


プリントオンデマンドに要求されるクオリティーとスピードを高い次元で両立。

 バリアブルプリントを容易に実現する
「FreeForm v2.1」

データベース化された情報を活用し、個々の顧客の
嗜好にあわせたDMやリーフレットなどを印刷する
バリアブルプリント。「FreeForm v2.1」は、一度マスター
データを処理するだけで、後はバリアブルデータ
のみをプラスして出力するため、手軽でスピーディーな
バリアブルプリントを実現します。また、バリアブル
プリントに用いる任意のマスターページは自由な
順番で繰り返し指定できるため、柔軟なページ構成が
可能です。

スプールエリアから異なるファイルのデータ統合や
ページの差し替え、削除、面付けなどの編集が行え
ます。内容が一目でわかるサムネイル表示や編集
結果のプレビュー表示、ドラッグ＆ドロップによる
軽快な操作性を実現。出力時には「中とじ」や「無線
とじ」、「巻き三つ折り」、「W字型折り」、「内巻き四つ
折り」など多彩なテンプレートを利用した製本印刷が
可能です。また、1シート最大100枚まで面付けが
可能なうえ、バリアブルデータの面付けにも対応。
付属の「PitStop」を使えば、PDFデータのオブジェ
クトを編集することもできます。

 快適なドキュメントハンドリングを実現する
「E-mailサービス」

 プリント業務別に設定情報を登録できる
「仮想プリンター」

多彩なデータ形式に対応する
「Hot Foldersフィルタープラグイン」

出力したいPDF（PS）データを電子メールの添付
ファイルとして送信すれば、E-mailアドレスが設定さ
れたコントローラーから印刷。また、スキャンしたド
キュメントのデータを添付ファイルとして送ることが
できます。

ドラッグ&ドロップするだけで印刷設定して出力
「Hot Folders ver.3」

あらかじめ印刷設定を登録した「Hot Folders」に
ファイルをドラッグ&ドロップするだけで、自動的に
プリントアウト。Windows®およびMac OS Xに対応し、
幅広い環境で
スピーディーな
印刷設定を
可能にします。

TIFF/ITなどのファイルを「Hot Foldersフィルター
プラグイン」を利用してPostScript®ファイルまたは
PDFファイルに変換し、「Hot Folders」と連携して
プリント処理を行うことができます。また、オプション
によりCT/LW、DCS2.0などプリプレス向けファイルに
幅広く対応。さらに、JPEGやTIFF、EPSファイルは
画像のサイ
ズや配置の
指定が可能
です。

プロファイル情報や面付けなどの印刷設定を登録した
バーチャルプリンターを作成することができます。
「印刷キュー（Print）」、「直接接続（Direct）」、「待機
キュー（Hold）」から選択でき、任意の名称設定も
可能です。クライアントPCから登録したバーチャル
プリンターを選択してスムースに出力できるので、プリント
のたびに設定を
繰り返す手間が
省けます。

■ Hot Foldersフィルタープラグイン

■ 仮想プリンター

■ Fiery Compose

■ FreeForm v2.1

従来のプリントフロー

合計40MBの処理

画像9MB

＋

文字1MB

10MB

10MB 10MB 10MB 10MB

合計13MBの処理

マスター
9MB

バリアブル
1MB

バリアブル
1MB

バリアブル
1MB

バリアブル
1MB

バリアブルプリント

■ Fiery Impose

■ 電子メールプリント

internet

出力

■ Hot Foldersコントロールパネル

ページの入れ替えなどが可能な
「Fiery Compose」 

スプールされたジョブのデータ統合や編集が行え、
任意のページに表紙や章扉を挿入することができ
ます。編集結果はプレビュー表示から確認可能。
サムネイルモードから、印刷方法にあわせて
「シート」や「ブックレット」などを選択できるので、
仕上りのイメージを簡単にチェックすることができます。

A2GX

A2GX

 データのマージや多彩な製本印刷が可能な
「Fiery Impose」 

GX

A2GX

A2GX

A2GX

A2GX
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Printing Technology
プリントオンデマンドに要求されるクオリティーとスピードを高い次元で両立。

ビジュアル編集機能で高品質な仕上がりを支える
「Image Enhance Visual Editor」

ページごとにシャープネスやコントラスト、明るさや
RGBカラーの調整を行ったり、赤目補正などの編
集が行えます。プリント前に仕上がりのイメージをシ
ミュレーションしながら最終調整が行えるため、より
正確に思いどおりの印刷が実現できます。

 iPhone/iPadから直接印刷が可能
「ダイレクトモバイル印刷」

１つのジョブの中で章やシート数などのサブセットの
定義付けを行い、ステイプル/パンチの異なる仕上
がりを設定して、１回のスプールで分冊処理を行う
ことができます。メディアタイプは各サブセット単位、
もしくはシート
ごとに設定でき、
タブ紙の挿入も
可能です。

