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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。

充実の給排紙オプション対応で、生産性をさらに
高めるプロモデル。

■ 連続複写速度
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※「中綴じフィニッシャー・B1」、「バッファパスユニット・
F1」、「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。

※「ステイプルフィニッシャー・B1」、「バッファパス
ユニット・F1」、「外付け2穴パンチャー・A1」、「ペー
パーデッキユニット・A1」を装着したものです。

いちばん使いやすい複合機を目指し、

＜イメージランナー・アドバンス＞は生まれました。

使うときの迷いや、つまずき、あきらめをなくし、

「できること」をみんなのものにする。

それは、テクノロジー中心のマシン品質から、

人が最優先のユーザー品質へ、

クオリティーの基準を変えていくアプローチでした。

もっと人の近くでビジネスの力になるために、

複合機は新しい道を歩み始めます。
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いまや欠かすことのできない、環境配慮への取り組みを加速しています。
iR-ADVは、製造、物流、使用、廃棄といった製品のライフサイクル全体を視野に入れ、

環境配慮を促進した複合機です。その重要なテーマとして、「省資源」や｢地球温暖化防止と省エネルギー｣などを掲げ、

CO2の削減や低消費電力、バイオマスプラスチックの採用などに積極的に取り組んできました。

特定化学物質に対しても厳しい自主基準を作成し、お客様が安心してお使いいただける製品を提供しています。

すべての人にとっての使いやすさへ、幅広くアプローチしています。
「できること」を増やし、「できること」のレベルを高めるだけでは、ビジネスで真価を発揮することはできません。

iR-ADVは、画面の視認性から、操作性、メンテナンスにいたるまで、

さまざまなユーザー視点から使いやすさを追求。つちかってきた技術を「ユニバーサルデザイン」のために駆使しました。

技術が使う人に寄りそうような、複合機の新しい進化をお届けします。

■省エネと再生プラスチックの使用などで製品ライフサイクルを通したCO2排出量を約30％削減（当社従来機比）。

■スリープ時の低消費電力（1W）によりオフィスの省エネルギーに貢献。

■エコマークや国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法に適合。

■6種類の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応。さらに一歩先を行く鉛フリー対応。

■お客様が手を触れるタッチペンや本体のボタン類と外装カバーの一部に、
　日本バイオプラスチック協会が認定したバイオマスプラスチック＊を採用。

■迷うことなくシンプルに作業が行える、カスタムメニュー＆大型液晶TFTタッチパネル。

■稼働中にトナー交換ができるコンティニュアスラン。調整時間の見直しでダウンタイムも削減。

■用紙セット時のサイズ設定を自動化。また、紙づまりも簡単に解決。

■ユーザーの声を認識し、コピーの基本操作をサポートする「音声操作」＊。

■押しやすい右前部に設けた電源スイッチのOFFで簡単にシャットダウンが可能。

■車イスをご利用の方の操作をサポートする「立面操作部」＊「DADFハンドル」＊。

新しさと優しさをアピールする色と形で、オフィス空間に調和します。
製品の特長やコンセプトをさりげなく主張しながら、オフィス空間との親和性を両立したプロダクトデザインへ。

iR-ADVの相互連携を感じさせるシリーズの統一感と

使う人にとっての親しみやすさを、従来のイメージを一新するカラーリングとボディー形状で表現しました。

新しさと優しさを兼ね備えたビジネスパートナーとして、さまざまなオフィス空間にフィットします。

■個性的でありつつ、オフィスに落ち着きを与えるメインカラーとして「カシミヤベージュ」を採用。

■ディテールの品質感を向上させる、シルバー&ホワイトのカラーコンビネーション。

■角に柔らかな丸みを持たせた、シンプルで温かみのある「Round Square」シェイプ。

■凹凸の少ない側面と背面、奥行きを抑えたコンパクト設計により、設置の自由度を高めた「全方位デザイン」。

■シリーズ全体の統一感により、オフィス空間における調和を高め、先進の連携機能を象徴。

＊オプション。

＊環境負荷の低減に有用な植物原料由来の材料で、外装カバーは最高難燃グレード5V（UL規格94）を達成しています。

 

環境配慮

ユニバーサルデザイン

■立面操作部 ■DADFハンドル ■音声操作

プロダクトデザイン

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）が、色覚の

個人差を問わず、利用する人の視認性に配慮した製品を認定する

「カラーユニバーサルデザイン（CUD）認証」を取得しています。

カラーユニバーサルデザイン認証

※本カタログでは imageRUNNER ADVANCEを iR-ADVと略して表記しています。

登録No.76,77,78,79

09117006

■エコマークやグリーン購入法に適合。
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■大型液晶TFTタッチパネル＆立面操作部

見やすさを一新した8.4インチの大きく明るいタッチパネルを採用。また、大型

10.4インチの立面操作部をオプションでご用意。操作性をさらに高めています。

■作業の幅を拡げる「多彩なメディア・携帯電話連携」

操作パネルの左にICカードリーダーを内蔵可能＊1。SDカードやMemory Stick

などのメモリーメディア＊2が利用でき、各メモリーからのプリントやスキャンデータの

保存が行えます。さらに、赤外線通信（IrDA）により携帯電話のメール本文や

JPEG/PDFなどのファイルも出力可能＊3。パソコン

レスの業務をサポートします。

＊1「USBデバイスポート・A1」が必要です。 ＊2「マルチメディ
アリーダー/ライター・A2」が必要です。 ＊3「モバイル接続キッ
ト・A1」などが必要です。

■サーバーを導入することなくファイル共有環境を構築
本体に標準搭載されているHDDの領域を利用し、SMBまたはWebDAVプロトコルにてファイル共有

を実現するアドバンスドボックス。保存容量は、標準で約9.6GB、最大で約663.9GBまで拡張でき

ます。パソコンのみならず、同一ネットワーク上のiR-ADVからも保存ファイルを共有できます。

※データの二重化のため、ミラーリングを推奨します。ミラーリングには「HDDミラーリングキット・D1」または「HDDデータ暗号化/
ミラーリングキット・C1」が必要です。　※お客様の責任において、必ず定期的にバックアップをお取りください。バックアップデータ
がない場合は、消失したデータを復旧することはできません。

■アプリケーションファイル等の多彩なドキュメントを保管
アドバンスドボックスには、スキャン文書やFAX受信文書に加えて、パソコンで作成したアプリケーション

ファイルも保管可能になりました。またTIFFやPDF＊といった文書は、本体パネル操作でプリントすることが可能です。
＊「ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）・H1」または「PS拡張キット・AD1」が必要です。

