
デジタルフォトプリンター

UP-DR250
希望小売価格312,900円（税抜価格298,000円）

※プリントパックは別売です。

プロフェッショナルが求める
品質と質感を実現

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

さまざまなシーン・ロケーションで即時プリントを訴求
UP-DR250は、本格的なデジタル時代のフォトプリントに求められる
性能と機能、そして品質を凝縮しました。同時プリントや証明写真に代表
される「フォトサービス」はもちろん、ブライダルフォト関連や観光地・
アミューズメント施設における各種集合写真などの「イベントフォト」、
また子供写真や各種ポートレートなどの「スタジオ写真」、さらに
記録・報告などの「業務における写真出力」まで、お客様の多様な用途に
お応えします。 

充実した基本性能
■ 銀塩写真に迫る高画質プリント
ソニーが長年にわたり培ってきた昇華型プリンターの技術に加え、
新開発のプリントメディアに「レジンコート紙」を採用したことにより、品質
（画質）のみならず質感までも銀塩写真に迫る仕上げを実現しました。
また仕上げ時には、ラミネート加工（コーティング処理）を施しており、
プリント直後の美しさを長期間保存することが可能です。 
■ 高速プリント & 多彩なプリントサイズ

● Lサイズのプリント時間は約8秒/枚。 
● 4種類のプリントメディアで「7種類」のプリントサイズをお選びいた
だけます。

付加価値プリント機能
■ プロマット仕上げ
通常の光沢仕上げに加え、ポートレートやスタジオ写真で多く使われる
「マット仕上げ」を同じプリントパックで出力できます。 
■ ウォーターマーク機能
任意に作成したロゴや文字または印象的なデザインを、透かしのように
プリントするソニー独自の機能「ウォータ-マーク」を搭載しています。 
※ 詳しくは販売店にお問い合わせください。

付属のソフトウェア
ドライバーソフトはWindows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP、
Mac OS 10.6＊1に対応。また、カラーマッチングに欠かせないICC
プロファイルもご用意しています。
＊1 Mac OS 10.6用のドライバーソフトは、以下ウェブサイトよりダウンロードが可能です。

http://www.sony.co.jp/Products/DP-driver/digitalphoto_printer/
index.html

高信頼性・イージーメンテナンス
■ 高信頼性
弊社の耐久テストでKGサイズ72,000枚以上のプリントを達成。プロ用の
機材として高い信頼性を備えています。
※ 弊社標準のテスト条件で算出した値です。実際の枚数は動作環境によって異なります。

■ ゴミやホコリによる印画不良への配慮
不測の事態に備え本体にはクリーニングリボンを付属、プリントパックに
はクリーニングペーパーを同封しています。 
■ 容易なプリントパックの交換
プリントパックの交換は専門知識やノウハウを必要とせず、オペレーター
以外の方でも容易に行えます。また交換頻度を減らすため、Lサイズで
1巻770枚の大容量ロール紙を採用しています。

プリントメディア プリントサイズ プリント速度
（光沢仕上げ時） 給紙枚数

2UPC-R253 Lサイズ Lサイズ 約8秒 1540枚
（770枚×2 ロール）

2UPC-R254 KGサイズ
KGサイズ 約8秒 1400枚

（700枚×2 ロール）

5×15 cm 約10秒 2800枚
（1400枚×2 ロール）

2UPC-R255 2Lサイズ

2Lサイズ 約12.5秒 800枚
（400枚×2 ロール）13×13 cm 約12秒

Lサイズ ×2枚 約15秒 1600枚
（800枚×2 ロール）

2UPC-R256 15×20 cmサイズ

15×20 cm 約14.5秒 700枚
（350枚×2 ロール）15×18 cm 約14.5秒

KGサイズ ×2枚 約18秒 1400枚
（700枚×2 ロール）



商品使用上の注意 ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。本機や付属のソフトウェア、記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により正常に動作しな
かった場合のプリント結果や記録データの補償については、ご容赦ください ●故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねま
すのでご了承ください。
カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●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。
各社・各団体の商標など ●“SONY”および“make.believe”はソニー株式会社の商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では
TM、®マークは明記していません。

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず
「取扱説明書」をよくお読みください。

UP-DR250 は、ISO14001認証を取得した、
ソニーイーエムシーエス株式会社 東海テックで
生産しています。

■主な仕様

■外形寸法図
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ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

