
※1 ワイヤレス操作は、2.4GHzおよび5.0GHzの操作とのみ互換性があります。
※2 「HP OfficeJet Pro 8730」の寸法と比較して小さい設置面積、および公開仕様に関するHPの社内調査に基づく。

•  スマホアプリ「HP Smart」を使用して、スマートフォンから簡単に印刷、スキャン、コピーができます。また外出先からでもプリンター
をリモートで操作できるため、いつでもどこからでも作業が可能です。

場所を問わず作業可能「HP Smart」

•   起動時にブートコードの整合性を確認し安全な起動を可能にする「HP Secure Boot」やファームウェアの自動更新などに対応し
ます。高いセキュリティ機能により、ウイルス、マルウェア、不正アクセスからデバイスやデータ、ドキュメントを安全に保護します。
また、自己修復Wi-Fi※1による安定した接続環境を提供します。

•   「HP Smart」を使えば、チャットボットサポートや便利な通知を受けることができます。

セキュリティ強化と信頼性の高い接続

•   リサイクルプラスチックを材料として製造され、リサイクル素材がプラスチック重量の10%以上含有されています。

環境に配慮した設計

•   店舗や在宅勤務での使用など、限られたスペースに置けるよう省スペース化を実現しました。従来機より最大約36%コンパク
トなサイズになりました。※2

スタイリッシュなデザインで狭いスペースにも設置可能

無線LAN対応、プリント、ファクス、スキャン、コピー

HP OfficeJet Pro 9010

•  新機能「スマートタスク」により、印刷、電子メール送信、クラウドストレージへの保存の3つの作業を組み合わせ、ひとつのタスクと
して登録できます。登録したタスクは「HP Smart」から簡単に実行でき、繰り返し作業の手間を大幅に削減することが可能です。

•  OCR機能（光学式文字認識）の利用により、スキャンデータを編集、検索することができます。
•  自動両面印刷による印刷時間の短縮に加え、ADF機能やカラータッチスクリーンを使用したシンプルな操作で、作業の効率化を実現
します。

•  HP純正増量カートリッジにより、カートリッジ交換の手間を軽減できます。

作業時間を節約可能

製品番号：1KR53D#ABJ

スマートタスクによる時間の節約、作業効率を高める自動両面スキャン、自動両面印刷機能を搭載。
ユーザーのニーズに応えた革新的なスマートプリンターです。
信頼できるシームレスな接続と優れたセキュリティによって、スマートフォンからの印刷およびスキャンも容易におこなえます。
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製品名 HP OfficeJet Pro 9010
製品番号 1KR53D#ABJ
JANコード 4580511541880
複合機能 無線LAN対応、プリント、ファクス、スキャン、コピー
プリント機能 プリント速度※1 ISOモノクロ：約22枚/分（ドラフトモード：約32枚/分）、ISOカラー：約18枚/分（ドラフトモード：約32枚/分）

ファーストプリントアウトタイム
（A4、スタンバイ状態）※2

モノクロ：最速9秒、カラー：最速10秒

プリント解像度 モノクロ：最高1200×1200dpi、カラー：最高4800×1200dpi
フチなし印刷 対応（最大A4/レター）
モバイルプリント機能 Apple AirPrint™、モバイルアプリ、Wi-Fi®Direct印刷、Mopria™認定、HP Smart
プリント言語 HP PCL3 GUI
インクの種類 KCMY全色顔料系

