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セルフアウトプットを、もっと便利に、快適に。 
出力シーンが広がれば、ビジネスの可能性も広がります。 

・コンビニエンスストア 
・スーパーマーケット　・小売店 

・図書館　・学校 
・研究施設 

・ビジネスホテル　・インターネットカフェ 
・デジタルサービスセンター 

・テナントビル　・レンタルオフィス 
・一般企業 

・駅　・公民館 
・情報センター 

店舗で 

教育施設で 

商業施設で 

公共施設で 

オフィスで 

多彩なビジネスの 多彩なビジネスの こんな設置場所で こんな設置場所で 
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お店で、学校で、オフィスで、さまざまなシーンで、手軽な出力サービスを提供するキヤノンのセルフアウトプットシステム。フルカラー対応の

Color imageRUNNERをベースにした、簡単にカラーコピーができる《イージーモード》と、プリントもできる多機能な《マルチモード》の

2タイプに加え、imageRUNNERをベースにしたベーシックな白黒タイプもご用意しました。業態や設置場所、客層などに合わせて

選べる幅広いラインアップで、より便利に、快適に、効果的なセルフアウトプットサービスを実現します。 

迷わず簡単に 

コピーする。 

お店の人は、課金せずに 

コピーを取る。 

紙詰まりやトナー交換を 

簡単にする。 

コピーデータの 

残存や漏えいを抑止する。 

パソコンの文書を 

プリントアウトする。 

大量の書類を 

スピーディーにコピーする。 

資料をまとめて 

コピーして製本する。 

資料を両面コピーする。 

こんなニーズに こんなニーズに このモード このモード 

写真をカラーで 

コピーする。 
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iR C3580 
セルフアウトプットシステム 

《マルチモード》 

●カラー/モノクロコピー　●プリント出力　●両面印刷 
●DADF利用　●フィニッシャー利用 

●モノクロコピー　●モノクロプリント出力　●両面コピー 
●DADF利用　●フィニッシャー利用 

IRIR

MM
IRIR

MM
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●カラー/モノクロコピー　●片面コピー　●簡単操作 
●イージーメンテナンス 

※写真はiR 3245に、オプションの「DADF-U1」「2段カセットペディスタル・Y3」を装着したものです。 

iR C3580 
セルフアウトプットシステム 

《イージーモード》 

iR 3245 
セルフアウトプットシステム 

《マルチモード》 

※写真はiR C3580に、オプションの「2段カセットペディスタル・Y3」を装着したものです。 

※写真はiR C3580に、オプションの「DADF-L1」、「2段カセットペディスタル・Y3」、「フィニッシャー・Z1」を装着したものです。 
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美しいカラーコピーサービスを、 
簡単操作で提供する《イージーモード》。 