Wireless環境であればApple社のモバイル端末
（iOS4.2.x以降/iPhone、iPad、iPodTouch）から
直接プリントすることが可能。端末の画面を数回
タッチするだけの簡単な操作でスピーディーな印刷
が可能です。

露出、カラー、シャドウ/ハイライトなどの調整パラ
メータを設定することで、一貫した高品位な画像処
理が可能。RGB/LAB/CMYK/グレースケールなど
さまざまなカラータイプに対応しています。設定情報
はジョブ単位およびページごとにON/OFF設定が
できます。

 色転びを抑え、質感のある表現を支える
「グレー処理/ブラック処理」 

高品位なブラックの再現性を追求したテクノロジー
を搭載。ブラックトナーのみを使用し、色転びのな
いグレー /ブラックを表現するとともに、使用トナー
を抑えられるためランニングコスト削減にも貢献しま
す。その他にも、100％ブラック＋50％シアンによ
る「リッチブラック」を表現する機能も搭載しました。

 スポットカラーを美しく再現する
「Spot-On」

スポットカラーの設定や調整も、CMYKの数値を入
力するだけ。「色の置き換え」機能では、書類内に指
定されているカラーのRGB/CMYK値を、スポットカ
ラー辞書で定義されているCMYK値で置き換えま
す。オペレーターの負荷軽減やプレゼンテーション時
の訴求力が高まります。

 プロセスカラーの2版を特色版に置き換える
「2色刷りシミュレーション」

2色刷りの原稿をプロセスカラーの2版で色指定し
てある場合、それぞれの版を特色版に置き換える
「2色刷りシミュレーション」を搭載。仕上がりイメー
ジの確認や指定ミスの防止が手軽に行えます。

■ 2色刷りシミュレーション

■ リッチブラック
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露出、カラー、シャドウ/ハイライトなどの調整パラメータを設定
することで、一 貫した 高 品 位 な 画 像 処 理 が 可 能。

RGB/LAB/CMYK/グレースケールなどさまざまなカラータイ
プに対応しています。設定情報はジョブ単位およびページご

とにON/OFF設定ができます。RGB/LAB/CMYK/グレース
ケールなどさまざまなカラータイプに対応しています。設定情

報はジョブ単位およびページごとにON/OFF設定ができま

露出

カラー

シャドウ/
ハイライト

シャープさ

赤目補正
iPad

出力iPhone

サーバーで一貫した高品位画像処理を
実現する「高品位イメージ画像」

印刷処理順を正確に制御する
「送信順印刷」

 成果物を3Dで確認できる
「リーダービュー」

出力する前の事前チェックとして、立体的でリアル
な仕上がり確認が行える3D表示プレビュー機能を
搭載。成果物の拡大や回転表示が可能なほか、表
示ページのメディア情報を確認することもできます。

ページ内にサブセットを定義して異なる
ステイプル/パンチ設定で印刷
「サブセットフィニッシング」

データサイズの容量によって意図せず印刷順が前後
しないように、Fieryコントローラーに投入されたジョブの
順番ごとに印刷を行います。WebToolsから30-300
秒のタイムアウトを設定して、時間内に投入された同じ
IDのジョブの順番を保証します。また、データ処理が
終了した
ジョブから
優先して
印刷する
ことも　
可能です。

■ 送信順印刷
■ リーダービュー

■ サブセットフィニッシング

■ Image Enhance Visual Editor

A2GXGX

A2GX

A2GX

A2GX

A2GX A2GX

A2GX
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Work Flow

「コントロールバー」は、印刷日時やカラー設定など
のジョブ情報やカラーバーなどの情報を出力紙に
プリントする機能です。
色味や設定状況の確
認が明確に行えます。

先進の操作性を実現する
Command WorkStation 5に対応

直感的かつ操作性に優れたユーザーインター
フェースが、ワークフローを大きく改善。プリント
サーバーの設定やエンジンの稼働状況、消耗品の
管理などを一画面で確認、操作することができます。
ジョブプレビューの機能も拡張。RIP済みのジョブを
クリックするだけでCommand WorkStation 5の画面に
印刷イメージが表示され、確認できます。また、ファイルを
画面にドラッグ&ドロップするだけで印刷が可能。
アプリケーションからの印刷操作が不要で、印刷
時間短縮に役立ちます。

