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インクジェットで
ビジネスを軽快に。

スペースの限られたオフィスに最適なカラービジネス

インクジェット複合機 WG7350。高い生産性や優れた

操作性はもちろん、新開発のプリントヘッドや新顔料イ

ンクにより、ワンランク上のプリント品質を実現しまし

た。インクジェット、複合機を知り尽くしたキヤノンの技

術力を凝縮。ビジネスの可能性が広がる一台です。
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高速プリント&スキャンで、オフィスの生産性を向上

わかりやすい表示で、直感的な操作が可能

高速プリント※

標準モード時は最速50枚/分（高速モード時は最速80枚/分）の高
速プリントを実現。モノクロ、カラーとも共通速度で、ページ数の多
い資料や急ぎの印刷などもスピーディーにプリントできます。
※印刷速度は、用紙の坪量・サイズ・種類・印字画像・給紙カセットなどにより異なります。

設定ナビで設置が容易
見やすくわかりやすい表示の5インチカラー液晶タッチパネルを
採用。設定ナビ機能により、初めての方でも操作パネルの指示に
従って設定をするだけで、簡単にセットアップが行えます。

高速ファーストプリント
待機時から6.5秒で最初の1枚をプリント。急ぎの印刷でも待た
されることがありません。ストレスがなく、快適なプリント環境を
提供します。
※ファーストコピータイムは5.8秒

PC不要でプリント※、スキャン
パソコンを使わなくても手軽にUSBメモリーから直接印刷がで
きます。またスキャンしたデータをUSBメモリーに保存すること
も可能です。
※JPEG、TIFF、PDFに対応

1パス両面同時読み取りADF搭載
1パス両面同時読み取りADFを標
準搭載し、原稿の両面を一度にス
キャンすることが可能です。片面で
40ページ/分、両面で65ページ/分
の高速スキャンが行え、大量の紙
文書もスピーディーにデータ化で
きます。

ハードキーレス設計
テンキー、キーボードを
ソフトキー化し、必要に応
じて画面に表示。すべて
の操作がタッチパネルで
行えます。使いやすさ、操
作のしやすさを考慮した
キーサイズにしました。

直感的なフリック操作に対応
8つのキーを配置したシ
ンプルな表示で、各ファン
クションのトップ画面にス
ムーズに移行できます。
フリック操作にも対応し、
ホーム画面の切り替えも
容易です。

連続プリント速度

50ppm（80ppm）50ppm（80ppm）
最大2,620枚まで
給紙可能
640枚※の用紙が収納で
きる給紙カセットと手差し
トレイにより、最大2,620
枚までの用紙を収納可能
です。大量プリント時も用
紙補給にかかる手間や時
間を削減できます。
※64g/㎡用紙使用時

最大 2,620枚2,620枚

60枚

640枚

640枚

640枚

640枚
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用紙幅のFINEラインヘッドを採用し、
高速・安定印字を実現
用紙の幅全体を一度に印刷できるラインヘッドを採用。印字中に
ヘッドを移動させる必要がないため、高速で安定した印字ができ
ます。

低表面張力のインクで安定した印字を実現
インクの表面張力を低くして、水分、溶剤の用紙への浸透を速く
することで、インクの顔料を素早く、用紙に定着できるようにしま
した。これにより高速で印刷しても安定した出力が実現できます。

濃度の高い黒インクにより、くっきりと見やすい文字
見やすいオフィス文書を印字するために、濃度の高いインクを採
用しました。また、インクが浸透しやすい普通紙でも、顔料が用紙
の表面に素早く定着し、くっきりとした黒印字を実現します。

ブロンズ光の影響を抑えた、発色のよい印字
インクに樹脂エマルジョンを添加することにより、ブロンズ光に
よる本来と違う色味に見える現象を抑制し、色濃度を向上させ、
くっきりとした印字を実現します。

多彩なメディアに対応
通紙可能坪量52 〜 256g/㎡、最大用紙サイズ330×711mm。
封筒、薬袋、長尺紙、写真用マット紙など、さまざまな用紙に対応
しています。

