
●お求めは信用のある当社で

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

00556607

キヤノン imagePRESS ホームページ

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンお客様相談センター

2019年9月現在

受付時間〈平日〉9:00～17:00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626を
ご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

canon.jp/pod-printer

050-555-90053プロダクション複合機
（imagePRESS）

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2019年9月現在のものです。　●Canon、Canonロゴ、imagePRESSはキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　
●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。

最大3,500枚の大量積載が可能なフィニッ
シャーです。コーナー綴じ、2か所綴じで65枚
（64g/m2）、中綴じ※で20枚（64g/m2）ホチキ
ス機能搭載の他、針無し/マニュアル綴じにも
対応しています。
※中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応

3236C001／420,000円（税抜）
（中綴じフィニッシャー・AC1）

3235C001／280,000円（税抜）
（ステイプルフィニッシャー・AC1）

中綴じフィニッシャー・AC1
最大13×19インチまでに対応し、最大4,000
枚（64g/m2）セット可能なペーパーデッキで
す。大量出力ニーズに応えます。
0163C001／400,000円（税抜）

PODデッキライト・C1

A4/B5に対応し、最大4,000枚
（64g/m2）セット可能なペーパー
デッキです。
0162C001／230,000円（税抜）

ペーパーデッキユニット・
E1

最大300枚（64g/m2）の給紙が
可能です。オプション追加により最
大1,300mmの長尺給紙も出来
ます。

手差し給紙（標準）

最大300枚（80g/m2）の原稿を
積載可能。両面原稿の表裏を同
時に読み込み可能です。

アドビシステムズ社純正の
PostScript3 ソフトウェアを搭載
したプリントコントロールサー
バーです。
3836C003／950,000円（税抜）

自動原稿送り装置（標準）

imagePRESS C165

Z折りやC折りが可能な紙折り機能とインサーターが
セットになっています。
1197C001／800,000円（税抜）

ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1

フィニッシャー装着時に必要なオプションです。
4028C001／60,000円（税抜）

バッファーパスユニット・Q1

紙揃えを行うオプションです。
3237C001／30,000円（税抜）

ジョガーキット・A1

連続複写速度：カラー モノクロ 65枚/分（A4)
本体給紙枚数：1,250枚×2段+680枚×2段+手差し300枚（64g/m2）
ウォームアップタイム※：30秒以下（室温20度）
大きさ：689mm（幅）×941mm（奥行き）×1,220mm（高さ）
質量：約272Kg（トナーボトル/ADF含む）
電源： AC 100V、 9+11A、 50/60Hz

3831C001
3,150,000円～（税抜）

優れた表現力と、複合機の利便性を兼ね備え、
多様なビジネスニーズに対応。

オフィスプリンターに
プロの高画質を。

優れた色の再現性、色味の安定性で、
美しく高画質な印刷を実現。

高速起動や便利な
調整機能により、
安定した生産性の
向上に貢献。

オフィス複合機では難しい
用紙や、長尺や封筒などの
印刷にも対応。

各種ソリューション連携や
FAXも利用可能で、
オフィス業務をサポート。

高画質

生産性
用紙対応力

適合性

ビジネス文書から販促ツールの内製化まで、
オフィスにワンランク上の印刷品質を。

プロダクション機で培ってきた高画質、安定性、そして生産性の高さに加え、
コピーやファクス、スキャンなどオフィスで求められる機能を凝縮。
複合機では難しかった高品質なプリントが可能になり、
プレゼン資料やチラシ、店頭POPなど、鮮やかで優れた訴求力を発揮します。

