カバーを閉じて、小さく収納

わずかなスペースにも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター

HP OfficeJet 250 Mobile AiO
製品番号：CZ992A#ABJ

モノクロ印刷

約4.5円/枚※1

カラー印刷

約11円/枚※1

L判印刷

約14.5円/枚※2

印刷コスト ※1※2 裏面をご参照ください。

Inkjet Printer
in the world
インクジェットプリンター
世界シェア20年連続No.1※3

＊写真は米国仕様です。

コンパクトなのに充実機能

パワフル印刷

スキャンもコピーできる

高速印刷・低ランニングコスト

印刷はもちろん、スキャンやコピーもおこなえる複合機です。一台で

従来モデルと比べ、印刷速度が大きく向上しました。枚数の多いドキュメ

何役もこなせるので、別途スキャナーなどを購入する必要がなく、限ら

ントでも、短時間で印刷できて便利です。また1枚あたりの印刷コストも

れたスペースにも無理なく設置できます。また最大 10 枚まで用紙を

非常にリーズナブル。利用するほど、ランニングコストの削減が期待

セットできる自動原稿送り装置（ ADF ）により、複数枚の文書をスピー

できます。さらにオプションのバッテリを利用することで、電源がない場所

ディーに印刷、スキャン、
コピーすることが可能です。

でも、
最大415枚の印刷が可能です。
モノクロ印刷

大画面液晶パネル対応
タッチで直感的に操作できる2.65インチのカラータッチスクリーンを
搭載。その他、駆動音が気にならない静音モードを備え、外出先でも

印刷速度※4

カラー印刷

約10枚/分

L判印刷

約7枚/分

ー

※4 裏面をご参照ください。

便利に印刷できます。

安心して使えるインク

収納場所に困らない

シングルカートリッジモード
黒かカラーどちらかのインクが切れても印刷を

背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
幅380.2mm×奥行き198.3mm×高さ91.3mm、質量2.96kg＊のコンパ
クトで軽量ボディ。オプションのバッテリも背面に内蔵できるため、凹凸が
なくすっきりとしたデザインです。スペースの限られたオフィスやご自宅

続けることが可能です。片方のインクが切れて
印刷できないという心配がありません。

or

＊黒インクが切れても、
カラーインクの3色混合で黒色を再現します

でも無理なく設置でき、デスクなどの引出しにも収納できます。ACアダ

黒インクだけで印刷

プターがなく、
設置場所の移動も簡単です。

普段あまりカラー印刷をしない方であれば、黒インクだけをセットして

バッテリ内蔵、背面スッキリ

＊バッテリを含めた場合は3.06kg

印刷することが可能です。カラーインクの節約にもなり、経済的です。

ACアダプターがなくてスッキリ

プリントヘッド一体型インク
プリントヘッドがインク側についているため、目詰まりが起きてもインク
カートリッジを交換するだけで解消できます。目詰まりによるプリンターの

背面

電源ケーブル

ACアダプター

＊イメージ

修理や買い替えの必要がありません。

A4/

はがき

A4/はがき
対応

L判（フチなし）
対応

スキャン

コピー

自動原稿送り
装置（ADF）
＊最大10枚

カラータッチ
スクリーン

静音モード

プリントヘッド
一体型

USB充電可能

無線LAN

スマホから
印刷

USBから
直接印刷

バッテリ駆動時
最大415枚
印刷可能
＊オプション

※3 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2016Q2 ※1996年〜2015年 世界インクジェット出荷台数・金額においてシェアNo.1

