
軽快にコピー/プリント
高速両面プリントに対応

A4毎分28枚の出⼒でオフィス⽂書を軽快にコピー/プ
リント。両⾯出⼒では毎分17.8ページと、同クラス
複合機では、効率化が求めれる業務にこそ威⼒と発揮
します。

電源ONからの⽴ち上がりがはや
い、出⼒の1枚目がはやい

ウォームアップタイム15秒以下、ファーストプリン
トタイムは、5.2秒以下*。連続出⼒だけでなく、電源
を入れたらすぐに使える、印刷指示をしたらすぐに出
てくる。紙文書ワークフローでは欠かせない性能を装
備しています。 * ファーストコピータイムは、8.2秒以下

スキャンも軽快
カラー⽂書を効率的に電⼦化

カラー⽂書の読取速度は、約4秒/枚（A4）。効率的
にスキャン業務がはかどります。MF269dwなら、最
大50枚積載ADF*1を装備、高圧縮PDFで保存すれば、
可読性を落とさず、データハンドリングも容易です。
*1 MF266dn/MF265dw/MF264dwのADFは35枚積載、

MF262dwはADF非対応

MF269dw
商品コード： 2925C051
JANコード： 4549292143287

御社ご提供価格

45,500円

NEW

オープン価格

印刷せずに
受信ファクスの内容を確認

ブラウザーを使用して、受信したファクス文書をパソ
コンからプレビューできる「⾒るだけファクス」に対
応。内容を確認し、必要なものだけを印刷など、コス
ト削減に役⽴ちます。タブレットやモバイル機器から
のプレビューにも対応し、利便性を実現しました。
* MF269dw/MF266dn/MF265dw

A5用紙のプリントスピードを
⼤幅アップ！

A5用紙のヨコ送りに対応することでプリントスピー
ドを毎分47ぺージと大幅アップしました。
連続スピードだけでなく、領収書や処⽅箋などの1枚
印刷する業務での効率アップを実現します。

最大5台同時ダイレクト接続
「無線LAN＆モバイル連携」

置き場所を自由に選べる無線LAN*に対応し、iPhone/
iPadやAndroid端末と連携したプリント&スキャンが
可能です。別途Wi-Fiルーターなしで本体と最大5台の
モバイル機器がダイレクト接続可能、有線LANとの併
用も実現しました。
* MF266nを除く

写真はMF269dw

MF266dn
商品コード： 2925C052
JANコード： 4549292144413

御社ご提供価格

32,000円

NEW

オープン価格

MF265dw
商品コード： 2925C053
JANコード： 4549292144420

御社ご提供価格

36,000円

NEW

オープン価格

MF264dw
商品コード： 2925C054
JANコード： 4549292143294

御社ご提供価格

25,500円

NEW

オープン価格

MF262dw
商品コード： 2925C055
JANコード： 4549292143300

御社ご提供価格

21,500円

NEW

オープン価格
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クローズドトレイ方式を採用し、
A4⽤紙セット時の省スペース化を実現

ダイレクト接続対応無線LAN標準搭載*1で
多様なニーズに応える

充実のA4モノクロ ラインアップ。
Satera

MF269dw/MF266dn/MF265dw/MF264dw/MF262dw 
*1 MF266dnを除く



＊1 A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です（コピーは原稿台使用時）。はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向などによっては印刷速度が低下します。また連続印刷時に、複合機本体の温
度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。 ＊2 ファクスのみのグループダイヤル、もしくはEメールのみのグループダイヤルを指定することで同報送信が可能です。共有フォルダーは同報送信できません。
＊3 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節電モードからの復帰直後と電源投入時を除く。 ＊4 通常時に比べ、スピードが遅くなります。 ＊5 ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッ
ジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。ランニングコストは税別表示です。大容量トナーカートリッジを使用した場合の値です。

●ご購入/お問い合わせは弊社営業まで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 サテラホームページ
キヤノンお客様相談センター
カラー/モノクロ複合機（SateraMFP）

canon.jp/satera-mfp 050-555-90024
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から始まるIP電話番号をご利用いただけない方は043-211-9627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。