スキャン機能 スキャンの種類 スキャナガラス上でより容易に印刷物を取れる仕様、ADF
スキャン速度 最高8ipm（モノクロ、カラー共通）、両面スキャン速度：最高4ipm（モノクロ、カラー共通）
解像度 拡張：最高1200dpi、ハードウェア：最高1200×1200dpi、光学解像度：最高1200dpi
最大スキャンサイズ ADF：215×355mm
入力モード フロント パネル スキャン、コピー、ファクス、ソフトウェア、モバイル アプリ
階調 256段階、最大24bit
ファイルフォーマット JPG、BMP、TIFF、PDF、RTF、TXT、PNG
デジタル送信機能 電子メールへのスキャン、ネットワークフォルダーへのスキャン、SharePointへのスキャン、USBメモリへのスキャン
スキャナー拡張機能 OCR（光学文字認識）、スマートタスクのショートカット：クラウド内の送信先、電子メール、および印刷へのカスタマイズ

可能なワンクリックスキャン、スマートフォンまたはプリンターからスキャンして編集および検索可能なドキュメントを作
成、スマートタスクの送信先：Dropbox、Google Drive、OneDrive、電子メール、印刷

コピー機能 コピー速度 モノクロ：標準 約15枚/分、カラー：標準 約15枚/分
解像度 最高600dpi
拡大・縮小倍数 25～400%
連続コピー枚数 最大99枚
コピー設定 部数、両面、薄さ/濃さ、IDカードのコピー、サイズ変更、品質、用紙サイズ、用紙タイプ、丁合い、余白シフト、コピーのプ

レビュー（フラットベッド使用時）
ファクス機能 ファクス解像度 モノクロ（標準）：最大203×98dpi、カラー（標準）：最大200×200dpi

電送時間 4秒/枚（33.6kbps時、ITU-T Test Image #1）
ファクスメモリ メモリ代行受信　約100枚（ITU-T Test Image #1）
ファクス機能 ファクス送受信：可、カラー、ファクス オプション（ADF）：両面、自動リダイヤル：可、時間を指定したファクス送信：可、ファ

クス転送のサポート：あり、ファクス ポーリングのサポート：なし、ファクスの自動縮小のサポート：あり、ファクス電話モー
ドのサポート：なし、リモート受信のサポート：なし、PCインターフェイスのサポート：あり、HPソフトウェア サポートを提
供、同報送信の最大数：20、ファクスの短縮ダイヤルの最大件数：99件

ファクススマート
ソフトウェア機能

デジタルファクス、PCへのファクス（Windowsで利用可能）。 http://support.hp.com/jp-ja/ にアクセスして最新のソ
フトウェアをダウンロードしてください。

ディスプレイ 2.65インチ カラータッチスクリーン
CPU 1.2GHz
印刷媒体 月間推奨印刷枚数（A4）※3 普通紙1,500枚以下

ADF容量 35枚（普通紙）
両面印刷 自動（標準対応）
用紙サイズ A4、A5、A6、B5、封筒（長形3号/長形4号）、はがき、往復はがき、10×15cm、L判、2L判など
メディア重量（推奨） 普通紙：60～105g/m²、フォト用紙：220～280g/m²、封筒：75～90g/m²、カード：163～200g/m²
用紙種類 普通紙、インクジェット専用紙、フォト用紙、専用OHPフィルム、カード、はがき、インクジェットはがき、封筒など
給紙容量 給紙トレイ250枚
排紙容量 最大100枚

搭載メモリ 512MB
対応OS、システム要件 PC：Windows10、8.1、8、7：1GHz32ビット（x86）または64ビット（x64）プロセッサー、2GBのハードディスク空き容

量、インターネット接続、USBポート、InternetExplorer

Mac：OS X v10.11 El Capitan、macOS Sierra v10.12、macOS High Sierra v10.13、macOS Mojave v10.14、
macOS Catalina v10.15：1.5 GBのハードディスク空き容量、インターネット アクセス

インターフェイス USB2.0（1）、ホストUSB（1）、Ethernet（1）、無線LAN802.11b/g/n（1）、
RJ-11モジュラージャック（回線接続用×1、外部電話機用×1）

本体外形寸法（幅×奥行×高さ） / 重量 約440×378×281mm / 約9.5kg
梱包外形寸法（幅×奥行×高さ） / 重量 約410×488×325mm / 約11.05kg
環境要件 推奨稼働温度：15～32°C、推奨稼働湿度：25～75%RH、保管温度：-40～60°C