例えば、「白黒／2 in 1／両面」「Scan to PowerPoint」など、よく利用する

設定を組み合わせてプリセット。ワンタッチでジョブをスタートさせることもできます。

よく使うメニューは上部のショートカットにも登録でき、一目でわかるグラフィカル

なメニューには、基本メニューのほかMEAPアプリケーションなども表示可能。

目的に合わせて触れるだけのシンプルで快適な操作を実現します。個人認証と

連携して、表示させるメニュー

や背景を個人ごとに変更

することもできます。

■操作効率を高める「カスタムメニュー」

地色のある原稿で文字をヌキ合わせ

にすると、版がずれた場合に文字

と地色の間が白くなってしまいます。

そこで背景を文字側に入り込ませ、

再現性を向上させました。PostScript

はもちろん、LIPS LX、LIPS Vでも

対応します。

■高画質「pQトナー」の採用 ■文字の再現性を高める「トラッピング」

imagePRESSシリーズで

つちかった顔料微分散技術

により、色空間を拡大した

「pQトナー」。トナー表面

形状の改良により転写性を

向上させ、くっきりとした文字

を再現します。

■高速CPU＆ギガビットイーサー対応

プリンター処理やUIの描画、MEAP

アプリケーション処理の速度を向上

させる1.2GHzの高速CPUを搭載。

操作への反応を早め、快適な作業を

実現します。また、ギガビットイーサー

対応によりデータ転送時間も短縮

しました。

これからのビジネスの流れを見据え、 

■ アドバンスドボックス

FAX

PC
PC

 iR-ADV

 iR-ADV

公衆回線公衆回線

スキャン

創造とコミュニケーションの質を高める、
アドバンスドボックス

使いやすさを一新したユーザーインターフェース＆便利なメディア連携

CPU性能と色再現性の向上による、高速・高画質パフォーマンス

■文書を出力せずに確認できる「プレビュー機能」
アドバンスドボックスに保存した文書を、本体パネルに表示して内容を確認できます（ファイル形式はPDF＊、TIFF、JPEGに対応）。転送したFAX文書もパソコンを

経由させることなく本体前で確認し、ムダな出力を減らすことが可能です。＊「ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）・H1」または「PS拡張キット・AD1」が必要です。

コピーはもちろんプリントやFAX文書の印刷も、

現在動作中のジョブを一時停止させて割り込ませる

ことが可能。急ぎの作業をすばやくストレスなく

行うことができます。

■急ぎの出力に対応する「割り込み印刷」
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■コストを削減する「リモートFAX」

FAX搭載機の回線を利用し、同一ネットワーク上のFAX未搭載機からFAX

送受信が可能。導入コストを抑え、効率のよいFAX業務が行えます。

※「リモートFAX送信キット・A1」が必要です。

コピーやプリント時に、TLコード（低

可視のドットパターン情報）で作成

されたジョブ制限情報や追跡情報

を埋め込み、ジョブ動作のロックや

追跡情報（5W1H）の取得を可能

にします。さらに、地紋と組み合わ

せれば、ジョブロック未対応機器を

利用した際にも地紋が浮き上がり

ます。出力された機密文書の流出

を幅広く抑止します。

※ベタや写真などの原稿ではロックしない

場合があります。＊「ジョブロック拡張キット・

A1」「イメージ解析ボード・A1」が必要です。

■セキュリティー認証「IEEE2600.1」に準拠 ■出力文書の不正利用を抑止する「ジョブロック機能」＊

本製品は、複合機・プリンターの情報セキュリティーに関する

国際的な規格IEEE Std 2600TM-2008（以下、IEEE 2600）

に準拠しており、IEEE 2600で定められたセキュリティーを

実現することができます＊1。

＊1 オプションなど適切な構成・設定が必要となります。

■宛先管理を効率化する「アドレス帳共有」

■機器の一元管理に「imageWARE Management Agent」

オフィスで共通利用する

宛先をネットワーク上の

1台に登録すれば、どの

機器からでも登録情報

を参照できます。機器

ごとに登録する手間を

省いて負荷を軽減し、

一元管理でセキュリティー

も高めます。

■適正配置を推進する「多回線対応」
オプション装着により最大4回線、ダイヤルインサービスで8番号まで利用可能。

リモートFAXと合わせて活用し、機器の適正配置をさらに推進します。

プリンタードライバーをアドバンスドボックスに保存しダウンロードすることで、プリンター

ドライバーの配布運用を容易に実現できます。またアドレス帳の管理や自動バック

アップ、デバイスの状態監視など、iR-ADVを導入･運用する際の管理負荷を大幅

に軽減することができます。※別売

■Adobe ReaderでPDF文書の
編集ができる「Reader Extensions」

■セキュリティーを高める「LiveCycle™ Rights Management ES」

「Reader Extensions」を設定したPDFファイルでは、

閲覧用の無償ソフトAdobe® Reader（V7以降）を

利用し、注釈の追加、署名、修正など簡単な編集が

行えます。例えば、印かんが押された紙の決裁書を

スキャンして関連書類を添付、1つのPDFファイル

として管理可能です。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。

アクセス制御サーバーAdobe® LiveCycle™ Rights Management ESと連携。生成したPDFファイルに、アクセス権、

期間、閲覧者、操作などのセキュリティーポリシーを動的に付与・変更し、より安全性の高いドキュメント管理が行えます。

■Web表示用に最適化されたPDF

■長期保存に適した「PDF/A-1b」

Web上のPDFを閲覧する際、すべてのダウン

ロードの終了を待つことなく、ダウンロードした

ページから順次表示するWeb表示用に最適

化されたPDF。スキャンデータをWebで配布

する際などに便利です。

電子文書による記録管理に適合する、ISO

規格に基づいたフォーマット「PDF/A-1b」。

長期保存を妨げる機能を制限するほか、電子

署名との併用により、改ざんが判断できるなど

の条件を満たしています。行政の公文書など、

長期保存文書の電子化ニーズに応えます。

 新たな創造性と生産性を提供します。

■ リモートFAX

FAX

FAX

 iR-ADV

 iR-ADV

公衆回線公衆回線

FAX受信

FAX受信

FAX送信

FAX送信

■ 通常のPDF ■ Reader Extensions付きPDF

 iR-ADV

 iR-ADV
 iR-ADV

 iR-ADV

■ アドレス帳共有

■ ジョブロック

 iR-ADV

 iR-ADV

複合機

〈TLコード＋地紋〉

〈TLコード＋地紋〉

出力

出力

コピー

コピー

地紋が
浮き上がる

コピー
コピー禁止

プリント

ジョブを拒否

管理を効率化し、TCOを削減

紙文書からネットワークまで、セキュアな環境をサポート

コスト削減と適正配置を実現する、
FAXソリューション

ドキュメント活用の幅を広げる、
安心のAdobe PDF対応

参照参照

アドレス帳

TEL00-0000-0000

FAX00-0000-0000

・ジョブ制限情報
・追跡情報をドット
  パターンで作成

〈TLコード〉

■ネットワークの安全性を高める
「IPSec/IEEE 802.1X」

■本体データを守る「HDDデータ暗号化」
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■ ファーストコピータイム

カラー

モノクロ

0 5 10 秒

iR C6880N  iR-ADV C7065

12.2
6.6

5.3
4.9

Microsoft Office2007で採用されたXMLベースの新ファイル形式、Office Open 

XMLに対応。紙文書をスキャンする際にOCR処理でテキスト情報を付加、図形

データはアウトライン処理してPowerPoint形式に変換できます。画像や背景は

そのままPowerPointレイアウトを崩さずに、見出しの強調や文章の追加などが簡単

に行え、紙文書を再利用する際に要していた入力や編集の手間を大幅に軽減。

原本が紙しか残っていない文書も、幅広く効率的に再活用することができます。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。Office2007以降で利用できます。

■カラーもモノクロも高速連続コピー

ヘビーユースにも余裕をもって応える、カラー毎分60枚・モノクロ毎分65枚＊（ともに

A4ヨコ）の連続コピースピード。ファースト

コピータイムの短縮で待ち時間も軽減。

もちろん、「両面コピー」も標準で搭載して

います。

＊C7065の場合。C7055はカラー・モノクロとも
に毎分55枚。

■製本コピー

■紙文書の再利用を促進する「Scan to PowerPoint」

コピー画面では、右上のプレビュー表示により、両面コピー、ページ集約 
などの設定状況が一目でわかります。また、よく利用する設定は、カスタマイズ
して下部にプリセットしておくことが可能。作業をさらに効率化できます。

