


■定額プラン
 本体を購⼊することなく、毎⽉決まった⾦額でご利⽤いただくプランです。
 お客様の求めるセキュリティーレベルに応じて、2つのプランよりお選びいただけます｡

名称 契約期間 基本カウント数 オーバーカウント 含まれるもの 商品CD  ⽉額プラン(税別）  HOME/商品CD

13,000円/⽉
定額プラン

HOME type-S2+ESET for WG7350FM
クラウドストレージサービス
+クライアントセキュリティ
商品CD：3494V499

18,000円/⽉
定額プラン

HOME type-R for WG7350FM
ネットワークセキュリティサービス
商品CD：3494V500

・ 本プランは下記URLよりWebにてお申し込みいただけます。
 URL:canon.jp/bij-mfp
・本プランの契約期間は５年間です。5年経過後の契約延⻑はできません。
・⽉間基本カウントを超えた場合、所定のオーバーカウント単価（カラー＠5.0円、モノクロ＠1.5円）に超過カウントを乗じてご請求させていただきます。
・本プランは無償保証期間がありません。
・本プランには保守サービスが含まれません。必要に応じて別途オプションの保守サービスをお求めください。
・本プランを中途解約する場合、サービス期間満了⽇までの残⽉数×定額プラン⽉額×90％の解約⾦が発⽣いたします。
・HOMEの各種サービスについては、HOMEコンタクトセンターまでお問合せください。
●消耗品
 次の消耗品は定額プランに含まれます。

・オンラインサポートサービス「NETEYE」(遠隔監視サービス)の利⽤により、インクタンクの残量を検知し⾃動配送いたします。
・消耗品はお客様ご⾃⾝で交換いただけます。
●その他オプション品
 次のオプション品は、定額プランに含まれません。

商品コード 標準価格

9603A003 10,000円

●オプション／保守サービス
 故障時の修理にかかる訪問料・技術料・部品代（プリントヘッド含む）が含まれた保守サービスです。

契約期間 ⽉額（税別）
5年 14,000円/⽉
5年 15,000円/⽉
5年 19,000円/⽉
5年 20,000円/⽉

・保守サービスは、定額プランと同時にお申し込みください。
・保守サービス付き・訪問回数制限5回（＋1,000円/⽉）は5年契約で5回までの訪問修理が含まれています。6回⽬以降は訪問都度指定の料⾦をお客様に
 ご請求させていただきます。
・修理時に交換した旧部品、プリントヘッドは、キヤノンマーケティングジャパンおよびサービス実施店が無償で引き取ることができるものとします。
・対象製品の設置場所により遠隔地料⾦が発⽣します。設置場所がキヤノンマーケティングジャパンまたはサービス実施店の最寄りの拠点から⽚道30kmもしくは1時間を
 超える場合（法定速度⾛⾏の普通⾃動⾞もしくは公共交通機関を利⽤）は、修理発⽣都度、別途所定の料⾦をお客様に請求いたします。なお、対象製品の設置場所に
 関係なく、船舶、航空機を使⽤した場合は移動費⽤（実費）、宿泊を伴う場合は宿泊費（実費）を請求いたします。
・受付時間：⽉〜⾦曜⽇ 9:00 〜 17:30 但し、祝祭⽇・年末年始等のキヤノンMJが指定する休⽇を除きます。

WG7350FM

3135C001

2722C001

・ 本体WG7350FM

・ 2段カセットペディ
 スタル・CF10

・各種消耗品
・HOME

カラー
＠5.0円/カウント

モノクロ
＠1.5円/カウント

カラー：
960カウント/⽉

モノクロ：
2,240カウント/⽉

 5年

 修理対応以外の消耗品交換にかかる料⾦。
5. PC 、サーバー、ネットワーク、HOME等、本体以外に起因する不具合の解消にかかる料⾦ 
6. オペレーティングシスム、各種ドライバ、RIPソフトウェア、アプリケーションソフトウェア等に起因する不具合の解消にかかる料⾦

9. 接続ケーブル類、オプション、ソフトウェアの代⾦、およびそれにかかる料⾦
8. 機能向上のためのファームウェアのバージョンアップにかかる料⾦（障害対応によるバージョンアップ作業は保守の範囲で実施します）
7. ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかる料⾦

名称 備考
FAX回線で通話を⾏うハンドセット
ファクスを⼿動で送信することができます。
また、電話の受話器としてもご使⽤いただけます。

ハンドセット・G2

4. 不具合および修理に要する消耗品（⽤紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ、ADFメンテナンスキット等）の代⾦、

