
従来モデルとの高い互換性に加えて
IoT時代に向けて進化しました。

・専用iOSアプリ「Priot Concierge」（プリオ コンシェルジュ）※1

によりプリンターの紙切れやエラーの発生を確認することが可能

・コマンド制御※3 により様々な使い方が可能

用紙切れによる印刷の長時間中断や、印刷物の

取り忘れを防止 パトランプ

※2：対応パトランプ：（株）アイエスエイ 「警子ちゃん 4UX DN-1500UX-3L」（別売/保守対象外）
※3：印刷データに制御コマンドを追加

基幹システム出力で高い信頼性と安定性を実現したロングセラー
長期運用に耐えうる堅牢性を誇るミドルレンジのシステムプリンター

5577-J05-W/5577-K05-W

・業務のダウンタイムの低減が可能

・パトランプ※2 を接続することで印刷中や紙切れ、エラー発生

などのプリンターの状態変化を、離れた場所や騒音が大きい場所

でもタイムリーに把握することが可能

・//n//コマンドを標準搭載により、5557シリーズからの

置き換えにも対応

・操作性・用紙パス・ホスト接続性、高信頼性は従来機と完全互換

・接続インターフェースもEthernet （100BASE-TX/10BASE-T）、
USB、パラレル（IEEE1284準拠ECP）を標準搭載

・IBM Power Systems(IBM i)との接続は、標準搭載のTN5250

エミュレータにより直接LAN（TCP/IP）接続が可能（専用端末不要）

1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、30年以上にわたりロングセラーを続ける
インパクト・プリンターの5577 Series。
5577 Seriesは発売から30年を経て、まだまだ成長を続けます。

※1：AppStoreからダウンロード可能、同じネットワークでの接続が必要

オプションの
リアトラクター装着時

■充実した高性能印刷機能

■環境への対応

■幅広い用紙ハンドリング

■さまざまなシステム環境への対応

・最高印刷速度300字/秒（5577-K05-W）、
180字/秒（5577-J05-W）

・連続用紙、A3横から郵便はがきまで対応

・RoHS指令準拠

・省電力設計かつ地球環境に優しいエコ商品

・オプションのリアトラクターにより同時に
2種類の連続用紙を装着可能

・改行精度が高い

※赤線はカット紙、青線は連続用紙の搬送経路を表しています。
④はオプションのリアトラクターを装着してください。

・Ethernet／USB／パラレルポート標準搭載

・IBM iとTelnet5250EによるLAN接続

・オープン（Windows）環境でも動作保障

・ESC/Pエミュレーション標準搭載

・5577エミュレーション標準搭載

■ストレート・ペーパー・パスの採用

・複写用紙の層間ずれが起きにくい

・ラベル紙に強い

・接地面積が小さいので、省スペース



■オプション

■サプライ

■保証

本製品は日本国内のみ使用可能です。日本国外での使用はできません。

商品名 品種コード 標準価格（消費税別） 備考

    5577-J05-W 用

 38F5765 5575/5577/4747 カートリッジリボン QR9006 1,600 円 / 本  リボン長さ 13m

 38F5676 5575/5577/4747 詰め替えリボン QR9007 800 円 / 本

 3289303 5575/5577/4747 リボン (１箱１個入り） QR9005 3,600 円 / 箱  カートリッジ＋詰め替えリボン４本

    5577-K05-W 用

 3296010 5577-D/H/K/T/W リボンカートリッジ（１本単位） QR9010 3,800 円 / 本  リボン長さ 58m

 3296011 5577-D/H/K/TW 詰め替え用リボン（１本単位） QR9011 2,500 円 / 本

 3291002 5577-D/H/KT/W リボンセット（１箱１本入り） QR9009 13,000 円 / 箱  カートリッジ＋詰め替えリボン４本

保証
購入後１年間 （無償）

■外形寸法図

■仕様概要

商品名 品種コード 標準価格（消費税別）

  リアトラクター FB9667 20,000 円

5577-J05-W 5577-K05-W

QR9075 QR9076

5577J05W 5577K05W

428,000 円 528,000 円

180 (字/秒) (高速)、 90 (字/秒) (通常速) 300 (字/秒) (高速)、 150 (字/秒) (通常速)