幅広い出力シーンを見据え、 
プリンタ機能をプラスした《マルチモード》。 

※セルフ用圧板取付キット・A1は、原稿台カバーを利用する場合のみ必要です。 

EASY MODEEASY MODE COPYCOPY

［対応表］ 

モード 機種 

商品構成 

原稿台カバー 
使用時 

iR C3580/C3080

iR C3580/C3080

iR C3580/C3080

原稿台カバー 
使用時 

P4

P5

イージーモード 

マルチモード 

CiR課金装置 
接続キット・A1

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

－ 

MULTI MODEMULTI MODE COPY
&

PRINT

COPY
&

PRINT

※DADFフィニッシャーには 
未対応です。 

多彩なニーズにフルカラーで応える、 
Color imageRUNNERをベースにした2つのシステム。 

◆ iR C3580セルフアウトプットシステム《イージーモード》 

  iR C3580 
●連続複写速度（A4ヨコ） 
　フルカラー30枚/分、モノクロ35枚/分 
●ファーストコピータイム＊ 

　フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒 

　システム標準価格（税別） 

　1,825,000円 

●本体サイズ（幅×奥行×高さ） 
　565mm×760mm×791mm

  iR C3080 
●連続複写速度（A4ヨコ） 
　フルカラー28枚/分、モノクロ30枚/分 
●ファーストコピータイム＊ 

　フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒 

　システム標準価格（税別） 

　1,675,000円 

基本構成 
システム 

●Color imageRUNNER本体 
●CiR課金装置接続キット・A1

●iR C3580セルフ用圧板取付けキット・A1 
●コインマネージャーCCM-10

上記セルフアウトプットシステムの基本構成には〈CiR課金装

置接続キット・A1〉が必要です。また、原稿台カバー使用時に、

原稿台をフラットにして紙折れを抑止する〈セルフ用圧板

取付キット・A1〉をご用意しました。 

●CiR課金装置接続キット・A1 
　（シリアルケーブル9pin、取付板金、取扱説明書） 

●iR C3580セルフ用圧板取付キット・A1 
　（原稿台ガラス、 サイズ指標ラベル目隠し） 

DADF・フィニッシャー 
使用時 

iR C3580セルフ用 
圧板取付キット・A1

◆ iR C3580セルフアウトプットシステム《マルチモード》 

  iR C3580 
●連続複写速度（A4ヨコ）/ 
　プリント速度（A4ヨコ） 
　フルカラー30枚/分、モノクロ35枚/分 
●ファーストコピータイム＊ 

　フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒 

　システム標準価格（税別） 
　1,825,000円～ 

●本体サイズ（幅×奥行×高さ） 
　565mm×760mm×791mm

  iR C3080 
●連続複写速度（A4ヨコ）/ 
　プリント速度（A4ヨコ） 
　フルカラー28枚/分、モノクロ30枚/分 
●ファーストコピータイム＊ 

　フルカラー8.9秒、モノクロ5.9秒 

　システム標準価格（税別） 

　1,675,000円～ 

基本構成 
システム 

●Color imageRUNNER本体   ●CiR課金装置接続キット・A1 
●コインマネージャーCCM-10

※写真はiR C3580に、オプションの「2段カセットペディスタル・Y3」を装着したものです。 

※写真はiR C3580に、オプションの「DADF-L1」「2段カセットペディスタル・Y3」、 
「フィニッシャー・Z1」を装着したものです。 

＊A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。モノクロは白黒モード時。 

＊A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。モノクロは白黒モード時。 
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《イージーモード》は、簡単操作で使いやすいセルフコピー専用システムです。

サービスを利用するお客様は液晶モニターの手順に沿って操作するだけ。コイン

投入からカラー／モノクロ／写真の選択、用紙サイズや部数の指定まで、分かり

やすくご案内します。また、原稿台が全面フラットに使用できるため、地図など

大きなサイズも原稿を折らずにスムースにコピーできます。 

お客様が原稿を取り忘れた場合に、ブザーでお知らせします。原稿紛失などの

トラブルを未然に抑止する機能です。 

売上の集計に便利なカウンタ確認画面を設置しました。機械本体カバーを

開けることなくモニターからカウンタ確認が可能です。 

設置のしやすさを考慮したコンパクトボディを採用。専有面積が少ないため、

売り場スペースを邪魔することなくサービスが開始できます。 

「自動変倍」や「定型拡大」はもちろん、「ズーム」など7種類の「変倍」機能を搭載。

お客様の目的に合わせた拡大／縮小コピーを簡単に取ることができます。 

9600dpi相当×600dpiの高解像度コピーで、文字も写真も鮮明に再現。さらに

モノクロコピーと同じ感覚で取れる高速カラーコピーを実現しました。大量の

カラーコピーでも、美しくスピーディーに取れます。 

EASY MODEEASY MODE COPYCOPY

直感的で分かりやすい操作性 

分かりやすく簡単なメンテナンス 

■ コピーの流れ 

コイン投入 コピー 

手軽で便利な出力サービスを提供する 
セルフアウトプットシステム。 

幅広いラインアップを取り揃え、設置目的や利用者ニーズにあわせた柔軟な 

サービス展開を可能にします。Color imageRUNNERを利用して、 

セルフサービスによる出力システムの導入を手軽にサポートする「セルフアウ 

トプットシステム」。 

多様化するアウトプットシーンに応えるために幅広いラインアップを取り揃え、 

設置目的や利用者ニーズにあわせた柔軟なサービス展開を可能にします。 

Color imageRUNNERを利用して、セルフサービスによる出力システ 

ムの導入を手軽にサポートする「セルフア多様化するアウトプッ 

トシーン幅広い 

ラインアップを取り 

揃え、設置目的や 

利用者ニーズにあ 

セルフサービスに 

よる出力シ 

手軽にサポートする 

「セルフ多様化する 

Color imageRUNNERを利用して、 

 

手軽で便利な出力サービスを提供する 

幅広いラインアップを取り揃え、設置目的や利用者ニーズにあわせた柔軟な 

サービス展開を可能にします。Color imageRUNNERを利用して、 

セルフサービスによる出力システムの導入を手軽にサポートする「セルフアウ 

トプットシステム」。幅広いラインアップを取り揃え、設置目的や利用者ニーズに 

あわせた柔軟なサービス展開を可能にします。Color imageRUNNERを 

トプットシステム」。 

 