製品比較
スペシャル
サイト

製品仕様は
こちらから

imagePRESS
Server M10

※使用環境、使用条件によって変わることがあります。

カタログ、パンフレットや様々な販促ツールの制作に。
5,200,000円～（税抜）

C660
C660CA
色再現力と描写力に優れた
クリエイティブアーツ向けプリンター。
5,000,000円～（税抜）

0919CZ80

908-01211 1
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高画質

写真が映えるコート紙にも印刷で
き、オフセット印刷のチラシに迫る
高い品質を実現します。

チラシ
鮮やかな写真やグラフ、表紙をレ
ザック紙や厚紙にして目を引くプレ
ゼン資料に。直前の修正が発生して
も毎分65枚※の高生産性でスピー
ディーにホチキス止めまで行えます。
※A4 80g/㎡の場合

プレゼン資料

社名やロゴマークを印刷して手軽
に、少部数からオリジナル封筒を
作成。封筒の在庫切れの際も社内
ですぐに印刷できるため、営業の
機会損失低減に貢献します。

封筒
お客様ごとにデザインや内容を変
更した制作が可能に。開封率、レス
ポンス率を上げて、集客・売上UP
に貢献します。

案内状・DM

写真やイラストを掲載した名刺は、
キレイな画質で印刷することで、
お客様に好印象を与えられます。

名刺
キレイな画質で図版やCADデー
タの印刷が可能。図面に使われる
様々な細線もしっかり再現しま
す。工務店や不動産企業での利
用にも有効です。

図版・CADデータ

カタログやパンフレットなど、実際
の印刷物に近い色味でデザインカ
ンプのチェックができます。最大
1,300mmの長尺対応により、切
り貼り作業を削減し、原寸大で
の確認も可能です。

カンプ
価格変更など頻繁に入れ替える必
要のあるPOPも、その都度スピー
ディーに制作。什器のサイズに合わ
せた長尺POPも1枚からいつでも
出力できます。

POP

写真を美しく再現する190dotのスクリーンを採
用。またCVトナーにより、優れた色再現性を実現
します。

キレイな印刷で訴求力アップ
転写ベルト上に多階調パッチを組み込み濃度のズ
レを自動で測定。正確な補正を行い、いつでも安定
した色味を再現します。

いつ印刷しても安定した色味

用紙対応力

最大330×1,300mmの長尺印刷に対応。POPや
ポスター、メニューなど、用途が広がります。また
角形2号、長形3号、洋長形3号封筒等も本体カ
セットから給紙が可能です。

外注の手間やコストを削減
紙へのトナー転写に優れたコートITBベルトを採
用。コート紙の他、凹凸のあるエンボス紙も印刷
対応可能です。他とは違った1枚でビジネスに競争
力をもたらします。

特殊な用紙で違いをアピール

生産性

主電源をOFFにした時の状態をメモリに保持。起
動時にメモリをロードすることで、待ち時間が少な
くスムーズにスタートできます。

急ぎの時も、すぐに印刷
本体スキャナーでチャートを読み取るだけで、レ
ジスト・斜行・直角・台形・倍率の補正が可能。また
用紙ごとに最適なトナー転写電圧値の調整が行え
るため、作業効率化だけでなく無駄な用紙の削減
にもつながります。

効率化や無駄の削減に貢献

オフィス適合

原稿をカラーでスキャンして、下地を正しく除去。
しっかり文字が判別できるファクス送信※が可能で
す。また印刷データを本体に留め置き、印刷前に確
認、変更が可能。放置プリントやミスプリントを抑
止します。　※オプションが必要です。

各種機能でミスを事前に予防
横幅689mmのコンパクトな設計により、ス
ペースの限られたオフィスにも無理なく設置する
ことができます。

わずかなスペースにも設置可能

ビジネスを加速する美しいカラー印刷。
オフィスに最適な高画質プリンター誕生。

1個

95円
アボガド

MART

地域密着型スーパーマーケ
ット

広 告 の 品
キヤノンimagePRESSで

出力しました

1kg

375円
りんご

MART

地域密着型スーパーマーケット

広 告 の 品キヤノンimagePRESSで出力しました

950g

850円
オレンジ

MART

地域密着型スーパーマーケット

広 告 の 品
キヤノンimagePRESSで出力しました
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キヤノンimagePRESSで出力しました