 ダウンタイムを合理的に回避する
「ミスマッチ一時停止」

プリント時に選択した用紙がトレイにセットされて
いない場合、ジョブの処理そのものが中止され、
原因が解決されるまでは待機状態になってしまい
ます。「ミスマッチ一時停止」機能をONにすれば、
ミスマッチのジョブはスキップされ、待機中の他の
ジョブを優先して印刷。ジョブの停滞によるダウン
タイムを軽減し、印刷効率を高めます。

 ワークフローの効率化をサポートする
「ジョブの並び替え」

待機エリアにあるスプール済み、あるいは処理
済みのジョブを、順番を入れ替えて出力することが
できます。お客様単位でプリントジョブをまとめたり、
印刷条件が共通したジョブを連続して行うことで
トレイや設定を切り替える手間を省き、プリント
効率を高めます。

■ ジョブの並べ替え

多彩な機能や装備で情報セキュリティーの
強化を推進  
プリントサーバー内のセキュリティー機能が充実し
ています。本体のハードディスクに格納された
データを完全消去する「Secure Erase」機能を
搭載。取り外しが可能なハードディスクドライブ用
オプションを用意。情報の機密を保持します。

入稿作業をスムースにする
「PDF/X」プリフライト

ISO規格であるPDF/X-1aとPDF/X-3のプリ
フライト機能を、「Hot Folders」のオプションとして
提供。規格に適合しないPDFファイルはドロップし、
プリントされないように設定できます。

CMYK各版の確認が行える
「プログレッシブ分版印刷」

RIP処理後のCMYK各版を、自由に組み合わせて
プリントできます。１つのジョブにつき、最大４種類の
組み合わせを指定できます。オーバープリントや自動
トラッピングなどの確認に効果的です。

印刷事故を未然に防ぐ
「Postflight」

印刷データに含ま
れるカラースペース
を、事前にチェック
することができま
す。RIP時 にジョ
ブを解析し、オリジ
ナル画像のオブ
ジェクトをCMYK、
RGB、スポットカ
ラーなど色分けして
出力。画像の変換
もれなどを容易に確
認でき、印刷ミスを
未然に抑止するこ
とができます。

 入稿前のデータチェックを容易にする
「Preflight」

 設定した詳細なカラー情報を出力する
「コントロールバー」

インデックス紙の挿入・印字設定が
可能な「タブ挿入」

アプリケーションで作成した資料などを出力する
際に、任意のページにインデックス紙を挿入する
ことができます。挿入ミスを防ぐために、出力前に
仕上がりイメージをプレビューから確認することも
可能です。また、インデックス紙のタブ部分に任
意の文字を印字でき、フォント・サイズも指定する
ことができます。

■ カラーコードページ

■ ジョブ情報

■ プリフライトレポート

■ Postflightレポート

■ プログレッシブ分版印刷

Page:1（K） Page:2（C+K） Page:3（C+M+K）Page:4（C+M+Y+K）

1つのジョブについて
最大4種類の組合せを指定可能

Default設定
Page:1　K
Page:2　C+K
Page:3　C+M+K
Page:4　C+M+Y+K

フォントの有無や画像データの解像度、スポットカラー
やヘアラインの存在など、あらかじめ設定した条件に
従い、プリントするこ
となくデータをチェック
することができます。
画面に表示された
結果は、プリントする
ことも可能です。入稿
前のデータチェックが
スムースに行える
便利な機能です。

高い信頼性につながる、
柔軟なプリントジョブ管理&データチェック機能。

A2GX A2GX

A2GX

GX

ColorPASS-GX400（オプション）対応 imagePASS-A2対応A2 imagePASS-A2（オプション）対応ColorPASS-GX400対応GX GX A2

GX

GX

GX

GX

GX

GX
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多彩なカラーマネジメント機能を駆使して
色味を自在にコントロール。 Color Management

 手軽な操作でカラーマネジメントをサポートする
「カラー管理ツール」

キャリブレーションの実行やICCプロファイルの
管理をはじめとする多彩なカラーコントロールが、
ネットワーク上のパソコンから簡単かつスピー
ディーに行うことができます。

グラフィカルなインターフェースを採用し、
簡単な操作手順で行える「エキスパートカラー設定」

RGBによる写真データなども、AdobeRGB/sRGBをはじめとする
さまざまな色定義設定をいかしたまま印刷を行う必要があります。
エキスパートカラー設定では、異なるカラーモードからの印刷やシミュ
レーション方法などの設定内容を一覧で確認できるので、目的とする
印刷結果を得るための設定が容易に行えます。