新開発インク

新開発インク

新開発インク

従来インク

従来インク

従来インク

独自のテクノロジーにより安定した高画質を提供

新開発インクは、従来に比べて、顔料の隙間が少なくなっています

（シアンの例）  樹脂エマルジョンによってブロンズ現象を抑制し色濃度アップ

紙にすばやく染み込む

顔料粒子

顔料粒子 シアン成分反射光 シアン成分反射光 エマルジョン粒子

光 光ブロンズ光
ブロンズ光を
抑制

樹脂エマルジョンの添加
（CMYインク）

気泡

光学方式センサーや
ノズル内蔵センサーにより
吐出状態をチェックします。センサー

センサー
ヒーター

光源

インク滴

顔料粒子

水分・溶剤

光学方式センサー ノズル内蔵センサー

水分・溶剤

インク吐出のチェック機構によるムダな印刷の削減
ノズルからのインク吐出のチェック機構として、２種類のセンサー
を搭載しています。この機能によりインクが吐出されるノズルに
問題がないかをチェックし、最適なメンテナンスを行い、印刷の
ムダを抑えます。
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消耗品
少

交換しやすい
メンテナンスカートリッジ
ヘッドクリーニングなど、メン
テナンスで使用したインクを
吸収するメンテナンスカート
リッジも容易に交換できます。

消耗品の管理を支援する
遠隔監視サービス
ネットアイは、インターネットを利用して、遠隔監視するオンライ
ンサポートサービスです。インク残量等の情報を、ネットアイセン
ターに自動通知し、消耗品を自動配送いたします。消耗品の管理
負荷を軽減できます。
※定額プランの契約機のみ。

交換しやすい
インクタンク
本体正面から簡単に装着がで
きるインクタンク。手を汚さず
簡単に入れ替えることが可能
です。大容量インクタンクで、
インク交換頻度を抑えること
もできます。

簡単に交換できる
ADFメンテナンスキット
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ADFメンテナンスキット
で交換も容易です。ドライバー
などの工具が必要なく、ユー
ザー自身で交換できます。

消耗品の交換性を向上し、管理負荷も軽減

信頼性の高い本体機構で、ダウンタイムを低減

紙づまりを簡単に短時間で解決
UI画面上のボタンを押すと、本体右側のカバーのロックが解除
されます。本体右側からすべての用紙搬送路にアクセスでき、
つまった紙の除去が容易です。

用紙サイズの設定不要
給紙カセット、手差しトレイに自
動で用紙サイズを検知するセン
サーを搭載。サイズ設定の手間
を省き、誤設定やミスマッチによ
るダウンタイムを低減します。

紙にストレスを与えない
ストレートパスを採用
カーブを抑えたストレートな搬送
経路、分離ローラーによる重送の
低減など、紙づまりの発生に配慮
した設計にしています。

1 2 3

消耗品を自動配送
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1,208mm
925mm

（前扉を90°に開いた時）

壁際やコーナーへの設置も可能
本体サイズ 560×590×1,133mm※1（幅×奥行×高さ）、占有ス
ペース925×1,208mmの省スペース設計。本体の扉を開くのは
前面と右側のみで、背面に凹凸が少なく、壁際やコーナーにも設
置可能です※2。
※1 オプションの2段カセットペディスタル・CF10設置時の高さです。
※2 プリンタ本体は壁から100mm以上離して設置してください。

オフィスユースに適したデザイン
光沢感のある本体にグリッドパターンを施し、傷や汚れが付きに
くくなっています。また、ブラック&ホワイトのハイコントラストな
デザインの採用で、オフィスにもマッチしやすい配色になってい
ます。

優れた耐カール性
インクに含まれる水分量を削減し、カール抑制剤を添加。水分蒸
発にともなう紙繊維の収縮を低減することにより、印刷後のカー
ルを抑制しています。また、色材を増やし、インクの濃度を上げ
見やすい文書を印刷できます。

にじみやこすれを抑制
水溶性ウレタン樹脂を含有することで、印字表面に強固で柔軟
な膜を形成。マーカーを引いても、こすれやにじみが生じにくく、
ビジネス利用に適しています。

耐マーカー性なし

インク含有成分割合

耐マーカー性あり

0

従来

水分 溶剤など 色材

新開発
顔料インク

100

グリッドデザイン（拡大図）

オフィスに適した成果物と利便性を提供
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■仕様表

カセットヒーターについて
本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■寸法
・インクタンク／メンテナンスカートリッジ
　交換時

・紙づまり処理時
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（右カバー（上））

（単位：mm）

基本仕様/コピー機能
名称 WG7350F/WG7350FM
形式 デスクトップ
プリント方式 ラインヘッド・インクジェット方式
インク 4色顔料（C/M/Y/BK）
読み取り解像度 600×600dpi
書き込み解像度 1200×1200dpi
階調 256階調
複写原稿 最大A3サイズまで（シート、ブック原稿）

