
名刺作成や IDカード発行を、
より速く、美しく、低コストで。

多彩なメディアを高速印刷
ハイパフォーマンスモデル

CX-G6400

狭い場所でスマートに発行
コンパクトモデル

CX-G2400

I Cカードに
昇華型プリンター

IX-R7000

CX-G6400/CX-G2400/IX-R7000



BK/C /M/Yの各色独立型インクタンク
は、それぞれ105mlと大容量。名刺やハガ
キを大量に出力する際にも、インクタンク
の交換頻度が少なく効率的です。

大量の出力でも交換頻度を減らせる
105mlの大容量インクタンク。

プラスチックカードと紙に印刷できるから、名刺、社員証、学生証、診察
券、会員証など多様な用途に活用できます。さらにCX-G6400は、はが
きや封筒の印刷も可能です。

一台で、プラスチック/ICカード＊1と
紙のカードに対応。

CX-G6400は、名刺・プラスチックカード・ICカード100枚/分、ハガキ
45枚/分の高速出力を実現。「名刺をすぐに補充したい」「急いで大量
のDMを制作したい」というときにもスピーディーに対応可能です。

名刺・ICカード・
プラスチックカード100枚/分 ハガキ 45枚/分

名刺・プラスチックカード・ICカード100枚/分、
ハガキ45枚/分の高速出力を実現。

プラスチックカードや特厚紙の
場合は用紙レバーを切り替え。

0.3mm

0.3mm

マイクロマージン技術で
ほぼフチなし印刷＊4を実現。

用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイク
ロマージン技術を採用。人の目にほぼフチなし
と見えるまでの精度の高い印刷が可能です。

名刺用紙、スタンプカードなどに使いやすい
長尺紙に加え、シール紙や、専用プラスチッ
クカードにも対応。長期使用が求められる
カードも、これ1台で印刷可能です。

名刺、プラスチックカード、ICカード＊1、長尺紙、
シール紙に対応。

昇華型方式との
印刷速度比較

プラスチック
カード

CX-G2400 昇華型方式

50枚/分 2.4枚/分

紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速
フルカラー出力を実現。プラスチックカードでは一般的な昇華型方式の
約20倍の速さです。

紙もプラスチックもICカードも
名刺サイズ50枚/分の高速出力。

高さ
464mm

奥行410mm横幅415mm

高さ
279mm

奥行180mm横幅391mm

CX-G6400

CX-G6400・CX-G2400
詳細はこちら

本体標準価格 CX-G2400  398,000円（税別）
本体標準価格

先端：1.5mm
後端：1.5mm 
左右：2.0mm

名  刺 ハガキ

印刷スピード＊3 印刷余白
1200dpi
解像度

名刺
インクコスト＊5 

プラスチック
カード
ICカード

45
枚/分

100
枚/分

100
枚/分 約0.3円～

/枚

秒以下

ファースト
プリント

10 全周：0.3mm名  刺 長尺紙

印刷スピード＊3 印刷余白
1200dpi
解像度

名刺

プラスチック
カード
ICカード

25
枚/分

50
枚/分

50
枚/分 約0.3円～

/枚

マイクロ
マージン
  印刷時＊4

インクコスト＊5 

名刺 プラスチックカード シール紙ICカードICカード 長尺紙名刺 プラスチックカードハガキ 封筒大判プラスチックカード

 698,000円（税別）

キヤノンのカードプリンターなら、用途に合わせたモデルをお選びいただけます。

プラスチックカード＊1をはじめ、
多彩なメディアを高速で印刷する
ハイパフォーマンスモデル。

紙とプラスチックカード/ICカード＊1に
対応。狭い場所でもスマートに
発行できるコンパクトモデル。

片面
印刷面

秒以下

ファースト
プリント

7
片面
印刷面

＊1 カードプリンター専用プラスチックカード/ICカードのみ印刷可能。市販のPVC、PET-Gなどのカードには印刷できません。 ＊2 オプションのエンコーダー使用時。 ＊3 測定環境は、各機種の詳細ホームぺージをご覧ください。
＊4 端面などカードが平らでない箇所は印字できない場合があります。 ＊5 コスト測定画像サンプルは各機種の詳細ホームぺージをご参照ください。 ※製品仕様などの詳細は裏表紙の主な仕様をご覧ください。