色変換の誤差を軽減する
「デバイスリンクプロファイル」に対応

複写機原稿台および
測色機を用いて、キャリブ
レーションが可能。また、
用紙の種類や特定の
印刷条件で、デバイスが
測定した印刷濃度を
利用するキャリブ
レーションセットが利用
できます。

「Calibrator」

「Color Editor」

「Profile Manager」

「スポットカラー編集」

Spot-Onの機能に加え、２色刷りシミュレーションが
可能です。

カラーテーブルを
使った簡単な操作で、
特色の設定や調整を
行うことができます。

標準･オプション･
任意を含め、複数の
ICCプロファイルを
一元管理します。

「Spot-On Ver.2」

各種プロファイルの
設定や確認を、ビジュ
アルで確認しながら
容易に行えます。

「カラー管理」　

登録されているICC
プロファイルを編集し、
保存することができ
ます。

CMYKデータからの
カラーシミュレーション

カラープロファイルと連携した
用紙シミュレーション

◎用紙シミュレーション時の白色点補正にも対応

RGBデータからの
カラーシミュレーション

RGBデータを用いた
CMYKカラーシミュレーション

CMYKシミュレーション方法は、「純原色」、「フル
（ソースGCR）」そしてカラーマッチング精度が最も
高い「フル（出力GCR）」の3種類から選択できます。
K版を常に分離処理
する「フル（ソース
GCR）」に対して、
「フル（出力GCR）」
では分離処理するか
どうかを選択でき
ます。

Device Independent Colorを介さずに、入力した
RGBやCMYKを出力用CMYKに変換するため、
演算誤差の少ない高精度な色処理が可能です。
あらかじめソース
プロファイルと
出力プロファイルに
関連付けて利用
します。

用紙シミュレーション時に、紙白の基準となる
白色点を編集することができます。シミュレーションに
よりプリントされた
紙色の微調整も
可能です。

同じ色指定でも、印刷する用紙によって発色は
大きく異なります。「CMYK用紙シミュレーション」では、
プロファイルに
よる色補正とあわ
せて、光沢紙や
新聞など用紙の
地色を想定した
シミュレーションが
行えます。用紙
シミュレーションの
選択に応じて、
適正な色空間の
変換方法（レンダ
リングインテント）
が自動的に選択
されます。 用紙シミュレーション

OFF
用紙シミュレーション
ON（新聞紙）

指定された「RGBソース」（RGBの色定義）と
「カラーの表現」に基づいてRGBデータをCMYKに
色分解し、指定された
「CMYKシミュレー
ションプロファイル」
によりシミュレーション
出力できます。

RGBの色定義（sRGBなど）をimageRUNNER 
ADVANCEの色空間でシミュレーションして出力
したい時は、「RGBソースプロファイル」からシミュ
レーションするRGB色空間を定義します。さらに
「カラーの表現」では、「連続調」、「ビジネスグラ
フィックス」、「相対カラリメトリック」、「絶対カラリ
メトリック」の４種から色空間の変換方法（レンダ
リングインテント）
を選択可能。「絶
対カラーメトリッ
ク」選択時は、
RGBの色定義中
の白色点を再現
します。

A2GX A2GX

A2GX

A2GX

A2GX
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＊1 NDPS Gateway による対応。　＊2 Windows版Hot Foldersのみ対応。Microsoft Office 2000以降のアプリケーション、およびAdobe Acrobat Distiller
またはPSプリンタードライバーがインストールされている必要があります。　＊3 Windows版プリンタードライバーのみ指定可能です。

基本仕様

仕様一覧

ColorPASS-GX400

Intel Core i5-660
3.33GHz
2GB
500GB
オプション
DVD-R/W

前面×2、背面×6
○

21.5×48.5×48.3cm
19.7 kg

̶

オプション

v2.0

Microsoft 
Windows®7 Pro

5書体（リュウミンL-KL/
中ゴシックBBB/

太ゴB101/太ミンA101/
じゅん101）

    

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

̶

Adobe® PostScript® 3TM Co-Dev3019

3.7

136書体

○（Fiery Downloader/Command WorkStation Windows Edition）
○
○
○
○
○

○
○（LPD/Port9100/SNMP）

SMB、LPD、Port9100、IPP、IPPs、
FTP、HTTP（SSL対応）、HTTPs、SLP、
ポートフィルタリング、IPフィルタリング、

LDAPユーザー認証（SSL対応）、SNTP、IPsec、
SNMP（v3対応）、POP3（SSL対応）/IMAP4、

SMTP（SSL対応）、Bonjour、802.1x
NDPS 

○

ユーザーソフトウェア 対応OS

Mac OS X 10.5以降/
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/
Windows® Server 2003/2008/2008R2/
Windows® Server 2012(64bit)