カラーモード、用紙サイズ、倍率、出力枚数を選択 コピー開始 

売上カウンタの確認 

省スペース設計 

管理者モード 

紙詰まりパネル表示 

簡単トナー交換 

サービス停止画面 

拡大／縮小コピー 

豊富なカラー選択 

高速・高画質 

■ 紙づまり 

■ トナー交換 

■ サービス停止 

■ サイドアクセス 

コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させる

ことが可能になります。スタッフのコピー使用時やメンテナンス時に便利な機能です。 

原稿がカラーかモノクロかを自動判別する「自動カラー選択」ができます。モノクロ、

フルカラーの選択も自由です。さらに、イエロー・マゼンタ・シアン・レッド・グリーン・

ブルーの6色から1色を選んでコピーする「単色カラー」ができます。また、カラーと

モノクロ別、さらにサイズ別の料金設定が可能。手間なく効率的な課金を実現します。 

基本性能をしっかり押さえたコピー機能 

出力サービスを支援する便利な機能・性能 

情報漏えいを防ぐセキュリティ対策も配慮 

万一紙詰まりが起こった場合は発生箇所や処理手順を

液晶タッチパネルに表示。対処方法を分かりやすく

示します。さらに実際の処理も、機械の奥に手を入れる

ことなく、サイドからスムースにアクセスできます。 

用紙補給やトナー交換のタイ

ミングは点滅ランプでお知らせ

します。各色トナーボトルは

完全なセットオン方式なので、

交換作業も簡単。手を汚すこと

なくスピーディーに行えます。 

HDDデータ上書消去キット 

原稿取り忘れブザー機能 

金額が 
足りない 
場合は 
追加 

カラーコピーニーズに 
手軽に応える簡単システム 

トナー切れや故障などのトラブルでサービスができない

場合は、停止中の画面を表示。サービス停止のサインを明確化

することで、お客様のストレスやお店の手間を軽減します。 

オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」を装着することで、原稿をコピー

したときに本体内に残るデジタルデータをジョブ終了後に完全消去することが可能。

書類データの流出・漏えいを防ぎ、お客様の個人情報をしっかりと守ります。 
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カラーとモノクロを自動で判別してプリントアウトするカラー／モノクロ

自動切替を搭載。課金もそれぞれ別々に設定できます。 

多様なアウトプットシーンに応えるプリンター機能 

■ プリントの流れ 

パソコン上でプリンター 
ドライバーを選択。 

出力時にパスワードを入力 

本体画面上でプリントタブを選択、 
パスワードを入力、プリント指示。 
課金してプリント。 

メディアを持ち込み、 
データを取り込む。 

両面印刷や2in1プリントで 
書類のスリム化を実現。 

SD 
 card

Compact 
Flash

MEMORY STICK

Win
Mac

＊プリンター機能はオプションです。 
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マルチPDL対応 

高解像度画像処理「ERS」 

■ マルチPDL対応 

■ 600dpi ■ 1200dpi

パソコンと接続して、快適なプリントアウトを実現するサービスです。プリント機能の使用には、まずお客様がパスワードを設定。プリントアウトする際に、パスワード

認証を行ってから出力を開始します。これにより、データが他人に見られたり、出力された文書がそのまま放置されるというトラブルが抑止でき、安全で安心なセルフ

プリントが実現します。 

2ヵ所とじ、中とじ等で 
資料作成もラクラク。 

アウトプットサービスの幅を広げるプリンター機能 

Windows®はもちろん、MacOSにも対応。ページ記述言語（PDL）は、キヤノン

独自の「LIPS LX」、「LIPS V」をはじめ、「互換PS」＊などから幅広く選択できます。

さまざまなパソコンにフィットして、快適なプリンティング環境を実現します。 

＊Macintoshからの出力には未対応 

カラー／モノクロ自動切替 

1200dp i×1200dp iの高解像度フルカラーデータの画像処理を可能にする「ERS」（Ef fec t i ve  

Resolution System）を搭載。線の太さや間隔を均一に美しく再現します。600dpiでの出力と比較して

小さな文字のプロポーションを美しく保ち、読みやすいドキュメントの出力が可能になります。 

◎プリンター機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ（canon.jp/color-ir）をご参照ください。 

パソコンと接続して、安心で快適なプリントサービスを実現＊ 

リアルで美しい画像品質を実現 

MULTI MODEMULTI MODE COPY
&

PRINT

COPY
&

PRINT

カラーコピー＆プリントで 
サービス広がる多機能システム 

《マルチモード》は、セルフコピーの機能に、プリンターの機能をプラスした多機能システム。 

お客様の幅広いニーズに的確にお応えできます。 

またフィニッシャー、DAD F（自動原稿送り装置）を拡張することで、 

より高度なペーパーハンドリングを実現。セルフアウトプットの可能性を大きく広げます。 
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「自動変倍」や「定型拡大」はもちろん、「ズーム」など７種類の「変倍」機能を搭載