稼働音 印刷時：53.5dB（A）
電源仕様 仕様 AC100～240VAC（+/-10%）、50/60Hz（+/-3Hz）

消費電力※4 印刷時：36.8W、待機時：5.80W、スリープ時：1.22W、電源オフ時：0.13W
TEC値 0.258kWh

標準付属品 本体、インクカートリッジ一式（セットアップ用）、電源コード、USBケーブル（約1m）、セットアップポスター、リファレンス
ガイド、保証書

保証期間 ご購入後1年間（消耗品は除く）

※1 最初のページ印刷後、またはISOの測定用ページの最初のセット印刷後。詳細は Learn About How HP Measures Print Speed [英語]（hp.com/go/printerclaims）をご覧ください。　
※2 ISO/IEC 24734、Word/Excel/PDF文書の片面連続印刷をプリンタードライバー標準設定でおこなったESATの平均値です。最高印刷速度はISO/IEC 24734の測定条件において、プリン
タードライバーを一般文書設定でおこなったESATの平均値です。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。コピー速度はADFを利用し同一原稿の
2枚目以降のコピー時。　※3 インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご使用いただくために、1か月あたりに出力
する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。　※4 電源環境により、値が異なる場合があります。

製品仕様
簡易データシート | HP OfficeJet Pro 9010

純正インク
製品名 製品番号

HP 965XL インクカートリッジ シアン
印刷可能枚数  約1,600枚（A4判） 3JA81AA

HP 965XL インクカートリッジ マゼンタ
印刷可能枚数  約1,600枚（A4判） 3JA82AA

HP 965XL インクカートリッジ イエロー
印刷可能枚数  約1,600枚（A4判） 3JA83AA

HP 965XL インクカートリッジ 黒
印刷可能枚数  約2,000枚（A4判） 3JA84AA

保守サービス
製品 対応 適用期間 / 有効期間 希望小売価格（税抜） 製品番号

HP Care Pack ハードウェアエクスチェンジ（本体）Officejet Pro A 翌日対応
2年（標準保証1年含む） ¥8,500 UG105E

3年（標準保証1年含む） ¥14,000 UG075E

ハードウェアエクスチェンジとは?
リモート障害診断後、最短翌営業日にハードウェア交換の安心感。HPのインクジェットプリンターは「HP Care Pack」ハードウェアエクスチェンジクーリエに対応しています。
プリンターの使用頻度の高い方などにおすすめです。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の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、油煙等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。

Microsoft®、Windows®は米国Microsoft 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。Apple、Appleのロゴ、Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。AirPrint、AirPrintロゴ、iPadは
Apple Inc.の商標です。ENERGY STARとENERGY STARマークは､米国の登録商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2023年2月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

hp.com/jp/bizink
HPインクジェットプリンターの製品情報

youtube.com/HPPCJP
日本HPのYoutubeチャンネル（日本HP公式チャンネル）

hp.com/jp/supply_inkjet
プリンター純正インク・用紙の情報

hp.com/jp/support
ご購入後の技術情報、ドライバーダウンロード等

ご購入前のお問い合わせ窓口
カスタマー・インフォメーションセンター

月～金 9：00～18：00
（土曜、日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）
※電話のかけ間違いが増えておりますので、番号をよくお確かめの上
おかけください。

03-4578-4602

ご購入後のサポート窓口
カスタマー・ケア・センター

月～金 9：00～17：00　土・日 10：00～17：00
（祝日、年末年始を除く）

facebook.com/HPJapan
日本HP公式Facebookページ

twitter.com/HP_PC_JP
日本HP公式Twitterアカウント

0120-961-665 （通話料無料）

株式会社 日本HP
〒108-0075  東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

SS-IJ22007-3
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