※保守サービスに含まれないもの
別途所定の料⾦をキヤノンマーケティングジャパン、またはサービス実施店よりお客様に請求いたします。
以下の「かかる料⾦」とは、「訪問料⾦＋技術料⾦（または簡易点検料⾦）」です。
1. 本体およびオプション類の設置・移設にかかる料⾦
2. 本体説明書記載の設定・調整作業およびネットワーク設定、オンラインサポートサービス「NETEYE」（遠隔監視サービス）設定にかかる料⾦
3. 点検、予防保守作業にかかる料⾦および作業に使⽤した部品

サービス内容

18,000円/⽉ 定額プラン＋保守サービス付き（＋2,000円/⽉）
18,000円/⽉ 定額プラン＋保守サービス付き・訪問回数制限5回（＋1,000円/⽉）
13,000円/⽉ 定額プラン＋保守サービス付き（＋2,000円/⽉）
13,000円/⽉ 定額プラン＋保守サービス付き・訪問回数制限5回（＋1,000円/⽉）

ADFメンテナンスキット・AK10

WG7350FM専⽤のインクタンクです。

 ADFの給紙ローラーユニット、分離ローラーユニットがセットになったメンテナンスキットです。
ヘッドクリーニングなどメンテンス動作で使⽤したインクを吸収するための取り換え⽤カートリッジです。

名称 備考

メンテナンスカートリッジ・MC50 
インクタンク SP5300 ブラック
インクタンク SP5300 シアン
インクタンク SP5300 マゼンタ
インクタンク SP5300 イエロー
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■購⼊モデル
●本体・オプション

・本モデルには無償保証期間がありません。
・本モデルには消耗品・保守サービスは含まれません。消耗品・保守サービスをお求めの際は以下の価格表を参照ください。
・搬⼊設置料⾦はP.4をご参照下さい。

●消耗品

*印字可能枚数は、ISO IEC 24711（測定⽅法）、24712（測定チャート）を参考にしてキヤノンオリジナルの⽅法で算出しています。
*初期同梱インクの印字可能枚数は各⾊ 約3,000枚です。
 プリンター本体の初期設定のためインクを使⽤した後に、タンクに残ったインクで印刷できる枚数です。
*印刷モード、印刷原稿、印刷環境、ユーザーメンテナンスの種類や頻度等、各種の要因により、印字可能枚数は変わります。

●オプション／キヤノンサービスパック
 故障時の修理にかかる訪問料・技術料・部品代（プリントヘッド含む）が含まれた保守サービスです。

・キヤノンサービスパックは、対象製品をご購⼊いただく際に同時にご購⼊ください。
・キヤノンサービスパックは、5年間の訪問修理をお受けできるサービスです。
・消耗品（⽤紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ、ADFメンテナンスキット等）はキヤノンサービスパックに含まれません。
・修理時に交換した旧部品、プリントヘッドは、キヤノンマーケティングジャパンおよびサービス実施店が無償で引き取ることができるものとします。
・対象製品の設置場所により遠隔地料⾦が発⽣します。設置場所がキヤノンマーケティングジャパンまたはサービス実施店の最寄りの拠点から⽚道30kmもしくは
 1時間を超える場合（法定速度⾛⾏の普通⾃動⾞もしくは公共交通機関を利⽤）は、修理発⽣都度、別途所定の料⾦をお客様に請求いたします。なお、
 対象製品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使⽤した場合は移動費⽤（実費）、宿泊を伴う場合は宿泊費（実費）を請求いたします。
・受付時間：⽉〜⾦曜⽇ 9:00 〜 17:30 但し、祝祭⽇・年末年始等のキヤノンMJが指定する休⽇を除きます。

別途所定の料⾦をキヤノンマーケティングジャパン、またはサービス実施店よりお客様に請求いたします。以下の「かかる料⾦」とは、「訪問料⾦＋技術料⾦
（または簡易点検料⾦）」です。
1. 本体およびオプション類の設置・移設にかかる料⾦
2. 本体説明書記載の設定・調整作業およびネットワーク設定にかかる料⾦
3. 点検作業、予防保守作業にかかる料⾦、および作業に使⽤した部品
4. 不具合および修理に要する消耗品（⽤紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ、ADFメンテナンスキット等）の代⾦、修理対応以外の
 消耗品交換作業にかかる料⾦。
5. PC 、サーバー、ネットワーク等、本体以外に起因する不具合の解消にかかる料⾦ 
6. オペレーティングシスム、各種ドライバ、RIPソフトウェア、アプリケーションソフトウェア等に起因する不具合の解消にかかる料⾦
7. ソフトウェアのインストール、設定、バージョンアップにかかる料⾦
8. 機能向上のためのファームウェアのバージョンアップにかかる料⾦（障害対応によるバージョンアップ作業は保守の範囲で実施します）
9. 接続ケーブル類、オプション、ソフトウェアの代⾦、およびそれにかかる料⾦

