
高度な生産性、際立つ高画質。これがデジタルフルカラー複合機の新基準。

システム希望小売価格 （税抜価格 4,155,000円）4,362,750円
本　　 体 希望小売価格 （税抜価格 3,300,000円）3,465,000円

デジタルフルカラー複合機
MX-6540FN

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

（モノクロA4ヨコ）

コピー･プリントスピード

65枚/分62枚/分
（カラーA4ヨコ）

複写機発売40周年

シャープ創業100周年

コピー プリンター スキャナー ファクス

●写真はオプション装着時です。
※システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/50枚綴じ
（MX-FN20）、パンチユニット/FN19/20用（MX-PN12A）、中継ユニット
（MX-RB12）、大容量給紙トレイ/A4（MX-LC12）を含みます。

●写真は推奨システムです。



システムとしての拡張性を追求。

●サドルフィニッシャー（100枚綴じ）
ステープル止めからパンチホール（オプション）、中綴じ
製本まで自動化。また、トリマーユニット（オプション）が
中綴じ後の端面を裁断し美しく仕上げます。

●カール補正ユニット
上下2つのローラーにより用紙のそりを補正
します。補正の強さは10段階で調整できます。

●大容量2段給紙トレイ
本体標準で3,400枚、オプションの大容量2段
給紙トレイと手差しトレイを装着すれば、最大
9,350枚の用紙をセット可能です。

●インサーター
厚紙や色紙などを表紙として挿入可能。
報告書やプレゼン資料の作成時、ワン
クラス上の仕上がりが可能となります。

●紙折りユニット
5種類（2つ折り、Z折り、内3つ折り、外3つ折り、
4つ折り）の紙折りを自動化。DMや報告書等の
作成に威力を発揮します。

●10.1インチ大型カラー液晶パネル
直感的な操作が可能。出力前に読み込んだ
画像を確認・編集でき、用紙や作業時間の
無駄を減らせます。

●手差しトレイ
550枚までセット可能です。

コピー

●

●

SPDL2-cプリンター

●

●

PS3プリンター

●

●

ファクス

●

●

インターネットファクス

̶

●

ネットワークスキャナー

●

●

ステープル止め

●

●

中とじ製本

●

●

パンチホール

●

●

推奨システム

● ● ● ● ̶ ● ̶̶ ̶本　体

フルオプション

フルオプション システム希望小売価格 8,799,000 円（税抜価格 8,380,000 円）
●写真はオプション装着時です。 ※システム希望小売価格には本体、サドルフィニッシャー/100枚綴じ（MX-FN22）、パンチユニット/FN21/22用（MX-PN13A）、トリマー
ユニット（MX-TM10）、紙折りユニット（MX-FD10）、カール補正ユニット（MX-RB15） 、中継ユニット（MX-RB12）、インサーター（MX-CF11）、搬送ユニット（MX-RB14）、
手差しトレイ/大容量2段給紙トレイ用（MX-MF11）、大容量2段給紙トレイ（MX-LC13）、キーボード（MX-KB13）、インターネットファクス拡張キット（MX-FWX1）を含みます。
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パンフレットや提案書を素早く出力。 美しい出力により提案書等の説得力をアップ。 高度な環境性能により省エネ運用をサポート。優しい操作性で、作業の手間や時間が減らせる。

高生産性 ビジネスにつながる 環境性能 節電で経費節約高画質 営業力をサポート操作性 慣れない人でも簡単に

MX-6540FNは、オフィスのニーズはもちろん、企業内印刷に必要とされる生産性や高画質、ユーザビリティを追求。

リーフレットや提案書、折りページの入った会議資料、また大量に必要とされるチラシなども、素早く、美しく、簡単に出力できます。

ビジネスを、もっと速く、優しく、美しく。
高性能フルカラーデジタル複合機、誕生。

高生産性を追求したフラッグシップモデル。

1200×1200

プリント解像度

dpi65枚/分
出力速度（モノクロ）

コピー/プリント

62枚/分
出力速度（カラー）

コピー/プリント

ファーストコピー

1Ｗ以下
待機時消費電力読み込み速度※

10.1インチ
操作パネル

カラー液晶
9,350枚
最大給紙容量

両面150面/分
片面 75枚/分

モノクロ   4秒
カラー 5.6秒

MX-6540FN

※A4ヨコ、200dpi読み取り時。※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

インサーター

̶

●

紙折り

̶

●

カール補正

̶

●

小口裁断

̶

●

キーボード

̶

●

給紙容量

7,400枚

9,350枚

̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 3,400枚

推奨システム

複写機発売40周年
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3

生産性を追求するための高度な技術を搭載。

高生産性
PRODUCTIVITY

メンテナンスやトナーカートリッジの交換、万が一の紙詰まりにも、
前面から操作が可能。効率的に処理できダウンタイムを減らせます。

メンテナンスを簡略化するフロントアクセス

大容量2段給紙トレイ（オプション/MX-LC13）には、紙詰まりや
多重送りを抑制するエアー給紙システムを搭載。給紙・搬送の
安定化を図っています。

スムーズに用紙搬送するエアー給紙システム

搬送部の上下2つのローラーで圧力をかけることにより、用紙の
そりを補正。高速搬送性を高めることが可能です。

紙のそりを補正するカール補正機能（オプション）

大量出力途中でもトナーカート
リッジ（全色）の交換ができ、資
料や企画書などの出力を継続
して行うことができ、高いレベル
の生産性を実現します。

出力を止めずにトナー補給できるコンティニュアス ラン

大量出力に必要とされる高速性能を追求。急ぎで必要になった
会議用資料やパンフレットなどをスピーディに処理できます。

カラー毎分62枚（モノクロ65枚）で素早く出力

開始ボタンを押してから1枚目の用紙が排出されるまでわずか4秒。
素早い対応によりビジネスのスピード化をサポートします。

素早い処理を可能とするファーストコピー4.0秒※

高速読み取りにより、紙の書類をスピーディに電子化。大量コピー
時やオフィスのペーパーレス化に貢献します。

高速スキャン読み込み片面75枚/分、両面150面/分

標準で3,400枚、最大9,350枚の大容量給紙を可能としました。
大量の出力時にも、用紙補給にかかる時間と手間を減らせます。

用紙補給の手間を減らせる大容量トレイ（オプション）

高速性能 連続稼働

枚6565
コピー･プリントスピードコピー･プリントスピード

モノクロモノクロ

枚62カラー

●カラータンデムプロセス イメージ

※ モノクロコピー時（カラーコピー時は5.6秒）

さばきエアー

吸引エアー

アシストエアー
イメージ図
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̶
⑥
小口
裁断

̶̶

③
パンチ
ホール

̶④
紙折り

̶

̶
⑤
表紙
合紙
挿入

̶

多品種印刷が可能、多彩なビジネスにつながる。

●中とじ製本

●ステープル位置
●折りモード

100枚、もしくは50枚まで綴じられるサドルフィニッシャーを装着
可能。20枚もしくは15枚の中とじや綴じ位置の選択も可能で、パ
ンフレットや提案書など制作物に応じた製本が行えます。

冊子を自動作成できるサドルフィニッシャー（オプション）

マルチ折りユニットを装着すれば、Z折りや内三つ折りなどの多彩
な折りを自動化。ダイレクトメールなどの作成を効率化できます。

多彩な折りを自動化できるマルチ折りユニット（オプション）

ステープル止めは、3種類の綴じ方
から選択可能。提案書や資料など
書類に合わせて選べます。

多彩に綴じられるステープルフィニッシャー（オプション）

インサーターを装着することで、色紙
や印刷済みの用紙を自動的に挿入
可能。2種類の用紙をセッティングで
きます。パンフレットや提案書など
制作物に応じた製本が行えます。