Mac OS X 10.5以降/
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/
Windows® Server 2003/2008/2008R2/
Windows® Server 2012(64bit)

ColorPASS-GX400　　　　　　imagePASS-A2

カラーマネジメント機能

カラーキャリブレーション 
　　ColorCal
　　ColorCal シングルパターン
　　濃度計キャリブレーション
カラープロファイル 
　　ICC バージョン 4.2 サポート
　　RGB ソースプロファイル
　　CMYK シミュレーション
　　プロファイル
　　スポットカラープロファイル
　　カラーの表現
　　（RGBレンダリングインテント）
　　RGB色分解
　　CMYKシミュレーション方法
　　CMYKレンダリングインテント
　　用紙シミュレーション
　　・白色点補正
　　出力プロファイル
　　・用紙定義プロファイル
　　デバイスリンクプロファイル
特色・二色刷り 
　　スポットカラーマッチング
　　PDFスポットカラー対応
　　Spot-On
　　・特色プロファイルの
　　  追加/削除
　　・カラーテーブルの編集
　　・色の置き換え
　　2色刷りシミュレーション
　　（Spot-On Ver.2）
グレー処理 
　　「純ブラックでグレーを印刷」
　　（RGB）
　　「純ブラックでグレーを印刷」
　　（CMYK）
ブラック処理 
　　ブラック処理
　　ブラックオーバープリント
オーバープリント/トラッピング
　　色分解の組合せ
　　（CMYK4色＋特色対応）
　　コンポジットオーバープリント
　　自動トラッピング
　　（1pixelタイプ）
　　自動トラッピング
　　（Advanceタイプ）
JMPAマッチングサービス
　　

ColorPASS-GX400

○
オプション（GAPPE）

オプション（GAPPE）

オプション（GAPPE）

○
○
○

 
○
○

○

○
連続調/ビジネスグラフィック/

相対カラリメトリック/絶対カラリメトリック
○

クイック/フル（ソースGCR）/フル（出力GCR）
相対カラリメトリック

 
○
○
○

  
○
○
○

○

○
○

○

○
  

○
○

  

○

○

○

オプション

スキャン機能

Fiery Remote Scan for 
Windows®and Mac OS 10.5+ 
LCDからのスキャン 
カラーモード 
保存形式 
スキャン to メールボックス 

ColorPASS-GX400　　　　　　imagePASS-A2

○

○
カラー/グレースケール/白黒

PDF/TIFF/JPEG
○

スキャン to スプールエリア
（holdキュー） 
スキャン to E-Mail 
スキャン to インターネットファクス 
スキャン to FTP 
スキャン to 内蔵HDD 
スキャン to アプリケーション
（TWAIN） 

ColorPASS-GX400　　　　　　imagePASS-A2

○

○
○
○
○

○

imagePASS-A2

Intel Pentium dual core E5300
2.6GHz
2GB
160GB
̶
̶

背面×4
̶

33.5×29.5×9.3cm
5.4 kg

̶

̶

̶

Linux

2書体
（リュウミンL-KL/
中ゴシックBBB）

プリント方法

ColorPASS-GX400　　　　　　imagePASS-A2

○

○

 
○

○
○
○

imagePASS-A2

オプション（GAB）
オプション（GAB）

オプション（GAB）

̶

ダイレクトプリント対応ファイル

Command WorkStation
（インポート）
Hot Folders
 
　　標準フィルター
　　（PostScript または
　　PDF形式への変換）
　　拡張フィルター＊1

　　（PostScript または
　　PDF形式への変換）
　　

　　Microsoft Office形式
　　書類用フィルター＊2

　　（PostScript または
　　PDF形式への変換）
　　バリアブルプリント

電子メールプリント 

ColorPASS-GX400

DCS2.0、CT/LW、
ExportPS、

PDF/Xプリフライト、
PDF2GO、TIFF、
JPEG、1bit TIFF

FreeForm v1enhanted/
FreeForm v2.1
PoDi（enfirm）
PDF/vt-1
PPMLGAv2.2
VPS（準拠）

PostScript、PDF1.7、
EPS/DCS2.0、TIFF 6.0

PostScript、PDF1.7、EPS/DCS2.0、
TIFF 6.0（印字位置／拡大縮小の指定は不可）

TIFF/IT-P1、EPS

Word/Excel/PowerPoint/Publisher

PostScript、PDF1.7、EPS、TIFF 6.0

imagePASS-A2

̶

FreeForm v1enhanted/
FreeForm v2.1

ColorPASS-GX400

「トラッピング」の自動処理や「多色版合成」など、デザイン
のこだわりを表現できるPos tSc r i p t®環境の構築を強力に
サポート。さらに、デザインカンプなどのプリントワークをより
効率化する機能拡張も可能です。