インクジェット方式 インクジェット方式

幅：85～120mm 長さ：49～300mm対応メディアサイズ 幅：51～58mm 長さ：81～91mm 、157～172mm対応メディアサイズ



簡単操作で名刺・カードのデザイン作成から、データベースと
連携した差し込み印刷、運用管理までサポートする
キヤノンカードプリンター専用ソフトウェア。

カードや名刺発行を効率化する
ソフトウェア。

フチなし全面印刷が可能な再転写技術を採用。転写フィルムに一度画像
を転写させてからカードに印刷することでデザイン性の高い画像を全面
印刷可能です。

フチなし全面印刷＊4で
高品位なカードを実現。

300dpiの解像度が主流の昇華型IDカー
ドプリンターの中で、I X - R 7 0 0 0は
600dpiの高精細出力を実現。5ポイント
のゴシック体も潰れにくいです。また、小
さなQRコードも印刷可能です。

解像度600dpiだから、極小文字も高精細。

オプションのエンコーダーを使用すれば、
非接触 I Cカードにエンコードしながら
カードを印刷できます。また、後付けもで
きるため、まずはICカードへの印刷のみで
導入し、将来的にはICカードのエンコード
も行うといったステップを踏んだ導入計画
を立てることが可能です。

ICカードへの印刷＆
エンコードが同時にできる。

436mm

340mm

467mm

IX-R7000
詳細はこちら Artland

詳細はこちら

IX-R7000 オープン価格
本体標準価格

印刷スピード＊3

600dpi
解像度

印刷可能領域

ICカードプラスチックカード

5Point ゴシック体

ICエンコーダー
（オプション）

二次転写

一次転写

簡単な操作で思いどおりのデザインを作成

〈デザイン編集画面〉

●デザイン編集画面では、
　直感的な操作で、文字、
　バーコード、QRコード、
　イメージデータ、ナンバ
　リングなどのさまざまな
　オブジェクトを配置でき、
　簡単に名刺、社員証や
　カードを作成することが
　できます。

●画面上のレイアウトイメージそのままにプリンターから出力される
　ため印刷ミスを軽減できます。

キヤノンのカードプリンターなら、用途に合わせたモデルをお選びいただけます。

ICカードへのプリントや
エンコード＊2ができる
昇華型IDカードプリンター。

全面＊4

片面
両面

印刷面

昇華型／溶融型（文字）再転写印刷方式

Image Create SE（イメージクリエイトSE）　対象機種：CX-G6400／CX-G2400
標準価格 39,800円（税別）　商品コード 4849B001

IX-R7000用専用ソフトウェア。データベースからの差し込み
印刷、ICカードへのエンコード、顔写真の自動トリミング機能付。

Artland

Image Create
詳細はこちら

〈データベース編集画面〉

〈データベース画面〉

　データベースと連携した差し込み印刷
データベースは、Exce lや
Access、txt/CSV形式の
ファイルと連携した差し込み印
刷が可能。名刺や社員証に必
要な文字だけでなく、画像や
QRコード等も差し込み印刷
ができます。また、印刷したい
社員毎に枚数設定ができます。

　画像の差し込み印刷が可能
ExcelやAccess、txt/CSV形式のファイルでは画像ファイルまでのパ
スをデータベース側で指定することで差し込み印刷ができます。

