
CX-G6400/CX-G2400

CX-G6400

CX-G2400

速く、美しく、低コスト。
カードプリンターが
さらに進化。

名刺などの紙に加え、プラスチックカードにも対応。

キヤノンが選ばれている理由です。



BK
C

M
Y

［ ライン方式 ］［ シリアル方式 ］

ヘッドが左右に動く

ヘッドは固定され、
用紙だけ送る

だから、選ばれています。
　キヤノンのカードプリンター。

多彩なメディア対応
一台で、プラスチック/ICカード＊

と紙のカードに対応。
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。
＊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。

スピーディー
業界初、約100枚/分＊で
プラスチックカードを出力。
CX-G6400、CX-G2400は、プリントヘッドを固定し、用紙だけが動く
ライン方式で高速フルカラー出力を実現。CX-G6400は名刺だけでなく
プラスチックカードでも約100枚/分という驚異の印刷スピードを可能に。
＊CX-G6400、2017年2月現在。デスクトップ型プリンターにおいて。CX-G2400は約50枚/分。

カンタン作成
データベース連携で
差し込み印刷も可能。
専用ソフトウェア（オプション）で、デザイン作成や
データベースからの文字や写真の差し込み印刷も
簡単に行うことができます。

セキュリティー
インクリボン不要だから
情報漏えいリスクを軽減。
CX-G6400、CX-G2400はインクジェット方式。
熱転写方式のようにインクリボンに情報が残ることがないため、
情報漏えいのリスクを軽減することができます。

▶印刷スピードを
　動画で見る

CX-G6400

CX-G2400

▶詳しくはP9、10へ。
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従来機CX 670（600dpi）で
出力した場合

CX-G6400/CX-G2400（1200dpi）で
出力した場合

6ポイントの文字（MS明朝）を各プリンターで
出力し、6倍に拡大させスキャニングした画像。

コスト（円）

1000

500

外注で100枚印刷

約74％
コスト削減

用紙と同じ長さのインクリボンを送る
インクリボンの無駄が発生

用紙の長さに関係なく
必要な量だけインクを吐出

使用した分の
インクだけが減る

［ 熱転写インクリボン方式 ］

［ インクジェット方式 ］

キヤノンカラーカードプリンターで
100枚印刷

約1,200円＊1

約315円＊2

だから、選ばれています。
　キヤノンのカードプリンター。

低コスト
名刺1枚がわずか約3.15円。
約74%のコスト削減を実現。
インク代、用紙代を合わせて、１枚約3.15円で作成可能。
名刺作成コストを大幅に削減できます。

高精細
1200dpiで、小さな文字も
写真も美しく。
解像度1200dpiで、名刺の極小文字をシャープに印字。
また高発色な染料インクで美しいグラデーションも実現。

安 心
全国200箇所の
サービス拠点。
47都道府県を網羅するサービスネットワークや
お客さま相談センターなどを通じて
万全のサポートを提供します。

＊1 キヤノンマーケティ
ングジャパン調べ。
＊2 標準名刺サンプル
（P8参照）印刷時。
名刺片面マットシルク
ホワイト徳用箱使用時
（インク代含む）。

CX-G2400

▶詳しくはP7、8へ。
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▶詳しくはP13へ。PR-C201 PR-C151 PR-C101

三郷山株式会社

医 療

小 売

資格証／修了証
資格取得者や受講者に、高品位なプラス
チックカードで即時発行できます。 

名刺、ハガキ、 封筒に加え、
大判プラスチック カードにも対応。

多様なニーズに応える CX-G6400を加えて
ラインアップは  さらに充実。

DMハガキ／封筒
ハガキや封筒を内製化し、販促活動をタイムリーに実施。

プレミアムチケット
大判IDカード
スポーツイベントや各種展示会などで使用する、プラス
チックのプレミアムチケットや大判IDカードの作成が可能。

名刺
似顔絵イラスト入りや記念イベントロゴを
入れた名刺作成にも。

診察券／食札

プラスチックカードの診察券を1枚から
その場で発行しお渡し可能。食札も
印刷指示した順番で１枚ずつ出力
できます。

プライスカード・POP
スタンプカード（2つ折）
商品や価格をフルカラーで訴求するプライスカードやPOPを作成。
長尺紙対応のCX-G2400はスタンプカードも作成可能。