しています。お客様の目的に合わせた拡大／縮小コピーが可能です。 

原稿がカラーかモノクロかを自動判別する「自動カラー選択」ができます。

モノクロ、フルカラーの選択も自由です。さらに、イエロー・マゼンタ・シアン・レッド・

グリーン・ブルーの6色から1色を選んでコピーする「単色カラー」ができます。 

■ コピーの流れ 

豊富なコピー機能でさまざまな用途に対応 

カラーとモノクロ別、さらにサイズ別に料金設定をすることが可能です。用途に

合わせて、効率的な課金を実現します。 
コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させることが可能に

なります。スタッフの使用時や紙詰まりなどのトラブルやメンテナンス時に便利な機能です。 

用途に合わせた効率的な料金設定が可能 

高度な基本性能に使いやすさをプラスしたコピー機能 

原稿ごとにグルーピングして出力。

単ページの資料をまとめてコピーする

場合に便利な機能です。 

コピーを部単位で出力。大量の書類を

出力する場合でも、コピー後に仕分けを

する必要がなくなります。 

豊富なカラー選択 拡大／縮小コピー 

3 41 原稿をセット コピー 
2 カラーモード、用紙サイズ、 

倍率、出力枚数を選択 料金表示 

金額が 
足りない 
場合は 
追加 

描いたとおりのデザインを再現する能力、美しい出力に安心します。 
ColorWiseは、クリエイターが求める微妙な色のニュアンスまで再現するカラーレンダリング技術です。 

プラットフォームやファイル形式を問わずに、どのような種類のアプリケーションからでも常に安定した 

カラー出力を可能にし、同一ページにRGBデータとCMYKデータが混在するファイルも、各データが 

個別にコントロールでき、正確なカラー再現を可能にします。｢印刷シミュレーション機能｣によって 

Wonderland
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料金設定 

両面印刷 

管理者モード 

管理者のアクセス設定 

■ 両面印刷設定 

■ フロースキャンDADF

■ フィニッシング機能 

カラー／モノクロ高速連続コピー 

カラー／モノクロともに35枚＊/分（A4ヨコ）の連続コピースピードを実現。たとえば、

カラーとモノクロが混在した原稿でも、スピーディーにコピーできます。 
＊iR C3580の場合 

9600dpi相当×600dpiの高解像度コピーで、文字も

写真も鮮明に再現。またテカリを抑えた自然画質で、

ハイクオリティなカラーコピーを実現します。 

9600dpi相当×600dpiの高解像度 

◎コピー機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ（canon.jp/color-ir）をご参照ください。 