複写サイズ＊1

用紙サイズ
A5、A4、A3＊2、B5、B4＊２、ユーザー定義サイズ（最大330mm×482mm＊3）、
はがき＊4、往復はがき＊4、封筒（角形2号＊4、洋形４号＊5、洋形6号＊5、洋形長3号＊5、
長形３号＊5、長形４号＊6）、写真用紙＊4（KG、２L判、六切、四切、A4、A3）

画像欠け幅 先端：4mm、左右各：4mm、後端：4mm、用紙幅が318.9mmを超える場合左右各4mm
〜9.65mm

用紙坪量 カセット：52〜220g/m2、手差し：60〜256g/m2

ウォーム 
アップタイム＊７

主電源立ち上げ時 30秒以下
リカバリータイム 8秒

ファーストコピータイム（室温20〜30度）カラー・モノクロ共に5.8秒

連続複写速度＊８

A3 カラー・モノクロ共に25枚/分
B4 カラー・モノクロ共に25枚/分
A4 カラー・モノクロ共に50枚/分
B5 カラー・モノクロ共に50枚/分

複写倍率
定型 1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25
ズーム 25〜400%（1%刻み）

給紙方式/
給紙容量＊9

カセット 640枚×2段＋640枚×2段（2段カセットペディスタル・CF10装着時）
手差し 60枚

排紙トレイ最大積載枚数＊９ A3:120枚, A4:250枚
操作パネル 5インチLCD
自動両面印刷 対応
連続複写枚数 999枚
電源 AC100V、50/60Hz
最大消費電力 約300W
標準消費電力量（TEC）＊10 1.25kWh
大きさ（ADFを含む） 560mm（W）×590mm（D）×880mm（H）＊11

質量 約82.1kg＊12

機械占有寸法（ADFを含む） 925mm（W）×1,208mm（D）
メモリー容量 RAM：2GB

付加機能

カラー選択（自動（カラー/白黒）、フルカラー、白黒）＊13、倍率（定型変倍、倍率指定）、 
自動用紙選択、濃度（マニュアル）、背景調整（自動/マニュアル）、見開き→2ページ、 
両面、ページ集約（2in1/4in1）、原稿の種類（文字/写真/地図、印刷写真、文字）、 
原稿サイズ混載（同幅のみ）、枠消し（原稿枠消し、ブック枠消し）、シャープネス、カラー調整

（カラーバランス）、よく使う設定（4個）、IDカードコピー
＊１　用紙サイズ、用紙タイプにより対応する給紙カセットは異なります。
＊２　カセット１は非対応
＊３　手差しトレイ使用時。1段目給紙カセットでは、90×190mm〜216×297mm、2段目以降の給紙カセットでは、 

140×210mm〜297×431mmのユーザ設定サイズを使用可能です。
＊４　手差しトレイのみ対応
＊５　カセット１/手差しトレイのみ対応
＊６　カセット1のみ対応
＊７　使用環境、使用条件によって変わることがあります。
＊８　用紙の坪量・サイズ・種類・印字画像・給紙カセットなどにより異なります。
＊９　64g/㎡紙使用時
＊10　国際エネルギースタープログラム Version 2.0
＊11　オプションの2段カセットペディスタル・CF10を装着時の高さは1,133mmです。
＊12　プリントヘッドの質量を含み、インクタンクは含まれません。
＊13　2色カラー非対応。

2段カセットペディスタル・CF10の仕様（オプション）＊1

用紙サイズ A5、A4、A3、B5、B4、ユーザー定義サイズ（最大297mm×432mm）
用紙坪量 52〜220g/m2

給紙容量/給紙段数 640枚（64g/m2）×2段
電源 本体より供給
大きさ/質量 560mm（幅）×590mm（奥行）×253mm（高さ）、約19kg
本体接続時の占有寸法 560mm（幅）×590mm（奥行）×1,133mm（高さ）

＊1　WG7350FMは標準装備です。

プルスキャン機能の仕様（標準装備）
形式 カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ コピー仕様に準ずる
読み取り解像度 50、75、100、150、200、300、400、600dpi（25〜9600dpiまで1dpi単位の設定可能）

インターフェース USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 
802.3準拠）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n

