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新 製 品 紹 介 

New
Products

新製品紹介 
＊李刊 The Konica（コニカグループネットワークマガジン）から転載。 
　2002年1月～12月に発売された新製品の一部を掲載しております。 

コニカがインターネット写真プリントサービス
「百年プリント＠コニカ」を提供

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0202271a.html

おもな特長

マイクロソフト（株）と提携し、昨年11月より出荷されているブロー
ドバンド対応OS-Microsoft® Windows® XPに標準搭載されるオン
ラインプリントオーダー機能「オンラインプリンティングウィザー
ド」にプリントベンダー「百年プリント＠コニカ」を搭載したサービ
スがスタート。利用者は自宅のパソコンからインターネット経由で
コニカの現像所へ直接注文し、メール宅配サービスによって高品質
の銀塩プリントを受け取ることが可能となります。今回の提携をは
じめ、コニカはデジタルカメラメーカーやパソコンメーカー、イン
ターネットサービスプロバイダーなどさまざまなビジネスパート
ナーとの協業を行い、お客さまに新たな写真の楽しみ方を提供して
いきます。

●プリントベンダー名 百年プリント＠コニカ
●サービス開始 2002年３月１日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0202043a.html

●商品名 コニカカラーQAペーパータイプAD
●サイズ ロール（82mm幅～305mm幅）
●画質 グロッシー、スーパーラックス
●発売日 2002年2月5日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0202044a.html

●商品名 コニカカラーペーパーPROFESSIONAL FOR
DIGITAL Type CD

●サイズ ロール（最大幅　1270mm×50M）
●画質 グロッシー、マット
●発売日 2002年2月5日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0202046a.html

●商品名 コニカ Lexio70 BLACK Limited※限定5000台
●発売日 2002年2月23日

「NetPro」シリーズ第1弾機種「Konica Sitios7165」の姉妹機

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0201231a.html

おもな特長

q 当社独自開発の2ビームレーザー＆セラミック・エアベアリング
による高速回転ポリゴンミラーの採用によりA4サイズで毎分55
枚、A3サイズでは毎分32枚のアウトプットを実現

w コニカ独自の重合法トナー採用により細線や小さな文字はより
鮮明に、写真やイラストのハーフトーンはより豊かな再現性を
実現

●製品名 Konica Sitios 7155
※オプションを多数
そろえてあります

●発売日 2002年1月24日

高速・高生産性・高機能を誇る「NetPro」シリーズの代表格の２機種

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0201171a.html

おもな特長

q 連続コピースピード毎分85枚（A4横）を実現。また2台をタンデム
接続すると毎分170枚（A4横）と驚異的な生産性が可能

w 約5万4000ページ蓄積可能な大容量20GB HDDを標準装備し、
データを蓄積するサーバー機能を付加、保存文書の再出力が容易
にできる

●製品名 Konica Sitios7085HV／7085
※このほかオプションが多数あります

●発売日 2002年１月30日

「NetPro」シリーズ第1弾機種「Konica Sitios7165」の姉妹機

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0201231a.html

おもな特長

q 当社独自開発の2ビームレーザー＆セラミック・エアベアリング
による高速回転ポリゴンミラーの採用によりA4サイズで毎分55
枚、A3サイズでは毎分32枚のアウトプットを実現

w コニカ独自の重合法トナー採用により細線や小さな文字はより
鮮明に、写真やイラストのハーフトーンはより豊かな再現性を
実現

●製品名 Konica Sitios 7155
※オプションを多数
そろえてあります

●発売日 2002年1月24日
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近くの人物も背景もキレイに撮れるレンズ付フィルム

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0202042a.html

おもな特長

q「コニカカラーCENTURIA SUPER 1600」を内蔵し、従来の
レンズ付フィルムでは難しかったイルミネーションなどを
背景とするシーンも色鮮やかに写し出すことを実現

w 絞り値を改善して日中撮影でのシャープネスを向上。さら
にフラッシュの充電性能をグレードアップさせ、フラッ
シュスイッチを入れると約２秒で発光させる「クイック
チャージフラッシュ」を採用

