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（リ本 No.1220） 
2017 年 12 月 13 日：製品画像・お問い合わせ先変更  

2012 年 11 月 6 日 
三菱電機株式会社 

 
ゆったり座りながら快適操作・高速・高画質プリント 

セルフプリントターミナル「クイッキオ」をビックカメラ主要店舗に 100 台納入 
 
 
 三菱電機株式会社は、デジタルカメラやスマートフォンなどのデジタル画像をその場でプリン

トできるセルフプリントターミナルとして、高画質と業界最速の高速プリントを実現した快適操

作の「クイッキオ」を開発し、11 月 15 日から順次、ビックカメラの関東圏の主要店舗を中心に

100 台を納入します。 

 
三菱セルフプリントターミナル「クイッキオ」 

 製品の特長  

1．業界最速 1 枚平均約 2 秒で高速・高画質プリント 
・コンパクトかつ高速プリントを実現した三菱デジタルカラープリンターを 4 台搭載し、業界

最速※1の L 判サイズ 1 枚平均約 2 秒※2でプリント 
・当社独自の画像処理アルゴリズム採用により、髪の毛のような細かい部分も忠実に再現する

高画質プリント 
※1： 昇華型プリンター内蔵セルフプリントターミナルにおいて。2012 年 11 月時点、当社調べ 
※2： 当社測定法により測定。8 枚以上の連続印画で 5 枚目以降の平均値 

 
2．プリンターを上部に搭載した着席型なので、ゆったり座りながら操作・プリント 
・コンパクトなプリンターを上部に搭載することで、足元スペースを確保 
・着席型なので、ファミリー層やご年配の方でもゆったり座りながら※3快適に操作・プリント 
・座ったまま、プリント注文・支払い・プリント取り出しまで全て可能 

※3：  椅子は別途購入が必要 
 

3．業界初、交通系 IC カードで簡単に支払い可能 
・従来の現金による支払いに加え、業界で初めて※1交通系 IC カード※4での支払いに対応 

 ・ワンタッチで、素早く簡単に支払い可能 
※4： Suica、PASMO、Kitaca に対応、2012 年 11 月時点 

 
 今後の展開  

このセルフプリントターミナルの一般販売は、2013 年 5 月以降に開始する予定です。 
 

報道関係からの 
お問い合わせ先 

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL 03-3218-2333 FAX03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 
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 開発の狙い  

近年、簡単に即時プリントができるセルフプリントターミナルは、家電量販店やスーパー等に

設置され、需要が拡大しています。また、メディアカードの大容量化やスマートフォンの普及に

伴いセルフプリント利用枚数は 2006 年の 1 億 2,700 万枚から 2011 年 2 億 5,400 万枚まで※5増え

ています。 
 当社は今回、注文・プリント・支払いまでゆったり座りながら快適に操作でき、高速・高画質

プリントを実現するセルフプリントターミナル「クイッキオ」を開発し、11 月 15 日から順次、

ビックカメラの関東圏の主要店舗を中心に 100 台納入します。 
※5： 出典：「フォトマーケット」2012 年 9 月号 

 
 特長の説明図  

 立って操作する従来の当社製「めるってプリⅢ」と、座って操作できる新開発の「クイッキオ」 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 その他の特長  

1．業界初、大画面 21.5 インチ液晶タッチパネル採用により簡単操作 
(1)スマートフォンのようなタッチ操作で、写真を簡単に選択・注文することができます。 
(2)業界初※1 21.5 インチの液晶タッチパネル採用により、見やすく選びやすい複数画像同時表示

やプリント実寸大表示を実現しました。 
 

2．スマートフォンから簡単プリント  
(1)iPhone™※6 
セルフプリントターミナルとケーブルで接続します。 
※6： 動画の読み込みはできません。対象機種は次のとおり。 

iPhone™4S／4（iOS5.0 以上が対象、iPhone™5 随時対応予定）  
 

(2)Android™搭載端末 
Android™※7搭載端末では、Google Inc. 提供のグーグルプレイから無料専用アプリをダウン

ロードし、セルフプリントターミナルと Wi-Fi 接続します。 
※7： 動画の読み込みはできません。対象機種は次のとおり。 

Android™対応プラットフォーム：Android 2.2 以上 
一部機種では、Android™ スマートフォンの仕様の違いにより、正常にアプリが動作しない場合があ

