
キヤノフアクス L250の主な製品仕様
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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。）
※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。

*1：コピー開始から終了までの時間。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。 *2：A4、普通紙、片面に、同一原稿を連続コピーした場合の速度です。出力
解像度・はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向の設定により、コピー速度が低下します。また連続コピー時に、本体の温度調整や画質調整のため
動作が休止または遅くなる場合があります。 

型式 
使用回線 
最大送信原稿サイズ 
電送時間 
走査線密度（dot/mm×line/mm） 
記録方式 
受信原稿サイズ 
カセット容量 
有効記録幅 

モデムスピード（bps）
 

圧縮方式 
中間調 
誤り訂正方式 
相互交信 

送信機能

受信機能 

その他の機能 

*1、2、3の電送時間の条件は、A4版原稿を標準モード（8×3.85line/mm）で、*1：33.6kbps、*2：28.8kbps、*3：14.4kbpsで送った時の速さです。これは画像の
みの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況によって異なります。一般の電話回線での
電送時間は、28.8kbps程度です。回線の状況等によってこれらの速度以下になることもあります。 *4：ITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部
門）標準チャートNo.1、MMR標準モードによる。 *5：ナンバーディスプレイ非対応。 *6：メモリーバックアップ時間は、使用状況及び環境等により変化することがあり
ます。 *7：本ツールは同梱CD-ROMに収められています。   

ワンタッチダイヤル
短縮ダイヤル
グループダイヤル
メモリー送信（予約件数）
順次同報
ADF積載枚数（A4標準原稿）

その他の送信機能

メモリー代行受信
受信モード
その他の受信機能

送受兼用デスクトップ型
一般加入電話回線、FネットG3サービス（16Hz）
シート：A4
スーパーG3時：2秒台*1、3秒台*2  G3時：6秒台*3
標準：8×3.85、ファイン：8×7.7、スーパーファイン：8×15.4
レーザービーム方式による普通紙記録
A4、レター
150枚（60～80g/m2）
A4：206mm
33,600、14,400、9,600、7,200、4,800、2,400（自動フォールバック
機能付き）
MH方式、MR方式、MMR方式（ECM）
256階調
ITU-T勧告準拠のECM方式
スーパーG3機、G3機
30ヶ所
100ヶ所
129件（1件につき50宛先登録可）
最大10件、最大約512枚（送受信の総ページ数）*4
140ヶ所
最大30枚
トーン送出、手動送信、発信元記録、アドレス指定送信、Fコード通信（送
信のみ）、不達通知、タイマー送信
最大30件、最大約512枚（送受信の総ページ数）*4
自動受信、FAX/TEL自動切替*5、留守番電話接続、手動受信
リモート受信、ポーリング受信、受信フッター、ページ順出力、手動転送
通信履歴表示、スピーカーモニター、通信管理レポート、受信画像自動
縮小、メモリーバックアップ（約5分）*6、新規宛先制限、宛先確認入力、
同報送信制限、アドレス帳の暗証番号、リダイヤル禁止、デュアルアクセ
ス、Address Book Import/Export Tool*7

ファクス機能 

*1：出力環境によって異なることがあります。 *2：A4、普通紙、片面に、同一データを連続プリントした場合の速度です。出力解像度・はがきや小サイズ紙など、用紙
の種類・サイズ・送り方向の設定により、プリント速度が低下します。また連続プリント時に、本体の温度調整や画質調整のため動作が休止または遅くなる場合があ
ります。 *3：インクジェット用の郵便はがき、郵便往復はがきを使用することはできません。 *4：封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が
行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。（ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨）。 *5：設置環境や使用する用紙
の種類によって、実際の積載枚数が異なります。 *6：OHPフィルムは、レーザープリンター用のものを使用してください。  

*1：温度：20℃、湿度：65％。本製品の電源スイッチを入れてから基本画面が表示されるまで。ウォームアップ時間は、本製品の使用状況や環境によって異なることがあります。 *2：ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd（表示A特性音響パワーレベル（B））と、騒音放射値LpAm（表示A特性放射音圧レベル/バイス
タンダー位置（dB））の値。無騒音とは、各音響パワーレベルと各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO 7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを示します。 *3：カセット引き出し時、原稿給紙トレイ/原稿排紙トレイ/排紙トレイ使用時。 *4：使用直前の温度環境、機内の環境（本体が設置環境になじむまでなど）、使用される
用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。

型式 
ファーストプリントタイム 
データ解像度  
プリント解像度 
プリント速度 
用紙サイズ 

給紙容量 

排紙容量 
動作モード 
インターフェイス 

用紙種類 

ウォームアップタイム 
動作音*2 
電源 

消費電力 

プリンター機能 
デスクトップ型ページプリンター
7.8秒以下*1
600dpi × 400dpi
最大1200dpi 相当 × 600dpi
18枚/分*2
A4、レター、リーガル、B5、A5、はがき*3、封筒*4 等
普通紙：約150枚（60～80g/m2）/約120枚（80～90g/m2）
厚紙：約100枚（90～105g/m2）/約60枚（105～163g/m2）
はがき*3：約50枚、封筒*4：約10枚
フェイスダウン排紙：約100枚*5
Canon Advanced Raster Printing System2（CARPS2）
USB2.0
普通紙（60～90g/m2）、厚紙（90～163g/m2）、OHPフィルム*6、ラベル用紙、
はがき*3、往復はがき*3、封筒（長形3号、洋形長3号）*4

