
印刷物の用途に応じたトナー濃度の調
整ができます。

※3：用紙厚が0.18mm以下の場合。

後方排紙トレイ

4号名刺最大50枚積載※1

解像度 1200 1200dpi

厚紙対応 60〜256g/㎡

印刷速度35枚/分※2

Windows・Mac対応

※右のデザインの場合

※右のデザインの場合

約2.1円

約0.9円

※1：用紙厚が0.18mm以下の場合。 ※2：A4普通紙指定条件にて算出。

LEDヘッドによる
印字例

5年間無償保証

最小４号名刺の55㎜幅の用紙サイズ、最大256g/㎡の厚紙や1,321 216㎜
の長尺への印刷を実現しました。一部の封筒や耐水紙、薬袋、短冊用紙への
印刷も可能です。

5年間の無償保証とメンテナンス品無償提供を実現しました。
故障の修理費用やメンテナンス品の購入費が、
ご購入日から5年間無償になります※。
新たに有償保守契約にご加入する必要はございません。

最大1,321mm

※5年間無償保証とメンテナンス無償提供サービスを受けるためには、
お客様登録と純正消耗品のご利用が必要となります。
詳細につきましては、裏面の「5年間無償保証と5年間メンテナンス品無償提供について」をご参照ください。

〈無償メンテナンス品〉

ランニングコスト（4号名刺/枚）
モノクロ

一般的なレーザー
プリンターによる印字例

高い用紙対応力

場所を選ばない
コンパクトサイズ

カラー

〈2pt文字拡大画像の比較〉

最小
55mm

ベルトユニット

定着器

給紙ローラーセット