高画質

写真が映えるコート紙にも印刷で
き、オフセット印刷のチラシに迫る
高い品質を実現します。

チラシ
鮮やかな写真やグラフ、表紙をレ
ザック紙や厚紙にして目を引くプレ
ゼン資料に。直前の修正が発生して
も毎分65枚※の高生産性でスピー
ディーにホチキス止めまで行えます。
※A4 80g/㎡の場合

プレゼン資料

社名やロゴマークを印刷して手軽
に、少部数からオリジナル封筒を
作成。封筒の在庫切れの際も社内
ですぐに印刷できるため、営業の
機会損失低減に貢献します。

封筒
お客様ごとにデザインや内容を変
更した制作が可能に。開封率、レス
ポンス率を上げて、集客・売上UP
に貢献します。

案内状・DM

写真やイラストを掲載した名刺は、
キレイな画質で印刷することで、
お客様に好印象を与えられます。

名刺
キレイな画質で図版やCADデー
タの印刷が可能。図面に使われる
様々な細線もしっかり再現しま
す。工務店や不動産企業での利
用にも有効です。

図版・CADデータ

カタログやパンフレットなど、実際
の印刷物に近い色味でデザインカ
ンプのチェックができます。最大
1,300mmの長尺対応により、切
り貼り作業を削減し、原寸大で
の確認も可能です。

カンプ
価格変更など頻繁に入れ替える必
要のあるPOPも、その都度スピー
ディーに制作。什器のサイズに合わ
せた長尺POPも1枚からいつでも
出力できます。

POP

写真を美しく再現する190dotのスクリーンを採
用。またCVトナーにより、優れた色再現性を実現
します。

キレイな印刷で訴求力アップ
転写ベルト上に多階調パッチを組み込み濃度のズ
レを自動で測定。正確な補正を行い、いつでも安定
した色味を再現します。

いつ印刷しても安定した色味

用紙対応力

最大330×1,300mmの長尺印刷に対応。POPや
ポスター、メニューなど、用途が広がります。また
角形2号、長形3号、洋長形3号封筒等も本体カ
セットから給紙が可能です。

外注の手間やコストを削減
紙へのトナー転写に優れたコートITBベルトを採
用。コート紙の他、凹凸のあるエンボス紙も印刷
対応可能です。他とは違った1枚でビジネスに競争
力をもたらします。

特殊な用紙で違いをアピール

生産性

主電源をOFFにした時の状態をメモリに保持。起
動時にメモリをロードすることで、待ち時間が少な
くスムーズにスタートできます。

急ぎの時も、すぐに印刷
本体スキャナーでチャートを読み取るだけで、レ
ジスト・斜行・直角・台形・倍率の補正が可能。また
用紙ごとに最適なトナー転写電圧値の調整が行え
るため、作業効率化だけでなく無駄な用紙の削減
にもつながります。

効率化や無駄の削減に貢献

オフィス適合

原稿をカラーでスキャンして、下地を正しく除去。
しっかり文字が判別できるファクス送信※が可能で
す。また印刷データを本体に留め置き、印刷前に確
認、変更が可能。放置プリントやミスプリントを抑
止します。　※オプションが必要です。

各種機能でミスを事前に予防
横幅689mmのコンパクトな設計により、ス
ペースの限られたオフィスにも無理なく設置する
ことができます。

わずかなスペースにも設置可能

ビジネスを加速する美しいカラー印刷。
オフィスに最適な高画質プリンター誕生。

1個

95円
アボガド
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高画質

写真が映えるコート紙にも印刷で
き、オフセット印刷のチラシに迫る
高い品質を実現します。

チラシ
鮮やかな写真やグラフ、表紙をレ
ザック紙や厚紙にして目を引くプレ
ゼン資料に。直前の修正が発生して
も毎分65枚※の高生産性でスピー
ディーにホチキス止めまで行えます。
※A4 80g/㎡の場合