Artland（アートランド）　対象機種：IX-R7000
標準価格 オープン価格　商品コード 3865C001

幅：54.0mm 高さ：85.6mm 厚さ：0.76mm対応メディアサイズ （JIS X
  6301準拠）

約25秒／枚
片面フルカラー
（YCMK）時

約45秒／枚
両面

（片面フルカラー＋
片面モノクロ時）

約50秒／枚
両面フルカラー時、
生産性：145枚／時
（片面フルカラー印刷時）



【注意事項】●記載の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。記載の内容は、2023年1月現在のものです。●本プリンターの搬入設置には、搬入設置ユースウェアをご利用ください。詳細は価格表をご参照ください。●本プリンターを
安心してご利用いただくために、保守サービスの締結をおすすめします。詳細は価格表をご参照ください。●本商品ならびに関連する消耗品、サービス役務につきましては、別途消費税がかかりますので、ご了承ください。●本プリンターには、
用紙、インターフェイスケーブルは付属しておりません。別途ご購入ください。●最高の機能・性能を得るために、最新のファームウェアとプリンタードライバーをキヤノンホームページよりダウンロードしてご利用ください。●記載のインクコストおよび
印刷スピードは、当社プリンターテスト環境下におけるものです。お客さまの使用環境に応じて変動します。●印刷する画像データの内容、用紙の種類によっては、色の再現範囲や発色等が異なるため、ご希望の色味が得られない場合があり
ます。●本プリンターの用紙・インクは、時間の経過と保存状態により変退色する場合があります。また空気中の水分の吸収により用紙が反る場合があります。●本プリンターは黒またはグレーのみの画像データやモノクロ印刷を指定した場合でも、
カラーインクを使用する場合があります。●プリンタードライバーの色設定によっては、濃度の濃い色を指定した場合、インクが滲む場合があります。●CX-G6400／CX-G2400で使用しているインクは染料系です。出力物は染色系インクの特性上、
一般的に紫外線やオゾン、その他の空気中のNOx、SOxや還元性ガスに触れることにより、化学反応を起こし変退色する場合があります。●本プリンターは印刷品質の維持・安定のため、オートクリーニング機構により電源投入時および印刷中などに、
定期的にインク全色の強制吐出を行います。●本プリンターの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、製品の打ち切り後7年間です。（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）●消耗品
（用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ等）は、無償保証の対象外です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。FeliCaは、ソニー（株）が開発した非接触IC
カードの技術方式で、ソニーの登録商標です。Mifareは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。●その他、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商標または登録商標です。●カタログに使用した画面およびプリントサンプルは、
一部ハメコミ合成です。

消耗品はキヤノン標準品のご使用をおすすめします。
キヤノン標準の消耗品（用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ）は、キヤノンカードプリンター専用に開発されています。プリンターの性能を維持し、安定して使用いただくため、キヤノン標準消耗品のご使用
をおすすめします。当社指定品以外の消耗品の使用は、プリンター本体への悪影響やプリント品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。また当社指定品以外の消耗品ご使用に起因
する不具合への対応については、保守契約または無償保証期間内であっても有償となります。

■主な仕様
商品名 CX-G6400 CX -G2400 IX - R7000

＊1 プリントヘッドの品質を維持するため、使用済みインクタンク内には使用できないインクが残ります。 ＊2 宛名などの可変データを印刷する場合、プリンタードライバーで紙面予備吐機能を「なし」に設定すると印刷時間が長くなる
場合があります。紙面予備吐機能：印字中に極微量のインクを用紙面に吐出することによりプリントヘッドのインク固着を避ける機能。（初期設定は自動モード） ＊3 インクタンクの残量が少なくなると印刷スピードが遅くなる場合が
あります。 ＊4 可変データを印刷する場合、プリンタードライバーで紙面予備吐機能を「Off」に設定すると印刷時間が長くなる場合があります。（初期設定はOff） ＊5 温度条件23℃湿度55％において片面フルカラー印刷時。 ＊6 フチ
なし印刷には対応しておりません。 ＊7 封筒（洋形2号）の場合は左余白：2.0mm／右余白：4.2mmとなります。封筒（長形3号／洋長形3号）の場合は左余白：2.0mm／右余白：10.2mmとなります。 ＊8 端面などカードが平らでない
箇所は印字できない場合があります。 ＊9 カスタムサイズの使用可能用紙、給紙・排紙容量については担当営業にお問い合わせください。 ＊10 用紙厚0.245mm以下の場合。 ＊11 当製品は2019年7月22日メーカー出荷からRoHS
指令（特定10物質）に対応しています。 ＊12 プラスチックカードの場合は、JISII型準拠カードサイズを１枚として算出。定期消耗部品を除いた場合の本体耐久値。耐久の数値は参考値であり、出力環境により異なる場合があります。

印刷方式

消耗品

解像度

印刷面

印刷スピード

最大印刷可能領域

印刷余白＊6

使用可能用紙

使用可能用紙サイズ

用紙厚

給紙容量

排紙容量

インターフェイス

プリンタードライバー
対応OS

電源

消費電力

関連規格

外形寸法（横幅×奥行×高さ）

本体質量（消耗品を含まず）

動作環境 

本体耐久

無償保証期間

インクタンク各色105ml（染料・各色独立型）＊1

片面

名刺／プラスチックカード／ICカード：100枚／分、
ハガキ：45枚／分、封筒：28枚／分（洋長形3号・洋形4号
（用紙長235mm）の場合）＊2

幅：107.8mm×長さ：297mm

先端：1.5mm、後端：1.5mm、左右：2.0mm＊6＊7

キヤノン カラーカードプリンター専用紙
（マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、ICカード）