株式会社 日本HP

製品仕様

＊2016年8月時点

製品仕様
製品番号

HP Directplus価格
JANコード

プリント機能

プリント速度

※4

ファーストプリントアウトタイム
（A4、
スタンバイ状態）
プリント解像度※6
プリント言語
接続機能
スキャン機能

モバイルプリント
種類
スキャン速度

シートフィード型
最高8ipm
（200dpi、
モノクロ）、最高3.6ipm
（200dpi、
カラー）

スキャン解像度

光学解像度 最高600×600dpi

原稿サイズ
階調
出力フォーマット
コピー機能

コピー速度※4
コピー解像度
最高コピー枚数
拡大・縮小倍率

Digital Sender 電子メールへの送信機能
ADF容量

ディスプレイ
印刷媒体

両面印刷
推奨月間印刷枚数※7
用紙サイズ※8
対応用紙重量
用紙種類
給紙容量

搭載メモリ
対応OS 、
システム要件
※9

※10

インターフェイス
寸法（幅×奥行×高さ）
重量
梱包外形寸法（幅×奥行×高さ）/重量
環境要件

使用環境
稼働音
仕様

電源

消費電力※11
標準添付品
保証期間

HP OﬀiceJet 250 Mobile AiO
CZ992A#ABJ
34,800円（税抜）
4573257521278
ISOモノクロ：AC電源利用時:約10枚/分、バッテリ利用時：約9枚/分
ISOカラー：AC電源利用時:約7枚/分、バッテリ利用時：約6枚/分
モノクロ：AC電源：最速11秒、
バッテリ：最速11秒
カラー：AC電源：最速13秒、
バッテリ：最速14秒
モノクロ
（最高）
：1200×1200dpi
カラー
（最高）
：4800×1200dpi
HP PCL 3 GUI
ワイヤレス、HP ePrint、HPオートワイヤレスコネクト
HP ePrint、Apple AirPrint™等

ADF：A4/レター/リーガル
256段階（グレースケールレベル）
最大24-bit
Bitmap（.bmp）、JPEG（.jpg）、PDF（.pdf）、PNG（.png）、リッチテキスト（.rtf）、
（.pdf）、
テキスト
（.txt）
、
サーチャブルPDF
TIFF（.tif）
モノクロ
（最高、A4）
：AC電源利用時：最高2枚/分、
バッテリ使用時：最高2枚/分
カラー
（最高、
：AC電源利用時：最高1枚/分、
バッテリ使用時：最高1枚/分
A4）
最高600dpi
50枚
25〜400%
有り
（PDF、JPEGおよび編集可能テキスト
（OCR）
フォーマットに対応）
最高10枚
（普通紙）
2.65インチ カラータッチスクリーン
手差し
（ドライバーによるサポートが必要）
100〜300枚

A4、A5、A6、B5（JIS）、封筒（長形3号/長形4号）L判、2L判、はがき、往復はがき
普通紙：60〜105g/㎡、
フォト用紙：220〜280g/㎡、
カード：163〜200g/㎡、封筒：75〜90g/㎡
普通紙、
インクジェット専用紙、
フォト用紙、
はがき、
インクジェットはがきなど
普通紙：50枚、
はがき：20枚

256MB DDR3
（32bitまたは64bit）
、
Windows 10、8.1、8、7：
2GBのハードディスク空き容量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、Internet Explorer
（32bitのみ）
、2GBのハードディスク空き容量、
Windows Vista：
CD-ROM/DVDドライブ
またはインターネット接続、USBポート、Internet Explorer 8
：インテル® Pentium® IIかインテル®
Windows XP SP3またはそれ以降（32bitのみ）
Celeron®または233MHz互換プロセッサーのいずれか、850MBのハードディスク空き容
量、
CD-ROM/DVDドライブまたはインターネット接続、USBポート、Internet Explorer 8
Mac：OS X El Capitan（v10.11）、OS X Yosemite（v10.10）、OS X Mavericks（v10.9）、OS
X Mountain Lion（v10.8）、1GB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
USB 2.0（1）、ホストUSB（1）、無線LAN802.11b/g/n（1）
380.2×198.3×91.3mm
2.96kg（バッテリを含めた場合は3.06kg）
517×132×242mm/4.02kg
推奨使用温度：15〜30°
C、推奨使用湿度：20〜80%RH、保管温度：-40〜60°
C
印刷時：54.5dB
（A）
AC100〜240VAC、50/60Hz
印刷時：15W、
待機時：3.7W、
スリープ時：0.9W、
電源オフ時：0.25W
本体、インクカートリッジ一式※12、ソフトウェアCD、セットアップポスター、電源コード、USBケーブル、保証書
ご購入後1年間
（消耗品は除く）

