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IS-440

処理能力
●処理速度

●最小封筒サイズ

●最大封筒サイズ

●最大封筒厚み

●フィードする封筒方向

95 通／分

89mm（縦）×127mm（横）

240mm（縦）×332mm（横）

12mm

縦・横両方

●印字方式

●メモリー登録数

●部門数

●暗証番号設定機能

●受領印のスタンプ可

●広告表示

●封かん機能付オートフィーダー

●接続方式

インクジェット

9

25部門

4 種類（標準）／ 5 種類（オプション）

LAN 回線（またはアナログ回線（オプション））

標準機能

2020.07

•
•
•
•

わかりやすい
グラフィック画面の
郵便料金計器

使いやすい静音設計
わかりやすいグラフィック画面での操作
郵便物を自動送りする封かん機能付オートフィーダー
便利なラベルホルダー
重さが異なる３種類のスケール（オプション）

•
•
•
•

作業の効率化
選択画面に従って郵便料金を簡単に設定
ショートカット・キーにより郵便料金などを簡単に設定
オートデート機能
便利なメモリー機能

•
•

コスト管理
暗証番号の設定が可能
日単位、月単位の集計機能を利用し、使用した
郵便料金または通数を把握

•
オンライン管理（オプション）
郵便料金が改定された場合、ダウンロードしセット
するだけで完了

Intelligent, Reliable Mailing System

●接続方式　アナログ回線

●封かん機能付フィードテーブル

●ディファレンシャル・ウェイング機能

●部門数追加

●スケール（一体型）
（外付け）

100部門／500部門

3kg
10kg ／ 35kg

AC100V、50／60Hz、2.0A

機械サイズ

使用電源

主なオプション

標準：封かん機能付オートフィーダー

●サイズ（キャッチトレーあり）
　　　　（キャッチトレーなし）

●重量

1115mm（幅）×378mm（奥行）×300mm（高さ）
800mm（幅）×378mm（奥行）×300mm（高さ）

19.8kg（キャッチトレーあり）
18.7kg（キャッチトレーなし）

日本郵便株式会社指定製品

170mm
160mm
100mm
1.2kg

幅
奥行
高さ
重さ

一体型（3kg） 外付け（35kg）
305mm
340mm
77mm
2.7kg

228mm
178mm
58mm
1.0kg

外付け（10kg）

カタログ上のご注意／カタログ記載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、
あらかじめご了承ください。また、カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

IS-440製品仕様

クアディエントの環境への取組み
環境に優しいクアディエントのISシリーズは、エコロジカル・
フットプリントを削減するよう設計されており、
欧州・米国では、ENERGY STAR®/RoHS/ 
WEEE/Erp/REACHの規格を満たしています。
クアディエントは、ISO9001/ISO14001 
/OHSAS18001の国際規格を取得しています。

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町3-7-1 ミツワ小川町ビル6F
Tel: 03-3518-9036　Fax: 03-3518-9734

クアディエントジャパン株式会社

クアディエントについて
世界で最も意義あるカスタマーエクスペリエンスを支える
原動力となる事が Quadient の使命です。
カスタマーエクスペリエンスの管理、ビジネスプロセスオート
メーション、郵便関連ソリューション、宅配ロッカーソリュー
ションの４つの主要分野に注力することで、Quadient は
「ヒト」と大切なモノとのつながりを簡素化することを支援
します。
Quadient（QDT）はユーロネクスト・パリのコンパートメント
Bに上場しており、SBF120index に属しています。
Quadient® および Quadient ロゴは Quadient group AG 
の登録商標です。その他のすべての企業名および製品名は、
それぞれの所有権者に帰属します。機能の説明、パフォーマ
ンス、仕様など、本文書に含まれるすべての情報は、通知なしに
変更される可能性があります。
詳細について：www.Quadient.co.jp
本社公式アカウント：
LinkedIn: @Quadient
Twitter: @Quadient
Facebook: @Quadient

kikuta
問有_販売促進本部



IS-440

わかりやすいグラフィック画面の
郵便料金計器
～切手の代わりに郵便料金を印字～

成長企業は、付加価値があり作業効率を向上する業務機器を利用しています。

グラフィック画面を取り入れたクアディエントの IS-440 は、操作が簡単
なだけでなく静音設計で高性能です。人間工学に基づいたデザインは、省ス
ペース型でどのようなビジネス環境にもフィットします。