●商品名 撮りっきりコニカMiNi Goody BESTフラッシュ付
（27枚撮り／40枚撮り）

●発売日 2002年3月4日

豊富なバリエーションと高品質で撮影ニーズの多様化に対応する新世紀のフィルム

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0202041a.html

おもな特長

q ISO100、200、400、800、1600の５つの感度をラインアップし、シチュエー
ションにより感度別にフィルムを選ぶことができ、お客さまの撮影スタイル
に幅広く対応

w シリーズすべてに最先端の乳剤加工技術を採用し保存時に性能を劣化させる
熱や湿度に加え、高感度フィルムへの影響が大きい自然放射線耐性を向上さ
せる「マルチコートク
リスタル技術」を搭載

●商品名 コニカカラーCENTURIA SUPEＲシリーズ「コニカカラーCENTURIA SUPEＲ
100」「コニカカラーCENTURIA SUPEＲ200」「コニカカラーCENTURIA SUPE
Ｒ400」「コニカカラーCENTURIA ズームスーパー800」「コニカカラーCENTURIA
SUPEＲ1600」

●発売日 2002年3月4日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0203041a.html

●製品名 Konica Sitios 7122／7022
※ オプションを多数そろえてあります

●発売日 2002年３月６日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0203011a.html

●製品名 Konica Sitios 7130
※オプションを多数そろえてあります

●発売日 2002年3月6日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0201281a.html

●製品名 Konica 6070-A0
※オプションを多数そろえてあります。

●発売日 2002年3月6日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0201181a.html

●製品名 Konica Scan Direct Ver2.0／Scan Direct-Pro
●発売日 2002年1月30日
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ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0205301a.html

●商品名 コニカFantasio 80z、コニカFantasio 60z
●発売日 Fantasio 80z　2002年6月中旬／Fantasio 60z　2002年7月中旬

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0204101a.html

●商品名 コニカDigital Revio KD-210Z
●発売日 2002年4月19日

「現場監督シリーズ」にデジタルカメラ第２弾が登場

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0111281a.html

「コニカ現場監督シリーズ」で培ったノウハウを生かし、緻密な描写を要求され
る工事写真の記録撮影用に開発されたデジタルカメラ。

おもな特長

q 工事現場で使用される黒板に書かれた文字やサイズ確認のため
の目盛数値まで鮮明に写し出すF2.8の高性能ヘキサノンレンズ
を搭載

w 国土交通省デジタル写真管理情報基準（案）に準拠（有効画素数80
万画素以上）した「提出モード」搭載。提出用画質の設定や確認を
簡単に操作できる

e 電源には入手しやすい単三形アルカリ乾電池を採用し、約1000
枚※の撮影を可能にする「省エネ設計」を導入。画像管理編集・プ
リントオーダーソフト「オンラインラボ工房」を同梱
※測定条件：常温、高画質モード、20秒間隔の連続撮影。液晶モニターoff、フラッ

シュ2回に1回フル発光。

●商品名 コニカDIGITAL現場監督DG-2
●発売日 2002年3月下旬

世界初！ SDカードとメモリースティック、2つのメモリーカード
スロットを搭載した高画質・高性能デジタルカメラ

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0205161a.html

おもな特長

q 外装にはステンレスをふんだんに使用し、高級感のある魅力的
な薄型ボディーを実現。とくに
Digital Revio KD-400Zは4.0メガ
ピクセルクラス・光学3倍ズーム
クラスのなかで世界最小・最薄
サイズ（2002年5月1日現在）

w 光学ズーム機能をもつデジタル
カメラで世界最速の起動時間1.4
秒を実現（SDメモリーカード使用
時。AF、LCDモニター光学ズー
ム付デジタルカメラにおいて）

●商品名 コニカ デジタルカメラ Digital Revio KD-400Z
コニカ デジタルカメラ Digital Revio KD-310Z

●発売日（予定） KD-400Z　2002年6月20日／KD-310Z　7月中旬

販売店用デジタルプリント発注アプリケーションソフト

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0206031c.html

おもな特長

インターネットに接続されたパソコンにインストールするだけで、
デジタルプリントをコニカカラー現像所にオンライン注文できる販
売店用のデジタルプリント発注アプリケーションソフトウエアで
す。このソフトを使用すれば、写真専門店のみならず、さまざまな
小売店店頭でデジタルプリントの取り扱いが可能です。インター
ネットにより発注するため24時間いつでも発注ができ、仕上がり納
期の短縮が可能。操作もひじょうに簡単で、どなたでも取り扱うこ
とができます。また、お客さまが店頭に持ち込んだメディアの中身
はパソコンのモニター上ですぐに確認できるので、メディアをその
場でご返却することができます。