最大複写原稿サイズ 
用紙サイズ
ファーストコピータイム  
読み取り解像度 
出力解像度 
連続複写スピード 
複写倍率 
連続複写枚数 
原稿タイプ選択 
読み取り濃度調整

コピー機能  
シート：A4
A4、レター、リーガル、B5、A5
22.3 秒以下*1 
600dpi × 600dpi
600dpi × 600dpi
11.8枚/分*2
等倍 1:1 ± 1.0％  ズーム 50％～200％（1％刻み）
最大99部
文字、写真、文字/写真
自動調整、手動調整（9段階）

※トナーカートリッジ328の印刷可能枚数は、ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。     

商品名
キヤノフアクス L250
トナーカートリッジ328
トナーカートリッジ328VP

商品コード
5258B004
3500B003
3500B004

型番
L250

CRG-328
CRG-328VP

JANコード
4960999783703
4960999664125
4960999780092

標準価格（税別）
198,000円
8,350円
14,050円

備考
ハンドセット標準装備
約2,100枚印刷可能※
約4,200枚印刷可能※（トナーカートリッジ328の2本パック）

本体・消耗品価格

共通仕様

*1：Mac OS対応ドライバーは本体非同梱です。キヤノンWEBサイトサポートページでのご提供となります。 *2：ファクスドライバーはMac OS X 10.5～10.15のサポートとなります。    

機種名

キヤノフアクス L250

OS
Windows
Mac OS*1

Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows10（32bit/64bit）
Mac OS X 10. 4.9～10.15

プリンタードライバー
●
●

ファクスドライバー
●
   ●*2

Address Book Import/Export Tool
●
ー

対応OS一覧

寸法図（mm）

●正面（標準状態） ●横面（標準状態）

●上面（標準状態）

14秒以下*1
動作時：6.2B/49dB 待機時：無騒音
AC100V・15A・50/60 Hz
最大： 830W以下  待機時： 約10W
スリープモード時：約1.6W

最新ドライバー 
OS対応情報 
推奨環境 

最新ドライバーは、キヤノンホームページにてダウンロードできます。　canon.jp/download 
最新OSの対応状況については、キヤノンWEBサイトサポートページをご覧ください。　canon.jp/support 
各OS推奨システム要件に準拠     

外形寸法（mm） 
占有スペース（mm）*3 
使用環境*4 

質量（トナーカートリッジを含む）  

372（幅） × 303（奥行） × 303（高さ）
372（幅） × 520（奥行） × 420（高さ）
温度：10℃～30℃  湿度：20％～80％（相対湿度・結露しないこと）

約8.8kg
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キヤノフアクス

オフィス向けファクス
（キヤノフアクス）

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

2020年6月現在

【ご注意】 ●記載の価格には消費税は含まれておりません。 ●本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務
等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。 ●改良のため予告なく仕様・外観および記
載内容を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なることがあります。カタログ内の画
面は、基本的にハメコミ合成です。価格・電話番号・仕様等は2020年6月現在のものです。 ●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。 ●Mac OSは、米国およびその他で登録され
た米国アップル社の商標です。 ●本カタログに記載されている商品名、社名等は、各社の商標または登録商標で
す。 ●ご購入の際は、購入年月日・購入店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。尚、無
償保証期間は、ご購入日より1年間です。 ●本機の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年間です。（補修用性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です。） ●本製品は国内仕様の
ため外国で使用することはできません。 ●法律により、その複製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・郵便はがき ③政府発行の印紙類の複製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印刷すること以外は禁じられています。 ●RoHS対応マークとは、欧州連合（EU）RoHS
（特定有害物質使用制限）指令の使用制限に関する基準への適合を示すマークです。



▶ ハンドセット標準装備

▶ 置きやすいコンパクトボディ ▶ スーパーG3高速電送

▶ ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル

▶ 順次同報

ITU-T勧告の世界標準規格V34/V8モードに対応。33.6Kモデムを搭
載し、2秒台の電送を実現。遠距離通信や大量通信の際にも通信時間
を短縮でき、業務効率化に貢献します。

幅/奥行きを小さくすることで設置ス
ペースの限られた店舗などでも置きや
すいコンパクトボディを実現。コーナー
設置やデッドスペースの有効活用が
可能です。

標準装備されたハンドセットは、ボディと一体
化したデザインですっきりと収まります。

ワンタッチダイヤル30件、短縮ダイヤル100件
まで登録可能。よく使う宛先を瞬時に呼び
出せ、手入力による誤送信も防止します。

▶ 代行受信512枚※可能な大容量メモリー
最大512枚※のメモリー代行受信が
可能です。就業後はメモリー保存し、
翌朝出力するなど、不在の時も安心
です。

▶ アドレス帳のバックアップ
本体に登録されたアドレス帳はAddress Book Import/Export Tool※を使っ
て、USB経由でパソコンへのバックアップが可能です。

