
■製造・販売元

富士通アイソテック株式会社
〒960-0695　福島県伊達市保原町東野崎135 
【プリンタ販売に関するお問い合わせ先】
営業部　TEL：044-874-2432／FAX：024-574-2382
【購入後のプリンタに関するご相談窓口】＊保守・修理につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

TEL:0120-106-722（受付時間　AM9:00～PM5:00　月曜日～金曜日　祝祭日と会社休日を除く）
★製品情報、プリンタドライバなどにつきましては、ホームページでもご紹介しております。 

URL http://www.fujitsu.com/jp/fit/

●オプション

●消耗品

■オプション品

f i t7000シリーズ用
カットシートフィーダー
型名：FIT7000CSF

f i t7000シリーズ用
トラクターユニット
型名：FIT7000TR

LANカード
型名：PR-LN1

LANカード
型名：PR-LN4S

消
耗
品

機種名

f i t7850Pro／f i t7650Pro
f i t7550

f i t7450Pro／f i t3250／f i t3150

fit7450Pro

品　　名

リボンカセット SDM-13

サブカセット SDM-13

リボンカセットSDM-11黒

サブカセットSDM-11黒

リボンカセットSDM-11赤／黒

商品番号

0327310

 0327320

0327110

0327120

0327130

出荷単数

1巻

1巻

1巻

1巻

1巻

備　　考

リボンカセット（黒）

詰め替え用リボン（黒）

リボンカセット（黒）

詰め替え用リボン（黒）

リボンカセット（赤/黒）※

当社は環境マネジメント
システムISO14001の認証
を取得しています。

当社は品質マネジメント
システムの国際規格であ
るISO9001の認証を取得
しています。（プリンタ部
門）

当社は、国際エネルギースタープログラム
の参加事業者として、本製品が国際エネル
ギースタープログラムの対象製品に関する
基準を満たしていると判断します。

電源高調波について
本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2

適合品です。

VCCI class B に適合
本製品は、情報処理装着等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基
づくクラスB情報技術装置です。

グリーン購入法に適合
当社製品は、「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）に基づく判断基準を満たしており、
グリーン購入を積極的に推進しています。

●本カタログのプリンタにはプリンタケーブルは付属していませんので、別途ご購入ください。
●本製品は日本国内仕様であり、添付のプリンタドライバ等は、各OSの日本語版のみ対応しています。
●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守及び技術サポートは行っておりません。
●本カタログの製品の仕様その他は技術改善などの目的で予告なく変更する場合があります。 

※ESC/Pは、セイコーエプソン㈱の登録商標です。その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。
※Windows、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

　  安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電な
どの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