CX-G6400 CX-G2400

CX-G6400 CX-G2400

CX-G6400 CX-G2400

CX-G6400 CX-G2400

CX-G6400 CX-G2400

PR-C201／PR-C151

学生証／社員証
高品質なプラスチックの学生証や社員証を即時発行。

CX-G6400 CX-G2400

CX-G2400

CX-G6400

CX-G6400

CX-G6400 本体 標 準価格 CX-G2400  398,000円（税別）

本体 標 準価格

サービス

イベント

オフィス

学校／
オフィス

先端：1.5 mm

後端：1.5 mm 

左右：2.0mm

名  刺 ハガキ

印刷スピード 印刷余白
1200dpi

解像度

名刺
インクコスト 

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 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

インクコスト 

秒以下

ファースト
プリント

7

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

ICカード
磁気カード

▶詳しくは「IDカードプリンター目的別導入ガイド」へ。

ICカードや磁気カード＊1の
券面印字やエンコード（オ
プション）に対応する昇華型
熱転写方式 I Dカードプリ
ンターもご用意しています。 698,000円（税別）

＊1 PR-C101は対応しておりません。ICエンコードの対応は、PR-C201のみです。 ※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。 43

MPC P.P



三郷山株式会社

医 療

小 売

名刺、ハガキ、 封筒に加え、
大判プラスチック カードにも対応。

多様なニーズに応える CX-G6400を加えて
ラインアップは さらに充実。

診察券／食札

プラスチックカードの診察券を1枚から
その場で発行しお渡し可能。食札も
印刷指示した順番で１枚ずつ出力
できます。

プライスカード・POP
スタンプカード（2つ折）
商品や価格をフルカラーで訴求するプライスカードやPOPを作成。
長尺紙対応のCX-G2400はスタンプカードも作成可能。

CX-G6400 CX-G2400

CX-G6400 CX-G2400

IX-R7000／PR-C101＊1

学生証／社員証
高品質なプラスチックの学生証や社員証を即時発行。

CX-G6400 CX-G2400

CX-G2400

CX-G2400  398,000円（税別）
本体標準価格

学校／
オフィス

全周：0.3mm名  刺 長尺紙

印刷スピード 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

インクコスト 

秒以下

ファースト
プリント

7

シール紙ICカード 長尺紙名刺 プラスチックカード

ICカード
磁気カード

ICカードや磁気カード＊1の
券面印字やエンコード（オ
プション）に対応する昇華型
IDカードプリンターもご用意
しています。

＊1 PR-C101は対応しておりません。IC／磁気の対応は、IX-R7000のみです。 ※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。

▶詳しくはP13へ。PR-C101IX-R7000
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オフィス内の限られたスペースにもすっきりと収まるフラットな
フォルムを追求し、軽量化も実現しています。

CX-G2400の奥行きはわずか180mm。大幅なコンパクト化
により、カウンタートップやデスク上への設置に最適です。

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。

用紙は給紙部にそのまま置くだけ。名刺用紙で250
枚、プラスチックカード/ICカードで100枚のセットが
可能です。

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

CX-G2400
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。

コンパクトボディでも
名刺用紙で250枚の給紙容量。

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

CX-G6400 CX-G2400CX-G6400 CX-G2400

プリントしたら、
断裁なしですぐに使える。

CX-G6400

給紙排紙 水平搬送

CX-G2400

給紙排紙 水平搬送

名刺やカードなど、あらかじめカットされた用紙にダ
イレクトにプリントするので、印刷後に断裁するため
の手間がかかりません。また、カットが必要な機種に
起こりやすい「印字ズレ」の心配もありません。