名刺：91.0mm×55.0mm、名刺USサイズ：89.0mm×51.0mm、
カード／プラスチックカード：85.6mm×54.0mm、
ハガキ：100.0mm×148.0mm、封筒（長形3号）：120.0mm×235.0mm、
封筒（洋長形3号）：120.0mm×235.0mm、
封筒（洋形4号）：105.0mm×235.0mm、
封筒（洋形2号）：114.0mm×162.0mm、
カスタムサイズ：（紙）幅85.0～120.0ｍｍ、長さ49.0～300.0mm、
（プラスチックカード）幅85.0～120.0ｍｍ、長さ49.0～150.0mm＊9

名刺／ハガキ：500枚＊10、封筒：100枚＊10、
プラスチックカード／ICカード：100枚

名刺／ハガキ：500枚＊10、封筒：100枚＊10、
プラスチックカード／ICカード：100枚

動作時：約229W（最大）　スリープモード時：約8.5W以下

415×410×464mm（排紙トレイを除く）

約25kg

紙：150万枚（標準名刺サイズ）、
プラスチックカード／ICカード：50万枚（プリントヘッド除く）＊12

インクタンク各色14.5ml（染料・各色独立型）＊1

片面

名刺／プラスチックカード／ICカード：50枚／分＊3＊4
長尺紙：25枚／分＊3＊4

幅：57.4mm×長さ：171.4mm

先端・後端・左右：0.3mm（マイクロマージン印刷時）＊6

キヤノン カラーカードプリンター専用紙
（マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、ICカード、シール紙）

名刺：91.0mm×55.0mm、名刺USサイズ：89.0mm×51.0mm、
カード：85.6mm×54.0mm、
プラスチックカード：85.6mm×54.0mm、
長尺紙：172.0mm×54.0mm、
シール紙：86.0（84.0）mm×54.0（52.0）mm ※（　）内は上紙サイズ
カスタムサイズ：幅51.0～58.0mm、長さ81.0～91.0mm、
157.0～172.0mm＊9

名刺：250枚＊10、プラスチックカード／ICカード：100枚、
シール紙：200枚、長尺紙（用紙長157ｍｍ以上）：50枚

名刺／カード：250枚＊10  ※オプション排紙トレイ装着時。
プラスチックカード／ICカード：50枚 

動作時：約150W（最大）　スリープモード時：約5.6W以下

391×180×279mm

約8kg

紙：50万枚（標準名刺サイズ）、
プラスチックカード／ICカード：50万枚（プリントモジュール除く）＊12

昇華型／溶融型（文字）再転写印刷方式

インクリボン・再転写フィルム

600dpi

片面、両面

約25秒／枚：片面フルカラー（YCMK）時
約45秒／枚：両面（片面フルカラー＋片面モノクロ時）
約50秒／枚：両面フルカラー時、生産性：145枚／時（片面フルカラー印刷時）＊5

幅：54.0mm×高さ：85.6mm×厚さ：0.76mm（JIS X 6301準拠）

なし＊8

PVC、PET、PET-G、PC
※キヤノンが推奨するカード以外は、事前の印字確認をおすすめ致します。

幅：54.0mm×高さ：85.6mm×厚さ：0.76mm
（JIS X 6301準拠）

0.76mm

250枚（0.76mm厚）
※印刷中の追加供給可能。

250枚（0.76mm厚）

USB2.0Hi-speed、100BASE-TX、RS-232C

Windows 11／10（各32bit／64bit、日本語版）

300W以下（AC100V使用時）

約340×297×436mm（排出スタッカーを除く）

約19.5kg（本体のみ）

温度：15℃～30℃、湿度：20％～80％RH（ただし結露なきこと）

5年または印刷10万画面（どちらか早い方）

1年間（センドバック保守。カスタマープレミアサイトで保証書登録を行った場合）

1200dpi×1200dpi

0.21mm～0.76mm

インクジェット方式

USB2.0 Hi-speed、1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T

AC100V  50／60Hz

1年間（訪問修理）

VCCIクラスB、RoHS対応＊11

温度：15℃～30℃、湿度：10％～80％（ただし結露なきこと）

Windows11／10（32bit／64bit）
Windows Server 2016　2012（64bit）　※動作確認

00584525

●お求めは信用のある当店で

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）

※おかけ間違いのないようにご注意願います。※上記番号はナビダイヤルを利用しています。ナビダイヤルを
ご利用いただけない場合は、03-6634-4412（カードプリンター）をご利用ください。
※受付電話番号・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。

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 2023年1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