対応プロトコル TCP/IP

対応OS Windows®7/Windows®8.1/Windows®10、 Mac OS X 10.8.5〜10.11、macOS 
10.12〜10.13

ドライバー TWAIN準拠（Windows）  WIA準拠
画像モード カラー、白黒、グレイスケール

両面同時自動原稿送り装置の仕様（標準装備）
原稿送り装置の種類 自動両面原稿送り装置

原稿サイズ/種類
サイズ A3、B4、A4、B5、A5、B6
原稿坪量 50〜128g/m2

原稿の収容可能枚数 100枚（64g/m2紙使用時）
原稿読み取り速度 

（A4ヨコ）
片面読取 カラー・モノクロ共に40ページ/分
両面読取 カラー・モノクロ共に65ページ/分

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）
プリントサイズ コピー仕様に準ずる

連続プリント速度＊1 カラー・モノクロ共に50ppm （一般/600dpi時） 
カラー・モノクロ共に80ppm （オフィス用文書/300dpi時）

解像度 データ処理 1200dpi×1200dpi, 600dpi×600dpi, 300dpi×300dpi
ページ記述言語 LIPS LX
対応プロトコル TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD）

対応OS
Windows®7/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2008/
Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/ 
Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016
Mac OS X 10.8.5〜10.11、macOS 10.12〜10.13

内蔵フォント なし

インターフェース USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 
802.3準拠）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n

画像欠け幅 定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm、用紙幅が320.9mmを超える場合左
右各5mm〜9.65mm

＊1　用紙の坪量・サイズ・種類・印字画像・給紙カセットなどにより異なります。

プッシュスキャン機能の仕様（標準装備）
形式 カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査） 204×196dpi, 300×300dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi） カラー・モノクロ共に40枚/分

インターフェース Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（IEEE 802.3準拠）、
IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n

対応プロトコル FTP（TCP/IP）、SMB（TCP/IP）、SMTP

対応OS/
アプリケーション

SMB

Windows®7/Windows®8.1/Windows®10/ 
Windows®Server 2008/Windows Server 2008 R2 SP1/
Windows®Server 2012/Windows Server 2012 R2、 
Windows®Server 2016 
Mac OS X 10.10〜10.11、macOS 10.12〜10.13、Red Hat Linux 9

FTP

Windows®Server 2008 SP2/Windows®Server 2008 R2 SP1：Internet 
Information Services 7.5/Windows®7：Internet Information Services 7.5/ 
Windows®Server 2012：Internet Information Services 8.0/Windows®8.1/
Windows®Server 2012 R2：Internet Information Services 8.5/Windows®10、
Mac OS X 10.10〜10.11、macOS 10.12/Solaris 10、Red Hat Linux 9

SMTP Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/
Microsoft Exchange Server 2013、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.4

出力フォーマット
シングルページ TIFF（MMR）/PDF/JPEG
マルチページ TIFF（MMR）/PDF

画像モード 文字、文字/写真、写真

付加機能 高圧縮PDF生成機能、暗号化PDF生成機能、サーチャブルPDF生成機能（OCR）、機
器署名PDF生成機能

スーパーG3FAX機能の仕様（標準装備）
適用回線＊1 一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（PSTN）

走査線密度

標準モード 8ドット/mm×3.85ライン/mm
ファインモード 8ドット/mm×7.7ライン/mm
スーパーファインモード 8ドット/mm×15.4ライン/mm
ウルトラファインモード 16ドット/mm×15.4ライン/mm

通信速度 SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
通信モード SuperG3、G3
送信原稿サイズ A3、B4、A4、B5＊2、A5＊3

記録紙サイズ A3、B4、A4、B5
電送時間 JBIG：約2.6秒

ファクス  ドライバー

インターフェース USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
（IEEE802.3準拠）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n

対応プロトコル TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD）

対応OS
Windows®7/Windows®8.1/Windows®10/Windows®Server2008/
Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/Windows®Server2012 R2、
Windows®Server2016、Mac OS X 10.8.5〜10.11、macOS 10.12〜10.13

付加機能＊4

アドレス帳（ベストメンバー：19件、短縮ダイヤル：281件、グループダイヤル：199件）、同報
送信：310件、通信予約：最大10ジョブ、用紙カセット自動選択、排紙トレイ設定、よく使う
設定、送信機能：ユーザー略称、解像度、濃度、両面原稿、シャープネス、オフフックアラー
ム、ECM送信、ポーズ時間セット、自動リダイヤル、送信前のダイヤルトーン確認、同報送
信の制限、回転送信、発信元記録、ファクス送信結果レポート、ユーザー電話番号、回線
種類の選択、送信スタートスピード、送信文書アーカイブ、FAX番号入力時の確認入力、
ファクスドライバーからの送信許可、受信機能：用紙カセット選択、ファクス転送設定、メ
モリー受信、受信結果レポート、両面記録、ECM受信、着信呼出、リモート受信、自動受
信切替、受信スタートスピード、画像縮小、受信情報記録、受信モード（自動受信、TEL/
FAX切替、手動受信、留守TEL接続）、オンフック