▶ 大量の送受信が可能な給排紙容量
原稿は30枚、排紙トレイは100枚
まで積載可能。また、給紙カセット
には150枚までセットできるので、
大量の受信枚数にも対応できます。

▶ アドレス帳から宛先指定
登録したワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルを一覧表
示できます。大きな液晶パネルで見やすく、ワンタッチ
や短縮番号を覚えていなくても簡単に探せます。

同一原稿を1回の操作で複数の宛先に順次自動的に送信できます。また、
同報したい宛先をグループダイヤルにあらかじめ登録することもできます。

▶ FAX/TEL自動切替※

ファクスの時には自動的に受信。電
話の時には呼び出し音でお知らせし
て、受話器をとって通話できます。
※ナンバーディスプレイには対応していません。ハンドセット以外の外付
電話機を接続した場合は、本体と外付電話機の着信音が鳴ります。

▶ ユースウェア（搬入設置料金）

▶ 有償サポートサービス
キヤノフアクスを良好な状態でお使いいただくために、
3つの有償サポートサービスを用意しております。

①キヤノンサービスパック（CSP）

▶ 無償保証

機種名称 基本料金（税別） 定期点検
キヤノフアクスL250 年間 12,600円 0回/年

製品本体お買い上げ時より3年間／4年間／5年間の保守サービスを提供する
パッケージ商品です。CSP保証延長は、「3年間、4年間、保証延長1年間のCSP
の終了後」、又は「無償保証期間終了後」の1年毎の保守サービスを提供します。
【ご注意】  CSP（3年間、4年間、5年間）の新規登録は、本体ご購入後90日以内です。CSP保証延長の登録は、ご利
用中のCSPの有効期限終了日または、保証書に定める保証期間終了日迄です。CSPのサービス提供可能期間は延
長期間を含め、対象製品お買い上げより5年間です。サービス提供期間は、製品本体お買い上げ日より起算いたします。

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。自動契約更新
や時間外対応※の有無など、お客様にあった内容でカスタマイズ契約
も可能です。

搬入および設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。
（以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン（株）におけるユースウェア料金になりますので、ご購入先により異なる
場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。）

ご指定場所への配送と設置（空き箱引取り含む）の料金です。
ただし、特殊作業、クレーン作業、営業時間外作業は、別途料金が必要です。
ご指定の軒先までの宅配料金です。各商品重量により設定されています。
（空き箱などの引取りは含みません）
お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行う
ための料金です。（ソフトウェアのインストールや宛先登録等の設定作業は別
途料金が必要になります。）
カスタマー・エンジニア1人がお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金
です。設置作業、操作指導にはカスタマー・エンジニアの訪問が必要です。
プリンタードライバー等のソフトウェアのインストールは別途料金が必要になります。
（ドライバーインストール料 2,500円/台、宛先登録 2,500円/10件）

【有償サポートサービスのご注意事項】  ※保守サービスの料金には、消耗品（用紙、トナーカートリッジ等）の代金、本体の設置料金は含まれません。別途指
定の料金をお客様にご請求させていただきます。また、CSPには定期点検はありません。※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年間です。（補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。）※訪問保守料金及び訪問料金は、サー
ビス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円（税別）が加算されます。訪問保守契約以外で
は発生都度加算させていただきます。※トナーカートリッジは保証対象外です。※上記記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、ならびに関連す
る消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。※詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせください。

※消耗品（用紙、トナーカートリッジなど）は無償保証の対象外です。

③スポットサービス方式
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。

②キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）

訪問修理料金（税別） =（①+②+③）円

①訪問料金

②技術料金（もしくは簡易技術料金）

③部品代/ユニット修理代

10,000円（もしくは簡易技術料金5,000円）

実費

保証 スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証

12,000円

商品名 商品コード
FAXタイプD 3年訪問修理

FAXタイプD 4年訪問修理
FAXタイプD 5年訪問修理
FAXタイプD 保証延長1年訪問修理

7950A594

7950A595
7950A596
7950A597

標準価格（税別）
21,000円

28,000円
36,000円
11,000円

商品名
配送料金搬入手配料金 設置作業料金 訪問料金

商品コード 標準価格
（税別）商品コード 標準価格

（税別）商品コード 標準価格
（税別）商品コード 標準価格

（税別）

012ZZ563 10,000円012ZZ550 5,000円609ZZ920 2,200円609ZZ917 20,000円キヤノフアクス
L250

期  間 保証対象 サービス形態
本体お買い上げ日より1年間 保証書記載事項に合致する製品本体 訪問修理方式

FA X
POINT 1

▶ 1分間に約12枚※の高速・高画質コピー
A4毎分約12枚※の高速コピーが可能。また、キヤノ
ン独自のオンデマンド定着方式の採用で節電モード
からの復帰時間もわずか3.5秒。急ぎの資料もすば
やく印刷を開始できます。また、モノクロでもきれいで
見やすい600dpi×600dpiの高画質です。

▶ 1分間に18枚※の高速・高画質、多機能プリント
プリントは、A4毎分18枚※の高速出力を実現。解像度
は最大1200dpi相当×600dpiで、時間がない場合も
迅速に美しいプリントが可能です。また、スタンプ編集や
最大16ページを1枚にまとめるページ集約などの機能
も充実。業務の効率化とコスト削減に効果的です。

Copy&Print

ファクス送信の安全性を向上

▶ 宛先確認入力
テンキー宛先指定時、番号の再入
力画面を表示。誤りがないことを確
認の上、送信できます。

同報送信を禁止、もしくは確認画面
を表示して、複数宛先への送信を制
限できます。

アドレス帳に暗証番号をかけ、宛先
登録や編集、消去といった操作を制
限できます。

登録されていない宛先への送信を禁
止。番号の入力ミスによる誤送信を
無くします。

リダイヤルボタンを無効化し、意図しない宛先の選択を防止します。

※FASEC（ファセック）のガイドラインに準拠。FASECとは、情報通信
ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティー向上を
目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、この
ガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

▶ スリープ時消費電力約1.6Wの省電力設計
スリープ時約1.6Wの低消費電力を実現。使っていない間は自動でスリープ
モードに切り替わります。さらに節電ボタンでスリープモードへのこまめな切り
替えも可能です。

Security

Service&Support
POINT 3

標準価格：198,000円（税別）
商品コード：5258B004　商品名：キヤノフアクスL250

（財）電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号  A11-0239005 FAX, COPY & PRINT

標準商品構成 ● L250本体 ● ハンドセット ● 原稿排紙トレイ ● 排紙トレイ ● トナーカートリッジ328スターター※2 ● 電源コード ● 電話線コード
● USBケーブル ● 宛先ラベル ● スタートアップガイド ● 基本操作ガイド ● ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ● 保証書 ● サービス店シール 
※1 トナーカートリッジ328VP使用時。トナーカートリッジ328使用時は約4.0円です。ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。
ランニングコストは税別表示です。  ※2 スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,000枚になります。（ISO/IEC 19752に基づく平均値）

ワンタッチダイヤル30件 短縮ダイヤル100件 ハンドセット標準装備

ランニングコスト約3.3円※1 5行漢字表示液晶パネル スリープ時消費電力1.6W

Eco

どちらか選択

※別途追加契約が必要になります

搬入手配料金

配送料金

設置作業料金

訪問料金

設定作業

定着フィルム

セラミックヒーター

■オンデマンド定着方式

■自動切替

※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。

※送受信の総ページ数。最大メモリー受信件数は30件です。

※同梱CD-ROMに収められています。

※A4片面等倍時。普通紙、同一原稿を連続コピーした場合の速度です。

▶ 同報送信制限

▶ アドレス帳の暗証番号 ▶ 新規宛先制限

▶ リダイヤル禁止

片面読み込みADF
最大30枚

排紙トレイ
約100枚

給紙カセット
約150枚

520mm
372mm

TEL

通話

L250公衆回線

FAX

出
力

代行受信

■ページ集約印刷

A A

C

B

D

B

C D

▶ 前面電源スイッチ
電源スイッチが本体の前面に配置されてい
るため、ON/OFF動作が容易です。

▶ メンテナンス＆ファクス設定ナビ

▶ 5行漢字表示液晶パネル※

トナーカートリッジはドラムと一体型なので、交
換も容易に行えます。また、ファクス設定ナビ
を搭載し、液晶パネルの質問に従って操作す
るだけで、受信モードが簡単に設定できます。

POINT 2

ファクス画面 紙詰まり処理画面

※宛先登録は、［漢字・かな］に対応していません。

操作部には、うす暗い場所でも見やすい白色バックライトの液晶パネルを
採用。５行漢字表示に対応し、流れ文字の情報表示やアニメーション表
示による操作ナビゲートで、どなた
でも簡単に使いこなせます。



▶ ハンドセット標準装備

▶ 置きやすいコンパクトボディ ▶ スーパーG3高速電送

▶ ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤル

▶ 順次同報

ITU-T勧告の世界標準規格V34/V8モードに対応。33.6Kモデムを搭
載し、2秒台の電送を実現。遠距離通信や大量通信の際にも通信時間
を短縮でき、業務効率化に貢献します。

幅/奥行きを小さくすることで設置ス
ペースの限られた店舗などでも置きや
すいコンパクトボディを実現。コーナー
設置やデッドスペースの有効活用が
可能です。

標準装備されたハンドセットは、ボディと一体
化したデザインですっきりと収まります。

ワンタッチダイヤル30件、短縮ダイヤル100件
まで登録可能。よく使う宛先を瞬時に呼び
出せ、手入力による誤送信も防止します。

▶ 代行受信512枚※可能な大容量メモリー
最大512枚※のメモリー代行受信が
可能です。就業後はメモリー保存し、
翌朝出力するなど、不在の時も安心
です。

▶ アドレス帳のバックアップ
本体に登録されたアドレス帳はAddress Book Import/Export Tool※を使っ
て、USB経由でパソコンへのバックアップが可能です。

▶ 大量の送受信が可能な給排紙容量
原稿は30枚、排紙トレイは100枚
まで積載可能。また、給紙カセット
には150枚までセットできるので、
大量の受信枚数にも対応できます。

▶ アドレス帳から宛先指定
登録したワンタッチダイヤルと短縮ダイヤルを一覧表
示できます。大きな液晶パネルで見やすく、ワンタッチ
や短縮番号を覚えていなくても簡単に探せます。

同一原稿を1回の操作で複数の宛先に順次自動的に送信できます。また、
同報したい宛先をグループダイヤルにあらかじめ登録することもできます。

▶ FAX/TEL自動切替※

ファクスの時には自動的に受信。電
話の時には呼び出し音でお知らせし
て、受話器をとって通話できます。
※ナンバーディスプレイには対応していません。ハンドセット以外の外付
電話機を接続した場合は、本体と外付電話機の着信音が鳴ります。

▶ ユースウェア（搬入設置料金）

▶ 有償サポートサービス
キヤノフアクスを良好な状態でお使いいただくために、
3つの有償サポートサービスを用意しております。

①キヤノンサービスパック（CSP）

▶ 無償保証

機種名称 基本料金（税別） 定期点検
キヤノフアクスL250 年間 12,600円 0回/年

製品本体お買い上げ時より3年間／4年間／5年間の保守サービスを提供する
パッケージ商品です。CSP保証延長は、「3年間、4年間、保証延長1年間のCSP
の終了後」、又は「無償保証期間終了後」の1年毎の保守サービスを提供します。
【ご注意】  CSP（3年間、4年間、5年間）の新規登録は、本体ご購入後90日以内です。CSP保証延長の登録は、ご利
用中のCSPの有効期限終了日または、保証書に定める保証期間終了日迄です。CSPのサービス提供可能期間は延
長期間を含め、対象製品お買い上げより5年間です。サービス提供期間は、製品本体お買い上げ日より起算いたします。

製品をトータルにサポートする年間保守契約制度です。自動契約更新
や時間外対応※の有無など、お客様にあった内容でカスタマイズ契約
も可能です。

搬入および設置作業を行う場合、ユースウェア料金が必要になります。
（以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン（株）におけるユースウェア料金になりますので、ご購入先により異なる
場合がございます。詳細につきましては、ご購入先にお問い合わせください。）

ご指定場所への配送と設置（空き箱引取り含む）の料金です。
ただし、特殊作業、クレーン作業、営業時間外作業は、別途料金が必要です。
ご指定の軒先までの宅配料金です。各商品重量により設定されています。
（空き箱などの引取りは含みません）
お客様が使用できる状態までの機器の接続および機械的な各種設定を行う
ための料金です。（ソフトウェアのインストールや宛先登録等の設定作業は別
途料金が必要になります。）
カスタマー・エンジニア1人がお客様指定の場所に訪問するときにかかる料金
です。設置作業、操作指導にはカスタマー・エンジニアの訪問が必要です。
プリンタードライバー等のソフトウェアのインストールは別途料金が必要になります。
（ドライバーインストール料 2,500円/台、宛先登録 2,500円/10件）

【有償サポートサービスのご注意事項】  ※保守サービスの料金には、消耗品（用紙、トナーカートリッジ等）の代金、本体の設置料金は含まれません。別途指
定の料金をお客様にご請求させていただきます。また、CSPには定期点検はありません。※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年間です。（補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。）※訪問保守料金及び訪問料金は、サー
ビス拠点より片道30kmもしくは1時間を超える場合には、割増料金として、15kmもしくは30分毎に10,000円（税別）が加算されます。訪問保守契約以外で
は発生都度加算させていただきます。※トナーカートリッジは保証対象外です。※上記記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、ならびに関連す
る消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。※詳細につきましては、担当セールスにお問い合わせください。