製品についてのお問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

☆このカタログ内容は、'18年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

●このカタログには再生紙を使用しております。

機種名

fit7550,fit3250

fit3250

fitシリーズ共通

品　　名

カットシートフィーダー

トラクターユニット

LANカード

LANカード

カットシートフィーダー

プリンタUSBケーブル

プリンタケーブル

型　名

FIT7000CSF

FIT7000TR

PR-LN4S

PR-LN1

FIT3250CSF

XL-CBLU2G

FMV-CBL716

希望小売価格

45,000円（税別）

15,000円（税別）

30,000円（税別）

30,000円（税別）

30,000円（税別）

1,200円（税別）

2,500円（税別）

備 考

単票用紙の自動給紙ユニット。※フロント／リア共通

連帳用紙をセットするユニット。※１基は標準装備、フロント／リア共通

100BASE-TX/10BASE-T共用LANカード、TCP/IPプロトコル対応

100BASE-TX/10BASE-T共用LANカード、TCP/IPプロトコル対応

単票用紙の自動給付ユニット。

USBインターフェース用ケーブル（1.5m）

パラレルインターフェース用標準ケーブル

オ
プ
シ
ョ
ン

JMI-0046

fit7000シリーズ

fit7000Proシリーズ

※fit7450Pro赤黒リボン対応機専用

ドットインパクトプリンタ

富士通アイソテックドットインパクトプリンタは、速さ・信頼性でさまざまなニーズに応えます。

fit7000/fit3000 シリーズ



fit7000シリーズ 多彩なパスルートに対応する水 平プリンタ、印字速度で選べる4タイプ

用紙セットフリー機能を拡張！

USB/LANなど、多彩なインターフェースに対応

プリンタドライバ／ユーティリティ

QRコード標準対応

8種類の用紙パスルートで、多様な用途に対応

高複写能力でマニフェスト伝票発行にも対応

今までの単票セットフリーに加え、カットシートフィーダーと連帳用紙に
もセットフリー機能を標準装備！ 今まで行っていた用紙の左右の位置合
わせなど、用紙セット時の煩わしかった手間を解消します。
単票モードの場合、用紙の斜行も自動で補正するため、単票テーブル
の用紙吸入口のどこでも軽く差し入れるだけでOK。後はプリンタが
用紙のセット位置と傾きを検知し、自動的に補正してくれます。
（特許取得済）

パラレルインターフェースとUSBイ
ンターフェースを標準搭載。さら
に、ネットワーク構築に欠かせない
LANインターフェース（ユーザーオ
プション）も準備しました。

プリンタのあらゆる用紙設置環境に対応。連帳用紙はフロント/リア
の2通りを選べます（2基目はオプション）。単票用紙は単票テーブル、ま
たはオプションのカットシートフィーダーをフロントまたはリアに搭載す
ることができ、排出方向もフロント/リアを選択することができます。最
大3種類の用紙を常駐セットすることができ、用紙パスルートは最大8種
類から選択することにより、多様な用途に対応することができます。

fit7850Pro/fit7650Pro/fit7550は、原本を含め最大9枚、fit7450Proは、
最大8枚の複写用紙に対応します。
A3用紙までの各種単票用紙や連続帳票紙をはじめ、封筒、ハガキ、ラベ
ル紙などの用紙印刷ができ、さまざまな業務でご活用いただけます。

離れた場所から用紙パスルートの切り替えが可能
fit7000シリーズは自動紙厚調整（APTC)及び連単自動切替（HCPP）を標
準対応しています。
同時搭載した異なる用紙の切り替えをプリンタドライバ設定により行
えるため、本体と離れた場所から操作することが可能です。

水平パスルートで安定した用紙走行を実現
fit7000シリーズは用紙走行が安定す
る水平パスルートを採用しています。
紙詰まりの低減や、複写紙の1枚目と
裏頁の印字ズレ低減、また厚紙やラ
ベル紙など特殊用紙の印刷にも適し
ています。

▲LANカード搭載時

fit7000シリーズは、Windows®のプリンタドライバはもちろん、プリンタ
の状況を監視するモニタや、プリンタの機能設定、消耗品管理を行う
リモートパネルを標準装備し、プリンタをより使いやすくします。

NW-7、JAN13をはじめ主要なバーコードと、2次元
コード（QRコード）の印刷が可能です。とくに2次元
コードは情報量の大きさや、汚れ・破損にも強く、情
報と物の一元化「情物一致」を実現します。