日常的なカラーシミュレーションなどが簡単な操作で
行えるほか、クリエイターに欠かせないデザインカンプ
のプリントワークを快適にサポートします。

imageRUNNER ADVANCEと
一体となって、
クリエイティブワークをサポート

プロの要求に応える多彩な機能に対応し、
創造的なワークフローを実現する
Adobe® PostScript®3™環境を提供

imagePASS-A2

ColorPASS-GX400 / imagePASS-A2

C9270 PROC9280 PRO C7270 C7260 対応C9280 PRO C9270 PRO C7270 C7260 対応

プリンタードライバー 
　　Fiery Driver V4.3 
　　for Windows
バーチャルプリンター 
ダイレクトプリント 
　　Command WorkStation
　　（インポート）
　　Hot Folders
　　USBメディアサーバー
　　電子メールプリント

Mac OS X 10.5以降/
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/
Windows® Server 2003/2008/2008R2/
Windows® Server 2012(64bit)

Mac OS X 10.5以降/
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/
Windows® Server 2003/2008/2008R2/
Windows® Server 2012(64bit)

Mac OS X 10.5以降/
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/
Windows® Server 2003/2008/2008R2/
Windows® Server 2012(64bit)

Mac OS X 10.5以降/
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/
Windows® Server 2003/2008/2008R2/
Windows® Server 2012(64bit)

Mac OS X 10.5以降/
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10/
Windows® Server 2003/2008/2008R2/
Windows® Server 2012(64bit)

基本システム（ハードウェア）
CPU

メモリ
HDD
リムーバブルHDD
その他のドライブ
インターフェース

ネットワーク
USB（ホスト機能）
DVI-I（モニター）
Ethernet to imageRUNNER

コントローラーサイズ（幅×高さ×奥行き）
質量
オプションハードウェア

512MB Option memory Kit
256MB Option memory Kit
Removable HDD Kit-B1

基本システム（ソフトウェア）
PDL（Page Description Languages）
Adobe PDF Print Engine
ColorWise
OS

フォント
内蔵フォント

欧文/CID、TrueType
和文/New CID

フォントインストール
欧文
和文/New CID
和文/OCF

フォントバックアップ
OpenType フォントサポート
ATM フォントサポート
ネットワークプロトコルとサービス
IPｖ4対応
IPｖ6対応
TCP/IP

Netware
AppleTalk

プリンタードライバー

Command WorkStation

Impose（オプション）

ColorWise Pro Tools

WebTools

Hot Folders

Fiery Remote Scan
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imageRUNNER ADVANCEに低コストでPostScript環境を構築でき
る「PS拡張キット」を用意。Adobe社純正PS（PostScript 3）に対応
し、Windows環境でのオフィス文書に最適なLIPS LXやLIPS Vと共
存可能です。SAPなどの基幹出力ニーズや簡易的なデザイン業務の
出力ニーズに対して、高品位な出力を可能にします。

PS拡張キット・AS1 iR ADV C9280 PRO iR ADV C9270 PRO
iR ADV C7270 iR ADV C7260 対応

■低コストでPostScript環境を構築できる「PS拡張キット」 PSプリンター機能の仕様（オプション）

PS拡張キット・AS1
内蔵型
各製品機種のコピー仕様に準じる（各機種カタログ参照）
各製品機種のコピー仕様に準じる（各機種カタログ参照）
1200dpi×1200dpi＊1、600dpi×600dpi
9600dpi相当×1200dpi
Adobe®PostScript®3TM

TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/
SMB/FTP/WSD）、
IPX/SPX（NDS、Bindery）、
AppleTalk（PAP）

名称
形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度

ページ記述言語
対応プロトコル

データ処理
プリント

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 ／8.1/
Windows® 10/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008/
Windows® Server 2012/Mac OS X（10.5.8以降）

Windows® XP/Windows Vista®*2/Windows® 7*2/Windows® 8/
Windows® 8.1/Windows® 10/
Mac OS 9（9.1以降）/Mac OS X（10.3.9以降）

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
136書体
なし
USB2.0High-Speed、1000Base-T/
100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
全周4mm、プリンタードライバーにて
エンジン欠け幅を選択可能