270 (字/秒) (高速)、 135 (字/秒) (通常速) 450 (字/秒) (高速)、 225 (字/秒) (通常速)

1,000枚（15 x 11 インチ用紙、

半角文字 1,500文字/枚印刷時）

2,200枚（15 x 11 インチ用紙、

半角文字 1,500文字/枚印刷時）

2,500枚（A4サイズ、半角文字 600文字/枚印刷時） 5,600枚（A4サイズ、半角文字 600文字/枚印刷時）

フロントトラクター

リアトラクター（オプション）

カット紙 手差し給紙

フロントトラクター

リアトラクター（オプション）

カット紙 手差し給紙

オリジナル＋5枚　最大用紙厚0.36mm オリジナル＋7枚　最大用紙厚0.48mm

23kg 24kg

290W 330W

120W 150W

6万ページ ※3 または5年のいずれか早いほう 13万2千ページ ※3 または5年のいずれか早いほう

※1 Telnet5250Eをご使用の際は、制限事項がありますので事前にお客様のご使用環境で問題のないことをご確認ください。

※2 リアトラクターでは「両側紙ホチキス用紙」または「片側点糊付け＋片側紙ホチキス用紙」は使用可能ですが、「片側紙ホチキス用紙」は使用できません。

※3 連続用紙（15×11インチ）でのページ数（1ページ当り1,500字、半角文字を想定）

ご使用上の注意
●5577-J05-W 月間平均印刷量の目安

    使用頻度として連続用紙で1,000ページ/月（１ページ当たり半角文字1,500字を想定）、またはカット紙で2,500ページ/月（１ページ当たり半角文字600字を想定）でのご使用をおすすめします。

●5577-K05-W 月間平均印刷量の目安

    使用頻度として連続用紙で2,200ページ/月（１ページ当たり半角文字1,500字を想定）、またはカット紙で5,600ページ/月（１ページ当たり半角文字600字を想定）でのご使用をおすすめします。

●上記月間平均印刷量の目安は、プリンターの装置寿命５年をもとに算出しています。

24ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス

月間想定印刷枚数

連続用紙

カット紙

商品名

品種コード

製品型番

標準価格（消費税別）

印刷方式

印刷速度
全角（6.7CPI, 6LPI）

半角（10CPI, 6LPI）

解像度 180dpi（全角24×24ドット）

データ・ストリーム（制御コード） 5577、ESC/P、SCS（Telnet5250E ※1）、5557拡張制御コマンド（//n//コマンド）

インターフェース接続方式 双方向パラレル（IEEE1284準拠ECP/IBMコンバージド・インターフェース)、 Ethernet（100BASE-TX/10BASE-T）、USB2.0

印刷プロトコル LPR、FTP、Telnet5250E

用紙連量
連続用紙

45kg ～ 135kg

55kg ～ 135kg

40kg ～ 135kg

用紙サイズ

（幅 x 長）

連続用紙
76.2 x 50.8mm ～ 406.4 x 355.6mm（3 x 2インチ　～　16 x 14インチ）

152.4 x 50.8mm ～ 381.0 x 355.6mm（6 x 2インチ　～　15 x 14インチ）

100 x 100mm ～ 420 x 364mm

リアトラクター ※2 オプション

最大印字可能幅 13.6インチ

最大複写枚数
標準

オプション リアトラクター機構ではオリジナル+5枚　最大用紙厚0.36mm

保証期間 1年間（翌営業日現地修理）

装置寿命

9W（リモートパワーオフ時 3W）

シンボル（バーコード）印刷機能
JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、

新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128、QRコード (5577モードのみ)、CODEBAR(NW-7)

騒音レベル 59dBA以下 (エコモード動作時:57dBA)

本体寸法（幅 x 奥行 x 高） 642 x 280 x 271mm

質量

消費電力

最大

印刷時

待機(スリープ)時