手間やムダを省き、作業効率を向上させるペーパーハンドリング 

資料の仕上げまでを実現するフィニッシャー 
オプションのフィニッシャーを使えば、コピーを部数ごとにまとめて出力する

「自動ソート」機能をはじめ、仕分けやステイプルなどの作業が自動で行えます。 
原稿のセットから出力までの時間を短縮できるスタックレス方式の採用により、

スピーディーな両面印刷を実現。プリントやコピー

の枚数を半減し、書類のスリム化をお客様にご提案

できると共に、用紙

コストの低減でお店

にも貢献します。 

コピーを部単位で出力。コーナーとじ、

2ヵ所とじ、中とじといったステイプルが
可能。会議などの資料作成などに便利です。 

◎オプションについての詳しい情報は、製品カタログまたは 
キヤノンホームページ（canon.jp/color-ir）をご参照ください。 

大量コピーをハイスピードで実現するDADF

高速フロースキャンDADF
カラー／モノクロともにコピー時に毎分28枚（A４）

の高速読み取り機能を実現したDADFをオプション

でご用意。フロースキャン（流し読み）を採用すると

共に、読み取り部にはゴミ検知機能を搭載しています。 

安全・安心機能の充実で、出力サービスを強力に支援 

情報漏えいを防ぐセキュリティ対策も配慮 

HDDデータ上書消去キット 

オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」を装着することで、原稿をコピー

したときに本体内に残るデジタルデータをジョブ終了後に完全消去することが

可能。書類データの流出・漏えいを防ぎ、お客様の個人情報をしっかりと守ります。 

サービスをスムースに支援する機能を搭載 

売上カウンタの確認／プリント／クリア機能 
設定を管理者モードに切り替えることで、液晶モニター上から、売上カウンタの

確認やプリントアウト、クリア等のオペレーションが簡単にできます。 

ミスオペレーションによるトラブルを抑止するため、応用モードを無効にする

設定ができます。ACS（自動カラー選択）は、許可／不許可の設定が可能です。 

ステイプルソート 

グループ 

ソート 

1枚の用紙に2面割り付けができる2in1プリント、4面割り付けコピーができる

4in1プリントが可能。この機能を使えば、大量の書類もコピーの枚数を減らし

スピーディーに出力できます。 

4in1／2in1プリント 

文字も写真もくっきり、カラーが美しい高画質 大量コピーに応える高性能エンジン搭載 

多彩な印刷機能で効率的に出力 



両面コピー 
自動両面機構も装備しています。使用する用紙の枚数を半減し、スリムに仕上げら

れる両面コピーが行えます。 

縮小レイアウト 
複数の原稿を縮小して一枚の用紙にレイアウト

できます。レイアウトは2in1、4 in1、8 in1から

選択可能です。 

■ 縮小レイアウト 

ページ連写 
書籍などをコピーする際に、左右の2ページを別々

の用紙にコピーすることができます。ファイリング

する際などに便利な機能です。 

■ ページ連写 

「自動変倍」や「定型拡大」はもちろん、「ズーム」など7種類の「変倍」機能を搭載

しています。お客様の目的に合わせた拡大／縮小コピーが可能です。 

拡大／縮小コピー 

◆ iR3245セルフアウトプットシステム《マルチモード》 

充実の基本機能を搭載した、imageRUNNERベースの 
モノクロ用セルフアウトプットシステム。 

＊A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。 

  iR 3245 
●連続複写速度（A4ヨコ）：45枚・分 
●連続プリント速度（A4ヨコ）：45枚･分 
●ファーストコピータイム＊：3.9秒 
●本体サイズ（幅×奥行×高さ）：565×700×761 

   システム標準価格（税別） 

　1,685,000円～ 

  iR 3225 
●連続複写速度（A4ヨコ）：25枚・分 
●連続プリント速度（A4ヨコ）：25枚･分 
●ファーストコピータイム＊：4.9秒 
●本体サイズ（幅×奥行×高さ）：565×700×761 

   システム標準価格（税別） 

　1,285,000円～ 

  iR 3235 
●連続複写速度（A4ヨコ）：35枚・分 
●連続プリント速度（A4ヨコ）：35枚･分 
●ファーストコピータイム＊：3.9秒 
●本体サイズ（幅×奥行×高さ）：565×700×761 

   システム標準価格（税別） 

　1,535,000円～ 

基本構成 
システム 

●imageRUNNER本体　　●CiR課金装置接続キット・A1 
●コインマネージャーCCM-10

高度な基本性能に使いやすさをプラスしたコピー機能 

1 2 3 4原稿をセット、 
コイン投入 

コピー 用紙サイズ、倍率、出力枚数を選択 コピー開始 

金額が 
足りない 
場合は 
追加 

※写真はiR 3245にオプションの「DADF-U1」「2段カセットペディスタル・Y3」を装着したものです。 
※別途接続キットが必要な場合があります。 

すばやく美しい白黒コピー＆プリントを実現する、 
セルフアウトプットのベーシックタイプ。 

1 2 3 4原稿をセット コピー 用紙サイズ、倍率、出力枚数を選択 料金表示 

金額が 
足りない 
場合は 
追加 

■ 操作の流れ 

◎コピー機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ（canon.jp/imagerunner）をご参照ください。 

MULTI MODEMULTI MODE COPY
&

PRINT

COPY
&

PRINT

マルチモード（コピー＆プリント課金） 

コピー専用モード（プリント課金は不可） 
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大量コピーをハイスピードで実現するDADF 資料の仕上げまでを実現するフィニッシャー 

セキュアプリント 
プリント機能の使用には、まずお客様がパスワードを設定。本体で自分のジョブを選

択し、パスワード認証を行ってから出力を開始します。これにより、データが他人に見ら

れたり、出力された文章がそのまま放置されるというトラブルが抑止でき、安全で安心

なセルフプリントを実現します。 
＊プリンター機能はオプションです。 

マルチPDL対応 
Windows®はもちろん、MacOSにも対応。ページ記述言語（PDL）は、キヤノン独自の「LIPS 

LX」、「LIPS V」から選択できます。さまざまなパソコンにフィットして、快適なプリンティング

環境を実現します。 

■ 操作の流れ 

手間やムダを省き、作業効率を向上 

■ フロースキャンDADF

DADF
毎分51枚の読み取り速度と100枚の原

稿を積載できるDADF（自動原稿送り装

置）で大量原稿のコピーも高速に実現

します。 

＊DADFはオプションです。 
原稿ごとにグルーピングして出力。単ページ

の資料をまとめてコピーする場合に便利な

機能です。 
＊フィニッシャーはオプションです。 

コピーを部単位で出力。大量の書類を出力す

る場合でも、コピー後に仕分けをする必要が

なくなります。 

コピーを部単位で出力。コーナー

とじ、2ヵ所とじ＊、中とじといった
ステイプルが可能。会議などの

資料作成などに便利です。 
＊フィニッシャー・S1では中とじはできません。 
＊DADF、フィニッシャーはオプションです。 

ステイプルソート 

グループ 

ソート 

サイズ別に料金設定をすることが可能です。用途に合わせて、効率的な課金を

実現します。 

コインマネージャーの管理キーを解除することで、システムを無課金で動作させることが可能に

なります。スタッフの使用時や紙詰まりなどのトラブルやメンテナンス時に便利な機能です。 

用途に合わせた効率的な料金設定が可能 

料金設定 管理者モード 

管理者のアクセス設定 

安全・安心機能の充実 

情報漏えいを防ぐセキュリティ対策も配慮 

HDDデータ上書消去キット 
オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」を装着することで、原稿をコピーしたとき