スキャンして送信画面では、宛先の指定や解像度・ファイル形式等の
設定を簡単に行えます。また、よく利用する設定はショートカットとして
画面右下にプリセットしておくことが可能。効率よい作業が行えます。

原稿を自動的に面付けして両面コピー

を行い、中綴じフィニッシャーの装着に

より冊子のような中綴じ製本で仕上げ

られます。

■ページ集約　
2in1、4in1、8in1からレイアウトを選択し、

複数の原稿を1枚の用紙に集約して

コピーできます。用紙コストの削減に

効果的です。

■パソコンを使わずに「Eメール」送信

■縮小/拡大コピー　
「自動変倍」や「定型変倍」から1％きざみ

の「ズーム」まで、さまざまな縮小・拡大

機能を、目的に合わせて活用できます。

■「単色カラー」などアピール力を高める5種類の「カラー選択」

■「ソート」「グループ」「ホチキス」が仕上げ作業を効率化

■ 設定の異なる原稿束をまとめてコピーできる「ジョブ結合」

■ 不正利用の抑止効果も高められる「スタンプ/日付印字」

■ コピーが終わるとEメールで知らせる「ジョブ終了通知」　

■ 影の除去や印字位置の調整ができる「枠消し・移動・とじしろ」

■ ロゴなどのフォームデータと画像を合成できる「イメージ合成」　

■ 地色の除去や彩度などのカラー調整ができる「画像調整」

■多彩なプロトコルによる「ファイル送信」が可能
SMBプロトコルによりサーバーレスでオフィス内の情報共有を実現する「SMB

送信」。そのほか、「FTP」プロトコルにも対応。社外ストレージサービスなどを

利用しセキュアな環境が構築できる「WebDAV送信」も可能です。

■アドレス帳
最大1,600件の送信先を登録できます。

頻繁に送信する宛先は200件まで、

ワンタッチボタンに登録可能です。

■送信設定
「タイマー送信」や「ジョブ終了通知」、

「済みスタンプ」など便利な送信機能を

搭載。誤送信を防ぐ機能も充実しています。

■「よく使う設定」「設定の履歴」
複数の設定を組み合わせて登録できる

「よく使う設定」、以前に行った設定履歴を

3つまで呼び出せる「設定の履歴」が作業

の手間を軽減します。

■ 製本モード

8 1 4 5

2 736

2

3

7

45 6

8 12 3 4

5 6 7 8

1

高速性能を追求し、質の高いコピーワークを実現します。 多彩な電子化・ネットワーク連携で、情報活用の幅を拡げます。
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■ Scan to PowerPoint

パソコン同様の設定をしてEメール

送信が行えます。容量が大きい時には、

複数に分割して送信する「メール分割」

が可能。さらに、POP before SMTP/ 

SMTP認証や通信経路のSSL暗号

化など、セキュリティーに配慮した機能

も搭載しています。

■ Eメール宛先入力画面

2 in1

両面カラー/ホチキス

モノクロ
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スキャン

Eメール

出力

■ サーチャブルPDF

サーチャブルPDF

OCRデータ

高圧縮PDF

合

　
　成

ファイルを開く時に
パスワードを要求本体でパスワードを設定

■ 暗号化PDF

紙文書

■用途に合わせてさまざまなPDFを生成
データ容量を約1/10に圧縮する「高圧縮PDF」。文字の読みやすさ・図形の

美しさを高める「アウトラインPDF」＊1。スキャン時にOCR処理を行い全文検索

を可能にする「サーチャブルPDF」＊1。パスワード入力により第三者の不正閲覧

を抑止する「暗号化PDF」＊2。「機器署名」＊2や「ユーザー署名」＊3を付与し、

文書の原本性を確保する「電子署名PDF」。幅広いPDF生成をサポートします。

＊1 「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。＊2 「スキャンソリューションセキュリティー
機能拡張キット・A1」が必要です。＊3 「ユーザー署名＆タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。

スキャンして送信画面からのＦＡＸ操作とは別に、ＦＡＸのみのわかり
やすいシンプルなUIを表示させることができます。宛先の指定から設定、
送信作業までが、ＦＡＸ単体機器と同じような感覚で迷いなく行えます。

■便利な送受信機能を搭載
原稿の向きをFAXに適した方向に変える「回転送信」や原稿を保存してから送信

する「メモリー送信」、原稿サイズに合わせ用紙を自動選択する「回転受信」、受信

文書を両面に出力する「両面記録」、送信時に発信元や宛先を印字する「発信元

記録」など、多彩な機能を備えています。

■誤送信を抑止するFAXセキュリティー

テンキーダイヤル入力時に宛先を2度

入力する「FAX番号確認入力」、宛先

表示を絞り込める「アクセス管理番号」

により誤送信を抑止。「新規宛先の制限」

では登録外の宛先への送信を禁止でき

ます。また、ビジネス用途向けFAXのセキュ

リティー機能のガイドライン「FASEC1」

に適合しています。

■高速通信を実現する「スーパーG3FAX」
最大33,600bpsの通信速度で2秒台の通信を実現します。送信側の設定に依存

することなく、受信画像を補正し、読みやすいFAX文書を受信し出力できます。

※「スーパーG3FAXボード・AD1」が必要です。

 

■Universal Send
1回の操作で、Eメール、FAX、インターネットFAXなど異なる手段による一斉送信

が可能。通信環境の異なる相手とも手軽に情報共有ができます。

■ Universal Send

カラーイントラネットFAX

カラーインターネットFAX

インターネットFAX

Ｇ３FAX

クライアントＰＣ

WebDAVサーバー

FTPサーバー

ＰＣ

ボックス

公衆回線公衆回線

InternetInternet

セキュアで効率のよい、FAX環境の構築を支援します。

TTC標準JT-T37適合のW-NET FAXフルモードに対応。

インターネットやイントラネットを利用し、フルカラー・600dpiの

高解像度通信が行えます。

■インターネットFAX/イントラネットFAX

■ペーパーレスFAX
FAXドライバーを利用すれば、原稿を出力せずに汚れやかすれのない鮮明な送信が

行えます。「カバーシートエディター」で

作成したオリジナルカバーシートの添付

も可能。さらに、送信時に宛先を2度入力

する「FAX番号確認入力」にも対応しま

した。

受信したFAXやインターネットFAX文書を、指定したFAXやEメール、共有フォルダー、

アドバンスドボックス、C-Cabinetなどに転送し、情報をタイムリーに共有できます。

FAX受信文書や転送時のエラー文書の保管、時間外や休日のFAX出力を禁止して

セキュリティーを強化するなど、効果的な活用が可能です。

■FAX転送

■ボックス機能との連携

■ FAX番号確認入力

■ FAXドライバー

スキャン文書の送信先を、パソコン上のフォルダー階層を利用してわかり

やすくナビゲート。ファイル名も業務に応じてワンタッチで付けられるので、

保存した文書は一目瞭然です。紙文書の電子化と業務システム連携に

よる活用を強力に支援します。※別売（開発元：フォーディーネットワークス株式会社）

■Scan To Office Pro

■Document Navigator

スキャン文書を、Microsoft® Word/Excel/PowerPointやPDF、一太郎データ

などのファイルに自動変換。縦書き/横書き、文字の大きさも自動認識して

OCR処理し、テキストや画像データを生成することで、紙文書の効果的な2次

活用をサポートします。※別売（開発元:パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社）
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■ファイルのアップロードも可能な「ウェブブラウザー」連携