※1 印刷コストはISO/IEC 24711（測定方法）、ISO/IEC 24712（測定画像）
に準拠し、2016年8月現在のHP Directplusでのインクカートリッジの販売予定価格を
使用して算出。用紙コストは含んでいません。 ※2 L判写真印刷コストはインクコストと用紙コストを合計した数値より算出し、
2016年8月現在のHP Directplus
（弊社オンラインストア）での販売価格を利用。HP自社基準にて算出。HP 62 フォトバリューパック使用時の印刷コストを合計した数値。 ※ 4 プリント速度は
ISO/IEC 24734に準じて測定されています。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URL]hp.com/go/printerclaims をご覧ください。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。 ※5 プリンターの初期設定には、
セットアップカートリッジのインクを使用します。セットアップカートリッ
ジの印刷可能枚数は、交換用カートリッジとは異なる場合があります。詳細はPrinter & Page Yield Overview[英語URL]hp.com/go/learnaboutsupplies でご
確認ください。 ※6 コンピューターから最大dpi入力でHP アドバンスフォト用紙にプリントする場合の最高解像度。 ※7 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。 ※8 A4/A5等、一部のサイズはフチなし印刷には対応しておりません。 ※9 Windows、Mac OSドライバーおよび最新の情
報につきましては弊社カスタマー･ケア･センター ホームページ hp.com/support/japan をご覧ください。またWindows XP 64bit、
Vista 64bitはサポートされ
ておりません。 ※10 システム構成を満たさないPC、あるいは自作PCでは正常に動作しない場合があります。 ※11 電源環境により、値が異なる場合がありま
す。 ※12 製品セットアップ時には製品箱に同梱されているインクをご使用ください。 ※13 無償保証期間は1年。カスタマー・ケア・センターでの受付のみの対
応となり、
カスタマー・ケア・センターがプリンターに問題があると判断した場合に適用されます。落下・衝撃などのお客様の取り扱い上のミスや雷などの天災で生
じた故障の場合は保証期間内でも有償となります。詳しくはhp.com/jp/support_exchange でご確認ください。

安全に関するご注意

純正インク
製品名

＊2016年8月時点

印刷可能枚数※5 製品番号 HP Directplus価格

HP 62

約200枚

C2P04AA 1,400円（税抜）

約600枚

C2P05AA 2,700円（税抜）

約165枚

C2P06AA 1,700円（税抜）

約415枚

C2P07AA 2,700円（税抜）

約145枚
HP 62
フォトバリューパック （L判）
×2

J3N71AA 4,200円（税抜）

インクカートリッジ
黒

HP 62XL

インクカートリッジ
黒
（増量）

HP 62

インクカートリッジ
カラー

HP 62XL

インクカートリッジ
カラー
（増量）

オプション品
製品名

＊2016年8月時点

製品番号 HP Directplus価格

HP リチウムイオン・バッテリ
（OJ200シリーズ用）

M9L89A 7,000円（税抜）

HPインクジェットプリンターの製品情報
hp.com/jp/bizink
ご購入後の技術情報、
ドライバーダウンロード等

hp.com/jp/support
HPカスタマーケア

検 索

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

03-5749-8354

月〜金 9：00〜19：00 土 10：00〜17：00
（日、祝日、年末年始および5/1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。

ご購入後のサポート窓口
カスタマー・ケア・センター

0120-96-1665（通話料無料）

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

交換品がすぐ届くから、万が一の故障時も安心

ご購入から1年間無償のアフターサービス

HP クイック・エクスチェンジサービス

hp.com/jp/support_exchange
万一プリンターが故障した際も、故障と判断された日から最短翌営業
日に交換品をお届け（同時に故障品を回収）
します。素早い対応によ
り、数週間も修理を待つ必要がなく、少ない待ち時間で印刷の再開が
可能。万全のサポート体制で、
トラブル時も安心です。※13

2年目以降の安心のために。
最長5年間の有償アフターサポートをご用意しております。
詳しくは、hp.com/jp/carepack_fixed

HP Care Packサービス製品 ＊2016年8月時点
サービス名

HP Care Pack ハードウェア
エクスチェンジ 翌日対応 2年
HP Care Pack ハードウェア
エクスチェンジ 翌日対応 3年
HP Care Pack ハードウェア
オフサイトクーリエ 5年

サービス型番 HP Directplus価格

UG378E 10,000円（税抜）
UG348E 19,500円（税抜）
UZ309E 21,900円（税抜）

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。

●カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。そのため実際の製品とは多少異なるこ
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。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Core、Core Inside、
Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および
その他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Macintosh、Mac OSはApple Inc.の登録商標です。
iPhone、iPad、iPod touchは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。AirPrint、AirPrintロゴは
Apple Inc.の商標です。FacebookはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。YouTube、YouTube
ロゴ、
Gmailは、Google Inc.の商標または登録商標です。
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2016年9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 2016 HP Development Company, L.P.

株式会社 日本HP

〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1

ご購入は下記販売店までお問い合わせください。
取扱い店 印