に本体内に残るデジタルデータをジョブ終了後に完全消去することが可能。書類データ

の流出・漏えいを防ぎ、お客様の個人情報をしっかりと守ります。 

サービスをスムースに支援する機能を搭載 

売上カウンタの確認／プリント／クリア機能 
設定を管理者モードに切り替えることで、液晶モニター上から、売上カウンタの確認やプリ

ントアウト、クリア等のオペレーションが簡単にできます。 

ミスオペレーションによるトラブルを抑止するため、応用モードを無効にする設定が

できます。 

パソコンと接続して安心で快適なプリントサービスを実現 

3 41 2

2ヵ所とじ、中とじ等で 
資料作成もラクラク。 

SD 
 card

Compact 
Flash

MEMORY STICK

出力時にパスワードを入力 

パソコン上でプリンター 
ドライバーを選択。 

本体画面上でプリントタブ 
を選択、パスワードを入力、 
プリント指示。課金してプリント。 

両面印刷や2in1プリントで 
書類のスリム化を実現。 

メディアを持ち込み、 
データを取り込む。 

◎プリンター機能についての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ（canon.jp/imagerunner）をご参照ください。 

◎オプションについての詳しい情報は、製品カタログまたはキヤノンホームページ（canon.jp/imagerunner）をご参照ください。 
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お客様のニーズを見据えた、使いやすい課金システム。 

フルカラー対応機、モノクロ専用機のどちらにも対応。フルカラー対応機の場合は、色別／サイズ別の課金も可能です。 

万一のトラブル発生時に故障内容を表示する「自己診断機能」も搭載しています。 

＊1 CCM-10 領収書発行キットが必要です。  ＊2 Windows®のみ/USB接続。  ＊3 CCM-10 千円札対応キットが必要です。 

■ コインマネージャー外観 

■ 領収書印字サンプル 

領収書印字内容の設定も可能 

盗難防止用フック 

料金表 

千円札投入口 

前カバーキー 

ロール紙交換 
アクセスキー 

■ 操作パネル 

同梱の料金シールを 
使用し、価格を表示 
します。 

投入金額表示（4桁） 10円つり銭切れ表示 

投入された金額を表示します。 
利用した分の料金は減算され、 
利用可能な金額を表示します。 

“●”側にするとお客様用の有料コピーになります。 
“■”側にすると管理用（無料コピー）となり、コピー 
したカウントが金額表示部に表示されます。 

10円硬貨のつり銭が不足すると 
点灯します。50円、100円、500円 
硬貨は使用できなくなります。 

100円つり銭切れ表示 

100円硬貨のつり銭が不足する 
と点灯します。500円硬貨は使用 
できなくなります。 

千円札受入中止表示 

つり銭が不足している際に点灯 
します。点灯中、千円札は使用 
できません。 

おつり返却ボタン 

残金がある場合、ならびにコイン 
詰まりの際に使用します。 

コイン投入口 

10円、50円、100円、500円硬貨 
の投入口です。 

青点滅時は発行可能、“×”表示 
時はロール紙切れを表します。 

領収書発行ボタン 

領収書には汎用用紙が利用可能
（ロール紙幅58mm、ロール紙直径
80mm以下）。ロール紙交換も
スムースです。 

同梱のアプリケーションを利用すれば、ロゴの挿入やメッセージ表示などの
領収書フォーマットの各種設定も可能＊2。オリジナル領収書が発行できます。 

快適なセルフアウトプット環境を提供する多機能コインマネージャーCCM-10

硬貨だけでなく千円札も投入できるシステム

にすれば、いちだんと便利なセルフアウトプット

サービスに。硬貨が足りない際に両替して

いただく面倒をなくすとともに、両替に伴う

店頭の手間も解消します。 

領収書の発行にも対応します。領収書が必要な際には、

コピー終了後（残金がある場合は返却ボタンを押し

た後）、領収書発行ボタンを点滅中（10秒間）に押せば

自動的に発行。お客様をお待たせすることも、スタッフが

応対の手間をとられることもありません。 

千円札の使用にも対応＊3領収書もすばやく自動発行＊1

分かりやすい操作と表示 

領収書用紙にも幅広く対応 

領収書発行口 モード切換キー 

ワイヤを通し、コイン
マネージャーの盗難を
防止できます（ワイヤ
は含まれません）。 

ロゴ形式 
（416×100dot/ 
モノクロビットマップ形式） 

メッセージ 
（全角18文字×6行） 

時間 

年月日 

シリアルNo.
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CCM-10
千円札対応キット／領収書対応キット 