※消耗品（用紙、トナーカートリッジなど）は無償保証の対象外です。

③スポットサービス方式
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。

②キヤノン・ケア・ギャランティ（CCG）

訪問修理料金（税別） =（①+②+③）円

①訪問料金

②技術料金（もしくは簡易技術料金）

③部品代/ユニット修理代

10,000円（もしくは簡易技術料金5,000円）

実費

保証 スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証

12,000円

商品名 商品コード
FAXタイプD 3年訪問修理

FAXタイプD 4年訪問修理
FAXタイプD 5年訪問修理
FAXタイプD 保証延長1年訪問修理

7950A594

7950A595
7950A596
7950A597

標準価格（税別）
21,000円

28,000円
36,000円
11,000円

商品名
配送料金搬入手配料金 設置作業料金 訪問料金

商品コード 標準価格
（税別）商品コード 標準価格

（税別）商品コード 標準価格
（税別）商品コード 標準価格

（税別）

012ZZ563 10,000円012ZZ550 5,000円609ZZ920 2,200円609ZZ917 20,000円キヤノフアクス
L250

期  間 保証対象 サービス形態
本体お買い上げ日より1年間 保証書記載事項に合致する製品本体 訪問修理方式

FA X
POINT 1

▶ 1分間に約12枚※の高速・高画質コピー
A4毎分約12枚※の高速コピーが可能。また、キヤノ
ン独自のオンデマンド定着方式の採用で節電モード
からの復帰時間もわずか3.5秒。急ぎの資料もすば
やく印刷を開始できます。また、モノクロでもきれいで
見やすい600dpi×600dpiの高画質です。

▶ 1分間に18枚※の高速・高画質、多機能プリント
プリントは、A4毎分18枚※の高速出力を実現。解像度
は最大1200dpi相当×600dpiで、時間がない場合も
迅速に美しいプリントが可能です。また、スタンプ編集や
最大16ページを1枚にまとめるページ集約などの機能
も充実。業務の効率化とコスト削減に効果的です。

Copy&Print

ファクス送信の安全性を向上

▶ 宛先確認入力
テンキー宛先指定時、番号の再入
力画面を表示。誤りがないことを確
認の上、送信できます。

同報送信を禁止、もしくは確認画面
を表示して、複数宛先への送信を制
限できます。

アドレス帳に暗証番号をかけ、宛先
登録や編集、消去といった操作を制
限できます。

登録されていない宛先への送信を禁
止。番号の入力ミスによる誤送信を
無くします。

リダイヤルボタンを無効化し、意図しない宛先の選択を防止します。

※FASEC（ファセック）のガイドラインに準拠。FASECとは、情報通信
ネットワーク産業協会（CIAJ）がファクシミリ通信のセキュリティー向上を
目指して制定したガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、この
ガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

▶ スリープ時消費電力約1.6Wの省電力設計
スリープ時約1.6Wの低消費電力を実現。使っていない間は自動でスリープ
モードに切り替わります。さらに節電ボタンでスリープモードへのこまめな切り
替えも可能です。

Security

Service&Support
POINT 3

標準価格：198,000円（税別）
商品コード：5258B004　商品名：キヤノフアクスL250

（財）電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号  A11-0239005 FAX, COPY & PRINT

標準商品構成 ● L250本体 ● ハンドセット ● 原稿排紙トレイ ● 排紙トレイ ● トナーカートリッジ328スターター※2 ● 電源コード ● 電話線コード
● USBケーブル ● 宛先ラベル ● スタートアップガイド ● 基本操作ガイド ● ユーザーソフトウェアCD-ROM（eマニュアル含む） ● 保証書 ● サービス店シール 
※1 トナーカートリッジ328VP使用時。トナーカートリッジ328使用時は約4.0円です。ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数より算出。用紙代含まず。
ランニングコストは税別表示です。  ※2 スタータートナーは、初期同梱のトナーカートリッジです。印刷可能枚数は、約1,000枚になります。（ISO/IEC 19752に基づく平均値）

ワンタッチダイヤル30件 短縮ダイヤル100件 ハンドセット標準装備

ランニングコスト約3.3円※1 5行漢字表示液晶パネル スリープ時消費電力1.6W

Eco

どちらか選択

※別途追加契約が必要になります

搬入手配料金

配送料金

設置作業料金

訪問料金

設定作業

定着フィルム

セラミックヒーター

■オンデマンド定着方式

■自動切替

※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。

※送受信の総ページ数。最大メモリー受信件数は30件です。

※同梱CD-ROMに収められています。

※A4片面等倍時。普通紙、同一原稿を連続コピーした場合の速度です。

▶ 同報送信制限

▶ アドレス帳の暗証番号 ▶ 新規宛先制限

▶ リダイヤル禁止

片面読み込みADF
最大30枚

排紙トレイ
約100枚

給紙カセット
約150枚

520mm
372mm

TEL

通話

L250公衆回線

FAX

出
力

代行受信

■ページ集約印刷

A A

C

B

D

B

C D

▶ 前面電源スイッチ
電源スイッチが本体の前面に配置されてい
るため、ON/OFF動作が容易です。

▶ メンテナンス＆ファクス設定ナビ

▶ 5行漢字表示液晶パネル※

トナーカートリッジはドラムと一体型なので、交
換も容易に行えます。また、ファクス設定ナビ
を搭載し、液晶パネルの質問に従って操作す
るだけで、受信モードが簡単に設定できます。