※キヤノンサービスパックに含まれないもの

標準価格（税別）商品コード
120,000円7950AA38 5年キヤノンサービスパック（CSP）

保守期間名称

 印字可能枚数（⽬安）*標準価格（税別）商品コード
2859C001 

インクタンク PG7300XL ブラック
インクタンク PG7300 シアン
インクタンク PG7300 マゼンタ
インクタンク PG7300 イエロー

名称

13,500円
13,500円

2808C001 
2857C001
2858C001 

13,500円
21,600円 約12,000枚

約6,600枚
約6,600枚
約6,600枚

約80,000枚
約55,000枚

10,000円
3,000円

0044X382 
2723C001 

ADFメンテナンスキット・AK10 
メンテンスカートリッジ・ MC50 

WG7350F 2719C001 オープン価格 本体WG7350Fをご購⼊いただけるモデル。

名称 商品コード 標準価格（税別）  備考

また、電話の受話器としても使⽤できます。
10,000円9603A003 ハンドセット・G2 

オープン価格
640枚（64g/m²）×2段。
FAX回線で通話を⾏うハンドセット。ファクスを⼿動で送信することができます。

2段カセットペディスタル。
2段カセットペディスタル・CF10 2722C001 
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■ WG7350F/WG7350FM スポットサービス
 お客様のご要望に応じて、その都度有償にて製品本体の保守サービスを承ります。

・保守サービスの為に必要な補修⽤性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後７年間です。 
・スポットサービスでカスタマーエンジニアが訪問した場合は、修理実施の有無にかかわらず、訪問料⾦を請求いたします。
・設置状況、修理対応個所によっては、カスタマーエンジニアが複数名必要となる場合があります。その場合、必要なエンジニアの⼈数分の訪問料⾦を請求いたします。
・対象製品の設置場所により遠隔地料⾦が発⽣します。設置場所がキヤノンマーケティングジャパンまたはサービス実施店の最寄りの拠点から⽚道30kmもしくは1時間を
 超える場合（法定速度⾛⾏の普通⾃動⾞もしくは公共交通機関を利⽤）は、修理発⽣都度、別途所定の料⾦をお客様に請求いたします。なお、対象製品の設置場所に
 関係なく、船舶、航空機を使⽤した場合は移動費⽤（実費）、宿泊を伴う場合は宿泊費（実費）を請求いたします。

■搬⼊設置料⾦

搬⼊⼿配料⾦：ご指定場所への配送と設置（動作確認含まず／空き箱処分含む）の料⾦です。同時購⼊のオプション品の配送料も含みます。
設置料⾦   ：カスタマーエンジニア1名の訪問料⾦が含まれます。ユーザー設置ガイドの記載内容に基づき作業を実施します。
       予め機器設定情報（機器情報・アドレス情報・アカウント情報）をご⽤意ください。
・お客様ご⾃⾝で設置作業を実施される場合、設置料⾦は不要です。
・時間指定で搬⼊作業を依頼される場合、搬⼊⼿配料⾦は39,000円となります。配送状況によっては指定された時間通りに搬⼊できない場合がございますので、
 予めご了承ください。
・使⽤済み製品の引上げを伴う場合は搬出撤去費が必要になります。

■ユースウェア

※本体設置後の設定作業の場合は、別途訪問料10,000円がかかります。

●製品・サービスの向上のため予告なく、仕様内容の変更を⾏うことがあります。記載の内容は2019年7⽉現在のものです。
●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ご了承願います。
●料⾦形態、保守サービス、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。

訪問修理料⾦ 料⾦（税別）

実費部品代またはユニット修理代
12,000円（または6,000円）技術料⾦（または簡易点検料⾦） 

12,000円訪問料⾦

名称 内容 料⾦（税別）
作業2,500円/件

備考 合計（税別） 設置料⾦（税別）搬⼊⼿配料⾦（税別） 対象機種

左記の料⾦は新規搬⼊・設置設定作業にお
ける標準的な価格です。また、特殊作業
（階段作業、クレーン使⽤など）、移動搬
出・搬⼊及び休⽇/時間外、遠隔地作業など
は別途料⾦が必要となります。

46,000円20,000円26,000円WG7350F/WG7350FM

5フォルダーまで
2,500円

クライアントPCへのプリンタドライバーソフトのインストールドライバーインストール

10フォルダーまで
5,000円

本体のデータ送信先となるPC上の共有フォルダーの作成および本体宛先表への登録作業共有フォルダーの作成

宛先表登録/転送設定登録 電⼦メール/ファクス/Iファクスの宛先表、受信ファクス転送設定の登録
合計10件まで

2,500円
1,000円本体へのNETEYE（遠隔監視サービス）接続設定作業NETEYE利⽤設定サービス
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