  ※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

掲載の業務用 商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口 
フリーダイヤル        0120-788-333
   ●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
   ●FAX  0120-333-389
   ●受付時間  9:00～18:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

AXEYMP-1  Printed in Japan.  (84950062)R 

プリント方式 昇華熱転写型
プリント解像度 330 dpi
プリント階調 YMC 各色8ビット（256階調）処理
プリントサイズ 2UPC-R253シリーズ 89×127mm ±2mm（Lサイズ）

2UPC-R254シリーズ 102×152mm ±2mm（KG（はがき）サイズ）
49×152mm ±2mm（5×15cmサイズ）

2UPC-R255シリーズ 127×178mm ±2mm（2Lサイズ）
127×127mm ±2mm（13×13cmサイズ）

2UPC-R256シリーズ 152×203mm ±2mm（15×20cmサイズ）
152×178mm ±2mm（15×18cmサイズ）

プリント画素数 2UPC-R253シリーズ 1,210×1,728 ドット（Lサイズ）
2UPC-R254シリーズ 1,382×2,048 ドット（KG（はがき）サイズ）

691×2,048 ドット（5×15cmサイズ）
2UPC-R255シリーズ 1,728×2,380 ドット（2Lサイズ）

1,728×1,728 ドット（13×13cmサイズ）
2UPC-R256シリーズ 2,048×2,724 ドット（15×20cmサイズ）

2,048×2,380 ドット（15×18cmサイズ）
※ただし、左右上下各およそ2.5mmはプリントされません。

プリント時間 (光沢) 2UPC-R253シリーズ　約8秒（Lサイズ）
2UPC-R254シリーズ　約8秒（KG（はがき）サイズ）
2UPC-R255シリーズ　約12.5秒（2Lサイズ）
2UPC-R256シリーズ　約14.5秒（15×20cmサイズ）

プリント時間 (マット) 2UPC-R253シリーズ　約13.5秒（Lサイズ）
2UPC-R254シリーズ　約14秒（KG（はがき）サイズ）
2UPC-R255シリーズ　約21.5秒（2Lサイズ）
2UPC-R256シリーズ　約25秒（15×20cmサイズ）
※ご使用になる条件によっては、プリント時間が異なる場合があります。

入力端子 AC IN（電源入力用）
インターフェイス Hi-Speed USB（USB 2.0準拠）
ドライバーソフトウェア Microsoft® Windows® 7/ Vista / XP

Mac OS 10.6　※ウェブサイトからダウンロードする必要があります
スプールメモリー １画面分
電源 AC100 V 、50/60 Hz
消費電流 最大5 A
動作温度 10 ℃～ 35 ℃
動作湿度 20% ～ 80%（ただし結露なきこと）
最大外形寸法（幅／高さ／奥行き） 約280×356×451 mm（最大突起部含まず）
質量 約17kg（本体のみ）
付属品 排紙トレイ（1）、排紙トレイアダプター（1）、スクラップボックス（1）、クリーニングリボン（1）、リボントレイ（1）、

ペーパーコア（1）、ペーパーアダプター（青）（1）、ペーパーアダプター（ピンク）（1）、USBケーブル（1）、電源コード（1）、
3極→2極変換プラグ（1）、CD-ROM（1）、ソフトウェアライセンス契約書（1）、ご使用になる前に（冊子）（1）、保証書（1）
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■別売プリントパック

【ご注意】
使用途中にインクリボンやプリント紙を交換した場合、プリント可能
枚数が減少することがあります。
必ず専用のプリントパックをお使いください。

ラミネートカラープリントパック

2UPC-R253
希望小売価格56,595円
（税抜価格53,900円）

プリントサイズ ：89×127mm（Lサイズ）
プリント可能枚数 ：1540枚（770枚×2巻パック）

ラミネートカラープリントパック

2UPC-R254
希望小売価格73,500円
（税抜価格70,000円）

プリントサイズ ：102×152mm（KGサイズ）
プリント可能枚数 ：1400枚（700枚×2巻パック）

ラミネートカラープリントパック

2UPC-R255
希望小売価格79,800円
（税抜価格76,000円）

プリントサイズ ：127×178mm（2Lサイズ）
プリント可能枚数 ：800枚（400枚×2巻パック）

ラミネートカラープリントパック

2UPC-R256
希望小売価格99,225円
（税抜価格94,500円）

プリントサイズ ：152×203mm
    （15×20cmサイズ）
プリント可能枚数 ：700枚（350枚×2巻パック）