・プリンタドライバから置換フォントを
使用することでQRコードの印刷が可能です。

・QRコードはESC/Pモードの拡張コマンドにより印字する
ことも可能です。 

※QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。

2色リボン対応

赤黒2色印刷機能を搭載。多彩な印字表現で視覚的判断を高め、さまざ
まなニーズに応えることが可能です。
※fit7450Pro赤黒リボン対応機のみ

分厚い産業廃棄物管理票（マニフェスト）の
交付も鮮明複写でクリア。さらにマニフェス
ト印刷パッケージも用意しています。

fit7850Pro漢字高速360字／秒

※Windowsプリンタドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。 

大量印刷・集中印刷に応えるシリーズ最高速モデル

fit7650Pro漢字高速280字／秒
基幹業務に速やかに応えるハイスペックモデル

fit7550 漢字高速220字／秒
低ランニングコストを追求したハイパフォーマンスモデル

fit7450Pro漢字高速160字／秒

英数・カナ
540cps

漢字最高
360cps

複写枚数
最大9枚

OCR-A,B
相当対応

連帳/
単票セットフリー

自動紙厚
調整機構

連単自動
切替機構136桁

Windows
プリンタドライバ

USB
インターフェース
標準対応

パラレル
インターフェース
標準対応

LAN
インターフェース
対応（OP）

ESC/P
エミュレーション

ユーティリティソフト
対応

液晶パネル
（バックライト付）

48ピンワイヤ
ヘッド搭載

トラクターユニット
1基標準

バーコード
印刷対応

QRコード
標準対応

※Windowsプリンタドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。 

英数・カナ
495cps

漢字最高
220cps

複写枚数
最大9枚

OCR-A,B
相当対応

単票セット
フリー

自動紙厚
調整機構

連単自動
切替機構136桁

Windows
プリンタドライバ

USB
インターフェース
標準対応

パラレル
インターフェース
標準対応

LAN
インターフェース
対応（OP）

ESC/P
エミュレーション

ユーティリティソフト
対応

液晶パネル 24ピンワイヤ
ヘッド搭載

トラクターユニット
1基標準

バーコード
印刷対応

QRコード
標準対応

※Windowsプリンタドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。 

英数・カナ
360cps

漢字最高
160cps

複写枚数
最大8枚

OCR-A,B
相当対応

連帳/
単票セットフリー

自動紙厚
調整機構

連単自動
切替機構136桁

Windows
プリンタドライバ

USB
インターフェース
標準対応

パラレル
インターフェース
標準対応

LAN
インターフェース
対応（OP）

ESC/P
エミュレーション

ユーティリティソフト
対応

24ピンワイヤ
ヘッド搭載

トラクターユニット
1基標準

バーコード
印刷対応

QRコード
標準対応

赤黒印刷
※専用機のみ

※Windowsプリンタドライバの対応OS詳細は仕様一覧をご覧下さい。 

英数・カナ
540cps

漢字最高
280cps

複写枚数
最大9枚

OCR-A,B
相当対応

連帳/
単票セットフリー

自動紙厚
調整機構

連単自動
切替機構136桁

Windows
プリンタドライバ

USB
インターフェース
標準対応

パラレル
インターフェース
標準対応

LAN
インターフェース
対応（OP）

ESC/P
エミュレーション

ユーティリティソフト
対応

液晶パネル
（バックライト付）

48ピンワイヤ
ヘッド搭載

トラクターユニット
1基標準

バーコード
印刷対応

QRコード
標準対応

さまざまな業務に対応するスタンダードモデル

マニフェスト伝票

Point!

希望小売価格　448,000円（税別）

希望小売価格　348,000円（税別）

希望小売価格　198,000円（税別）

希望小売価格　158,000円（税別）

〈読み取り可能な例〉

〈コードの例〉

手差し

カットシートフィーダー
（フロント）

トラクターユニット
（フロント）

トラクターユニット
（リア）

カットシートフィーダー
（リア）

New

New

New



415㎜

330㎜

fit3000シリーズ
ベーシックなプラテン巻き付け方式

f it3000シリーズは、ベーシックなプラテン巻き付け方式を採用してい
ます。
用紙は、後方から上方へ流れるため、用紙のスペースを抑えることがで
きます。

オフィス環境でもお使い頂ける低騒音を実現

インパクトタイミングを分散する6列ピン配列の印字ヘッド採用と、静粛
性を追求した防音構造の採用により50dBAの低騒音を実現しました。

気になる騒音を抑え、カウンタ業務などにも適しています。

コンパクトでスタイリッシュなデザイン

ホテルのフロントなど、限られたスペースにフィットします。

バーコード/OCR印字対応

JANコード・NW7・CODE128など10種類のバーコードとOCR-A/B相当を
標準でサポートしています。

単票の連続印字で効率アップ　*fit3250のみ

カットシートフィーダ（オプション）は、単票の自動給紙が可能で、繁忙時
の煩わしさを解消します。（1枚紙のみ使用可能です。）

きれいな用紙カットが可能

印刷終了時に、用紙カットスイッチを押すと、用紙を送り出して、ミシン
目からきれいにカットすることができます。
＊機能設定で、自動送り（オートティアオフ)も選べます。