対応OS

内蔵フォント

エミュレーション
インターフェース

画像欠け幅

ドライバー

PPD

和文
欧文

＊1テキストラインのみ。　＊2QuakXpressのみ。　※「PS拡張キット・AS1」は、imagePASS/ColorPASSと同時接続はできません。

レイアウト/仕上げ/面付け機能

レイアウト 
　　用紙種類の混合
　　カスタム用紙サイズ
　　（プリンタードライバー）
　　カスタム用紙サイズ（本体）

　　自動用紙選択
　　拡大縮小
　　製本印刷
　　クリープ補正機能
　　印刷の向き
　　180度回転
　　ミラー（Windows®）/
　　横反転（Mac）
　　両面印刷
　　画像シフト
　　ページに合わせる
　　印刷可能領域に合わせる
　　レイアウト（N-up）＊3

仕上げ 
　　とじしろ
　　排紙順（正順/逆順）
　　排紙モード
　　排紙面指定
　　ステイプラーモード
　　排紙先
　　パンチ穴
　　画像シフト
　　表と裏の
　　画像位置を合わせる
　　スタンプ（ウォーターマーク）
面付け 
　　製本印刷
　　PitStop
　　Impose 3.3
　　（ドングルなし/デモモード）
　　Impose 3.3
　　（USBドングル/フル機能）
 

ColorPASS-GX400　　　　　　imagePASS-A2

○

○
25～400%（初期設定100%）
○（Booklet Maker v4.0）

○
○
○

○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○（Booklet Maker v４.0）
オプション

○

オプション（Seequence Impose）
クリープ補正機能、クリープ調整、方向（ページの回転）、

両面、配置（シート上のページ配置）、
行/列（シートに配置する行/列）、

ページマーク（トンボ折り目ページ情報）、
ブリード（トンボ位置移動）、クリッピングインジケーター、

調整/オフセット（印字位置コントロール）、製本/ギャングアップ

ジョブマネジメント/ワークフロー

imageRUNNER ADVANCE本体
「用紙カタログ」の利用 
「用紙カタログ」の編集/
新規作成による登録 
ミスマッチキャンセル 
ミスマッチ一時停止 
ジョブの並べ替え 
印刷スケジュール 
次に印刷 
次に処理 
割り込み印刷 
タブ挿入 
「用紙種類の混合」プレビュー
Compose 3.3 

ColorPASS-GX400

○
○
○
○
○
○
○
○

オプション（Seequence Compose）

○

○

○

セキュリティー機能

MACアドレスフィルタリング
IPフィルタリング
SNMP v3対応
SNMPサービスのON/OFF切替
LDAPユーザー認証
IPsec
SSL
ポートフィルタリング

セキュアプリント
Secure Erase v2
パスワードの暗号化
メールボックスパスワード

ColorPASS-GX400　　　　　　imagePASS-A2

○
○
○

○（SSL対応）
○（IPv4のみ対応）

○（IPP/LDAPユーザー認証/HTTP/POP/SMTP）
FTP（20-21）/SMTP（25）/HTTP（80）/SNTP（123）/

MS RPC（135）/NETBIOS（137-139）/SNMP（161-162）/
SLP（427）/SSL（443）/[SMB/IP]（445）/IPSec（500）/
LPD（515）/IPP（631）/VNC（5900）/RUI（8080）/
ポート9100（9100-9103）/EFIポート/Canonポート

○
○
○
○

プリントデータチェック機能

RIPプレビュー
PDF/X プリフライト
ImageViewer 1.5
プログレッシブ分版印刷
Postflight
Preflight

ColorPASS-GX400

○
○
○

オプション（GAPPE）
オプション（GAPPE）

オプション（SeeQuence Suits）

ソフトウェア

Fiery Hot Folders v3.3
　Fiery Standard Formats
　ジョブアクション
        待機、印刷、印刷後待機、処理と待機
　フィルター
　　　PDF to PostScript フィルター
           Microsoft Office フィルター for Hot Folders
   Merge Files from Same Folder
   Hot Foldersのバックアップ
Fiery Graphic Arts Package
　Unlimited Separations
　 用紙シミュレーション （用紙色固定）
　ハーフトーンシミュレーション
　 Image Enhance Visual Editor
GA basic web activate 
　2色刷り 
　用紙シミレーション（白色点補正可）
　ハーフトーンシミュレーション

GA Premium Package web activate 
　ImageViewer
　Automatic Preflight
　Postflight 
　自動トラッピング
　　Graphic Arts Filters for Hot Folders   
　　2色刷り
　   用紙シミレーション（白色点補正可）　　
　　ハーフトーンシミュレーション