＊1 　IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入　
電話/Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。

＊2　B5（ヨコ）は、B4短尺として、B5（タテ）は、A4として送信されます。
＊3　A4として送信されます。
＊4　ナンバーディスプレイ非対応。

インターネットFAX送受信機能（標準装備）
通信プロトコル インターネットFAX SMTP＊1（送信）/POP3＊2（受信）
通信モード Simpleモード
通信可能用紙サイズ A3、B4、A4、B5＊3、A5＊4

解像度 モノクロ 204×196dpi

対応メールサーバーソフトウェア

転送用
Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 
2010/Microsoft Exchange Server 2013、Lotus Domino R7.0、
Sendmail 8.14.4

受信用
Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 
2010/Microsoft Exchange Server 2013、Lotus Domino R7.0、
Qpopper 4.0.19

＊1　SMTP認証および、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊2　APOP/POP before SMTPおよび、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊3　B4短尺として送信されます。
＊4　A4として送信されます。

無線LANの仕様（標準装備）
準拠規格 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n

伝送方式
IEEE 802.11b（変調方式：DS-SS）
IEEE 802.11g（変調方式：OFDM方式） 
IEEE 802.11n（変調方式：OFDM方式）

周波数範囲 2.412〜2.472GHz

セキュリティー 
（暗号方式）

インフラストラク
チャー・モード時

128（104）/64（40）bit WEP
WPA-PSK（TKIP/AES-CCMP） 
WPA2-PSK（TKIP/AES-CCMP）

アクセスポイント・
モード時 WPA2-PSK（AES-CCMP）

設定方法 らくらく無線スタート、AOSS、WPS（Wi-Fi Protected Setup）、手動設定
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●お求めは信用のある当社で

2019年6月現在

●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。

安全にお使い
いただくために

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。

※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

キヤノンお客様相談センター

キヤノン ビジネスインクジェット複合機 ホームページ

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042-460-9575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。

ビジネスインクジェット
複合機

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

bij-mfp
050-555-90033

キヤノン ビジネスインクジェット複合機 チャットボット

bij-mfp-qa
チャット
ボット

●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2019年6月現在のものです。　●記載の価格には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。●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は米国アップル社の商標で
す。　●Adobe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。　●MopriaTMは、MopriaTM Allianceの登録商標です。　●Canon、Canonロゴはキヤノン株式会社の登録商標です。　●エコマーク認定番号：第18155053号　●本価格・仕様一覧表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。　●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。

本体を購入するのではなく、
月々の定額費用でご利用いただくプランです。

お客様の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。

初期費用 月々定額

※一部、設置料金等は除く

（税別）　０円 13,000円～
※HOMEのサービス内容により

異なります。

3,200カウントまで

使い放題
※カラー960カウント
　モノクロ2,240カウントまで

名称 契約期間 基本カウント オーバーカウント 定額プランに含まれるもの 月額プラン（税別） HOMEのサービス内容

WG7350FM 5年 カラー：960カウント/月
モノクロ：2,240カウント/月

カラー＠5.0円
モノクロ＠1.5円

・本体WG7350FM
・2段カセットペディスタル・CF10
・各種消耗品
インクタンク（4色）/メンテナンスカートリッジ/ADFメンテナンスキット
・HOME

13,000円/月
定額プラン

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

（HOME type-S2+ESET）

18,000円/月
定額プラン

ネットワークセキュリティサービス
（HOME type-R）

・本プランの契約期間は５年間です。5年経過後の契約延長はできません。
・本プランを中途解約する場合、解約金が発生いたします。
・月間基本カウント数を超えた場合、所定の単価（カラー＠5.0円、モノクロ＠1.5円）に超過カウント数を乗じてご請求いたします。
・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。
・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。

■定額プラン

名称 商品コード 標準価格 備考

ハンドセット・G2 9603A003 10,000円
G3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。

■定額プランに含まれないオプション等

選べる安心の定額プラン