名刺サイズ用紙に直接印字。
断裁の手間がかかりません。

インターフェイスには、1ギガビット/秒のデータ送
信が可能な「Giga Bi t  Ether Network」と、

「USB2.0 HighSpeed」を標準搭載しています。

高速ネットワーク
インターフェイスを標準搭載。

給紙部にセットされた用紙を水平搬送する
構造。これにより、反りの発生を抑えながら
印刷することができます。

反りの発生しにくい
水平搬送。

操作部はシンプルなデザイン。使いや
すく、インク残量表示など視認性にも
優れています。

シンプルな本体操作。

CX-G6400 CX-G2400

名刺用紙、ハガキ用紙ともに500枚のセットが可能です。用紙は
給紙部にそのまま置くだけなので、大量の名刺やハガキを作成し
たいときにも、用紙補充に手間をとりません。

名刺用紙もハガキ用紙も
500枚までセット可能。

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。

マイクロマージン技術で
ほぼフチなし印刷を実現。

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、長尺紙、
シール紙に対応。

1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを
排紙口で１枚ずつ停止することができます。１枚ずつ確認し
ながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。

「1枚排紙モード」で、カウンター
での発行業務をスムーズ＆確実に。

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。

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。

名刺やハガキ、封筒の紙メディアに加え、カー
ドサイズ・大判サイズの専用プラスチックカー
ドに対応。イベント用のプレミアムチケット、大
判IDカードといったアイテムも作成できます。

新搬送システム搭載。
名刺、プラスチックカード、
ハガキ、封筒に対応。

BK/C/M/Y各色独立型のインクタンクを採用。使い切った
インクタンクのみを交換するため、各色一体型のインクカー
トリッジに比べ、コストや交換頻度を減らすことができます。

無駄なく使用できて経済的。
各色ごとに交換できるインクタンク。

プリンタードライバーの「ユーザー用紙種
類設定」でインク使用量をコントロールす
れば、全体的な濃淡の調整が可能。希望の
色味に近づけることができます。

カスタム設定で
濃淡もきれいに印刷。

水平搬送

水平搬送

高さ
464mm

奥行410mm横幅415mm

高さ
279mm

奥行180mm横幅391mm

CX-G6400

プリンタードライバーに「ピンポイント色合わ
せ」機能を搭載。RGB値を指定することで、
会社のロゴやマークなど単色の微妙な色調整
を行うことができます。

ロゴやマークなどの
厳密な色合わせを実現。

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

名刺 100 枚/分 ハガキ 45 枚/分プラスチックカード/ ICカード 100 枚/分印刷スピード

幅： 85～120 mm 長さ： 49～300 mm対応メディアサイズ

名刺 50 枚/分 長尺紙 25 枚/分プラスチックカード/ ICカード 50 枚/分印刷スピード

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

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

OFF（排出） ON（排紙口で停止）

＊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。 ※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。 65

カラーカードプリンター総合カタログ_P5-6
MPC P.P



オフィス内の限られたスペースにもすっきりと収まるフラットな
フォルムを追求し、軽量化も実現しています。

CX-G2400の奥行きはわずか180mm。大幅なコンパクト化
により、カウンタートップやデスク上への設置に最適です。

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。

用紙は給紙部にそのまま置くだけ。名刺用紙で250
枚、プラスチックカード/ICカードで100枚のセットが
可能です。

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

CX-G2400
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。

コンパクトボディでも
名刺用紙で250枚の給紙容量。

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

CX-G6400 CX-G2400CX-G6400 CX-G2400

プリントしたら、
断裁なしですぐに使える。

CX-G6400

給紙排紙 水平搬送

CX-G2400

給紙排紙 水平搬送

名刺やカードなど、あらかじめカットされた用紙にダ
イレクトにプリントするので、印刷後に断裁するため
の手間がかかりません。また、カットが必要な機種に
起こりやすい「印字ズレ」の心配もありません。