パソコンを使うことなくウェブサイトの閲覧
が行え、さらに、ボックス内の保存ファイル
をアクセスしているサイトにアップロード
可能。ウェブブラウザーを利用した文書
の登録・プリント連携で、パソコンなしの
情報共有を促進します。
※「ウェブブラウザー拡張キット・H1」が必要です。

iR-ADVでスキャンした文書や受信したFAX文書を、インターネット上のストレージ
スペースに蓄積することで、手軽な情報共有とTCO削減を実現します。
※別途契約が必要です。

■受信のタイムロスをなくす「ファイル格納通知ツール」
アドバンスドボックスに文書が届くと、パソコンに音やポップアップで通知。

他の業務中でも受信が確認でき、トラブルも削減されます。FAX転送と

組み合わせれば、文書がパソコンまで届くので機密性も向上します。
※キヤノンHP（http://canon.jp）からダウンロードが必要です。

■マルチベンダー管理を実現する「BMLinkS」

 

■さまざまなオフィス環境に対応する「マルチPDL」対応

■簡単で便利な「プリンタードライバー」

■パソコンから多彩な
設定が行える「リモートUI」
アドバンスドボックスの管理、プリント指示など

のジョブ操作をデスク上で効率よく行えます。

宛先の登録や編集、各種設定やバックアップ

/リストアなども一元的にマネジメントでき、

管理者の負担を軽減します。

 クリエイティブワークを支援する
「ColorPASS-GX300」「imagePASS-A1」
Adobe®PostScript®3™を搭載した「ColorPASS-GX 300」

「imagePASS-A1」をオプションでご用意。さまざまな

プロトコルやネットワークにフィットし、多彩な機能を活かした

創造的なプリンティング環境を提供します。

■ドキュメント共有ASPサービス「C-Cabinet」

■さらに高速化した「LIPS LX」

キヤノン独自のプリンティングシステム「LIPS LX」は、データ処理にかかる負荷を

パソコンと効率よく分散する「ロードバランシング」を採用。プリンタードライバーと

プリンターコントローラーの処理を最適化することで、データ処理をさらに高速化しました。

■個性的なカラー印刷ができる「2色カラー」

カラー部にイエロー・マゼンタ・シアン・レッド・

グリーン・ブルーの6色中から1色を選択し、

黒との2色で印刷することができます。写真

などにフルカラーとは異なった効果を持たせ

たカラー印刷が行えます。

Windows®とMacOSなど異なるOSを併用しているオフィスでも、多彩なページ記述

言語（PDL）と複数のネットワークプロトコルの共存を実現。PDLは、高速データ処理

を実現するキヤノン独自のプリンティングシステム「LIPS LX」、LIPSソフト資産を

継承できる「LIPS Ⅴ」、デザイン業務などに効果的なAdobe®純正の「PostScript®3™」

から選択可能。また、PCLなどの各種エミュレーションに対応します。オフィス環境に

柔軟にマッチし、優れたプリントパフォーマンスを発揮します。

 

■ ファイル格納通知ツール

〈バルーン通知〉
スキャン

送信

ファイルを
格納しました

オフィス資産を柔軟に活かし、安定したプリントが行えます。 快適なビジネス環境を、さらに大きく拡げます。

グラフィカルなユーザーインターフェースで、用紙

選択や給排紙方法、フィニッシング指定などを

簡単に設定可能です。Windows®環境では

「PageComposer」を活用し、「プレビュー」を

確認しながら「編集」も行えます。

■ プリント速度アップ比較図

0 10 20 30 40秒

iR-ADV C7055 iR C5185

Word J9.doc

Excel J10.xls

Point
Power J11.ppt

J12.pdf

〈サウンド通知〉

■本体との連携効果を高める「imageWARE Desktop」

iR-ADVの機能をさらに使いやすく、オフィスでの紙文書や電子文書に

まつわる生産性向上/コスト削減を可能にするソフトウェアです。ペーパー

レスFAX業務や電子化業務を強力にサポートし、ビジネスドキュメント

に関わる様々な課題を解決します。更には文書管理システム

imageWARE Document Serverとの連携でオフィス内文書を共有・

一元管理できます。※別売

■中小オフィスのITを、ワンストップで簡単に実現する「HOME」

「HOME-UNIT」でオフィスのセキュリティーを強化

し、コミュニケーション型SaaSアプリケーション

「HOME-PORTAL」により、情報の見える化・コミュ

ニケーションの向上を実現します。さらに、「HOME-

UNIT」と「HOME-PORTAL」のご利用を、専用

のコンタクトセンター「HOME-CC」がリモート支援

します。※別途契約が必要です。月額12,000円（税別）～ ■ HOME-PORTAL

専用のMEAPアプリケーションの導入で、監視管理、設定管理、統計情報など

のサービスに対応します。
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■第三者による不正を抑止する「送信パスワード都度入力」 ■外部機器の接続を制限する「USBインターフェースのON／OFF」

■送受信情報などの漏えいを抑止する「状況確認／中止画面の制御」

■パスワード入力の安全性を高める「機密情報伏字入力」

■不正アクセスを抑止する「MAC＆IPアドレスブロック」

■画像ログを管理する「imageWARE Secure Audit Manager」※別売

宛先の登録時に、送信のたびにパスワード入力が必要になる設定ができます。

パスワードを知らない人が勝手に送信することを抑止し、定期的なパスワード変更

に伴う宛先再登録の手間を解消します。

■パスワード等を保護するTPM（Trusted Platform Module）を搭載

本体の状況を遠隔監視する「NETEYE」

セキュアなプリント環境に加え、必要に応じてどこからでも出力が可能な
「Anyplace Print for MEAP ADVANCE」
パソコンから送信した自分の印刷ジョブをAnyplace Printサーバーへ送信。ICカード

認証といった認証システムと連携しネットワーク上のどのC7055/C7065からでもセキュア

なプリントを実行できます。※別売

利用状況を把握する「imageWARE Accounting Manager for MEAP」
各個人の月間利用枚数やカラー率をタッチパネルに表示でき、コストやセキュリティー

への意識向上が期待できます。また管理者はトータル集計や履歴チェックを行うこと

ができます。※別売

サーバーレスでセキュアな認証印刷が行える
「Personal ListPrint for MEAP ADVANCE」
ICカード認証などと連携し、プリントサーバーレスで本体内に格納されているユーザーの

指示したジョブのみを出力することができます。※別売

■出力の管理や制御ができる「部門別ID管理」
コピー・プリント・スキャンの出力管理・出力枚数制限が、部署やグループなどの部門

ごとに行えます。最大1,000部門まで登録し、部門別IDと暗証番号によるアクセス

管理・制御を実現します。

デバイス管理

セキュリティー強化

■設定情報をネットワーク配信できる「機器情報配信」
複数の機器がネットワーク接続されていれば、1台に登録したさまざまな初期設定

などを最大100台まで手軽に配信できます。

■本体を遠隔操作できる「リモートオペレーション」
ネットワーク上のパソコンに本体タッチパネルと同様のUIを表示し、遠隔操作が行え

ます。※「リモートオペレーションキット・B1」が必要です。

トラブル状況やトナー残量などの情報を監視センターに自動通知し、速やかな

メンテナンス対応を可能にするオンラインサポートシステムです。快適な使用環境

を提供し、お客様の管理負荷を軽減します。

■アクセスを制御する「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM」
コピーやスキャン、SENDなどの作業について、業務内容などに合わせユーザー