厚紙/色紙などをセットできるインサーター（オプション）

サドルフィニッシャー（MX-FN22/100枚
綴じ）には、トリマー処理機能を搭載可能。
中とじ製本時、出力物の小口を裁断して
美しく仕上げます。

美しい製本を可能にする小口裁断処理（オプション）

印刷済みの出力物をインサーターから挿入し、様々に仕上げする
ことが可能です。

印刷済みの出力物を多様に製本/仕上げ（オプション）

製本・仕上げ処理
処理イメージ

基
本
オ
プ
シ
ョ
ン

■製本/仕上げイメージ 必要オプション

●製本/仕上げ一覧：製本、ステープル止め、パンチホール、紙折り、表紙・合紙、小口裁断

手前１ヵ所 奥１ヵ所 中央２ヵ所

表紙 合紙

裁断

パンチ

サドル
フィニッシャー
（ＭＸ-FN22）

パンチユニット
（MX-PN13A） パンチユニット

（MX-PN12A）

インサーター
（MX-CF11）

トリマーユニット
（MX-TM10）

サドル
フィニッシャー
（ＭＸ-FN20）

パンチユニット
（MX-PN12A）

インサーター
（MX-CF11）

パンチユニット
（MX-PN13A）

フィニッシャー
（ＭＸ-FN21）

フィニッシャー
（ＭＸ-FN19）

紙折りユニット
（MX-FD10）

紙折りユニット
（MX-FD10）内三つ

折り
四つ
折り

Ｚ折り
外三つ
折り

二つ
折り

中とじ製本 2つ折り

手前１ヵ所 奥１ヵ所 中央２ヵ所

̶
①

製本機能
＆

折り機能

拡
張
オ
プ
シ
ョ
ン

フィニッシャーサドルフィニッシャー

̶

②
ステープル
止め

①+③ ①+③ ②+③

①+④ ②+④

①+⑤

①+⑥

②+⑤

②+③

基本オプション①②に、③～⑥の拡張オプションを
追加することで多彩な仕上げ処理が行えます。

内三つ折りＺ折り 外三つ折り 四つ折り 二つ折り
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ロングタッチ
一定時間タッチを続け、
バルーン表示を呼び出す。

タップ
画面を指で軽く叩く。通常の
確定操作に使用。

フリック
画面をタッチし指を滑らせる。
スクロール等に使用。

スライド
画面をタッチしてずらす。
スクロールバーに使用。

ドラッグ
一定時間画面を押してからず
らす。ページ編集操作に使用。

（初期設定画面はグリーンです。）

直感的操作で、簡単に使いこなせる。

ページの削除や向きの変更、順番の入れ替えなどのページ編集が指の操作で可能。作業にかかる手間を減らせます。

イメージを見ながらページ編集が可能

高度な機能を直感的に使えるよう、大型液晶タッチパネルを搭載
しました。見て、触れて、機能を使いこなすことが可能です。

10.1インチカラー液晶タッチパネルを搭載

読み込んだ画像を出力前に確認できます。仕上がりをイメージで
見ることができ、作業の効率化と出力ミスの軽減が可能です。

簡単に確認できるアドバンスドプレビュー機能

指でタッチする、指を滑らせるなどの動きで多彩な操作に対応。スクロールや拡大表示、多ページのプレビューを直感的に行えます。

多彩な編集機能を指の動きで操作可能

USABILITY
操作性

インチカラー液晶
タッチパネル10.1インチカラー液晶タッチパネル
インチカラー液晶
タッチパネル
インチカラー液晶
タッチパネル10.1

簡単操作 編集機能

●画面表示色は7色から選べます。

●ページの
　入れ替え

●ページの回転

●ページの確認 ●ページの削除
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スクロール領域
よく使う機能やショートカット
キーに変更可能。

固定表示領域
モード切替キーなど基本的な
キーを表示。

操作パネル上にWebページやPDFファイルを表示

印刷
指示

Internet

順 手 逆 手

拡大図 拡大図

使いやすさを追求、さらにWebブラウジングも可能。

機能を選択すると、関連する操作を画面の右端に表示。次のアク
ションをスピーディに選択でき、作業の効率化が可能です。

次の操作をアシストするアクションパネル機能

ユーザー認証機能との組み合わせにより、ホーム画面やお気に
入りのカスタマイズが可能。機能のショートカットも設定できます。

使い方に応じてカスタマイズが可能

操作パネルに操作ガイドを表示可能。見やすい大型液晶パネル
により、各機能の使い方などを簡単に知ることができます。

操作ガイド表示で使う人を優しくサポート

読みやすさに配慮したフォントデザインを選定。また、用途に応じて
文字サイズを使い分けるなど、視認性の高さを追求しました。

視認性を高めるため文字デザインにも配慮

操作画面の言語を日本語の他、英語・フランス語など全23言語
に対応。外資系企業や海外の方が多く働くオフィスで活躍します。

グローバルに使いこなせる多言語表示

収納式のキーボードを装着でき、メールアドレスの登録やメール本
文の入力をパソコンと同様のキータッチでスムーズに行えます。

文字入力が簡単にできる収納式キーボード※

本体のタッチパネルを使って、直接Webを閲覧可能。資料の作成
などに必要な情報に、その場で簡単にアクセスできます。

本体から簡単にWebブラウジングが可能※

本体のタッチパネルに表示したWebページやPDFファイルを、その
まま出力可能。カタログや地図などの情報を手軽に出力できます。

WebページやPDFファイルを直接プリント※

※オプションのウェブブラウジング拡張キット（MX-AM10）が必要です。

※オプションのウェブブラウジング拡張キット（MX-AM10）が必要です。

Web閲覧サポート機能

※ オプション（MX-KB13）

ユニバーサルデザイン
つかみやすさに配慮した
グリップハンドル

見やすいチルトタイプ
操作パネル

さらに見やすくできる大きな文字モード

パソコンに本体の操作パネルを表示
リモートオペレーションパネル※上からでも下からでもつかみや

すいグリップタイプのハンドルを
採用。ロック機構を付けることで
安全性も追求しました。

液晶パネルは、5段階可変
のチルトタイプを採用。

※リモートオペレーションパネルを利用するには
別途ソフトウェアが必要です。

※同時に２台以上のPCからのアクセスはできません。
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自動認識ON

文字も
くっきり再現

印刷写真

Mycrosトナー従来トナー R

高画質という力が、
クオリティと営業力を生み出す。

MycrosトナーHG®3により色の再現域が広がり、写真の表現力
がアップ。カタログや企画書などの出力に実力を発揮します。

高度な表現力を支えるMycrosトナーHG®3

従来より粒径が小さいESキャリアを採用。グラデーションやハーフ
トーンも美しく出力することが可能です。

なめらかに再現する小粒径ESキャリア

写真や文字などの構成要素から原稿の種別を自動で認識し、
適した原稿モードに設定されます。下地に色の付いた文字なども、
不要な下地だけを消去。写真は鮮明に、文字はくっきりと読み
やすく再現できます。また複数ページの書類は、各ページごとに
最適化して出力を行います。

原稿種別を自動認識するマジカルビュー®Ⅲ

書き込み用に4つのレーザービームを採用。高解像度1200×
1200dpi書き込み、粒状性、文字品質のアップを可能とし、カタ
ログやリーフレット等の内製化にも対応できます。