さらに、最新テクノロジとオンライン・サービス（一部オプション）は、郵便業
務に必要な最高のソリューションをもたらします。

指定した最大１３ヶ月間の月単位または日
単位の集計ができるため使用した通数と使
用金額を画面で把握することができます。
さらにUSBメモリを介して集計データを
PCに取り込むことも可能です。特定の部門
に対しても通数と使用金額を画面にて確認
することができます。

各種集計機能

郵便料金計器とパソコンを接続し、郵便料
金計器で処理したデータ（使用した料金）を
パソコンに取り込み、パソコン上で各種集
計レポートを自動作成するシステム。
日計から月計、または指定の期間で、それ
ぞれ使用した種類別、部門別の郵便料金の
集計レポートを作成。
1 台の MAS スタンダードで最大 4 台まで
の郵便料金計器と接続、郵便料金全体の
管理が可能。

QUADIENT MAS（IS-420/440/480オプション）
（郵便料金計器用集計システム）

ＩＳ-440は標準で25まで部門登録ができ
ます。
部門数や名称を変更したい場合、USBメ
モリを介して部門データをＰＣに取り込む
ことで、追加や変更が簡単にできます。更
新された部門データを、郵便料金計器に再
び取り込むだけで作業は完了です。

部門管理

郵便料金ウィザードに従って画面を進めると
速達や書留などもスムーズに設定できます。
郵便料金が改定された場合は、ダウンロード
するだけの簡単作業です。（オプション）

ベルト使用の送り方式で、封筒にフィットする
面がより広くなり、大きな封筒や厚い封筒も
安定して送ることができます。

LAN（またはアナログ）回線接続
オフィス内のネットワークに接続でき、内部
ネットワークを介して安全に稼動するLAN
接続を利用できます。もう従来のアナログ回
線を社内で準備する必要はありません。承
認金額の設定はもとより、郵便料金改定後
の更新した料金テーブル、システムの更新や
その他のダウンロードが簡単にできます。
（一部オプション） 優れた操作画面により郵便料金計器に慣れ

ていない方でも簡単に使いこなせます。
操作は画面に表示されたメニューやキーか
ら選択するため、設定エラーをなくし、生産
性を向上します。また、ショートカット・キーを
利用することでキーを押す回数を減らし業
務時間を短縮します。

静音・高性能な郵便料金計器 IS-440
信頼性のある処理能力で高速処理
パワフルなオートフィーダー
フルカラー液晶タッチパネル
様々なスケール（はかり）タイプ
オンラインによるダウンロード

1. 郵便物を自動送りする
　封かん機能付オートフィーダー

1

ラベルホルダー

3. 省スペースタイプのスケール（オプション） 

2. フィードベルト

3

2

4

4.様々な設定状況を
　 一画面で表示

5

5.使用頻度の高い6つのメニューに直接
 　アクセスできるショートカット・キー

柔軟性のある
キャッチトレー

郵便物の印象を高める
追加のメッセージ（オプション）
会社のイメージが、よりプロフェッショナ
ルになるようロゴや会社名、広告を追加
することができます。

簡単便利なディファレンシャル・
ウェイング機能

インク・カートリッジの便利なツール

オプションのディファレンシャル・ウェ
イング機能を利用すると、金額の異なる
複数の郵便物をスケールに積載し、そこ
から 1 通の郵便物を取り除くと 1 通分
の郵便料金が自動計算され料金がセッ
トされるため作業効率がさらに向上し
ます。
さらに、スケール（はかり）から郵便物を
取り除くと自動でフィードするので、郵便
料金を印字するためにスタートボタンを
押す手間を省きます。

現在のインク消費率を画面で確認する
ことができるので、インクがなくなる前
に新しいインク・カートリッジを準備で
きます。
クリック・スナップ設計によりインク・
カートリッジの交換も簡単です。

IS-440はオートフィーダーが標準装備され
ているため、郵便物をセットするだけで自動
で搬送され作業は完了します。さらに、封か
ん機能付なので、封筒を糊付けする手間を
省きます。

　 高性能な機能1

　 スムーズな搬送2

　 簡単に設定できる郵便料金3 　  　 わかりやすい操作画面4 5

アクセス権限
部門登録数
自動集計作成
自動バックアップ

ログイン、パスワードでオペレーター管理
最大5,000部門（PC容量による）
日時、一定期間で自動集計
日時、一定期間で自動バックアップ