ごとに権限を付与してアクセスを制御できます。

※「ACCESS MANAGEMENT SYSTEM拡張キット・B1」が必要です。

■ジョブデータを消去する「残存データ自動消去」
コピーやプリントなどの作業を行うたびに、一時的にHDD内に生成されるデジタル

データをジョブ終了と同時に自動的に消去します。

※「データ消去キット・C1」が必要です。

■本体データを一括消去する「全データの消去/設定の初期化」

管理者の立場から、効率向上と負荷軽減を両立させます。

既存のICカードでユーザー認証を管理できる
「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」
入退室管理用の社員証など既存のカード＊を利用し、

デバイスを管理できるシステムです。本体の利用制限と

いったセキュリティーの強化が可能になります。

＊FeliCa/MIFARE/eLWISEカードに対応。※別売

Capsulebrowser for MEAP ADVANCE
スキャンデータを本体ハードディスクにFTPで一時保存。ウェブブラウザーを利用してスキャン

データをダウンロード可能。紙の電子化作業をセキュアな環境でサポートします。※別売

Workflow Composer
本体の入力・出力/送信機能などを組合わせてフローを作成。日常定型業務の複雑操作もワンボタン

で実行可能。ユーザー認証と連動したどこでもスキャンなどの運用も可能です。さらに、コネクター

（別売）との組合わせで、『インデックス情報取得』や『外部システムへのダイレクトイン』などを

機能拡張できます。※別売

■ワークフローを支える多彩なオプション

異なるファイルを統合して編集可能 操作に制限をかけたPDFを作成可能

imageWARE
Desktop

■ imageWARE Desktop

 iR-ADV

Excel
Word

PowerPoint

TIFF
JPEG
BMP

PDF
パスワード付
PDF

取り込み

取り込み

PDF変換

●スキャン機能連携（紙文書の電子化）
●状態・通知連携
 （印刷・FAX送受信、新着文書）

●アドバンスドボックス機能連携
 （スキャン文書のデータプレビュー）
●FAX機能連携
 （ペーパーレスFAX、複数ファイル一括FAX）
●プリント機能連携（一括印刷）

■ 従来方式 ■ 新方式

宛先：ABC
パスワード：○○○○

パスワード：○○○○宛先：ABC

宛先選択
スタート押下

宛先選択
スタート押下 パスワード入力
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仕様表

 09117006 登録No.76,77,78,79

imageRUNNER ADVANCEは、
環境・セキュリティー・ネットワークなどの
各種基準やガイドラインに適合しています。

名称
形式
カラー対応
読み取り解像度
書き込み解像度
階調
複写原稿
複写サイズ用紙サイズ

画像欠け幅
用紙坪量

ウォーム
アップタイム
ファーストコピータイム＊2

連続複写 A3
速度 B4

A4
B5

複写倍率 定型
ズーム

給紙方式/ カセット
給紙容量 手差し
（64g/㎡紙）デッキ
連続複写枚数
電源
最大消費電力
標準消費電力量（TEC）＊4

大きさ（DADFを含む）
質量（DADFを含む）
機械占有寸法＊5

メモリ容量
付加機能

＊1 手差しトレイのみ給紙可能　＊2 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノクロは白黒モード・カラーはカラーモード選択時、コピートレイ排紙　＊3 オプション　＊4 国際エネルギー
スタープログラムで定められた測定法による数値　＊5 手差しトレイを最大限伸ばした状態　＊6 ご使用されるハガキによってはシワもしくは紙づまりが発生する場合があります。

iR-ADV C7065 iR-ADV C7055

コンソール

フルカラー

600dpi×600dpi

9600dpi相当×1200dpi

256階調

最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）

330㎜×483㎜、305㎜×457㎜、320㎜×450㎜（SRA3）、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき＊１＊6、

郵便往復はがき＊１＊6、郵便4面はがき＊１＊6、封筒＊１（角型2号、長形3号、洋長形3号）、不定型サイズ（100㎜×148㎜～330㎜×487㎜）

先端：4.0㎜、後端：2.0㎜、左右：2.5㎜

カセット：52～220g/㎡、手差し：52～300g/㎡

5分以下（室温20度）

45秒以下（定着温度が100℃以上の場合のみ）

モノクロ4.9秒、フルカラー6.6秒

カラー： 30枚/分、モノクロ： 32.5枚/分 カラー/モノクロ共： 27.5枚/分

カラー： 35.5枚/分、モノクロ： 38.5枚/分 カラー/モノクロ共： 32.5枚/分

カラー： 60枚/分、モノクロ： 65枚/分 カラー/モノクロ共： 55枚/分

カラー： 60枚/分、モノクロ： 65枚/分 カラー/モノクロ共： 55枚/分

1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25

25～400％（1％刻み）

680枚×2

100枚（連続給紙可能）

1,250枚×2＋4,000枚（ペーパーデッキユニット･A1＊3またはPODデッキライト･A1＊3）

9,999枚

AC100V、11A＋9A、50Hz/60Hz共通

2KW以下

8.96kWh 8.05kWh

689㎜（幅）×932㎜（奥行）×1,221㎜（高さ）

約282kg

924㎜（幅）×932㎜（奥行）

RAM：標準：2GB、最大：2.5GB、HD：標準：80GB、最大：1TB

自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー（20件）、割り込みコピー、カラー選択（カラー/モノクロ自動、フルカラー、

単色カラー（6色）、2色（Bk+6色）、白黒）、原稿の種類（文字/写真/地図、印刷写真、印画紙写真、文字）、濃度（マニュアル）、

背景調整（自動/マニュアル）、仕上げ（ソート、グループ、90度回転）、両面、見開き2ページ、表紙（表紙/裏表紙）、製本、挿入紙

（合紙、章紙、インデックス紙）、OHP中差し、ページ集約（2in1/4in1/8in1）、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、

連続読込、読込チェックプリント、ネガポジ反転/イメージリピート/鏡像/エリア指定、カラー調整（カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整）、

ワンタッチ調整（鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/レトロ調モノクロ）、シャープネス、イメージ合成、ジョブロック＊3、地紋

印字＊3、ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）など

形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理

プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS

内蔵フォント
エミュレーション標準

オプション
インターフェース

画像欠け幅

内蔵型

コピー仕様に準ずる

コピー仕様に準ずる

1200dpi×1200dpi＊1、600dpi×600dpi

9600dpi相当×1200dpi

LIPS LX

TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD）、

IPX/SPX（NDS、Bindery）

Windows®2000/Windows®XP/Windows 

Vista®/Windows®7/Windows®Server 2003/ 

Windows® Server 2008/Mac OS X（10.4.9以降）

なし

BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント

PDF/XPSダイレクトプリント＊2、PCL＊3＊4

USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 

Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）

全周5㎜（最大印字領域は323.0mm×

476.6mm）プリンタードライバーにてエンジン

欠け幅を選択可能

原稿送り装置の種類
原稿サイズ/ サイズ
種類 原稿坪量

原稿の収容可能枚数
原稿読取 コピー時
速度
（A4ヨコ）スキャン時

（300dpi）

自動両面原稿送り装置

A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R

片面原稿：38～220ｇ/㎡

両面原稿：モノクロ 50～220g/㎡、カラー 64～220g/㎡

300枚（80g/㎡）

片　面　読　取：カラー70ページ/分、モノクロ120ページ/分

両面同時読取：カラー70ページ/分、モノクロ120ページ/分

片　面　読　取：カラー/モノクロ共  120ページ/分

両面同時読取：カラー140ページ/分、モノクロ200ページ/分

名称
形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理

プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS

内蔵 和文
フォント

欧文

その他

エミュレーション

インターフェース

画像欠け幅

＊1 LIPS LXドライバー利用時、テキスト/ラインのみ　＊2 LIPS LXのみ

＊テキスト/ラインのみ

ＬＩＰＳ Ｖ拡張キット・ＡD１

内蔵型

コピー仕様に準ずる

コピー仕様に準ずる

1200dpi×1200dpi＊1、600dpi×600dpi

9600dpi相当×1200dpi

LIPS V（LIPS LX、LIPSIV、LIPSIII、LIPSII+）

TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD）、

IPX/SPX（NDS、Bindery）

Windows®2000/Windows®XP/Windows 

Vista®/Windows®7/Windows®Server 2003/ 

Windows® Server 2008/Mac OS X（10.4.9以降）＊2

平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、

丸ゴシック体

Courier、Swiss、Dutch、Symbol

全4書体13セット

バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、

郵便バーコード、OCRフォント）

ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、

HP-GL、HP-GL2、BMLinkS

USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 

Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）

全周5㎜（最大印字領域は323.0mm×

476.6mm）プリンタードライバーにてエンジン

欠け幅を選択可能

名称
形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理

プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS ドライバー

　　 PPD
内蔵 和文
フォント 欧文
エミュレーション
インターフェース

画像欠け幅

PS拡張キット・AD1

内蔵型

コピー仕様に準ずる

コピー仕様に準ずる

1200dpi×1200dpi＊、600dpi×600dpi

9600dpi相当×1200dpi

Adobe® PostScript® 3™

TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/WSD）、

IPX/SPX（NDS、Bindery）、AppleTalk（PAP）

Windows®2000/Windows®XP/Windows 

Vista®/Windows®7/Windows®Server 2003/ 

Windows® Server 2008、Mac OS X（10.4.9

以降）

Mac OS X（10.2.8以降）、Mac OS 9.1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/100 

Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）

全周4㎜（最大印字領域は323.0mm×

476.6mm）プリンタードライバーにてエンジン

欠け幅を選択可能

名称
形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理

プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS

内蔵 和文
フォント

欧文
インターフェース

電源/最大消費電力
大きさ/質量

ColorPASS-GX300

サーバー型

コピー仕様に準ずる

コピー仕様に準ずる

1200dpi×1200dpi（テキストのみ）、

600dpi×600dpi

9600dpi相当×1200dpi

Adobe® PostScript® 3™

TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP）、

AppleTalk

Windows®2000/Windows®XP/Windows® Server 2003/ 

Windows Vista®/Windows®7/Windows® Server 2008、

UNIX（LPRプリント）、Mac OS 9.2.2以降、Mac OS X（10.3.9以降）

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）

136書体

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

（IEEE 802.3準拠）

AC100V、6A、50Hz/60Hz共通 / 約104W

215㎜（幅）×483㎜（奥行）×485㎜（高さ）

/約19.7kg

名称
形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理

プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS

内蔵 和文
フォント

欧文
インターフェース

電源/最大消費電力
大きさ/質量

ｉｍａｇｅPASS-A１

外付型（本体背面に取り付け） 

コピー仕様に準ずる

コピー仕様に準ずる

1200dpi×1200dpi（テキストのみ）、

600dpi×600dpi

9600dpi相当×1200dpi

Adobe® PostScript® 3™

TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP）、

AppleTalk

Windows®2000/Windows®XP/Windows® Server 2003/ 

Windows Vista®/Windows®7/Windows® Server 2008、

UNIX（LPRプリント）、Mac OS 9.2.2以降、Mac OS X（10.3.9以降）

明朝（リュウミンライト‐KL）、

ゴシック体（中ゴシックBBB）

136書体

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

（IEEE 802.3準拠）

AC100V、3A、50Hz/60Hz共通 / 約83W

333㎜（幅）×93㎜（奥行）×328㎜（高さ）

/約4.95kg

主電源
立ち上げ時
操作部電源
立ち上げ時

ディスク容量
最大パス長
一階層の最大ファイル数
最大ファイル数
1ファイルの最大サイズ
最大同時接続クライアント数

標準：9.6GB、最大：663.9GB

256byte

1000個（フォルダーを含む）

10万個（フォルダーを含む）

2GB

SMB：32、WebDAV:12

＊1 テキスト/ラインのみ　＊2 ダイレクトプリント拡張キット（ＰＤＦ/ＸＰＳ用）・Ｈ１拡張時
＊3 PCLエミュレーション拡張キット・AE1装着時　
＊4 プリンタードライバーはWindows英語版のみ

基本仕様/コピー機能

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）

自動原稿送り装置の仕様（標準装備）

LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）

PSプリンター機能の仕様（オプション）

ColorPASS-GX300の仕様（オプション）

ｉｍａｇｅＰＡＳＳ-A１の仕様（オプション）

アドバンスドボックスの仕様（標準装備）
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形式
最大原稿読み取りサイズ
読み取り解像度
（主走査×副走査）
インターフェース

対応プロトコル
対応OS

ドライバー
ドライバー動作環境
画像モード

カラースキャナー

コピー仕様に準ずる

75、150、200、300、400、600dpi

（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）

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

（IEEE802.3準拠）

TCP/IP

Windows®2000＊1/Windows®XP＊1/Windows 

Vista®/Windows®7/Windows®Server 2003＊1/ 

Windows® Server 2008

TWAIN＊2/ WIA準拠

上記ソフトウェアが動作するコンピュータ

カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、

グレイスケール

名称
適用回線

走査線密度

通信速度
符号化方式
通信モード
送信原稿サイズ
記録紙サイズ
電送時間
ファクス インター
ドライバ フェース

対応
プロトコル
対応OS

備考

＊1 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通　＊2 オプション

スーパーG3 FAXボード・AD1（1回線ボード）

一般加入電話回線、PSTN×1（回線増設キッ

トにより最大4回線）、ファクシミリ通信網
標　準　モ　ー　ド：8dot/㎜ ×3.85ライン/㎜
フ　ァ　イ　ン　モ　ー　ド：8dot/㎜ × 7.7ライン/㎜
スーパーファインモード：8dot/㎜ ×15.4ライン/㎜
ウルトラファインモード：16dot/㎜×15.4ライン/㎜

SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps

MH、MR、MMR、JBIG

SuperG3、G3

A3（297㎜×420㎜）

A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R

約2.6秒（A4:自社原稿 標準モード ECM（JBIG）送信時）

USB2.0High-Speed、100Base-TX/10 

Base-T（IEEE802.3準拠）

TCP/IP（LPD/Port9100/SMB/WSD）、

IPX/SPX（NDS、Bindery）

Windows®2000/Windows®XP/Windows 

Vista®/Windows®7/Windows®Server 2003/ 

Windows® Server 2008、Mac OS X（10.4.9以降）

ワンタッチボタン：200件＊1、宛先表：1600件、同報
送信：最大256宛先、通信予約：最大64ジョブ、送
信機能：回転送信、手動送信、メモリ送信、ダイレクト
送信、回線指定、発信元記録、発信人名称（100件）、
ジョブ終了通知＊2、FAX番号確認入力、Fコード、パ
スワード、受信機能：回転受信、両面記録、カセット
選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX自
動切換え、手動受信＊2、オンフック、リモート受信、排
紙トレイ設定、ダイアルイン着信（1回線に2番号まで）