印刷の内製化にも対応できる1200×1200dpi

ページ間での高濃度/中間
プロセス制御を行い、ページ
間の色のバラツキを減らし
て高画質を維持します。

高画質を維持する紙間プロセスコントロール

●HG=High Grade

1200×1200dpi

現像剤をリフレッシュし、画質の安定性を向上

トナーカートリッジにトナーと少量
のキャリアが充填され、トナー補給
と同時に現像剤も現像ユニット
に補給。その分、古い現像剤が
排出され、少しずつ入れ替わること
によって現像剤の劣化が抑えられ、
画質の安定性が向上します。

高度な画像処理を可能とするASIC

高度な画像処理技術ASIC（Application Specific Integrated 
Circuit）により、大量の画像データを高速かつ美しく処理できます。

高画質
HIGH QUALITY

高品位出力

◎用紙に下地色のあるものを原稿にした場合には、下地色をとばします。※
※下地の色や原稿の種類によっては下地色をとばさない場合があります。

（コピー時/スキャン時）対応

キャリア

トナー（マゼンタ）

イメージ図

イメージ図

トナーカートリッジ

排出

センサー
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0

■TEC値（消費電力量）※1（kWh/週）

MX-6540FNMX-6201N
（2007年発売）

10

20

約56%
低減

17.09

7.38

0

■ウォームアップタイム比較 （秒）

MX-6540FNMX-6201N
（2007年発売）

100

200

300

約73%
低減

300

80

※2 オプションのデータセキュリティキット（MX-FR36U）が必要です。

操作パネルで認証

複合機本体で認証 外部サーバーで認証
認証方法 1

ICカードで認証※
認証方法 2

LDAPサーバーで認証
認証方法 3

Active Directory サーバーで認証
認証方法 4

パスワード、E-mailアドレス等を入力

長時間稼働するからこそ、
高度な環境性能が必要となる。

多彩な使い方を想定し、
高度なセキュリティを追求。

ウォームアップの短縮やLEDの採用など、多彩な節電対策を採用。
企業のコスト削減や環境に配慮した性能を追求しています。

消費電力を抑えて優れたTEC値を達成

ファクス/ネットワーク待機時消費電力1W以下※

節電ボタンを押すことで待機状態に移行。本機を使
用しない時の消費電力を抑え、節電に役立ちます。

待機時消費電力を抑える節電ボタンを採用

イメージ送信など印刷を伴わない場合は、定着部を加熱すること
無く、ジョブを実行し消費電力を抑えます。

消費電力を抑える省エネスキャン機能

過去の使用履歴を自己分析し、あまり使われない時間帯には
短時間に節電モードに切り替えるなど省エネ運転が可能です。

電源管理を最適化するエコ学習機能

始業時間に合わせて電源ON、昼休みには電源OFFなど自動
制御が可能。消し忘れを防止するなど、節電をサポートします。

賢く使える電源ON/OFFスケジュール機能

原稿読み取り部の光源に、低消費電力のLEDを採用しました。
消費電力を抑え、企業のコスト削減に役立ちます。

スキャナー光源に低消費電力のLEDを採用

ハードディスクに蓄積するデータは、暗号化して保存。コピー出力
後やファクス送信後の電子データは、自動的に消去します。

電子データを暗号化、自動消去※1

印刷された日時やログイン情報を記載し情報を追跡できます。

不正な持ち出しに対応する追跡情報印刷

ICカード認証※やLDAPによる認証機能、また
外部Active Directoryサーバーを使ったアク
セス権付与機能にも対応。複数台の一括管
理や多数のユーザー対応も可能です。

多彩なユーザー認証で情報を守る

環境性能
SECURITY
セキュリティ

省エネ

国際エネルギースタープログラムに適合

省エネ

環境に配慮した素材を使用

欧州RoHS規制に対応

エコマーク認定番号
第11117037号

3R・省エネ設計

グリーン購入法
適合商品

登録NO.134

グリーン購入法基準に適合

エコマーク認定商品

●不正コピーを抑止する地紋印刷
●データを埋め込むドキュメントコントロール※2

●個人情報およびHDDの初期化

埋め込み式ICカードリーダー

※ オプションのＩＣカードリーダーライター（MX-ECX２）が必要です。取付けには別途サービスパーツが必要となります。

※1 当機能の設定につきましては、担当セールスにおたずねください。

※電源OFF時のファクス待受モード時。TCP/IP、有線LAN接続時。

※1TEC値とは「Typical Electricity Consumption」の略。１週間の標準消費電力量のことで
　　「国際エネルギースタープログラム」適合における基準となる値です。
※2 MX-6201N（2007年発売）との比較。（TEC値17.09kWh/週）
※3 MX-6201N（2007年発売）との比較。

※3※2

情報保守省エネ
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ブック複製
処理

中とじレイアウト

見開きページで順に読み込み すべてのページを読み込んだ後、
まとめて印刷。

カラー / モノクロ
混在原稿

原稿をセットした
順に出力

コピー開始

カラーとモノクロを判別し
それぞれのモードでコピー

カラー モノクロカラー モノクロ

展開

原稿送り装置
で読み込み

片ページずつページ順に分割して出力

中とじ小冊子
（左開き）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

読込方向

①

②

③

④⑤

⑥

⑦

⑧
architecture

architecture

architecture

サイズの違う原稿をセットした場合、サイズに合わせた用紙で出力
可能。また、同一の用紙サイズに拡大縮小することもできます。

サイズの違う混在原稿を自動的に検知

オプションのサドルフィニッシャーやインサーターを装着することで、
提案書やカタログを効率的に出力することが可能です。

表紙付きの提案書を効率的に作成できる

読み込んだ写真やグラフなどの原稿を、印刷用紙の指定した箇所
に組み合わせて出力可能。提案書や資料作りを効率化できます。

原稿を組み合わせて出力できる移動コピー

写真入りの資料やルビ入りの文字、繊細なイラストなども美しく
コピー。高画質性能によりクオリティの高い仕上がりが得られます。

高度な画像処理技術で美しくくっきりコピー

ブック原稿をページ順に見開きでコピーするだけで、本の複製が
完了。ページの順序を意識することなく簡単にコピーできます。

本をそのままコピーできるブック複製機能

中とじされた小冊子をコピーする際、片ページずつ分割して印字。
ページ順に出力することができます。

ブック分割機能

カラーとモノクロ原稿が混在していても、自動的にカラーかモノク
ロかを判別して出力。原稿を分けてコピーする手間が減らせます。

カラーとモノクロ原稿を自動判別

高速性能で大量のコピーも素早く処理

カラー毎分62枚（モノクロ65枚）のスピードで、大量のコピーを高
速処理。作業時間を短縮し、急ぎの仕事にも迅速に対応できます。

印刷と同時に送信処理

印刷時に送信先を指定することにより、一度の操作で同時にファ
クスやe-mail宛先への送信が可能です。

大量のコピーを高速・高画質で出力。高度なペーパーハンドリングで製本まで効率化。

コピー
COPY

ビジネスに役立つ多彩な機能

□ 縦横独立変倍
□ 大量原稿モード
□ 白紙飛ばし
□ カードスキャン
□ 回転コピー
□ センタリング

□ とじしろコピー
□ 白黒反転
□ ジョブプログラム
□ リピートレイアウト
□ 印字メニュー
□ 原稿枚数カウント

□ OHP合い紙挿入
□ タブコピー
□ 拡大連写
□ 地紋コピー
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パソコン・
スマートフォンなど

USB無線LAN
アダプターを接続

Ethernet
１00０BASE-T
１００BASE-TX
１０BASE-T

IPX/SPX　NetWare
SPDL2-c※プリンター

Windows   XP
Windows Server　２００３
Windows Server　２００８

R

R

R

Windows Vista
Windows   ７R

R

SPDL2-c※プリンター

PSプリンター

EtherTalk　TCP/IP
Mac OS 10.4.11、10.5～10.5.8、
10.6～10.6.5、
10.7～10.7.2

ルーター背面

※ オプションのUSB無線LANアダプター（MX-EB13）が必要です。
   仕様に関しては、USB無線LANアダプター（MX-EB13）専用カタログをご参照ください。
※ 無線LANルーターが別途必要です。

New Collection A3サイズ
（297×420）

４50

３２０

●用紙サイズ

最長1200ミリ

Italian fairItalian fairItalian fair
Pizzeria

A3サイズ
（297×420）

高度なプリント機能や編集機能を活用できるSPDL2-cプリンター
を搭載。また、高速インフラ対応により快適な出力が得られます。

高度なプリント機能が使えるSPDL2-c※プリント

TIFF、JPEG、PDFなどのファイルをプリンタードライバーを介さず
に直接本体に送信して印刷。また、USBメモリーからのダイレクト
プリントも可能です。

多彩なフォーマットに対応できるダイレクトプリント

共有プリントサービスBMLinkSに対応

Adobe® PostScript® 3TMを標準装備

次世代インターネットプロトコルIPv6に対応

本人が来るまでデータを保管するプリントホールド機能を搭載。
また、暗証番号を入力する親展プリント機能により情報を守ります。

情報保護に役立つプリントホールド/親展プリント

オプションのUSB無線LANアダプターを活用すれば、無線
LAN機能を搭載したパソコンからも接続できます。

手軽に接続できる無線LAN対応

高精細1200dpiで美しくカラー出力。高効率ネットワークプリンターとして活用。

プリンター
PRINTER

●最大16倍（4×4）に拡大できるポスター印刷

●複数枚（1～16枚）の原稿を1枚にまとめる集約プリント

●用紙コストを節約できる両面プリント

●用紙に合わせて拡大縮小するフィットページ機能

●「極秘」などの文字をすかして印字

※SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
●最新のプリンタードライバーはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
（http://www.sharp.co.jp/print/）

●300ｇ/ｍ2コート紙対応

※長尺紙をご利用の場合は、担当セールスマンまでお問い合わせください。

SRA3紙に対応し、トンボの入ったデータの出力も可能。パンフ
レットやリーフレットを内製する場合などに役立ちます。

トンボ入れもできるSRA3紙に対応

300g/㎡の厚紙への出力が可能。
パッケージやメニューなどの
作成にも活用できます。

パッケージも作成可能な厚紙プリント

POPも出力できる長尺プリント対応
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Internet

クライアントPC

ファイルサーバー

必要に応じて
入手

メールサーバー

メールサーバー

紙文書を
スキャン

共有
フォルダー

デジタルデータとして管理
FTPサーバー

そのまま電子メールで配信
E-mail

共有フォルダー内に保存
共有フォルダー 

指定したパソコンへ直接配信
Desktop

検　索

サーバーのアドレスを
設定する

LDAPサーバー

必要に応じて登録

LDAP対応
アドレス帳

原稿

読み込み
Fax

E-mail

モードごとにカラーや
解像度を変更して送信可能 フルカラー

モノクロ

※オプションのスキャナー機能拡張キット（MX-EB11）が必要です。

※オプションのアプリケーション拡張キット（MX-AMX1）が必要です。

スキャンしたデータをFTPサーバーや共有フォルダー
に送信可能。添付ファイルとしてE-mail送信もでき、
データ活用の効率化をサポートします。また、設定し
たパソコンのフォルダーに直接送信し、当社文書管
理ソフト（オプション）によってデータの管理や編集も
行えます。

読み取ったデータを送信して活用できる

片面75枚/分、両面150面/分（Ａ４ヨコ、200dpi読み取り時）の
高速カラースキャン。大量の紙文書を効率よく電子データ化できます。

素早く読み取れる高速カラースキャナー

本体にUSBメモリーを差し込み、スキャンしたデータを直接保存
可能。複合機に接続していないパソコンでも、USBメモリーを
介してデータを活用できます。

USBメモリーに直接書き込み可能

高圧縮PDFでペーパーレス化を促進※

LDAPプロトコルに対応し、登録されているアドレス帳を利用可能。
メールアドレスを一文字ずつ入力する手間が減らせます。

入力の手間が減らせるLDAP対応アドレス帳

Faxはモノクロで、E-mailはカラーで送るなど、各モードに適した
カラーや解像度に変更して送信します。

使い勝手を高めるワンスキャンマルチフォーマット

スキャンした画像ファイルに、作成日時や作成者情報をXML方式
のメタデータファイルとして添付できます。

スキャンした画像ファイルに情報を添付

TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、JPEG、ドキュメントフォー
マットXPS（XML Paper Specification）に対応しています。

多彩なフォーマットに対応

多彩に画像を活用できるTWAIN対応

毎分75枚のスピードで高速カラースキャン。ネットワークを使ってデータを多彩に活用。

スキャナーCOLOR
SCANNER

●LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］インターネットやイントラネットのTCP/IP    
　ネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコルのことです。

●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。
（http://www.sharp.co.jp/print/）

●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

※指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。

最大積載量
150枚
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ファクス受信

設定登録先に自動的に振り分けて転送

E-mail※1
電子メールで転送

FTPサーバー
デジタルデータとして管理

別のファクス
別のファクスに転送

Desktop※2
指定したパソコンへ転送

共有フォルダー
共有フォルダー内に転送 共有

フォルダー ※W-NET FAX ダイレクトSMTP受信を行うためには、W-NET FAX ダイレクトSMTPに対応し
たインターネットFax対応機が必要です。●W-NET FAXとは、ＴＴＣ標準JT-T37シンプルモードま
たはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。●W-NET FAX、Direct SMTP
は、ダイレクトSMTP認証済みで他社の認証機と相関性があります。

インターネットFax

イントラネット

インターネットFax※
対応機

Internet

LAN ダイレクトSMTP

メールサーバー メールサーバー

※1 携帯電話にE-mail転送する際は、受信データを常にプリントするに設定してください。また、
データのバックアップ用に他の宛先に対して送信を指定してください。※2 ネットワークスキャナツ
ールLiteのインストールが必要です。●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホー
ムページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）※3 ドキュメントビューア、
Adobe®Reader®LEがインストールされており、PDFデータがメール添付ファイルとして受信できる
もの。接続条件によっては接続できない場合があります。●ドキュメントビューアはPicsel 
Technologiesにより実現しています。

※3  

※オプション装着時は、フィニッシャー（左側）でも排紙できます。

ファクスやインターネットFaxのデータを、TIFFやPDFデータに変
換し、指定した共有フォルダーやE-mailなどに転送できます。

ファクス受信データを多彩に転送

パソコンで作成した文書をファクス原稿として直接ファクス送信
可能。プリント出力する必要がなく、用紙の削減につながります。

出力の手間を減らせるPC-Fax送信

E-mail環境を利用してインターネットFaxが可能。電話回線による
ファクス通信と比べて、通信コストを節約することができます。

通信コストを節約するインターネットFax対応

ファクスの取り忘れを防止するファクス受信ランプ

ユーザーごとに適したアドレス帳を表示可能

高速伝送をサポートするスーパーG3ファクス搭載

出力物が混ざらない 2way（右側/中央側）排紙トレイ（標準）

ワンタッチアドレス帳2,000件/順次同報500件

ファクス3回線増設に対応

ファクス受信データを外出先のスタッフに転送、ビジネスのスピード化が可能です。

ファクス
FAX

使い勝手を高める多彩な機能

□ 両面送受信
□ 済スタンプ機能
□ 長尺原稿送信

□ Fコード対応
□ 直接送信
□ 留守番電話接続

□ 縮小送信
□ 回転送受信
□ 受信データ部数/ステープル設定

□ プログラム
□ 宛先確認機能

□ 混載原稿
□ カードスキャン

アプリケーション
連携

Sharp OSA® Application

Sharp OSA®により複合機の機能とアプリケーションを連携し、
複合機をトータルアプリケーションの一部として活用できます。

オフィスの作業効率を高めるSharp OSA®

®

パソコンの印刷データをSharp Print Systemサーバーに保存。最寄りの複

合機から出力でき、移動にかかる手間と時間を減らせます。

任意の複合機から出力できる Sharp Print System®

複数の複合機を効率的に集中管理する SharpAccountant Professional®

オフィスに分散している複合機を集中管理。多彩な集計・分析機能を備え、

複合機の効率的な運用をサポートします。

スキャン業務を改善する Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール

スキャンに関わる作業を効率化。異なる文書をまとめてスキャンしたり、自動的

にフォルダーに仕分けすることも可能です。

文書を効率的に管理する SharpFiling®連携システム

SharpFiling®とSharp OSA®とを連携。スキャン文書、保管先の振り分け

等の手間を減らし、より便利に活用することができます。
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オプション/一覧 各オプション機器の詳しい内容は、14ページのオプション仕様をご覧ください。

オプション装着時

※１フィニッシャー（MX-FN19）またはサドルフィニッシャー（MX-FN20）の装着が必要です。※2 プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB16）が必要です。※3 排紙トレイキャビネットユニット（MX-TU14〈本体
のみでご使用の場合〉）もしくは、中継ユニット（MX-RB12〈排紙系オプションを装着する場合〉）の装着が必要です。※4 排紙系オプション（MX-FN19/FN20/FN21/FN22）を接続する場合、中継ユニット（MX-RB12）の
装着が必要です。また、フィニッシャー（MX-FN21/FN22）を接続する場合は、中継ユニット（MX-RB12）とカール補正ユニット（MX-RB15）の装着が必要です。※5 別途専用電源が必要です。※6 インサーターを接続する場合、
紙折りユニット（MX-FD10）もしくは、中継ユニット（MX-RB13）の装着が必要です。※7 フィニッシャー（MX-FN21）またはサドルフィニッシャー（MX-FN22）の装着が必要です。※8 サドルフィニッシャー（MX-FN22）の装着が
必要です。※9 大容量2段給紙トレイ（MX-LC13）を接続する場合、搬送ユニット（MX-RB14）の装着が必要です。

MX-FN19

フィニッシャー
（50枚綴じ）

希望小売価格420,000円
（税抜価格400,000円）

MX-TU14

排紙トレイ
キャビネットユニット※3

希望小売価格10,500円
（税抜価格10,000円）

MX-XB16

プラズマクラスターイオン
発生装置取り付けキット

希望小売価格10,500円
（税抜価格10,000円）

MX-PN12A
パンチユニット（FN19/20用）※1

希望小売価格80,850円
（税抜価格77,000円）

MX-FD10
紙折りユニット

希望小売価格1,645,350円
（税抜価格1,567,000円）

MX-6540FN本体

MX-RB15
カール補正ユニット※4

希望小売価格136,500円
（税抜価格130,000円）

MX-RB14
搬送ユニット※9

希望小売価格115,500円
（税抜価格110,000円）

MX-LC13
大容量2段給紙トレイ※5

希望小売価格941,850円
（税抜価格897,000円）

MX-RB13
中継ユニット

希望小売価格76,650円
（税抜価格73,000円）

MX-RB12
中継ユニット※3※4

希望小売価格60,900円
（税抜価格58,000円）

MX-PC12
プラズマクラスターイオン発生装置※2

希望小売価格92,400円
（税抜価格88,000円）

MX-KB13
キーボード

希望小売価格46,200円
（税抜価格44,000円）

MX-LC12
大容量給紙トレイ（A4）

希望小売価格157,500円
（税抜価格150,000円）

MX-LCX3 N
大容量給紙トレイ（A3）

希望小売価格367,500円
（税抜価格350,000円）

MX-MF11

手差しトレイ
（大容量2段給紙トレイ用）

希望小売価格163,800円
（税抜価格156,000円）

MX-PN13A
パンチユニット（FN21/22用）※7

希望小売価格110,250円
（税抜価格105,000円）

MX-TM10
トリマーユニット※8

希望小売価格597,450円
（税抜価格569,000円）

MX-FN20

サドルフィニッシャー
（50枚綴じ）

希望小売価格598,500円
（税抜価格570,000円）

MX-FN22

サドルフィニッシャー
（100枚綴じ）※5

希望小売価格1,033,200円
（税抜価格984,000円）

MX-FN21

フィニッシャー
（100枚綴じ）※5

希望小売価格732,900円
（税抜価格698,000円）

プラズマクラスターイオン発生装置搭載時■外形寸法図（単位：㎜）

正面 正面正面 正面上面 上面

844※1

845

1,222

845
1,245

285 113

1,222

1,974※2

※1 操作パネルデフォルト時。操作パネルを閉じた時は833㎜。※2 手差しトレイ伸長時は2,091㎜。※3 手差しトレイ伸長時は3,893㎜。※4 操作パネルデフォルト時。操作パネルを閉じた時は974㎜。

3,628※3

1,275

985※4

131

1,488

220

500

❶サドルフィニッシャー（100枚綴じ）
②パンチユニット（FN21/22用）
③トリマーユニット
❹紙折りユニット
❺カール補正ユニット
❻中継ユニット
　

MX-FN22
MX-PN13A
MX-TM10
MX-FD10
MX-RB15
MX-RB12

・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

❼インサーター
❽搬送ユニット
❾手差しトレイ（大容量2段給紙トレイ用）
10大容量2段給紙トレイ

⑪キーボード
⑫インターネットファクス拡張キット

　

MX-CF11
MX-RB14
MX-MF11
MX-LC13

MX-KB13
MX-FWX1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・

■ステープル止めと大量給紙に対応する推奨システム例

■パンフレット等の内製化にも対応するフルオプション例

排紙系オプション 給紙系オプション

❶サドルフィニッシャー（50枚綴じ）
❷パンチユニット（FN19/20用）
❸中継ユニット
　

MX-FN20
MX-PN12A
MX-RB12

・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

❹大容量給紙トレイ（A4） MX-LC12・・・・・・・・・・・・・

排紙系オプション 給紙系オプション

その他オプション

❶
②
③

❶ ❷

❸

❹

❹ ❼ ❺ ❽ 10

❻ ⑪

⑫ ❾

●システム総質量：約337kg ●消費電力：2KW以下
●コンセント数：１００V １５A×２本（MX-6540FN） 別々の回路を使用

●総重量：約677kg  ●消費電力：3,250W
●コンセント数：１００V １５A×２本（MX-6540FN） 別々の回路を使用/１００V １５A×1本（MX-FN22）/

１００V １５A×1本（MX-LC13） 

オプション/システム一例

システム希望小売価格 4,362,750円（税抜価格4,155,000円）

システム希望小売価格 8,799,000円（税抜価格8,380,000円）

電源コンセントの形状

電源コンセントの形状

MX-CF11
インサーター※6

希望小売価格451,500円
（税抜価格430,000円）
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オプション/仕様

AR-SU1済スタンプユニット 10,０００円）10,5００円
AR-SV1スタンプカートリッジ 3,5００円）3,675円
MX-FWX1インターネットファクス拡張キット 30,0００円）31,500円

MX-FL10回線増設キット（2回線/3回線）※1 １００,０００円）１０５,０００円

MX-PUX1XPS拡張キット １1０,０００円）１15,５００円
MX-PF10バーコード用フォントキット 6０,０００円）63,0００円
MX-PF11漢字フォントキット 6０,０００円）63,0００円
MX-EB13USB無線LANアダプター 25,０００円）26,25０円

ICカード（５枚入り） MX-CCX１ ７１,０００円）７４,５５０円
ICカードリーダーライター（非接触）※5 MX-ECX２ １３０,０００円）１３６,５００円

MX-FR36U

アプリケーション通信キット

153,０００円）16０,65０円

MX-AMX２

データセキュリティキット（非認証版）※4

６０,０００円）６３,０００円
外部アカウントキット MX-AMX３ ３０,０００円）３１,５００円

Sharp Print System ライセンスキット※7※8 MX-AK11 47０,０００円）493,５００円
ステープルカートリッジ（MX-FN19/FN20用）
ステープルカートリッジ（MX-FN20サドルステッチ用）
ステープルカートリッジ（MX-FN21/FN22用） MX-SCX2

AR-SC3
AR-SC2

12,０００円）
4,０００円）
7,5００円）

12,6００円
4,2００円
7,875円

MX-UFX５ ６０,０００円）６３,０００円
MX-UFX１A １５,０００円）１５,７５０円

MX-EB11 12０,０００円）126,000円
MX-AK10 47０,０００円）493,５００円SharpAccountant Professional ライセンスキット※6※7
MX-AKX３ １００,０００円）１０５,０００円SharpAccountant Lite １ライセンスキット

スキャナー機能拡張キット
MX-AM10 5０,０００円）52,500円ウェブブラウジング拡張キット
MX-EB15 115,０００円）

希望小売価格

120,750円ミラーリングキット
MX-UN01A 1０,０００円）10,500円
MX-UN05A 4０,０００円）42,000円
MX-UN10A 7０,０００円）73,500円
MX-UN50A 35０,０００円）367,500円
MX-UN1HA 60０,０００円）（税抜価格

希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格

630,000円
希望小売価格 （税抜価格

ステープルカートリッジ（MX-FN22サドルステッチ用）MX-SCX1 7,5００円）7,875円希望小売価格 （税抜価格

希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格
希望小売価格 （税抜価格

Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 100ライセンスキット※2
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 50ライセンスキット※2
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 10ライセンスキット※2
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 5ライセンスキット※2
Sharp OSA®ネットワークスキャナーツール 1ライセンスキット※2

MX-AMX１ ６０,０００円）６３,０００円アプリケーション拡張キット

SharpFiling®５ライセンスキット
MX-USX5 36,０００円）37,8００円Sharpdesk®5ライセンスキット

SharpFiling®追加１ライセンスキット※3

大容量給紙トレイ（A３）（MX-LCX3 N） 大容量給紙トレイ（A4）（MX-LC12）大容量2段給紙トレイ（MX-LC13）
1段目：SRA3/SRA4/A３ワイド/A３/B４/A４/A４R/B５/B５R/はがき（５5～300g/㎡）
2段目：SRA3/SRA4/A３ワイド/A３/B４/A４/A４R/B５/B５R（５5～300g/㎡）

2,750枚（64g/㎡）/2段

AC100V、10A（50Hz/60Hz）

幅８95×奥行７63×高さ９８6A
約131O

A３ワイド/A３/B４/A４/A４R/B5（60～220g/㎡）

3,500枚（64g/㎡）/1段

本体より供給

幅670×奥行570×高さ525A
約50O

A４/B5（60～220g/㎡）

4,000枚（64g/㎡）/1段

本体より供給

幅376×奥行576×高さ524A
約28.5O

大 き さ

電 源

質 量

用 紙 サ イ ズ
使用可能用紙

給 紙 容 量
給 紙 段 数

※1 3回線増設時は回線増設キットは2台必要となります。また3回線増設時はプラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC12）は同時装着できません。※2 アプリケーション通信キット（MX-AMX2）が必要です。
またSharp OSA®ネットワークスキャナーツールからPCに格納されているXPSファイルを印刷する場合には、さらにXPS拡張キットが必要です。※3 この商品をご利用になる場合はSharpFiling®５ライセンスキット
（MX-UFX５）が必要です。※4 2012年6月発売予定。※5 取付けには別途サービスパーツが必要となります。※6 外部アカウントキット（MX-AMX3）が必要です。※7 2012年夏対応予定。※8 アプリケーション
通信キット（MX-AMX2）が必要です。

フィニッシャー（MX-FN19）

トレイ容量（80g/㎡）

ステープル位置 手前１ヵ所、奥１ヵ所、中央２ヵ所 手前１ヵ所、奥１ヵ所、中央２ヵ所

最大とじ枚数：１５枚〈14枚（90ｇ/㎡）＋1枚
（表紙256ｇ/㎡）〉 中折り：1枚
用紙サイズ：A３ワイド/A３/B４/A４R
紙厚：55～105g/㎡（表紙のみ106～256g/㎡）

最大とじ枚数：20枚〈19枚（90ｇ/㎡）＋1枚
（表紙256ｇ/㎡）〉 中折り：5枚
用紙サイズ：SRA3/A３ワイド/A３/B４/A４R
紙厚：60～300g/㎡

̶ ̶中 と じ

本体より供給
125W

電 源
最大消費電力

̶ ̶最大消費電力

約42O
大 き さ
質 量

最大50枚（A4/B5）、最大30枚（A3/B4/A4R） 最大50枚（A4/B5）、最大30枚（A3/B4/A4R）ステープル枚数※

幅530（トレイ伸長時660）×奥行662×高さ1,100A

用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる
紙厚：オフセットトレイ 55～300g/㎡、
オフセット/ステープル ５5～256g/㎡

用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる
紙厚：オフセットトレイ 55～300g/㎡、
オフセット/ステープル ５5～256g/㎡、中とじ ５5～105g/㎡

用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる
紙厚：オフセットトレイ 55～300g/㎡、
オフセット ５5～300g/㎡、ステープル 60～300g/㎡

用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる
紙厚：オフセットトレイ 55～300g/㎡、オフセット ５5～300g/㎡
ステープル 60～300g/㎡、中とじ 60～300g/㎡

用 紙 サ イ ズ
使用可能用紙

上段トレイ
ノンステープル時／A４/B５/A５R：1,550枚、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：65０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,550枚、
A3/B4/A4R：50部または650枚
下段トレイ
ノンステープル時／
A４/B５/A５R：2,450枚（オフセット時1,700枚）、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：65０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,550枚、
A3/B4/A4R：50部または650枚

上段トレイ
ノンステープル時／A４/B５/A５R：1,550枚、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：65０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,550枚、
A3/B4/A4R：50部または650枚
下段トレイ
ノンステープル時／
A４/B５/A５R：2,450枚（オフセット時1,700枚）、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：65０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,550枚、
A3/B4/A4R：50部または650枚
中とじトレイ
ノンステープル時／
1～5枚：25部、6～10枚：15部、
11～15枚：10部

本体より供給
125W

約72O
幅642（トレイ伸長時772）×奥行662×高さ1,100A 幅654（トレイ伸長時782）×奥行765×高さ1,040A 幅767（トレイ伸長時896）×奥行765×高さ1,040A

AC100V、3.3A（50Hz/60Hz）
200W以下（MX-FD10接続時は350W以下）

最大900W以下

200W以下（MX-FD10接続時は350W以下）

約61O

AC100V、3.3A（50Hz/60Hz）

約108O

サドルフィニッシャー（MX-FN20） フィニッシャー（MX-FN21） サドルフィニッシャー（MX-FN22）

※４８枚（８０g/㎡）と表紙、裏表紙２枚（２５６g/㎡）まで可能。

風      量 2.2m3/分
運   転   音
外  形  寸  法
質        量

33dB 41dB
3.5m3/分

適用床面積の目安※ 約14畳（約23㎡）

幅500×奥行131×高さ220㎜（本体のみ）

電 源 本体より供給
約3.2㎏（MX-PC12）　約1.2㎏（プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット〈MX-XB16〉）

運 転 モ ー ド プラズマクラスターイオン
風量「弱」

プラズマクラスターイオン
風量「強」

プラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC１2）

※プラズマクラスターイオン発生装置（オプション）を搭載したデジタル複合機を壁際に置いて、風量「強」運転時に部屋中央
　付近（床上から高さ１.5ｍ）で空中に吹き出されるイオン個数が約７,０００個/ｃｍ3測定できる部屋の広さです。
●イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

大 き さ

紙折りユニット（MX-FD10）
折り可能用紙サイズ A３/B４/A４R（55～105g/㎡）

折 り 種 類 Z折り、内三つ折り、外三つ折り、
四つ折り、二つ折り

質 量 約66O

電 源 AC100V、1.3A（50Hz/60Hz）
最大消費電力 150W以下

幅336×奥行793×高さ1,050A 大 き さ

手差しトレイ（MX-MF11）

用 紙 サ イ ズ SRA3/SRA4/A3ワイド/A３/B４/A４/A４R/
B５/B５R/A5R/はがき（55～220g/㎡）

質 量 約18O

電 源 大容量2段給紙トレイより供給

500枚（80g/㎡）/1段

幅705（トレイ伸長時878）×奥行556×高さ203A

大 き さ

インサーター（MX-CF11）
用紙サイズ（給紙） SRA３/A3ワイド/A3/B４/A4/A４R/B5/B5R/A5R（60～220g/㎡）　●OHP等、特殊用紙は不可。

質 量 約45O

使用可能枚数 上段トレイ：200枚　下段トレイ：200枚
電 源 本体より供給
最大消費電力 70W

幅540（トレイ伸長時690）×奥行760×高さ1,276A

パンチユニット（MX-PN12A）　　　
A３/B４/A４/A４R/B５/B５R（55～256g/㎡）
●OHP等、特殊用紙は不可。

パ ン チ 穴 数 ２穴

大 き さ 幅102×奥行662×高さ914A
質 量 約8O

電 源 フィニッシャー/サドルフィニッシャーより供給

パンチユニット（MX-PN13A）　　　
A３/B４/A４/A４R/B５/B５R（55～256g/㎡）
●エンボス紙、光沢紙は可能。それ以外のOHP等、特殊用紙は不可。
２穴

幅95×奥行715×高さ392A
約3.7O

フィニッシャー/サドルフィニッシャーより供給

用 紙 サ イ ズ
使用可能用紙

手前１ヵ所、奥１ヵ所、中央２ヵ所
最大100枚（A4/B5）、最大50枚（A3/B4/A4R）

手前１ヵ所、奥１ヵ所、中央２ヵ所
最大100枚（A4/B5）、最大50枚（A3/B4/A4R）

上段トレイ
ノンステープル時／A４/B５/A５R：1,500枚、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：75０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,500枚、
A3/B4/A4R：50部または750枚
下段トレイ
ノンステープル時／
A４/B５/A５R：2,500枚（オフセット時1,500枚）、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：75０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,500枚、
A3/B4/A4R：50部または750枚
中段トレイ
ノンステープル時／
A４/B５/A５R：250枚、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：125枚

上段トレイ
ノンステープル時／A４/B５/A５R：1,500枚、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：75０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,500枚、
A3/B4/A4R：50部または750枚
下段トレイ
ノンステープル時／
A４/B５/A５R：2,500枚（オフセット時1,500枚）、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：75０枚
ステープル時／A４/B５：100部または1,500枚、
A3/B4/A4R：50部または750枚
中段トレイ
ノンステープル時／A４/B５/A５R：250枚、
A３ワイド/A３/B４/A4R/B5R：125枚
中とじトレイ
1～5枚：25部、6～10枚：15部、
11～15枚：10部、16～20枚：5部

給 紙 容 量
給 紙 段 数

●検針データ
（各種カウンター情報）
●マシン状態情報
●診断情報

定期的にマシンの情報を
送信します。

●サービスマンコール
●メンテナンスコール
●トナーアラート
●紙づまり

マシントラブルが発生した
場合に送信されます。

カウンター検針情報やトラブル情報など
マシンの状況をセンターへ通知します。

お 客 様 販売店（サービス・メンテナンス）
シャープドキュメントシステム（株）

カスタマーセンター

マシンの状況把握による的確な処置

リモート
サービス

トナー配送
サービス

フィールド
サービス

マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス＆メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM®シャープパワーネットシステム

シャープパワーネットシステムに関する詳しい内容につきましては、担当セールスにおたずねください。

通信環境を利用して遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。

●タイムリーなトナー補給を可能とします。
●セキュアな環境による活用が可能です。

●万一のダウンタイムの短縮を目指します。
●面倒な配線工事は不要です。



●ご相談窓口・・・
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■商品ご理解のために

■商品ご使用について  ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
●MX-6540FNのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのMX-6540FNの補修用性能部品を製品の製造打切り後７年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作
物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。
■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Inc.の登録商標および商標です。●BMLinkSは社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporation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。●Microsoft、WindowsおよびWindows VistaおよびExcelは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Adobeロゴ、およびPostScript、PostScript 3は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

R.30ビ（デ）-1212 MX6540J

本　　社　 〒５４５-８５２２   大阪市阿倍野区長池町２２番２２号

このカタログの内容は、２０12年3月現在のものです。

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ ■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
　もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●リース・クレジットの
　ご用命は
　シャープファイナンスへ。

下記のインターネットホームページアドレスで、
新製品に関する情報提供を行っています。

http://www.sharp-ds.com/

シャープドキュメントシステムホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、
新製品に関する情報提供を行っています。

http://www.sharp.co.jp

シャープホームページ安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ●電源は《１５Ａ》以上、《１００Ｖ》の
専用コンセントでお使いください。 ●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。
MX-6540FNは、２００１年４月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の
推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。
弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

JMI-0015
JQA-EM6192

シャープ株式会社ドキュメントソリューション事業本部は
品質マネジメントの国際規格であるISO9001および環境
マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認
証を取得しております。

●このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

デジタルフルカラー複合機  MX-6540FN
基本仕様

TCP／IP（IPv４）

カラースキャナー形 式
読み取り解像度
（主走査×副走査）

原稿読み取り速度
（ A４ヨコ）

インターフェース
対応プロトコル

ネットワークスキャナー仕様

出力フォーマット

モノクロ：片面原稿75枚/分　　両面原稿150ページ/分
カラー：片面原稿75枚/分　　両面原稿150ページ/分

１００×１００dpi  150×150dpi  ２００×２００dpi  ３００×３００dpi  ４００×４００dpi  ６００×６００dpi（プッシュスキャン）
５０～９６００dpi※１（プルスキャン）

１０BASE-T／１００BASE-TX／１０００BASE-T、USB２.０（外部メモリーデバイス保存時）

モノクロ：TIFF、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS  
グレースケール/カラー：TIFF、JPEG、PDF、PDF/A、暗号化PDF、XPS、高圧縮PDF※3
圧縮方式：モノクロ：非圧縮、G３（MH）、G４（MMR）、グレースケール/カラー：JPEG（高圧縮、中圧縮、低圧縮）

ネットワークプリンター仕様
内蔵型

データ処理 ６００×６００dpi、12００×12００dpi　プリント ６００×６００dpi、12００×12００dpi、9600dpi相当×６００dpi

TCP／IP（IPv４／IPv６）、IPX／SPX、IPP、EtherTalk

欧文：８０書体、ラインプリンター：1書体、
バーコード用フォント※4：28書体
欧文：１３６書体、和文：1書体、平成フォント：2書体
欧文：ローマン、サンセリフ　和文：明朝、ゴシック

１０BASE-T／１００BASE-TX／１０００BASE-T、USB ２.０（ハイスピードモード）

形 式

解 像 度
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS※3

エミュレーション

内蔵フォント

インターフェース

ESC／P、ESC／Pスーパー
メ モ リ ー 本体システムメモリーおよびハードディスクを利用。

連続複写速度と同じ連続プリント速度

（ESC／P、ESC／Pスーパー用）

（SPDL2-c※1用）

（Adobe®PostScript®３TM）

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 オプションのXPS拡張キット（MX-PUX１）
が必要です。XPS（XML Paper Specification）※3 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおた
ずねください。※4 オプションのバーコード用フォントキット（MX-PF10）が必要です。
●ドライバーソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

標準：SPDL2-c※１、Adobe®PostScript®３TM　オプション：XPS※2

Windows®XP、Windows Server®２００３、Windows Server®２００8、
Windows Vista®、Windows®７
Macintosh（Mac OS X １０.４.１１、１０.５～１０.５.８、１０.６.5～１０.６.8、10.7～10.7.2）　

適 用 回 線※1

通 信 速 度
符号化方式
通信モード
送信原稿サイズ

電 送 時 間

備 考

走査線密度 精細　　   ８dot/㎜×１５.４本/㎜
小さな字　   ８dot/㎜×７.７本/㎜普通字　　８dot/㎜×３.８５本/㎜

A３～A５記録紙サイズ

高精細　　１６dot/㎜×１５.４本/㎜

２秒台※2（当社A４標準原稿・普通字モード・スーパーG３〈JBIG〉送信時）

ワンタッチダイヤル：最大2,000件（ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループダイヤル含む）
グループダイヤル：最大5００件、順次同報送信：最大5００件

スーパーG３：３３.６kbps ／ G３：１４.４kbps

スーパーG３／G３

一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）、自動構内回線（PBX）、PBダイヤル回線、モデムダイヤルイン回線

メ モ リ ー 1GB
認 定 番 号 A12-0022005

MH、MR、MMR、JBIG  

A３～A５（最大１,０００㎜までの長尺原稿〈片面/モノクロのみ〉の送信が可能。）

ファクス仕様

※1お使いの電話回線によっては通信できない場合がありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。
※2 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG３ファクシミリの３３.６kbps電送方式に準拠。A４判
７００字程度の原稿を標準的画質（８×３.８５本/㎜）で高速モード（３３.６kbps）送信時の速さです。これは画像情報の
みの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の
状態によって異なります。

対応OS※２ Windows®XP、Windows Server®２００３、
Windows Server®２００８、Windows Vista®、Windows®７

プルスキャン（TWAIN）

TWAIN準拠ドライバー
※１ 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。※２ 接続できない場合もありますので、詳しくは
担当セールスにおたずねください。※3 オプションのスキャナー機能拡張キット（MX-EB11）が必要です。

レーザー静電複写方式

１～9,９９９枚

読み取り　モノクロ：６００×６００dpi、６００×４００dpi　　フルカラー：６００×６００dpi
書き込み　６００×６００dpi、9600dpi相当×６００dpi

最大A３／シート・ブック原稿

80秒　●環境により異なる場合があります。

等倍１：１±０.８％　拡大 １１５％、１２２％、１４１％、２００％、４００％
　　　　　　　　縮小 ２５％、５０％、７０％、８１％、８６％
ズーム幅   ２５％～４００％の範囲で１％ごとに３７６段階
両面同時読取原稿送り装置使用時は、２５％～２００％。

4トレイ方式（1,300＋900＋550＋550枚）＋マルチ手差しトレイ（1００枚）＝3,40０枚
●６４g/㎡紙の場合。

4トレイ方式（1,300＋900＋550＋550枚）＋大容量2段給紙トレイ（5,5００枚）＋
マルチ手差しトレイ〈大容量2段給紙トレイ用〉（550枚）＝9,350枚　　●６４g/㎡紙の場合。

AC１００V、20A（100V電源を2個使用）５０Hz/６０Hz共通
2kW以下

幅845（操作パネルデフォルト位置）×奥行844×高さ1,222㎜　

幅1,245×奥行844㎜（手差しトレイ伸長時/操作パネルデフォルト位置）
約222㎏　質 量

電 源

連 続 複 写

複 写 倍 率

複 写 原 稿

複 写 方 式

階 調

形 式
カラー対応

解 像 度

複写サイズ

最大給紙方式/
最大給紙容量

給紙方式/
給 紙 容 量

大 き さ

機械占有寸法

最大消費電力
7.38kWhT E C 値

ファーストコピータイム
ウォームアップタイム

コピー仕様

フルカラー：5.6秒  モノクロ：4.0秒　●本機の状態により異なる場合があります。

コンソール
フルカラー

読み取り ２５６階調／書き込み ２５６階調相当

SRA３（３20×４５0㎜）、A３ワイド（３０５×４５７㎜）～A５R・OHP・厚紙・郵便はがき＊・
封筒（長形３号・長形4号・洋形２号・洋形４号・角形２号・角形3号）・カスタム、ラベル紙、
タブ紙・光沢紙・エンボス紙
トレイ１・２・3・4（A3ワイド/A３/B４/A４/A４R/B５/B５R/A５R）
マルチ手差しトレイ（SRA３〈３20×４５0㎜〉、A３ワイド〈３０５×４５７㎜〉～A５R・OHP・厚紙・

郵便はがき＊・封筒・ラベル紙・タブ紙・光沢紙）
欠幅  先端４±1㎜、後端２㎜以上５㎜以下  先端/後端 合計８㎜以下  両サイド 合計４㎜±２㎜以下
＊郵便事業株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。

A4・B5ヨコ
62枚/分

A4・B5タテ
42枚/分

B4
36枚/分

A３
32枚/分フルカラー 等倍時／縮小時／拡大時

65枚/分 42枚/分 36枚/分 32枚/分モノクロ 等倍時／縮小時／拡大時

メモリー容量 標準5GB　HDD 1TB
●１GBは１０億バイトとして換算しています。実際のHDD容量は少なくなります。

連続複写速度※1
（シフター非動作時）

※1 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。

《コピーできる用紙の範囲と種類》 ■サイズ：SRA３、A３ワイド～A５Rおよび郵便はがき、封筒、カスタム
■坪量：５5g/㎡～3００g/㎡ただし55g/㎡～59g/㎡、221g/㎡～300g/㎡の用紙は手差しトレイから給紙。
●特殊紙（はがき、はがき用紙、タブ紙、ラベル紙、光沢紙、エンボス紙、OHP等）および坪量１０６g/㎡～300g/㎡の
用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

名 称
原稿送り装置の種類
原 稿 サ イ ズ
原 稿 種 類

原稿自動送り装置（標準装備）

原稿の収容枚数 最大150枚（80g/㎡）（または最大積載高さ19.5㎜まで）
紙厚：薄紙35～49g/㎡（薄紙モード）  普通紙50～128g/㎡　両面：50～128g/㎡

モノクロ：片面原稿51枚/分（A４ヨコ）（600×6００dpi時）
カラー：片面原稿51枚/分（A４ヨコ）（6００×6００dpi時）

A３～A５

両面同時読取原稿送り装置
両面同時読取原稿送り装置

原稿読み取り速度
（ コ ピ ー 時 ）

●当社標準原稿（A４サイズ６%原稿）標準モード、カラー自動判別オフ時。原稿のデータ量により速度は変動します。

プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、
シャープ株式会社の商標です。
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