名刺サイズ用紙に直接印字。
断裁の手間がかかりません。

インターフェイスには、1ギガビット/秒のデータ送
信が可能な「Giga Bi t  Ether Network」と、

「USB2.0 HighSpeed」を標準搭載しています。

高速ネットワーク
インターフェイスを標準搭載。

給紙部にセットされた用紙を水平搬送する
構造。これにより、反りの発生を抑えながら
印刷することができます。

反りの発生しにくい
水平搬送。

操作部はシンプルなデザイン。使いや
すく、インク残量表示など視認性にも
優れています。

シンプルな本体操作。

CX-G6400 CX-G2400

名刺用紙、ハガキ用紙ともに500枚のセットが可能です。用紙は
給紙部にそのまま置くだけなので、大量の名刺やハガキを作成し
たいときにも、用紙補充に手間をとりません。

名刺用紙もハガキ用紙も
500枚までセット可能。

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。

マイクロマージン技術で
ほぼフチなし印刷を実現。

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、長尺紙、
シール紙に対応。

1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを
排紙口で１枚ずつ停止することができます。１枚ずつ確認し
ながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。

「1枚排紙モード」で、カウンター
での発行業務をスムーズ＆確実に。

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。

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。

名刺やハガキ、封筒の紙メディアに加え、カー
ドサイズ・大判サイズの専用プラスチックカー
ドに対応。イベント用のプレミアムチケット、大
判IDカードといったアイテムも作成できます。

新搬送システム搭載。
名刺、プラスチックカード、
ハガキ、封筒に対応。

BK/C/M/Y各色独立型のインクタンクを採用。使い切った
インクタンクのみを交換するため、各色一体型のインクカー
トリッジに比べ、コストや交換頻度を減らすことができます。

無駄なく使用できて経済的。
各色ごとに交換できるインクタンク。

プリンタードライバーの「ユーザー用紙種
類設定」でインク使用量をコントロールす
れば、全体的な濃淡の調整が可能。希望の
色味に近づけることができます。

カスタム設定で
濃淡もきれいに印刷。

水平搬送

水平搬送

高さ
464mm

奥行410mm横幅415mm

高さ
279mm

奥行180mm横幅391mm

CX-G6400

プリンタードライバーに「ピンポイント色合わ
せ」機能を搭載。RGB値を指定することで、
会社のロゴやマークなど単色の微妙な色調整
を行うことができます。

ロゴやマークなどの
厳密な色合わせを実現。

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

名刺 100 枚/分 ハガキ 45 枚/分プラスチックカード/ ICカード 100 枚/分印刷スピード

幅： 85～120 mm 長さ： 49～300 mm対応メディアサイズ

名刺 50 枚/分 長尺紙 25 枚/分プラスチックカード/ ICカード 50 枚/分印刷スピード

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

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

OFF（排出） ON（排紙口で停止）

＊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。 ※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。 65
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インクジェットだから低コスト＆スピーディー。
さまざまな導入メリットを実感できます。

名刺を使う機会の多い業種や営業の多い企業なら、カラーカードプリンター導入によるコスト削減効果がより高くなり
ます。CX-G6400であれば上のシミュレーションのように、本体のリース費用を含めても、月間必要枚数が1,600枚以
上であればコスト削減効果が生まれてきます。たとえば3,000枚なら月間13,450円、5年間で807,000円ものコスト
カットが可能です。CX-G2400であれば、さらに大きなコスト削減効果が見込めます。また、名刺を外注した場合に必
要な、送料や版下制作料も掛かりません。

コ
ス
ト
削
減
効
果
あ
り

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

15,620
15,935
16,250
16,880
17,510
18,140
18,770
19,400
22,550
25,700
28,850
44,600

6,020
5,135
4,250
2,480
710

▲1,060
▲2,830
▲4,600
▲13,450
▲22,300
▲31,150
▲75,400

インク代（1枚）

用紙代（名刺）

本体リース料
（月額）

キヤノン カラーカードプリンター

CX-G6400

0.3円

2.85円

13,100円

CX-G2400

0.3円

2.85円

7,400円

9,600円
10,800円
12,000円
14,400円
16,800円
19,200円
21,600円
24,000円
36,000円
48,000円
60,000円
120,000円