期間限定！3か月間無料ご提供※

ますます拡大するテレワーク。
ご自宅やサテライトオフィスでのお仕事に
キヤノンのソリューションを、試してみませんか？

※別途、導入費用が発生する場合があります。

電子文書編集ツール クラウドでデータ共有

FAX文書を自宅で確認

複合機からクラウドにスキャン

社内の文書やFAXも、
クラウドを活用して、テレワークで共有。
働き方改革にもつながりますね！



「テレワークで文書共有」コース

キャンペーン内容①

電子文書編集ツール

「imageWARE DESKTOP」

クラウド型ファイル共有サービス

「HOME-TypeS2」
（6ユーザID・100GBまで）

下記のソリューションを、3か月間無償でお使いいただけます。※

※別途、導入費用が発生する場合があります。

在宅時でも印刷イメージ設定！

文書の順序変更や集約設定、

回転、ページ番号などをマウ

ス操作で直感的に操作でき、

印刷前に仕上がりイメージが

わかるので、出社後すぐに

印刷ミスなく出力準備できます。

こんなことができます！

クラウド型ファイル共有

HOME－TypeS2

編集・共有

電子文書編集ツール

「imageWARE DESKTOP」

テレワーク環境で文書の共有・編集

社内にいるときに複合機で文書をクラウド
ストレージにスキャンしておけば、テレ
ワーク環境でも文書の共有・編集を行うこ
とができます。

取引先との文書共有

お客様や協業先といった取引先の外部企業
との文書のやり取りを、タイムリーかつセ
キュアに実施することができます。

詳しいご説明は
こちらから

詳しいご説明は
こちらから



「テレワークでFAX共有」コース

キャンペーン内容②

FAX電子化・振り分けツール

「せいとんファクスfor MEAP」

下記のソリューションを、3か月間無償でお使いいただけます。※

※別途、導入費用が発生する場合があります。

「uniFLOW Onlineスターティングパック無料」 コース

この機能をお使いの際は、キヤノン複合機「imageRUNNER Advance Gen3シリーズ」のご導入が必要です。

こんなことができます！

登録名称

ファクス番号

受信日時

キヤノン_03XXXXXXXX_20200415012345.pdf

キヤノン

2020年

フォルダ名/ファイル名
自動生成・振り分け

HOMEクラウドストレージ

HOME-BOX2

電子文書編集ツール「imageWARE
DESKTOP」と併用頂くことで、電子化され
たFAXへの書き込み・捺印も可能です！

FAX文書の編集も可能！

いつでもどこでもFAX確認！

受信したFAXに自動で相手先の情報を付与し、
自動的にフォルダ生成･振り分け。

ご自宅からでもFAXが簡単に確認できます。

キャンペーン内容③

キヤノン複合機のクラウドスキャン機能追加
「uniFLOW Online」

この機能をお使いの際は、キヤノン複合機「imageRUNNER Advance Gen3シリーズ」のご導入が必要です。

初期費用（¥5000）・月額ご利用料金（¥1,755～）を、3か月間無償！
詳細は担当セールスにお問い合わせください。

詳しいご説明は
こちらから



お申し込み方法

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER

■キャンペーン内容① 「テレワークで文書共有」コース
※お客様が直接お申込みいただけます。

（１）以下のお申込みサイトよりお申込みいただけます。
[https://cweb.canon.jp/office-mfp/contact/index.html]

以下のようにご入力ください。
「お見積もりの背景」⇒「テレワーク支援キャンペーンに申し込みたい」
「状況」 ⇒「テレワーク支援キャンペーンに申し込みたい」
上記以外の必要事項に関してもご入力のほど、よろしくお願いいたします。

※HOME-types2の利用約款を以下よりご確認ください。
[https://hmbx.canon.jp/help/type-S2_TeleworkC_agreement.pdf]

（２）事務局よりメールにて、以下が送付されます。
※こちらはお申し込みから数日を要する可能性がありますので、ご了承ください。

【メール本文】
・HOME-BOX2：サイトURL / 管理者ID / 管理者パスワード
・imageWARE Desktop：ダウンロードURL 延長ライセンスアクセス番号
【添付】

・ご利用の手引き / 各種手順書

（３）メールに添付されるご利用の手引きに従って、インストール・設定を行ってください。

（４）お問い合わせ窓口は以下となります。
HOME-BOX2単体のお問合せ
⇒メールのみ受け付けhome-support@canon-mj.co.jp

imageWARE DesktopおよびHOMEとの接続部分のお問合せ：
⇒お客様相談センター：https://cweb.canon.jp/e-support/rc/tel/software1.html