ります。Android™ タブレットは動作しません。 

  

従来 
(「めるってプリⅢ」) 

新開発 
（「クイッキオ」） 

プリント取り出しフラップ 

メディアカードリーダー 

レシート排紙口 

交通系ICカード対応 

紙幣・貨幣 
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 主な仕様  

形名 MS70DSP-N 

操作部 
選択画面 

21.5インチ タッチパネルディスプレイ TFT-LCD 
（1920×1080pixel、フルカラー） 

料金支払 
紙幣：1000円札、硬貨：500円、100円、50円、10円による支払 

交通系ICカード（Suica、Kitaca、PASMO）による支払 

入力対応メディア 

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、

miniSDメモリーカード、miniSDHCメモリーカード、microSDメモリーカ

ード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード、マルチメ

ディアカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、マイクロドライ

ブ、スマートメディア、メモリースティック、メモリースティックPro、メモリー

スティックDuo、メモリースティックProDuo、USBメモリー、CD-ROM、

DVD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-RW 

スマートフォン対応 
iPhone™ ケーブル接続 
Android™ Wi-Fi通信接続 

サービスメニュー 写真プリント、マルチプリント（2／4／6／8分割） 
搭載プリンター 昇華型熱転写方式プリンターCP-D70D-N 4台 
プリントサイズ L判サイズ 127×89mm 

レシートプリント 58mm幅 
ボディーカラー ベージュ 

外形寸法※8 幅615×高さ1505×奥行870mm 
質量 約160kg（消耗品、紙幣、硬貨質量を除く）  
電源 AC100V 50／60Hz 

電源コード 2本(3P) 

定格電流 
待機中 100V 約3A 
動作中 100V 10.5A+10.5A（TOTAL21A） 

設置環境 
室内（温度10℃～30℃） 

湿度30～60％RH（結露なきこと） 
※8： 外形寸法は標準値 

 

■オプション（別売） 
品名 形名 仕様 価格 

ペーパーシート 
セット 

CK-D735(N) L判サイズ：450枚分ペーパー＆インク 
シート 2巻 

オープン 

 
 関連情報  

１．電気用品安全法に適合 
「クイッキオ」は、特定電気用品として、第三者認証により S マークを取得しています。 

 
 商標関連  

1．「クイッキオ」は三菱電機株式会社の商標です。 
2．「めるってプリⅢ」は三菱電機株式会社の商標です。 
3．iPhone は Apple Inc.の商標です。 
4．Android は Google Inc.の商標です。 
5．Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。 
6．「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
7．「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
8．「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 
9．グーグルプレイは、Google Inc.が提供するコンテンツ配信サービス、およびアプリケーショ

ンストアの名称です。 
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10．xD ピクチャーカードは富士フイルム株式会社の商標です。  
11．SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、miniSDメモリーカード、miniSDHCメ

モリーカード、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカードは SD 
Association の商標です。  

12．メモリースティック、メモリースティックPro、メモリースティックDuo、メモリースティックProDuoはソニー
株式会社の商標です。  

13．コンパクトフラッシュは、米国サンディスクの商標です。  
14．マルチメディアカードは、独Infineon Technologies AGの商標です。 
15．スマートメディアは、株式会社東芝の商標です。 
16．マイクロドライブは、日立グローバルストレージテクノロジーズの商標です。 
 
 
 開発担当工場  

 三菱電機株式会社 京都製作所 
 VCP 営業課 
 〒617-8550 京都府長岡京市馬場図所 1 番地 
 TEL：075-958-3094 
 
 
 お客様からのお問い合わせ先  

三菱電機株式会社 リビング・デジタルメディア事業本部 
家電映情事業部 家電映情営業部 映情第二課 
デジタルメディア事業部 映像情報営業部 第三課 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 
TEL：03-3218-6097 

 