プレゼン資料

社名やロゴマークを印刷して手軽
に、少部数からオリジナル封筒を
作成。封筒の在庫切れの際も社内
ですぐに印刷できるため、営業の
機会損失低減に貢献します。

封筒
お客様ごとにデザインや内容を変
更した制作が可能に。開封率、レス
ポンス率を上げて、集客・売上UP
に貢献します。

案内状・DM

写真やイラストを掲載した名刺は、
キレイな画質で印刷することで、
お客様に好印象を与えられます。

名刺
キレイな画質で図版やCADデー
タの印刷が可能。図面に使われる
様々な細線もしっかり再現しま
す。工務店や不動産企業での利
用にも有効です。

図版・CADデータ

カタログやパンフレットなど、実際
の印刷物に近い色味でデザインカ
ンプのチェックができます。最大
1,300mmの長尺対応により、切
り貼り作業を削減し、原寸大で
の確認も可能です。

カンプ
価格変更など頻繁に入れ替える必
要のあるPOPも、その都度スピー
ディーに制作。什器のサイズに合わ
せた長尺POPも1枚からいつでも
出力できます。

POP

写真を美しく再現する190dotのスクリーンを採
用。またCVトナーにより、優れた色再現性を実現
します。

キレイな印刷で訴求力アップ
転写ベルト上に多階調パッチを組み込み濃度のズ
レを自動で測定。正確な補正を行い、いつでも安定
した色味を再現します。

いつ印刷しても安定した色味

用紙対応力

最大330×1,300mmの長尺印刷に対応。POPや
ポスター、メニューなど、用途が広がります。また
角形2号、長形3号、洋長形3号封筒等も本体カ
セットから給紙が可能です。

外注の手間やコストを削減
紙へのトナー転写に優れたコートITBベルトを採
用。コート紙の他、凹凸のあるエンボス紙も印刷
対応可能です。他とは違った1枚でビジネスに競争
力をもたらします。

特殊な用紙で違いをアピール

生産性

主電源をOFFにした時の状態をメモリに保持。起
動時にメモリをロードすることで、待ち時間が少な
くスムーズにスタートできます。

急ぎの時も、すぐに印刷
本体スキャナーでチャートを読み取るだけで、レ
ジスト・斜行・直角・台形・倍率の補正が可能。また
用紙ごとに最適なトナー転写電圧値の調整が行え
るため、作業効率化だけでなく無駄な用紙の削減
にもつながります。

効率化や無駄の削減に貢献

オフィス適合

原稿をカラーでスキャンして、下地を正しく除去。
しっかり文字が判別できるファクス送信※が可能で
す。また印刷データを本体に留め置き、印刷前に確
認、変更が可能。放置プリントやミスプリントを抑
止します。　※オプションが必要です。

各種機能でミスを事前に予防
横幅689mmのコンパクトな設計により、ス
ペースの限られたオフィスにも無理なく設置する
ことができます。

わずかなスペースにも設置可能

図版・CADデータ

ビジネスを加速する美しいカラー印刷。
オフィスに最適な高画質プリンター誕生。
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ット
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●お求めは信用のある当社で

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

00556607

キヤノン imagePRESS ホームページ

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンお客様相談センター

2019年9月現在

受付時間〈平日〉9:00～17:00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626を
ご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

canon.jp/pod-printer

050-555-90053プロダクション複合機
（imagePRESS）

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2019年9月現在のものです。　●Canon、Canonロゴ、imagePRESSはキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　
●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。

最大3,500枚の大量積載が可能なフィニッ
シャーです。コーナー綴じ、2か所綴じで65枚
（64g/m2）、中綴じ※で20枚（64g/m2）ホチキ
ス機能搭載の他、針無し/マニュアル綴じにも
対応しています。
※中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応