プリンタドライバ／ユーティリティ

fit3000シリーズは、Windows®のプリンタドライバはもちろん、
プリンタの状況を監視するモニタや、プリンタの機能設定、消耗品管理
を行うリモートパネルを標準装備し、プリンタをより使いやすくしま
す。

低ランニングコスト

インクリボンを500万字まで長寿命化することにより、ランニングコスト
の大幅削減を実現。
さらに、インクリボンの詰め替えが可能です。

fit3250 漢字高速150字／秒

英数・カナ
360cps

漢字最高
150cps

複写枚数
最大5枚

OCR-A,B
相当対応

136桁

Windows
プリンタドライバ

USB
インターフェース
標準対応

パラレル
インターフェース
標準対応

ESC/P,FM
エミュレーション

ユーティリティソフト
対応

バーコード
印刷対応

※Windowsプリンタドライバの対応
OS詳細は仕様一覧をご覧下さ
い。 

オフィス環境でもお使い頂ける低騒音モデル

fit3150 漢字高速150字／秒

英数・カナ
360cps

漢字最高
150cps

複写枚数
最大5枚

OCR-A,B
相当対応

80桁

Windows
プリンタドライバ

USB
インターフェース
標準対応

パラレル
インターフェース
標準対応

ESC/P,FM
エミュレーション

ユーティリティソフト
対応

バーコード
印刷対応

※Windowsプリンタドライバの対応
OS詳細は仕様一覧をご覧下さ
い。 

設置スペースを絞り込んだコンパクトモデル

低騒音・省スペースを実現した、プラテン巻き付け方式の2モデル

fit3150 設置寸法
幅：415㎜×奥行き：330㎜

LAN
インターフェース
対応（OP）

USB/LANなど、多彩なインターフェースに対応

パラレルインターフェースとUSBインターフェースを標準搭載。さらに、
ネットワーク構築に欠かせないLANインターフェース（ユーザーオプ
ション）も準備しました。*fit3250のみ

希望小売価格　92,800円（税別）

希望小売価格　87,800円（税別）



●オンサイト保守（契約サービス）
お客様のコール毎による定額保守サービスです。保守
マンがお客様のところへ伺い、保守作業を行います。

●訪問修理サービス
オンサイト保守契約以外のお客様で装着故障発生時
にスポットで保守マンがお客様のところへ訪問し保守
作業を行います。

●持ち込み修理サービス
オンサイト保守契約以外のお客様で弊社にプリ
ンタを送付いただくことで、修理を承ります。

詳細は、当社ホームページまたは取扱い販売会社にお尋ねく
ださい。

●仕様一覧

*1 ： オプションのカットシートフィーダー［フロント/リア共通］が必要です。
*2 ： オプションのカットシートフィーダーが必要です。
*3 ： トラクターユニットのリア給紙時は、フロント標準装備のトラクターユニットをリアに付け替え、または追加オプションのトラクターユニットを装着する必要があります。
*4 ： 連量とは、四六判（788×1,091mm）の用紙1,000枚の重量をkgで示したものです。複写用紙では連量は異なります。
*5 ： バーコード／2次元コード／OCRの印刷は、ご使用になるスキャナ、用紙、複写枚数などを考慮し、十分な読み取り確認を実施の上ご使用ください。カスタマーバーコードはfit7000シリーズのみ対応。
*6 ： fit7550/3250/3150は、Windows XP,Windows Server® 2003にも対応しています。
*7 ： LANインターフェースは、オプションのLANカードが必要となります。
*8 ： 連帳セットフリーとカットシートフィーダ―の単票セットフリー機能は、Proシリーズのみ対応です。
*9 ： 電源の通電条件：8時間/日以内
*10 ： fit7450Pro赤黒リボン対応機専用