POINT 2

ファクス画面 紙詰まり処理画面

※宛先登録は、［漢字・かな］に対応していません。

操作部には、うす暗い場所でも見やすい白色バックライトの液晶パネルを
採用。５行漢字表示に対応し、流れ文字の情報表示やアニメーション表
示による操作ナビゲートで、どなた
でも簡単に使いこなせます。



キヤノフアクス L250の主な製品仕様

F A X

普通紙

送信
最大

受信
最大

COPY

A4 A4

PRINT

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。）
※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。

*1：コピー開始から終了までの時間。節電モードからの復帰直後と電源投入後を除く。 *2：A4、普通紙、片面に、同一原稿を連続コピーした場合の速度です。出力
解像度・はがきや小サイズ紙など、用紙の種類・サイズ・送り方向の設定により、コピー速度が低下します。また連続コピー時に、本体の温度調整や画質調整のため
動作が休止または遅くなる場合があります。 

型式 
使用回線 
最大送信原稿サイズ 
電送時間 
走査線密度（dot/mm×line/mm） 
記録方式 
受信原稿サイズ 
カセット容量 
有効記録幅 

モデムスピード（bps）

圧縮方式 
中間調 
誤り訂正方式 
相互交信 

送信機能

受信機能 

その他の機能 

*1、2、3の電送時間の条件は、A4版原稿を標準モード（8×3.85line/mm）で、*1：33.6kbps、*2：28.8kbps、*3：14.4kbpsで送った時の速さです。これは画像の
みの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況によって異なります。一般の電話回線での
電送時間は、28.8kbps程度です。回線の状況等によってこれらの速度以下になることもあります。 *4：ITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部
門）標準チャートNo.1、MMR標準モードによる。 *5：ナンバーディスプレイ非対応。 *6：メモリーバックアップ時間は、使用状況及び環境等により変化することがあり
ます。 *7：本ツールは同梱CD-ROMに収められています。  

ワンタッチダイヤル
短縮ダイヤル
グループダイヤル
メモリー送信（予約件数）
順次同報
ADF積載枚数（A4標準原稿）

その他の送信機能

メモリー代行受信
受信モード
その他の受信機能

送受兼用デスクトップ型
一般加入電話回線、FネットG3サービス（16Hz）
シート：A4
スーパーG3時：2秒台*1、3秒台*2  G3時：6秒台*3
標準：8×3.85、ファイン：8×7.7、スーパーファイン：8×15.4
レーザービーム方式による普通紙記録
A4、レター
150枚（60～80g/m2）
A4：206mm
33,600、14,400、9,600、7,200、4,800、2,400（自動フォールバック
機能付き）
MH方式、MR方式、MMR方式（ECM）
256階調
ITU-T勧告準拠のECM方式
スーパーG3機、G3機
30ヶ所
100ヶ所
129件（1件につき50宛先登録可）
最大10件、最大約512枚（送受信の総ページ数）*4
140ヶ所
最大30枚
トーン送出、手動送信、発信元記録、アドレス指定送信、Fコード通信（送
信のみ）、不達通知、タイマー送信
最大30件、最大約512枚（送受信の総ページ数）*4
自動受信、FAX/TEL自動切替*5、留守番電話接続、手動受信
リモート受信、ポーリング受信、受信フッター、ページ順出力、手動転送
通信履歴表示、スピーカーモニター、通信管理レポート、受信画像自動
縮小、メモリーバックアップ（約5分）*6、新規宛先制限、宛先確認入力、
同報送信制限、アドレス帳の暗証番号、リダイヤル禁止、デュアルアクセ
ス、Address Book Import/Export Tool*7

ファクス機能 

*1：出力環境によって異なることがあります。 *2：A4、普通紙、片面に、同一データを連続プリントした場合の速度です。出力解像度・はがきや小サイズ紙など、用紙
の種類・サイズ・送り方向の設定により、プリント速度が低下します。また連続プリント時に、本体の温度調整や画質調整のため動作が休止または遅くなる場合があ
ります。 *3：インクジェット用の郵便はがき、郵便往復はがきを使用することはできません。 *4：封筒は、材質の違いや張り合わせなどの違いによって、正常に印刷が
行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。（ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨）。 *5：設置環境や使用する用紙
の種類によって、実際の積載枚数が異なります。 *6：OHPフィルムは、レーザープリンター用のものを使用してください。 

*1：温度：20℃、湿度：65％。本製品の電源スイッチを入れてから基本画面が表示されるまで。ウォームアップ時間は、本製品の使用状況や環境によって異なることがあります。 *2：ISO 7779に基づき測定し、ISO 9296に基づき表示。LWAd（表示A特性音響パワーレベル（B））と、騒音放射値LpAm（表示A特性放射音圧レベル/バイス
タンダー位置（dB））の値。無騒音とは、各音響パワーレベルと各バイスタンダー位置の放射音圧レベルがISO 7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを示します。 *3：カセット引き出し時、原稿給紙トレイ/原稿排紙トレイ/排紙トレイ使用時。 *4：使用直前の温度環境、機内の環境（本体が設置環境になじむまでなど）、使用される
用紙の種類が適切でない場合は印字品質の低下を招く場合があります。