形式
最大原稿読み取りサイズ
読み取り解像度
（主走査×副走査）

原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi）
インターフェース

対応プロトコル

対応OS/ SMB
アプリ
ケーション

FTP

WebDAV

SMTP

出力 シングルページ
フォーマット マルチページ
画像モード
付加機能

＊1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応
＊2 暗号化（SSL）通信に対応　＊３ オプション

カラースキャナー

コピー仕様に準ずる

100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、

200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、

400×400dpi、600×600dpi

カラー/モノクロとも120枚/分（DADF利用時）

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

（IEEE802.3準拠）

SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP

（TCP/IP）＊1、WebDAV＊2

Windows®2000/Windows®XP/Windows® Server 

2003/Windows Vista®/Windows®7/Windows® 

Server 2008/Samba 2.2.8/ 3.0（Mac OS 10.4.X、

RedHat Linux9.0）

Microsoft Internet Inforｍａｔｉｏｎ Server Version 

5.0/5.1/6.0、Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0、

日本語Solaris Version2.6以降

Microsoft Internet Inforｍａｔｉｏｎ Server Version 

5.0/5.1/6.0、Apache2（Mac OS 10.4.X、RedHat 

Linux9.0、日本語Solaris Version10以降）

Microsoft Exchange Server2000（SP3）、

Windows® Server 2003（SMTP Service）、

Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5

TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS/OOXML＊3

TIFF（MMR）/PDF/XPS/OOXML＊3

文字、文字/写真、写真
高圧縮PDF/XPS生成機能、Web表示用に最適化
されたPDF生成機能、ポリシー付きPDF生成機能、
PDF/A-1b生成機能、Reader Extensions付きPDF
生成機能＊3、アウトラインPDF生成機能＊3、暗号化
PDF生成機能＊3、サーチャブルPDF/XPS生成機能
（OCR）＊3、機器署名PDF生成機能＊3、ユーザー署
名PDF生成機能＊3、タイムスタンプPDF生成機能＊3

通信 インターネットFAX
プロトコル イントラネットFAX
通信モード

通信可能用紙サイズ
解像度 モノクロ

カラー

対応メールサーバー

＊1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（SSL）通信に対応
＊2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応
＊3 相手先設定（受信機の能力設定）により可能

＊1 TWAINのみ対応　
＊2 64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限ります。

SMTP＊1（送信）/POP3＊2（受信）

SMTP＊1（送受信）

Simpleモード、Fullモード

（ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠、カラー対応）

A3、B4、A4（A3、B4は相手先設定により可能）

200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi＊3、

300×300dpi＊3、400×400dpi＊3、600×600dpi＊3

100×100dpi＊3、200×200dpi、300×300dpi＊3、

400×400dpi＊3、600×600dpi＊3

Microsoft Exchange Server2000（SP3）、

Windows®Server 2003（SMTP Service）、

Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5

用紙サイズ
用紙坪量
給紙容量/給紙段数
電源/最大消費電力
大きさ/質量
本体接続時の占有寸法＊

＊ 手差しトレイを最大限伸ばした状態

A4、B5

52～220g/㎡

4,000枚（64g/㎡）×１段

本体より供給/約44W

323㎜（幅）×583㎜（奥行）×570㎜（高さ）/約37kg

973㎜（幅）×932㎜（奥行）

用紙サイズ

用紙坪量
給紙容量/給紙段数
電源/最大消費電力

大きさ/質量
本体接続時の占有寸法＊

＊ 手差しトレイを最大限伸ばした状態

A4、A4R、A3、B4、B5、320×450㎜（SRA3）、

330×483㎜、305×457㎜

52～300g/㎡

4,000枚（64g/㎡）×１段

AC100V、5A、50Hz/60Hz共通（本体とは別電源）

/ 約288W

601㎜（幅）×621㎜（奥行）×570㎜（高さ）/約50kg

1251㎜（幅）×932㎜（奥行）

用紙サイズ/ 用紙サイズ
使用可能 用紙坪量
用紙 用紙種類

パンチ穴数/穴径
パンチ穴間隔
電源/最大消費電力
大きさ/質量
本体接続時の占有寸法＊

＊ 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態、バッファパス
ユニットを含む

A3、B4、A4、A4R、B5、B5R

52～256g/㎡

薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙1（106～150g/㎡）、

厚紙2（151～220g/㎡）、厚紙3（221～256g/㎡）、

インデックス紙、コート紙

２穴/6.5㎜

80㎜

本体より供給/25W

107㎜（幅）×615㎜（奥行）×833㎜（高さ）/約8kg

1974㎜（幅）×932㎜（奥行）

用紙サイズ/ C折り
使用可能 Z折り
用紙 インサーター

収容可能枚数インサーター
トレイ容量 C折り

Z折り

電源/最大消費電力

大きさ/質量

本体接続時の占有寸法＊

＊ 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態、バッファパス
ユニットを含む

A4R（64～105g/㎡）

A3、B4、A4R（64～105g/㎡）

330×483㎜、305×457㎜、320×450㎜

（SRA3）、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R（64

～256g/㎡）

100枚（80g/㎡）

40枚（80g/㎡）/高さ60㎜相当

30枚（A3、B4）、10枚（A4R）、ステイプルフィ

ニッシャーまたは中綴じフィニッシャーに排出

AC100V、5A、50Hz/60Hz共通（本体とは別電源）

/ 136W以下

662㎜（幅）×679㎜（奥行）×1,242㎜（高さ）

/約76kg

2,103㎜（幅）×932㎜（奥行）

用紙サイズ/ 用紙サイズ
使用可能 用紙坪量
用紙 用紙種類
積載容量
大きさ/質量

本体接続時の占有寸法＊

＊ 手差しトレイを最大限伸ばした状態

コピー仕様に準ずる

52～300g/㎡

コピー仕様に準ずる

片面250枚、両面100枚

420㎜（幅）×382㎜（奥行）×175㎜（高さ）

（補助トレイを伸ばしたサイズ）/約1.3kg

1344㎜（幅）×932㎜（奥行）

用紙サイズ/ 用紙サイズ
使用可能 用紙坪量
用紙 用紙種類

トレイ容量 エスケープ
トレイ

上トレイ

下トレイ

ホチキス ホチキス枚数

ホチキス位置

シフト可能サイズ
電源/最大消費電力
大きさ/質量

本体接続時の占有寸法＊2

＊1 サイズ混載時を含む
＊2 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態、バッファパス
ユニットを含む