800枚
900枚
1,000枚
1,200枚
1,400枚
1,600枚
1,800枚
2,000枚
3,000枚
4,000枚
5,000枚
10,000枚

名刺外注料金月間必要枚数 経費削減効果CX-G6400経費現在の名刺外注料金

1,200円1箱100枚

※本体リース料は、リース期間を5年、リース料率は約1.9％で算出しています。※記載の価格は、カタログ掲載の標準価格（税別）を使用して算出しています。

※カラー片面名刺の一般的な外注料金（キヤノン調べ）。
通常これに送料、版下制作料が別途掛かります。 コ

ス
ト
削
減
効
果
あ
り

320円
▲565円

▲1,450円
▲3,220円
▲4,990円
▲6,760円
▲8,530円
▲10,300円

9,920円
10,235円
10,550円
11,180円
11,810円
12,440円
13,070円
13,700円
16,850円
20,000円
23,150円
38,900円

経費削減効果CX-G2400経費

※

名刺1枚がわずか約3.15円。
外注コストを約74％削減できます。

名刺を外注する場合、印刷コストは一般的に100枚あた
り約1,200円＊1かかります。キヤノンのカラーカードプリ
ンターで内製化すれば、インク代、用紙代を合わせて1枚
約3.15円、100枚なら約315円＊2で作成可能に。名刺
作成コストを大幅に削減できます。高い経済性で、使えば
使うほど、コスト削減効果を実感できます。
＊1 キヤノンマーケティングジャパン調べ。　＊2 標準名刺サンプル（P8参照）印刷時。
名刺片面マットシルクホワイト徳用箱使用時（インク代含む）。

コスト（円）

1000

500

外注で100枚印刷 キヤノンカラーカードプリンターで
100枚印刷

約1,200円＊1

約315円＊2

約74％
コスト削減

月間使用枚数の多い企業なら、
本体代を含めても、大きなコスト削減効果が見込めます。

廃棄名刺コストも大幅に削減。環境に配慮しています。

コストを考えるうえで見逃せないのが、「廃棄名刺」。外注は一般的に100枚単位での注文となりますが、カラーカード
プリンターを使えば1枚単位で、必要な分だけを印刷できます。これまでのように、人事異動や組織変更の際、使い切る
前に廃棄されていたムダな名刺を大幅に削減することが可能に。企業の環境活動にも貢献できます。

▲19,150円
▲28,000円
▲36,850円
▲81,100円

名刺コストを削減
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カラーカードプリンターを導入すれば、納期も大幅に短縮。たとえば「名刺をきらしてしまい、すぐに補充したい」、「急遽
キャンペーンを実施することになり、販促ツールやDMをすぐに制作したい」、そんなとき、発注から納品まで何日もかかる
外注印刷ではタイムロス。カラーカードプリンターなら必要な枚数をその場でプリントできるので、ビジネスチャンスを逃
しません。また、名刺を社内で作成することで機密情報流出のリスクが少なくなり、セキュリティー強化にもつながります。

インクコスト
●専用マット紙 ●専用プラスチックカード/ICカード

インクコスト測定画像サンプル

※記載のインクコストは、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。　※可変データを印刷する場合、上記インクコストとは異なります。

［CX-G6400／
CX-G2400］
約0.3円／枚
サイズ：標準名刺サイズ
（91.0mm×55.0mm）
インク：CX-G2400は
各色4個パックで試算

［CX-G2400］
約1.1円／枚

サイズ：カードサイズ
（85.6mm×54.0mm）
インク：CX-G2400は
各色4個パックで試算。

〒XXX‒XXXX　東京都港区港南X‒X‒X
TEL  XX‒XXXX‒XXXX（代表） XX‒XXXX‒XXXX（直通）
FAX  XX‒XXXX‒XXXX
E-mail　XXXXXXX@XXXXXXX.co.jp