業態やお客様のニーズにあわせてお選びください。4つのCCM-10バリエーション 

● コインマネージャーCCM-10の仕様 

手動補給専用/つり銭検知枚数 

約100枚/15枚±3枚 

  約88枚/13枚±3枚 

   400円/40枚 

1,500円/30枚 

3,000円/30枚 

4,000円/  8枚 

1,000円/  1枚 

型名 

使用貨幣 

 

金額表示 

コピー料金設定 

 

販売価格設定範囲 

最大投入金額 

 

 

 

 

 

つり銭機能 

つり銭収納量/つり銭検知 

 

 

 

 

SUBチューブ 
つり銭収納量/つり銭検知 
（初期値10円硬貨） 

切換えキー 

コピー枚数バックアップ機能 

使用電源 

消費電力 

使用温度範囲 

使用湿度範囲 

大きさ 

 

質量　 

同梱品 

 

● 接続可能機種 

S3500 

iR C3580/C3380/C3080/C2880 
imagePRESS C1 

iR 3245/3235/3225

色別サイズ別課金が可能（接続キット不要） 

色別サイズ別課金が可能 
（CiR課金装置接続キット・A1が必要） 

サイズ別課金が可能（CiR課金装置接続キット・A1が必要） 

※上記以外のカラー機には接続不可となります。 
※モノクロ機に関しては、別途接続キットが必要な場合があります。 

※写真はコインマネージャーCCM-10（千円札対応キット／領収書対応キット）を、 
S3500に装着した例です。 

200mm

800mm
200mm

320mm210mm

■ 占有スペース（正面図） 

■ 占有スペース（上面図） 

※本体への取付けには、別途、機種ごとの 
専用取付台（有償）が必要です。 

プリペイドカードを使用しての課金システムを実現します。本体に直接セットが可能で、フルカラー対応機の場合はカラー／モノクロ、

サイズ別に料金設定ができるほか、減算は１度数単位から設定が可能。カード発行はワンタッチで行え、1から999,999までの度数

設定ができます。また、残高を繰り越して新たなカードを発行することもできます。 

システム標準価格（税別） 

400,000円 

CCM-10
領収書対応キット 

システム標準価格（税別） 

330,000円 

CCM-10
千円札対応キット 

システム標準価格（税別） 

310,000円 

CCM-10

システム標準価格（税別） 

240,000円 

コインマネージャーのほか、プリペイドカードによる課金装置もご用意。 

プリペイドマネージャー PM-2

保守料金 
1,500円／月（税別） 

CCM-3接続キットType A
10,000円（税別） 

CiR課金装置接続キット・A1
7,000円（税別） 

CCM-10 

10、50、100、新旧500円硬貨、 

1000円紙幣（千円札対応キット接続時） 

7セグメントLED　4桁表示（赤） 

カラー/サイズ別料金対応機種…16価格 

 単一料金対応機種…１価格 

10円から1,990円（10円単位） 

標準：8,900円　千円札対応キット接続時：9,900円 

  10円硬貨最大投入金額/枚数 

  50円硬貨最大投入金額/枚数 

100円硬貨最大投入金額/枚数 

500円硬貨最大投入金額/枚数 

   千円紙幣最大投入金額/枚 

有 

　　　　　　   自動補給（コイン投入）、手動補給兼用/つり銭検知枚数 

  10円硬貨　　 約90枚/15枚±3枚以下になると10円つり銭切れランプ点灯 

  50円硬貨　　 約78枚/13枚±3枚 

100円硬貨　　 約77枚/13枚±3枚以下になると100円つり銭切れランプ点灯 

500円硬貨　　 約68枚/15枚±3枚 

 

  10円硬貨使用時 

100円硬貨使用時 

有（● / ■の切換え） 

有 

AC100V（＋10%、ー15%） 50/60Hz 

約50W 

0℃～40℃ 

30%～90%RH（但し結露無きこと） 

本体：200mm（幅）×210mm（奥行）×800mm（高さ） 

取付脚：200mm（幅）×320mm（奥行） 

約16kg 

取扱説明書1冊、設置手順書1部、専用脚、脚取付けビス4個、 
ドアキー2個、切換えキー2個、ケーブルクランプ2個 
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〈使用上のご注意〉●自動原稿送り装置は、原稿を傷めることがあります。●カラー・モノクロの判別が間違った場合、動作したモードで課金されますので、デフォルトではモノクロモードとなっています。プリントの自動カラーの解除はできません。