コピー仕様に準ずる

52～300g/㎡（エスケープトレイは52～256g/㎡）

薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1（106g

～150g/㎡）、厚紙2（151～220g/㎡）、厚紙3（221～

256g/㎡）、厚紙4（257～300g/㎡）、エンボス紙、

第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、封筒

ノンソート：

250枚（A4、B5、A5R 高さ43㎜相当）

125枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ21㎜相当）

ノンソート、ソート、グループ：＊1

1300枚（A4、B5、A5、A5R 高さ188㎜相当）

650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96㎜相当）

ホチキス：

1300枚/100部（A4、B5 高さ188㎜相当）

650枚/50部＊1（A3、B4、A4R 高さ96㎜相当）

ノンソート：

2450枚（A4、B5 高さ347㎜相当）

1700枚（A5R 高さ243㎜相当）

650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96㎜相当）

ソート、グループ：

1700枚（A4、B5 高さ243㎜相当）

650枚＊1（A3、B4、A4R 高さ96㎜相当）

ホチキス：

1300枚/100部（A4、B5 高さ188㎜相当）

650枚/50部＊1（A3、B4、A4R 高さ96㎜相当）

60～81g/㎡：50枚（A4、B5）・30枚（A3、B4、A4R）

82～105g/㎡：30枚（A4、B5）・20枚（A3、B4、A4R）

106～256g/㎡：2枚（A3、B4、A4、A4R、B5）

コーナー：A3、B4、A4、A4R、B5

ダブル：A3、B4、A4、A4R、B5

A3、B4、A4、A4R、B5

本体より供給/約95W

748㎜（幅）×656㎜（奥行）×1121㎜（高さ）

（補助トレイを伸ばしたサイズ）/約48kg

1862㎜（幅）×932㎜（奥行）

用紙サイズ/ 用紙サイズ
使用可能 用紙坪量
用紙 用紙種類

トレイ容量 エスケープ
トレイ

上トレイ

下トレイ

中綴じ部
ホチキス ホチキス枚数

ホチキス位置

シフト可能サイズ
電源/最大消費電力
大きさ/質量

本体接続時の占有寸法＊2

＊1 サイズ混載時を含む
＊2 手差しトレイ及びフィニッシャートレイを最大限伸ばした状態、バッファパス
ユニットを含む

コピー仕様に準ずる

52～300g/㎡（エスケープトレイは52～256g/㎡）

薄紙、普通紙、再生紙、色紙、パンチ済み紙、厚紙1（106

～150g/㎡）、厚紙2（151～220g/㎡）、厚紙3（221

～256g/㎡）、厚紙4（257～300g/㎡）、エンボス紙、

第2原図、コート紙、ラベル用紙、OHPフィルム、封筒

ノンソート：

250枚（A4、B5、A5R 高さ43㎜相当）

125枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ21㎜相当）

ノンソート、ソート、グループ：＊1

1300枚（A4、B5、A5、A5R 高さ188㎜相当）

650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96㎜相当）

ホチキス：

1300枚/100部（A4、B5 高さ188㎜相当）

650枚/50部＊1（A3、B4、A4R 高さ96㎜相当）

ノンソート：

2450枚（A4、B5 高さ347㎜相当）

1700枚（A5R 高さ243㎜相当）

650枚（A3、B4、A4R、B5R 高さ96㎜相当）

ソート、グループ：

1700枚（A4、B5 高さ243㎜相当）

650枚＊1（A3、B4、A4R 高さ96㎜相当）

ホチキス：

1300枚/100部（A4、B5 高さ188㎜相当）

650枚/50部＊1（A3、B4、A4R 高さ96㎜相当）

1枚～5枚/25部、6枚～10枚/15部、11枚～16枚/10部

60～81g/㎡：50枚（A4、B5）30枚（A3、B4、A4R）

16枚（中綴じ）、82～105g/㎡：30枚（A4、B5）

20枚（A3、B4、A4R）10枚（中綴じ）、106～

256g/㎡：2枚（A3、B4、A4、A4R、B5）

コーナー：A3、B4、A4、A4R、B5　ダブル：A3、B4、

A4、A4R、B5　中とじ：A3、B4、A4R

A3、B4、A4、A4R、B5

本体より供給/約124W

748㎜（幅）×656㎜（奥行）×1121㎜（高さ）

（補助トレイを伸ばしたサイズ）/71kg

1862㎜（幅）×932㎜（奥行）

プルスキャン機能の仕様（標準装備）

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）

プッシュスキャン機能の仕様（標準装備）

インターネット／イントラネットFAX送受信機能（標準装備）

ペーパーデッキユニット・A1の仕様（オプション）

PODデッキライト・A1の仕様（オプション）

外付け2穴パンチャー・A1の仕様（オプション）

コピートレイ・P1の仕様（オプション）

ステイプルフィニッシャー・B1の仕様（オプション）

中綴じフィニッシャー・B1の仕様（オプション）

ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1の仕様（オプション）

 



●お求めは信用のある当社で

0411SZ30 00410243

キヤノンお客様相談センター

キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

canon.jp/office-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〉9：00～12：00／13：00～17：00（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03-5428-1263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
2014年1月現在

キヤノ ンは、 J リーグの
オフィ シャルスポンサーです。

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。

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。

●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2014年1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、

Windows Vistaは米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。　●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップル社の商標です。　●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScript

ロゴは、米国Adobe Systems社の商標です。　●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。　●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、Satera、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。

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。これ
らの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。これらの
ツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

◎サービスブラウザー
◎アップデーター

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・

お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。
お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

サービスが利用する内蔵ツールについて

C7065・・・・・・・ 3,300,000円 ・・・・・・・ 3,000,000円C7055
本体標準価格（税別）

6Way・最大7,960枚の大容量給紙、多彩な排紙方式に対応します。

最大300枚（64g/㎡）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。

自動原稿送り装置（標準装備）

最大100枚（64g/㎡）の給紙が可能です。

手差し給紙（標準装備）

コピートレイ・P1

1段に最大1,250枚（64g/㎡）セット可能です。

給紙デッキ（標準装備）

1段に最大680枚（64g/㎡）のセットが可能です。

給紙カセット（標準装備）コーナー綴じ、2カ所綴じで50枚（64g/㎡）、
中綴じで16枚（64g/㎡）ホチキスが可能。
一枚折りにも対応する2ビンフィニッシャー
です。

中綴じフィニッシャー・B1

標準価格（税別）
10,000円

標準価格（税別）
450,000円

標準価格（税別）
230,000円

標準価格（税別）
60,000円

標準価格（税別）
280,000円

フィニッシャー

ステイプルフィニッシャー・B1

ペーパーデッキ

ペーパーデッキユニット・A1
50枚（64g/㎡）ホチキスに対応し、
コーナー綴じ、2カ所綴じが可能
な2ビンフィニッシャーです。

標準価格（税別）
400,000円

ステイプルフィニッシャー・B1、中綴じ
フィニッシャー・B1を装着する際に必要な
ユニットです。

バッファパスユニット・F1

最大330×483ｍｍサイズ/4,000枚（64g/㎡）
のセットが可能なラージペーパーデッキ。
大判の大量出力ニーズに応えます。

PODデッキライト・A1

A4・最大4,000枚（64g/㎡）の
セットが可能なサイドペーパーデッキ。
大量出力ニーズに応えます。

外付け2穴パンチャー・A1
ステイプルフィニッシャー・B1、中綴じフィニッシャー・B1に装着し、
2穴パンチ機能を拡張できます。

※写真はC7065に、「中綴じフィニッシャー・B1」、「バッファパスユニット・F1」、「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。

※本体とは別電源です。

本体左に取り付けられる250枚
（64g/㎡）対応の排紙トレイです。

標準価格（税別）
60,000円

標準価格（税別）
800,000円

ペーパーフォールディングインサーターユニット・G1
Z折り/C折りが可能な紙折り機能と表紙インサーターがセットになっています。

※取り付けにはステイプルフィニッシャー・B1または中綴じフィニッシャー・B1が必要です。本体とは別電源です。

※マルチカラーイメージリーダーユニット・A1を含む
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