型式 
ファーストプリントタイム 
データ解像度 
プリント解像度 
プリント速度 
用紙サイズ 

給紙容量 

排紙容量 
動作モード 
インターフェイス 

用紙種類 

ウォームアップタイム 
動作音*2 
電源 

消費電力 

プリンター機能 
デスクトップ型ページプリンター
7.8秒以下*1
600dpi × 400dpi
最大1200dpi 相当 × 600dpi
18枚/分*2
A4、レター、リーガル、B5、A5、はがき*3、封筒*4 等
普通紙：約150枚（60～80g/m2）/約120枚（80～90g/m2）
厚紙：約100枚（90～105g/m2）/約60枚（105～163g/m2）
はがき*3：約50枚、封筒*4：約10枚
フェイスダウン排紙：約100枚*5
Canon Advanced Raster Printing System2（CARPS2）
USB2.0
普通紙（60～90g/m2）、厚紙（90～163g/m2）、OHPフィルム*6、ラベル用紙、
はがき*3、往復はがき*3、封筒（長形3号、洋形長3号）*4

最大複写原稿サイズ 
用紙サイズ
ファーストコピータイム 
読み取り解像度 
出力解像度 
連続複写スピード 
複写倍率 
連続複写枚数 
原稿タイプ選択 
読み取り濃度調整

コピー機能 
シート：A4
A4、レター、リーガル、B5、A5
22.3 秒以下*1 
600dpi × 600dpi
600dpi × 600dpi
11.8枚/分*2
等倍 1:1 ± 1.0％  ズーム 50％～200％（1％刻み）
最大99部
文字、写真、文字/写真
自動調整、手動調整（9段階）

※トナーカートリッジ328の印刷可能枚数は、ISO/IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値です。 

商品名
キヤノフアクス L250
トナーカートリッジ328
トナーカートリッジ328VP

商品コード
5258B004
3500B003
3500B004

型番
L250

CRG-328
CRG-328VP

JANコード
4960999783703
4960999664125
4960999780092

標準価格（税別）
198,000円
8,350円
14,050円

備考
ハンドセット標準装備
約2,100枚印刷可能※
約4,200枚印刷可能※（トナーカートリッジ328の2本パック）

本体・消耗品価格

共通仕様

*1：Mac OS対応ドライバーは本体非同梱です。キヤノンWEBサイトサポートページでのご提供となります。 *2：ファクスドライバーはMac OS X 10.5～10.15のサポートとなります。 

機種名

キヤノフアクス L250

OS
Windows
Mac OS*1

Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows10（32bit/64bit）
Mac OS X 10. 4.9～10.15

プリンタードライバー
●
●

ファクスドライバー
●
●*2

Address Book Import/Export Tool
●
ー

対応OS一覧

寸法図（mm）

●正面（標準状態） ●横面（標準状態）

●上面（標準状態）

14秒以下*1
動作時：6.2B/49dB 待機時：無騒音
AC100V・15A・50/60 Hz
最大： 830W以下  待機時： 約10W
スリープモード時：約1.6W

最新ドライバー 
OS対応情報 
推奨環境 

最新ドライバーは、キヤノンホームページにてダウンロードできます。　canon.jp/download 
最新OSの対応状況については、キヤノンWEBサイトサポートページをご覧ください。　canon.jp/support 
各OS推奨システム要件に準拠 

外形寸法（mm） 
占有スペース（mm）*3 
使用環境*4 

質量（トナーカートリッジを含む） 

372（幅） × 303（奥行） × 303（高さ）
372（幅） × 520（奥行） × 420（高さ）
温度：10℃～30℃  湿度：20％～80％（相対湿度・結露しないこと）

約8.8kg

372

3
0
3

520

400

303

3
0
3 4
2
0

372

5
2
0

キヤノフアクス

オフィス向けファクス
（キヤノフアクス）

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

2020年6月現在

【ご注意】 ●記載の価格には消費税は含まれておりません。 ●本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務
等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。 ●改良のため予告なく仕様・外観および記
載内容を変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なることがあります。カタログ内の画
面は、基本的にハメコミ合成です。価格・電話番号・仕様等は2020年6月現在のものです。 ●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。 ●Mac OSは、米国およびその他で登録され
た米国アップル社の商標です。 ●本カタログに記載されている商品名、社名等は、各社の商標または登録商標で
す。 ●ご購入の際は、購入年月日・購入店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。尚、無
償保証期間は、ご購入日より1年間です。 ●本機の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年間です。（補修用性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です。） ●本製品は国内仕様の
ため外国で使用することはできません。 ●法律により、その複製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・郵便はがき ③政府発行の印紙類の複製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印刷すること以外は禁じられています。 ●RoHS対応マークとは、欧州連合（EU）RoHS
（特定有害物質使用制限）指令の使用制限に関する基準への適合を示すマークです。
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