3236C001／420,000円（税抜）
（中綴じフィニッシャー・AC1）

3235C001／280,000円（税抜）
（ステイプルフィニッシャー・AC1）

中綴じフィニッシャー・AC1
最大13×19インチまでに対応し、最大4,000
枚（64g/m2）セット可能なペーパーデッキで
す。大量出力ニーズに応えます。
0163C001／400,000円（税抜）

PODデッキライト・C1

A4/B5に対応し、最大4,000枚
（64g/m2）セット可能なペーパー
デッキです。
0162C001／230,000円（税抜）

ペーパーデッキユニット・
E1

最大300枚（64g/m2）の給紙が
可能です。オプション追加により最
大1,300mmの長尺給紙も出来
ます。

手差し給紙（標準）

最大300枚（80g/m2）の原稿を
積載可能。両面原稿の表裏を同
時に読み込み可能です。

アドビシステムズ社純正の
PostScript3 ソフトウェアを搭載
したプリントコントロールサー
バーです。
3836C003／950,000円（税抜）

自動原稿送り装置（標準）

imagePRESS C165

Z折りやC折りが可能な紙折り機能とインサーターが
セットになっています。
1197C001／800,000円（税抜）

ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1

フィニッシャー装着時に必要なオプションです。
4028C001／60,000円（税抜）

バッファーパスユニット・Q1

紙揃えを行うオプションです。
3237C001／30,000円（税抜）

ジョガーキット・A1

連続複写速度：カラー モノクロ 65枚/分（A4)
本体給紙枚数：1,250枚×2段+680枚×2段+手差し300枚（64g/m2）
ウォームアップタイム※：30秒以下（室温20度）
大きさ：689mm（幅）×941mm（奥行き）×1,220mm（高さ）
質量：約272Kg（トナーボトル/ADF含む）
電源： AC 100V、 9+11A、 50/60Hz

3831C001
3,150,000円～（税抜）

優れた表現力と、複合機の利便性を兼ね備え、
多様なビジネスニーズに対応。

オフィスプリンターに
プロの高画質を。

優れた色の再現性、色味の安定性で、
美しく高画質な印刷を実現。

高速起動や便利な
調整機能により、
安定した生産性の
向上に貢献。

オフィス複合機では難しい
用紙や、長尺や封筒などの
印刷にも対応。

各種ソリューション連携や
FAXも利用可能で、
オフィス業務をサポート。

高画質

生産性
用紙対応力

適合性

ビジネス文書から販促ツールの内製化まで、
オフィスにワンランク上の印刷品質を。

プロダクション機で培ってきた高画質、安定性、そして生産性の高さに加え、
コピーやファクス、スキャンなどオフィスで求められる機能を凝縮。
複合機では難しかった高品質なプリントが可能になり、
プレゼン資料やチラシ、店頭POPなど、鮮やかで優れた訴求力を発揮します。

製品比較
スペシャル
サイト

製品仕様は
こちらから

imagePRESS
Server M10

※使用環境、使用条件によって変わることがあります。

カタログ、パンフレットや様々な販促ツールの制作に。
5,200,000円～（税抜）

C660
C660CA
色再現力と描写力に優れた
クリエイティブアーツ向けプリンター。
5,000,000円～（税抜）

0919CZ80

908-01211 1

●お求めは信用のある当社で

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

安全にお使い
いただくために

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

00556607

キヤノン imagePRESS ホームページ

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノンお客様相談センター

2019年9月現在

受付時間〈平日〉9:00～17:00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9626を
ご利用ください。※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

canon.jp/pod-printer

050-555-90053プロダクション複合機
（imagePRESS）

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2019年9月現在のものです。　●Canon、Canonロゴ、imagePRESSはキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　
●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。