●製品名（ソフトウエア）コニカ オンラインラボ
DPE boxVer.1.00 forWindows

●発売日 2002年6月17日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0202045a.html

●商品名 コニカM-HEXANON DUAL LENS 21mm-
35mm/F3.4 -F4
※限定800本

●発売日 2002年3月23日
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写真画質シールが簡単にできる

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0205131a.html

おもな特長

q 写真印画紙用ベースを使用したインクジェットプリンタ用フォ
トラベルは世界初。そのため優れた白地にきれいに発色

w はがきサイズで用途に応じて名刺に張れるサイズのミニシール
用（16面）とＭＤジャケットほかのグッズに張れるラベル用（2
面）、フリー用の3種類を用意

●商品名 コニカインクジェットペーパーPhotolikeQPフォトラベル
●発売日 2002年6月下旬

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0207081a.html

●商品名 イオパーク300シリンジ
●商品の種類 X線用非イオン性造影剤
●製造発売元 富士製薬工業株式会社
●発売日 2002年7月8日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/020828.html

アドビシステム社が2002年10月上旬より発売するデジタル画像編
集ソフトウエア「Adobe PhotoshopElements 2.0日本語版」へオン
ラインプリント機能「百年プリント@コニカ」の提供が決まり、ソフ
トから直接オンラインプリント注文ができるようになります。

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0206111a.html

●商品名 コニカカラーCENTURIA SUPER100 120-12EX
コニカカラーCENTURIA SUPER800 120-12EX

●発売日 2002年7月12日

自分と背景の両方がシャープな画像で撮れる

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/020806.html

おもな特長

q 自分と背景の両方をくっきり画面に収めることができるレンズ
付フィルム。40cmの近景から遠景までの広い範囲の撮影が可能
な17mm超広角レンズを搭載

w 至近距離での撮影でも適性な露光を得ることができるスーパー
ワイドフラッシュを搭載。フラッシュ基板には「鉛フリーはん
だ」を採用し、環境に対する負荷を軽減

●商品名 撮りっきりコニカMiNi
自分撮りもできるWaiWaiワイド27枚撮りフラッシュ付

●発売日 2002年9月5日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0206031c.html

コニカオンラインラボへ参加いただく方法に「取扱店プログラ
ム」、「ホームページ加盟店プログラム」の3つがありますが、今回
新たに「ホームページ加盟＆生産店プログラム」が開始され加盟店
のデジタルフォトビジネスへの参入ステージがすべて整うことに
なりました。新たに開始するプログラムでは自店のデジタルミニ
ラボで生産を行うことにより納期短縮とコストダウンがはかれ、
自店で生産できない付加価値プリント注文はコニカのバックアッ
プラボへ自動送信され、生産後集配網にお届けできるようになり
ます。
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超精細画質を描く5.0メガピクセル搭載。
コニカのデジタルカメラの最上位機種

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/

おもな特長

q 5.0メガピクセル、光学3倍ズームクラスで世界最小最薄サイズ
（2002年10月現在）

w 世界最速1.3秒の起動時間（2002年8月現在のAF、LCDモニター
付光学ズームデジタルカメラにおいて）

e 十字キーだけでAE／AFロック、露出補正／ホワイトバランスが
操作できる「カスタムモード」搭載

●商品名 コニカ Digital Revio KD-500Z
●発売日（予定） 2002年10月下旬

世界最軽量の70gボディ※

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/

●商品名 コニカRevio C2※ボディカラーはシルバー、ブルー、
ピンクの3色

●発売日（予定） 2002年11月下旬
※メガピクセルクラスの液晶モニター付
デジタルカメラにおいて（2002年10月現在）

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0209241a.html

●商品名 コニカK-mini SUPER   ※ボディカラーはシルバー、
ブルーの2色

●発売日（予定） 2002年10月下旬

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0209121a.html

おもな特長

q インナー排紙システムを採用し、省スペース・コンパクト設計
でありながら、毎分35枚（A4ヨコ）コピー、スーパーG3FAX、
ネットワークプリンタ／スキャナと1台で4役の機能を搭載