●fit7000シリーズ寸法図 ●fit3250/fit3150寸法図
保守サービスのご案内

お客様に安心してfitシリーズドットインパクトプ
リンタをご使用いただけるよう、万全なサ
ポート体制を整えています。

fit3150：
435m

m
fit3250：

590m
m

fit3150：
415m

m
fit3250：

570m
m

290m
m

307m
m

162m
m

71mm 155mm350mm

576mm

600m
m

fit3150：
204m

m
fit3250：

167m
m

fit3150：60mm
fit3250：70mm
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ドットインパクトヘッド
ラインナップ

*1 ： 当社独自の高複写モード時
*2 ： 寿命は当社試験条件によるものであり、搭載装置、駆動条件、印字用紙、インクリボン等により変わります。

詳細につきましては、弊社営業部までお問合せください。

富士通のプリントヘッドは、30年以上にわたる高品質・高信頼でお客様のあらゆる
ご用命にお応えします。

■高信頼性 ■長 寿 命 ■高速駆動

■低 騒 音 ■高 複 写 ■小型軽量

特　徴特　徴

型名 fit7850 Pro fit7650 Pro fit7550 fit7450 Pro fit3250 fit3150
用紙パス方式 水平式 巻付式
印字方式 24ワイヤ×2列ドットマトリックス 24ワイヤドットマトリックス
解像度 180dpi
印字桁数　 ANK 136字／行 136字／行 80字／行

漢字全角 90字／行 90字／行 53字／行
ドット構成　 ANK高品位 32ドット（ヨコ）×16ドット（タテ）

ANKドラフト 7ドット（ヨコ）×18ドット（タテ）
漢字全角 24ドット（ヨコ）×24ドット（タテ）

印刷速度 ANK高品位 272字／秒（540字／秒） 195字／秒（390字／秒） 165字／秒（330字／秒） 120字／秒（240字／秒） 112.5字／秒（225字／秒）
（　）内： ANKドラフト 540字／秒（540字／秒） 540字／秒（540字／秒） 495字／秒（495字／秒） 360字／秒（360字／秒） 360字／秒（360字／秒）
高速モード 漢字全角 180字／秒（360字／秒） 140字／秒（280字／秒） 110字／秒（220字／秒） 80字／秒（160字／秒） 75字／秒（150字／秒）
最小改行ピッチ 1／360インチ
改行時間（1/6インチ改行時） 50ms 60ms 80ms
用紙送り方式 単票：フリクション方式（フロントtoリア排出及びフロントtoフロント排出） 単票：フリクションフィード方式

連帳：フロント/リア着脱型、押し込みトラクター方式（フロントtoリア送り、リアtoフロント送り） 連帳：トラクターフィード方式（押し込み方式）
給紙経路 手差し

カットシートフィーダー（フロント／リア）（*1） カットシートフィーダー（*2） －
トラクターユニット（フロント／リア）（*3） トラクターユニット

用紙規格　 単票 手差し 幅：55～420mm（セットフリーモード時100～364mm） 幅：100～420mm 幅：100～267mm
長さ：70～420mm（セットフリーモード時100～364mm） 長さ：76～420mm 長さ：76～364mm

連量（１枚用紙時）：45kg～135kg（*4） 連量（１枚用紙時）：45kg～70kg（*4） 連量（１枚用紙時）：45kg～70kg（*4）
カットシート 幅：100～420mm 幅：182～364mm
フィーダー 長さ：フロント給紙時70～420mm／リア給紙時100～420mm 長さ：182～364mm －

連量（１枚用紙時）：45kg～135kg（*4） 連量（１枚用紙時）：45kg～70kg（*4） 
連帳 幅：101.6～406.4mm（4～16インチ） 幅：101.6～419.1mm（4～16.5インチ） 幅：101.6～266.7mm（4～10.5インチ）

長さ：76.2～355.6mm（3～14インチ）［１インチの整数倍］ 長さ：101.6mm以上（4インチ以上） 長さ：101.6mm以上（4インチ以上）
連量（１枚用紙時）：45kg～135kg（*4） 連量（１枚用紙時）：45kg～70kg（*4） 連量（１枚用紙時）：45kg～70kg（*4）

複写枚数 通常モード オリジナルを含む8枚 オリジナルを含む5枚 オリジナルを含む5枚
（用紙厚0.65mm以下） （用紙厚0.57mm以下） （用紙厚0.33mm以下）

高複写モード オリジナルを含む9枚 オリジナルを含む8枚 － －
（用紙厚0.65mm以下） （用紙厚0.57mm以下）

カットシートフィーダー オリジナルを含む5枚 オリジナルを含む5枚
使用時 （用紙厚0.57mm以下） （用紙厚0.57mm以下） 

オリジナル1枚 －

内蔵フォント 明朝、ゴシック、サンセリフ、クーリエ、プレステージ
OCR-A相当、OCR-B相当（*5）

バーコード（*5） NW-7、JAN 13、JAN 8、Code 3 of 9、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、
Matrix 2 of 5、UPC type A、Code 128、UPC type E、カスタマーバーコード

2次元コード（*5） QRコード（モデル2、モデル1、MICRO QR） － －
エミュレーション ESC／P ESC／P、FM
プリンタドライバ（標準添付） 　Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®,

Windows Server® 2016, Windows Server® 2012R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008R2, Windows Server® 2008
紙厚調整方法 自動（マニュアル設定可能） マニュアル設定
受信バッファ 16KB
インクリボン カートリッジ式（据置型） キャリッジ搭載型
インターフェース IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース IEEE1284準拠双方向パラレル IEEE1284準拠双方向パラレル IEEE1284準拠双方向パラレル IEEE1284準拠双方向

USB2.0インターフェース インターフェース インターフェース インターフェース パラレルインターフェース
LANインターフェース(*7) USB1.1インターフェース USB2.0インターフェース USB1.1インターフェース USB1.1インターフェース

LANインターフェース(*7) LANインターフェース(*7) LANインターフェース(*7)
入力電源 AC100V±10％（50/60Hz）
温湿度条件 5～35℃、20～80％RH（動作時）（結露しないこと）
消費電力 動作時 平均270W（最大685W） 　平均190W(最大510W) 平均190W(最大465W) 平均70W（最大165W） 平均70W（最大180W）

待機時 1W以下 10W以下 1W以下 10W以下
重量 約22kg 約17kg 約9.7kg 約7.5kg
外形寸法（mm） 600（W）×350（D）×290（H） 570（W）×330（D）×120（H） 415（W）×330（D）×120（H）
その他の主機能 連帳/単票セットフリー（斜行補正）(*8)、連単自動切替機構（HCPP）、用紙幅検知（単票・連帳）、

用紙斜行検知（手差し単票）、オートローディング、連続用紙退避機能 オートローディング、連続用紙退避機能

オプション カットシートフィーダー、トラクターユニット（1基は標準装備）、
 

カットシートフィーダー －
LANカード 　　　LANカード

装置寿命 *9 5年または750万行 5年または500万行
ヘッド寿命 通常 6億打 3億打 4億打 3億打

高複写 3億打 2億打 2億打 －
リボン寿命 黒 1500万字（ANKドラフト） 500万字 500万字（ANKドラフト） （ANKドラフト）

赤/黒 *10 － 30万字 －（ANKドラフト）

型格 48SHGZ 48HGZ 24HGZ 24MGZ 24LGZ 24PBX

形状

構造 吸引型 （クラッパー）

ピン数 48ピン（24ピン×2段） 24ピン

ピン配列 菱形二重 菱形 縦6列

ピン径 Φ0.2mm

解像度 180dpi ・160dpi 180dpi

応答周波数（Hz） 4,860 3,510  2,700  2,160  1,810  1,810 

印字速度 
180KPS 130KPS 100KPS 80KPS 67KPS 67KPS（漢字標準 6.7cpi） 

最大複写枚数 *1 オリジナル＋8枚  オリジナル＋7枚  オリジナル＋4枚

寿命 *2 5億ドット 3億ドット

駆動電圧  40V 34V

重量 370g 370g 250g 135g 90g 100g

外形寸法 (mm) W73×H58×D70 W73×H58×D70 W73×H58×D56 W48×H47×D51 W46×H45×D46 W41×H50×D41