■キャンペーン内容② 「テレワークでFAX共有」コース
※ご希望される場合は、担当営業にお知らせださい。
別途お申し込み手続きをご案内いたします。

二次元バーコードは
こちらから

二次元バーコードは
こちらから

※本パンフレットの記載内容につきましては、予告なく変更させて頂く場合があります。

https://hmbx.canon.jp/help/type-S2_TeleworkC_agreement.pdf
mailto:home-support@canon-mj.co.jp


はじめてテレワーク導入に取り組む事業主の皆様。
オフィスの紙⽂書の電⼦化と分散印刷で、効率化を
図りませんか？

新型コロナウイルス感染症対策目的のテレワーク新規導入に取り組む中小企業事業主を国や県が支援します。

会社にある紙⽂書の資料を電⼦化して共有したい・・・
⾃宅からでも会社にある紙の書類を確認したい・・・
⾃宅にある紙の資料を電⼦化して共有したい・・・

テレワークに向けてこんなことにお悩みではありませんか？

キヤノンドキュメントスキャナーが紙文書の電子化で選ばれる理由は裏⾯へ >>>

① テレワーク向けの電⼦化に最適！

② 集中型から個⼈向けとラインアップが豊富！

⾃宅でスキャンしてクラウドで共有するニーズが高まっています。デスクトップモデ
ルはコンパクトに設置できますので、簡単に電子化環境を実現できます。

会社にある⼤量の紙⽂書に対応するA3対応⾼速集中スキャンモデルや、⾃宅の資料を簡単にスキャン
できる廉価型A4対応デスクトップモデルまで揃っていますので、用途に応じた機種選定が可能です。

③ 同梱アプリで楽々電⼦化、クラウド連携も実現！
同梱のアプリケーション「Capture On Touch Pro」は⼤きなアイコンからスキャンモードと出⼒先を選び、
実⾏するだけの「3ステップスキャン」で、直感的かつ簡単に紙文書の電子化が⾏えます。
また、さまざまなオフィスのニーズに合わせて、充実多彩なクラウドサービスと連携してスキャンデータを転送し
ます。パソコンやモバイル端末を活かして、テレワークでのデータ活用を大きく広げます。

キヤノンのドキュメントスキャナーが課題を解決！

※支援を約束するものではありません。

※

imageFORMULA
DR-C240

imageFORMULA
DR-P208II

⼤量の⽂書も素
早く簡単に電子化。
A4カラー30枚/分
（両面原稿60
ページ）のスキャン
の高速デスクトップ
モデル

普通紙から伝票（薄紙）、カード、パスポートまで幅広くスキャン

必要な時に取り出して使え
る。オールラウンドなモバイル
対応スキャナ



●お求めは信用のある当店で

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

canon.jp/imageformula
キヤノン イメージフォーミュラ ホームページ

キヤノン お客様相談センター

050-555-90072 受付時間
＜平日＞9:00〜12:00／13:00〜17:00

© Canon Marketing Japan Inc. 

ドキュメントスキャナーとレーザービームプリンターで、
「テレワーク環境の文書共有」を実現します

さまざまなニーズに合わせて、充実多彩なクラウドサービスと連携してスキャンデータを転送。クラウド上にあれば、
⾃宅や外出先でも利⽤可能です。対応するサービスは、「Google Drive」、「OneDrive」、「Dropbox」、
「SugarSync」。「Microsoft Office SharePoint Server」と直接連携させることも可能です。

オフィスモバイル・テレワーク

クラウド

Satera LBP221

A4:33枚/分、 A5
ヨコ:52枚/分・両面
印刷標準仕様。
Wi-Fiに対応し、待
機時は無騒音。
⾃宅ユースに最適
なコンパクトA4モノク
ロレーザービームプリ
ンターです。

アクセスポイントモード対応で、Wi-Fiルーターなどがなくても
⾃宅やサテライトオフィスで簡単、手軽にプリントできます。

アクセスポイント（Wi-Fiルーター）いらずで、スマホ/タブレッ
トからもワイヤレスでプリントが可能。AndroidとiOSに対応。
キヤノンが提供する「Canon PRINT Bussiness」の他、

「Apple AirPrint」「mopria」「Google Cloud Print」の各
プリントサービスに対応しています。

canon.jp/satera-lbp
キヤノン サテラLBP ホームページ

キヤノン お客様相談センター

050-555-90061 受付時間
＜平日＞9:00〜12:00／13:00〜17:00

〒244-8585 横浜市戸塚区品濃町881-16

株式会社有隣堂 オフィス営業部

045-825-5504：TEL ／ 045/825-5550：FAX