w 画質の向上に貢献し、生産時において環境負荷の低減をも実現
した次世代のデジタルトナー「重合法トナー」を採用。また前機
種「Konica Sitios 7035」と比較し、環境に与える負荷の低減化

e ネットワークスキャナ機能で、電子化さ
れた紙文書を添付ファイルとして送信で
きる「Scan to E-mail機能」、スキャンデー
タを指定したFTPサーバに自動アップ
ロードできる「Scan to FTP機能」と前機種
より大幅に強化

●商品名 Konica Sitios7135
※オプションを多数そろえております

●発売日 2002年9月18日

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0208231a.html

●商品名 ON DEMAND PUBLISHER 85TM
※オプションを多数そろえております

●発売日 2002年10月上旬

ホームページアドレス
http://www.konica.co.jp/info/release/news/0208211a.html

●商品名 Konica ePware Ver2.0
●発売日 2002年9月6日
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デジタルフルカラー複合機の新シリーズ名
「netcolor」の第一号機

ホームページアドレス
http://www.konica.jp/corporate/press/2002/021009.html

おもな特長

q 従来機に比べ、写真やイラストなどの微妙なハーフトーンも、
小粒径で均一な大きさの形状をつくり出すカラー重合トナー採
用により再現性豊かに表現

w 高速タンデムエンジンの搭載によりSitios 9231はカラー毎分20
枚、モノクロ毎分31枚（ともにA4ヨコ）、Sitios 9331はカラー、
モノクロともに毎分31枚（A4ヨコ）の生産性を実現

e この機種は「エネルギースタープログラム」および「グリーン購入
法」の各基準に適合しており「エコマーク」の認定を取得

●商品名 Konica Sitios9231／Konica Sitios9331
※オプションを多数そろえております

●発売日 2002年10月10日

125ez

150ez

35mm全自動高倍率ズームコンパクトカメラ

ホームページアドレス
http://www.konica.jp/corporate/press/2002/021024_01.html

おもな特長

q「コニカFantasio 150ez」は38～150mmの4倍ズームレンズを、
「コニカFantasio 125ez」は38～125mmの3.3倍ズームレンズを
搭載

w 当社独自の高効率フラッシュ充電方式を採用したエコフラッ
シュを「コニカFantasio」シリーズで初めて搭載し、電池１本あ
たりのフィルム撮影本数※を大幅に向上
※24枚撮りフィルム、50％フラッシュ発光時で約12本

●商品名 コニカFantasio 150ez／コニカFantasio 125ez
●発売日 2002年11月14日

重合法トナーを採用したコンパクトデジタル複合機

●製品名 Konica Sitios7145
※オプションを多数そろえております

●発売日 2002年12月10日

ホームページアドレス
http://www.konica.jp/corporate/press/2002/021118.html

ネットサービス「イメージングパーク」内に

ホームページアドレス
http://www.konica.jp/corporate/press/2002/021106.html

エー・アイ・ソフト株式会社のデジタルカメラ用ソフト「デジカメ
de!!同時プリント」シリーズ製品から連動するネットサービス「イ
メージングパーク」内に、ユーザーがアップロードした画像のオン
ラインプリント注文を可能にする機能「百年プリント＠コニカ」を、
11月6日より提供開始。「イメージパーク」にアップした写真データ
を高品質な写真プリントとして注文することが可能になりました。

インターネットで簡単に高品質な写真入りオリジナルカレンダーがつくれる

ホームページアドレス
http://www.konica.jp/corporate/press/2002/021129.html

コニカオンラインラボの新サービスとして、お気に入りの写真とデザインテンプレートを組み合わせて
オリジナルカレンダーを作製できるサービスを開始しました。

コンパクト設計でデジカメからの
プリントに最適な高画質・保存性の昇華型プリンタ

ホームページアドレス
http://www.konica.jp/corporate/press/2002/021114_01.html

●商品名 コニカフォトキレートプリンタViRAYQ　RC－602
●発売日 2002年11月15日