最大3,500枚の大量積載が可能なフィニッ
シャーです。コーナー綴じ、2か所綴じで65枚
（64g/m2）、中綴じ※で20枚（64g/m2）ホチキ
ス機能搭載の他、針無し/マニュアル綴じにも
対応しています。
※中綴じフィニッシャー・AC1のみ対応

3236C001／420,000円（税抜）
（中綴じフィニッシャー・AC1）

3235C001／280,000円（税抜）
（ステイプルフィニッシャー・AC1）

中綴じフィニッシャー・AC1
最大13×19インチまでに対応し、最大4,000
枚（64g/m2）セット可能なペーパーデッキで
す。大量出力ニーズに応えます。
0163C001／400,000円（税抜）

PODデッキライト・C1

A4/B5に対応し、最大4,000枚
（64g/m2）セット可能なペーパー
デッキです。
0162C001／230,000円（税抜）

ペーパーデッキユニット・
E1

最大300枚（64g/m2）の給紙が
可能です。オプション追加により最
大1,300mmの長尺給紙も出来
ます。

手差し給紙（標準）

最大300枚（80g/m2）の原稿を
積載可能。両面原稿の表裏を同
時に読み込み可能です。

アドビシステムズ社純正の
PostScript3 ソフトウェアを搭載
したプリントコントロールサー
バーです。
3836C003／950,000円（税抜）

自動原稿送り装置（標準）

imagePRESS C165

Z折りやC折りが可能な紙折り機能とインサーターが
セットになっています。
1197C001／800,000円（税抜）

ペーパーフォールディングインサーターユニット・K1

フィニッシャー装着時に必要なオプションです。
4028C001／60,000円（税抜）

バッファーパスユニット・Q1

紙揃えを行うオプションです。
3237C001／30,000円（税抜）

ジョガーキット・A1

連続複写速度：カラー モノクロ 65枚/分（A4)
本体給紙枚数：1,250枚×2段+680枚×2段+手差し300枚（64g/m2）
ウォームアップタイム※：30秒以下（室温20度）
大きさ：689mm（幅）×941mm（奥行き）×1,220mm（高さ）
質量：約272Kg（トナーボトル/ADF含む）
電源： AC 100V、 9+11A、 50/60Hz

3831C001
3,150,000円～（税抜）

優れた表現力と、複合機の利便性を兼ね備え、
多様なビジネスニーズに対応。

オフィスプリンターに
プロの高画質を。

優れた色の再現性、色味の安定性で、
美しく高画質な印刷を実現。

高速起動や便利な
調整機能により、
安定した生産性の
向上に貢献。

オフィス複合機では難しい
用紙や、長尺や封筒などの
印刷にも対応。

各種ソリューション連携や
FAXも利用可能で、
オフィス業務をサポート。

高画質

生産性
用紙対応力

適合性

ビジネス文書から販促ツールの内製化まで、
オフィスにワンランク上の印刷品質を。

プロダクション機で培ってきた高画質、安定性、そして生産性の高さに加え、
コピーやファクス、スキャンなどオフィスで求められる機能を凝縮。
複合機では難しかった高品質なプリントが可能になり、
プレゼン資料やチラシ、店頭POPなど、鮮やかで優れた訴求力を発揮します。

製品比較
スペシャル
サイト

製品仕様は
こちらから

imagePRESS
Server M10

●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。
Canon はキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　

●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。
はキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　

●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。
Canon

●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。
Canon、Canonロゴ、imagePRESSはキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　

●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●記載している価格は、いずれもメーカー希望小売価格です。
はキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　はキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　

62C001／230,000円（税抜）（税抜）

アドビシステムズ社純正の

imagePRESS
Server M10

※使用環境、使用条件によって変わることがあります。

カタログ、パンフレットや様々な販促ツールの制作に。
5,200,000円～（税抜）

C660
C660CA
色再現力と描写力に優れた
クリエイティブアーツ向けプリンター。
5,000,000円～（税抜）

0919CZ80

908-01211 1