●両面出力の動作中に紙づまりが発生した場合、裏面がコピーされていない滞留紙分も課金されます。両面出力の解除はできません。●フィニッシャーの動作中に紙詰まりが発生した場合で、仕上げを指示していた場合は、出力した分全てミスコピー

となる場合があります。（出力終了分は課金されています。） 

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2009年7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は米国アップル社の商標です。　●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。 

●お求めは信用のある当社で 

キヤノン カラーイメージランナー ホームページ 

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

050-555-90051カラー複合機 
（Color iR） 

2009年7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。 

キヤノンお客様相談センター 

キヤノン イメージランナーホームページ 

canon.jp/imagerunner

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03-5428-1287（カラー複合機） 
　043-211-9626（モノクロ複合機）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。 

050-555-90052モノクロ複合機 
（iR） 

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

カラーイメージランナー 

〈マルチモード〉店頭ツール 

販促物名 

のぼり 

看板 

ウインドウステッカー 

シーリング 

価格POP

物品コード 出品単位 価格（税別） 大きさ（W×H）cm 備考 

00302446

00302654

00302642

00302666

00302458

1

1

1

1

1

7,500円 

25,000円 

3,000円 

3,400円 

2,800円 

布45.0×180.0 
ポール60.0×MAX300.0

25.0×25.0

45.0×133.0

54.5×42.0

29.7×21.0

店外用 

内貼り（白地） 

天井吊り 

看板用プレートと 
フレーム 

三ツ折で自立 

販促物名 

のぼり（青） 

のぼり（白） 

看板 

ウインドウステッカー 

シーリング 

POP価格ボード 

物品コード 出品単位 価格（税別） 大きさ（W×H）cm 備考 

00030158

00030249

00030172

00030225

00030196

00030201

1

1

1

1

00095706 1

1

1

7,500円 

5,700円 

870円 

2,640円 

6,600円 

布45.0×180.0 
ポール60.0×MAX300.0

25.0×25.0

45.0×133.0

54.5×42.0

59.7×30.5

店外用 

内貼り（白地） 

天井吊り 

看板用プレート 

看板用フレーム 

 

ファクスやネットワークプリントにも対応する高機能システム。 
S3500は、A4フルカラー30枚/分、白黒35枚/分という、セルフニーズにふさわしい高速コピーは

もとより、プリント、ファクス、データ送受信＊にも対応。充実のマルチ機能でお客様の

さまざまなニーズに的確に応え、サービスの幅を広げます。FAXやデータ送受信のご利用は

すべて課金徴収方式を採用しますので、徴収漏れは発生せず、レジ作業も不要です。 

※写真はS3500にオプションの「2段カセットペディスタル・Y3」を装着、
コインマネージャーCCM-10に「CCM-10千円札対応キット」「CCM-10
領収書発行キット」を装着したものです。 

POPPOP 多彩なサポートツールが、サービスを効果的にアピールします。 

●本体サイズ（幅×奥行×高さ）：586mm×783mm×870mm 

●システム価格（税別）：1,720,000円～ 

かんたん、早い、うつくしい。みんなに便利な 

カラーコピー 

円 

カラーコピー 

円 

白黒コピー 

円 

POP価格ボード 

看板 

ウインドウステッカー シーリング 

のぼり 

きれいでスピーディー。 
多彩な仕上り。 

コ
ピ
ー
&

プ
リ
ン
ト
 

看板 

コピー&プリント 

ウインドウステッカー 

コピー&プリント 

シーリング 

コピー&プリントサービス 

価格POP

＜カラー＞ 
コピー＆プリントサービス 

 
プリント料金 

 
コピー料金 

カラープリント 

サイズ 

A3 

B4 

A4・B5

サイズ 

A3 

B4 

A4・B5

サイズ 

A3 

B4 

A4・B5

サイズ 

A3 

B4 

A4・B5

モノクロプリント モノクロコピー 

カラーコピー 

プリントサービスの手順 

1 メディア持込み 

2 パソコン上で 
プリンタドライバを選択 

SD
 card

Compact
Flash

MEMORY STICK

出力時にパスワードを入力 

3 本体画面上でプリントタブを選択、パスワードを入力、 
プリント指示　課金してプリント 

価格（1枚） 

円 

円 

円 

価格（1枚） 

円 

円 

円 

価格（1枚） 

円 

円 

円 

価格（1枚） 

円 

円 

円 

か
ん
た
ん
、早
い
、う
つ
く
し
い
。
み
ん
な
に
便
利
な 

のぼり 
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カラーイメージランナー 

〈イージーモード〉店頭ツール 

カラーイメージランナー〈マルチモード〉店頭ツール一覧 カラーイメージランナー〈イージーモード〉店頭ツール一覧 

詳しくは、こちらをご覧ください。 ���������	
�����


