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自社ブランド「はっするプリンター」、OEM 供給を受け発売 

 

 

ケイティケイ株式会社は自社ブランドにて A４カラーレーザープリンターを発売することとなりましたのでお知

らせいたします。 

 

当社では従来、リサイクルトナー（商品名：リパックトナー）・リサイクルインク（商品名：リパックインク）・リサイク

ルリボン（商品名：リパックリボン）など、プリンター向けの消耗品の製造・販売を手掛けておりますが、この度

OEM 供給を受け、本格的にプリンター本体の販売に事業を拡大することとなりました。 

当社ではプリンター名を自社ブランド「はっするプリンター」として展開、その第一弾として A4 カラーレーザー

プリンター「Hassuru Color KI 4201」を販売いたします。当プリンターは優れた静音性と「はっとするような高品

質・高画質出力の美しいプリント」を実現した製品です。また、コンパクトな A4 専用機であるため SOHO やオフ

ィスのセカンドプリンター、ショップにも最適で、コスト削減にも貢献します。 

今回のプリンター販売にあたって、自社内に独自の保守体制を構築し顧客サポートに努めてまいります。 

 

 

＜概要＞ 

製品名 Hassuru Color KI 4201 

印刷スピード（A4 縦送り） カラー：5 枚／分 モノクロ：20 枚／分 

給紙容量（標準トレイ） 普通紙 200 枚 

給紙容量（オプショントレイ） 普通紙 500 枚（最大 1 段） 

本体標準価格 オープン価格 

発売日 2011 年 5 月中旬（予定） 

2012 年 5 月期 販売目標 1,000 台 

 

＜主な特徴＞ 

１． 優れた静音性と柔らかく滑らかな高品質・高画質出力を実現したネットワーク標準対応プリンター 

２． 消耗品交換、用紙セット、紙詰まりの処理などがすべて前面から行えるフルフロントアクセス設計のため、

コーナーや壁際への設置も可能。 
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＜販売展開＞ 

 自社ブランドプリンターならびに自社ブランドプリンター用純正トナーカートリッジ販売に集中すべく、全国展

開している自社直営の 20 営業所、ならびに新たに地域密着で展開中の「はっするネット FC パートナー」の販

売網をフル活用し、高解像で高画質のプリンティングをお客様に提供してまいります。 

なお販売にあたって、キャッチフレーズを「はっ刷るプリンター＆トナー～はっ
．．

とする
．．

美しさです。」といたしま

した。 

 

＜業績に与える影響＞ 

当該事業の開始に伴う 2011 年 5 月期の業績への影響につきましては軽微であります。 

 

＜Hassuru Color KI 4201 の主な仕様＞ 

仕様項目 仕様値 

製品名 Hassuru Color KI 4201 

プリント方式 電子写真、半導体レーザービーム方式 

印刷スピード＊1 
カラー 5 枚/分（A4 縦）/ 両面印刷時：5 面/分（A4 縦） 

モノクロ 20 枚/分（A4 縦）/ 両面印刷時：8 面/分（A4 縦）＊2 

プリント解像度 9600dpi 相当 × 600dpi、600 × 600dpi 

ファーストプリント時間＊3 モノクロ：13 秒、カラー：22 秒（A4 縦） 

ウォームアップ時間＊4 約 45 秒以下 

エミュレーション ポストスクリプト 3 互換、PCL6（XL2.1）、PCL5e/c、TIFF/JPEG ダイレクト印

刷 

内蔵フォント 日本語フォント（PCL：2 書体、PS：2 書体（HG 明朝、HG ゴシック））、欧文フ

ォント（PCL：80 書体、PS：136 書体） 

メモリー 256MB（増設不可） 

インターフェース Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0（Hi-Speed） 

対応 OS Windows 2000＊5/ Windows XP＊6/ Windows XP x64/ Windows Server 2003/ 

Windows Server 2003 x64/ Windows Vista/Windows Vista x64/Windows 

Server 2008/ Windows Server 2008 x64/ Windows 7＊7/ Windows 7 x64＊7/ 

Mac OS X(10.2.8、10.3、10.4、10.5、10.6＊7) 

用紙サイズ 

標準トレイ A4、A5、B5、リーガル、レター、郵便はがき、不定形（普通紙 幅：92～

216mm × 長さ：195～356mm）、不定形（厚紙/ラベル紙 幅：92～216mm 

× 長さ：184～297mm） 

オプショントレイ A4 

最大印字可能領域 上下左右 4.2mm（封筒の封部分は保証外）を除く 

用紙種類＊8 

標準トレイ 上質紙・普通紙・再生紙（60～90g/m2）/ 郵便ハガキ*9/厚紙 1（91～

163g/m2）/厚紙 2（164～209g/m2）/ラベル紙*10/封筒*11 

オプショントレイ 上質紙・普通紙・再生紙（60～90g/m2） 

給紙容量 

標準トレイ 上質紙・普通紙・再生紙：200 枚/厚紙・郵便ハガキ*9・ラベル紙*10：50 枚/封

筒*11：10 枚 

オプショントレイ 500 枚（最大 1 段） 

最大用紙容量 700 枚（オプション装着時） 

排紙容量 100 枚（普通紙・フェイスダウン） 

両面印刷＊12 オプション（A4、レターにのみ対応） 

本体寸法（幅×奥行×高さ） 396×380×275mm 
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質量 約 11.9Kg（消耗品含まず）/ 約 15.1Kg（消耗品含む） 

稼動音*13  
動作時 カラー：49dB 以下 モノクロ：50dB 以下 

スタンバイ時 29dB 以下 

動作環境 動作時 温度：10～35℃、湿度：15～85%（結露しないこと） 

電源 AC100V±10%、50/60Hz±3% 

消費電力 最大：1000W 以下、動作時平均：カラー 470W 以下、モノクロ 510W 以下、

待機時：200W 以下、 節電モード時：18.5W 以下 

装置寿命 5 万面又は 5 年 

 

*1  標準給紙トレイからの給紙時。A4、普通紙、同一原稿連続印刷時。ドライバーの設定やお客様のご使用条件により異なります。 

ハガキ等の小サイズ紙や封筒等の幅の狭い用紙では、連続印刷枚数や印刷速度に制限があります。 

また、プリンターの状態により印刷速度が低下する場合があります。 

*2  オプションの給紙ユニットからの給紙時のモノクロ印刷は 13.2 面/分（A4 縦）となります。 

*3  標準給紙トレイからの給紙時。 

*4  製品開梱時、消耗品交換時、および設置場所の温湿度変化時等によっては、装置内部で調整動作が行われ、記載数字以上の時

間がかかる場合があります。 

*5  Windows 2000 は、Service Pack4.0 以降。 

*6  Windows XP は、Service Pack 2.0 以降。 

*7  本対応ドライバーは CD-ROM に同梱されておりません。 

*8  使用される紙質、使用環境により印刷品質が異なる場合があります。事前に試し刷りされることをお薦めします。  

*9  紙質、サイズ等により使用できないものがあります。折り目のある往復ハガキ、インクジェット用のハガキのご使用はできません。 

*10  レーザープリンター用のものを使用してください。 

*11 洋形 2 号、DL が使用可能です。封部分に糊付け加工が施されている封筒は使用できません。 

*12 用紙種類は 60～90g/m2 の普通紙のみ可能です。 

*13 バイスタンダ位置の放射音圧レベル、ISO7779 に準拠。 

※本機は部単位印刷機能を搭載しておりません。 

※フォントの搭載はできません。 

※本情報は 2010 年 6 月現在のものです。仕様等は予告なく変更される場合があります。 

 

＜お問合せ先＞ 

ケイティケイ株式会社 経営企画部経営企画課 ＴＥＬ：（０５２）９３４－２２６６ 

〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉二丁目３番３号 