Fiery Impose
   プレビュー
　　　複製/消去/結合
　 編集
　  Reader view
　 PDF保存
　 用紙定義設定
　 RIP後プレビュー機能
　面付け
　　小冊子
　　ギャングアップ（最大25×25面）
　　　Duplo layout styles
　　　VDP
　　　テンプレート管理
　　トンボ
　　　Front side only trim marks
　　　Duplo marks
Fiery Compose
    プレビュー
　　　 複製/消去/結合
　　　 編集
　　　 Reader view
　　　 PDF保存
　　　 用紙定義設定
　　　 RIP後プレビュー機能
　　Per page duplexing
　Mixed Finishing Sets
　用紙の挿入
　   タブ紙挿入
　用紙種類の混合
 

ColorPASS-GX400 imagePASS-A2

○：標準搭載  △：オプション  ー：非対応

○

○

○

△

△ △

△

△

△

△

̶

̶

̶

̶

（線数・網点角度・形状指定可）

（線数・網点角度・形状指定可）

長さ：25.4～630mm
幅：25.4～330.2mm
長さ：148～487mm
幅：100～330mm

画像処理テクノロジー

イメージスムージング 
グラデーション補正 
imageRUNNER Advance本体機能
　　ハーフトーン
　　画像圧縮
　　解像度
　　精細濃度補正
　　アドバンスドスムージング
　　シャープさ
　　トナー節約モード
ハーフトーンシミュレーション 
トナーリダクション 
色細線補正 

ColorPASS-GX400

◯

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

imagePASS-A2

オプション（GAB）

imagePASS-A2

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

imagePASS-A2

̶
̶
̶
̶
̶

̶
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●お求めは信用のある当社で

00459512
2017年06月現在

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。

●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2017年06月現在のものです。　●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関
連する消耗品、サービス役務などにつきましては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。　●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせくだ
さい。 ●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）●Microsoft、Windows、Window 
Vista、Office 2007、PowerPoint 2007、Microsoft Office SharePoint Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。　●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。　
●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Reader、Adobe LiveCycle Rights Management ESは、米国AdobeSystems社の米国及び、その他の国における登録商標です。　●IPX/SPXは米国Novell Inc.の
米国における商標です。　●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。　●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。
●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。

キヤノンお客様相談センター

canon.jp/pro-mfp
製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

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03-5428-1287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。

050-555-90056イメージランナー
アドバンス

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

キヤノン プロダクション向け複合機 ホームページ

ご注意
●法律により、そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・
　写真などの著作権物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる
　限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように
　運営管理してください。

充実の給排紙オプション対応で、生産性と仕上がり品位をさらに高めるプロシリーズ。

※「多段デッキ・A1」、「インサーター・H1」、「ペーパーフォールディングユニット・G1」、「中綴じフィニッシャー・
A1」、「パンチャーユニット・BE1」、「インナートリマー・A1」、「ColorPASS-GX400」を装着したものです。

■連続複写速度

■ファーストコピータイム

■原稿読取速度 片面読取      
両面同時読取

カラー／モノクロ共：120ページ／分
カラー：140ページ／分 モノクロ：200ページ／分

カラー 6.0秒 モノクロ 4.4秒
70ppm 80ppmカラー モノクロ

カラー 6.6秒 モノクロ 4.9秒
60ppm 70ppmカラー モノクロ

※「中綴じフィニッシャー・A1」、「PODデッキライト・A1」を装着したものです。

■連続複写速度

■ファーストコピータイム

■原稿読取速度 片面読取      
両面同時読取

カラー／モノクロ共：120ページ／分
カラー：140ページ／分 モノクロ：200ページ／分

C7270／C7260の詳細に関しては、
別途カタログを用意しております。

C9280 PRO／C9270 PROの詳細に関しては、
別途カタログを用意しております。

センターマシンとしての高速安定性に優れた、ハイパフォーマンス・シリーズ。

カラー 6.6秒 モノクロ 4.9秒

カラー 60ppm モノクロ 70ppm
■連続複写速度

■ファーストコピータイム

※「中綴じフィニッシャー・L1」、「バッファパスユ
ニット・J1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペー
パーフォールディングインサーターユニット・G1」、
「PODデッキライト・A1」を装着したものです。

カラー 6.6秒 モノクロ 4.9秒

カラー 55ppm モノクロ 60ppm
■連続複写速度

■ファーストコピータイム

※「ステイプルフィニッシャー・L1」、「バッファパ
スユニット・J1」、「外付け2穴パンチャー・
A1」、「ペーパーデッキユニット・C1」を装着
したものです。