プロフェッショナル機器マーケティング本部
業務用プリントシステム企画部
スモールフォーマットプリンティング企画課
課長

磯崎　勝美

プラスチックカードコストを削減

たとえば、プラスチックカードで社員証（表面カラー、裏
面モノクロ印刷）を作成した場合、キヤノンのカラーカー
ドプリンターならインク代、メディア代を合わせて１枚約
84.4円で作成可能。右の表のように、外注した場合は
もちろん、一般的なプラスチックカード専用プリンターと
比べても、より低コストで作成することができます。

外注印刷の場合 社員からの
作成依頼

印刷会社に
発注 版下作成 印刷所にて

印刷 総務へ納品

キヤノンカラーカード
プリンターの場合

社員からの
作成依頼

プリンター
で作成 社員に送付

社員に送付

納期短縮・工程削減

必要な時に必要な分だけすぐに作成。名刺もプラスチックカードも
オンデマンドで納期を短縮、セキュリティーも強化。

プラスチックカードによる社員証や学生証をより低コストで作成できます。

＊1 プラスチックカード厚口ピュアホワイト使用時。表面カラー、裏面モノクロ印刷時。
※価格はキヤノンマーケティングジャパン調べ。

10枚

100枚

1,000枚

約1,000円／枚
約700円／枚
約110円／枚

約84.4円／枚
（メディア代 約82.4円＊1
 +インク代 約2円～）

約110円／枚
（メディア代 約50円
   +インク代 約60円～）

発注枚数 外注 キヤノン
カラーカードプリンター

一般的なプラスチックカード専用
プリンター（熱転写方式）

[CX-G6400]
約0.8円／枚

サイズ：カードサイズ
（85.6mm×54.0mm）

「Fel iCaシール」で、IC運用を手軽に低コストで実現。
社員証の表面

社員証の裏面

Fe l i Caシール
を貼付け

勤怠システムとの連携でIC運用を考えている場合でも、FeliCaシールを活用すれば柔軟にIC化を図る
ことができます。

●既存の資産を活用
プラスチックカードや紙タイプの社員証をすでに利用中の場合でも、FeliCaシールを裏面に貼り付ける
ことで、リーダライタと非接触で通信することが可能になります。既存の資産を活用し、手軽にIC運用を
始めることができます。

●将来的な拡張にも柔軟に対応

●ICカードより低コストで運用
シールタイプなら低コストでの運用が可能です。
※干渉を避けるため、ICカードにFeliCaシールを貼り付けたり、1枚のICカードに複数のFeliCaシールを貼らないでください。
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●社員証・IDカード

●従業員証明書 ●資格証・修了証 ●その他

●学生証 ●会員証

作るのも、管理するのも、カンタン。
作成者の負担を軽くします。

●ImageCreate SEは「ImageCreate II/DBL」のデザインファイルを読み込むことが可能ですが、完全互換ではないため、読み込み時には制限があります。

［主な読込制限］ ●OLEオブジェクトは削除されます。●文字や画像などの位置がずれる場合があります。
なお、ImageCreate Proのデザインファイルは読み込むことはできません。

イメージクリエイトSE　
標準価格 39,800円（税別）

　多言語対応（UNICODE対応）
中国語・韓国語をはじめ、各国の言語で文字を表示印刷が可能です。
※別途、言語対応した書体をご用意ください。

〈データベース編集画面〉

　データベースと連携した差し込み印刷
データベースは、Excel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。

　印刷履歴の自動保存
前月分までの印刷した内容（印刷日時、印刷部数、名前など）は、印刷履歴と
して自動でCSV形式で保存されます。

　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。

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。

〈収録書体〉〈DynaFont人名漢字検索画面〉

　DynaFont（ダイナフォント）標準添付
名刺印刷に適したダイナフォント厳選８書体をImageCreate SEに標準
添付。さらに、住民票等各自治体などで人名に利用されている漢字（外字）
を1880文字搭載しています。

※人名外字を含みません。

※

※

詳しくはカードプリンターホームページ（canon.jp/cardprinter）のImageCreate SEの紹介ページをご覧ください。

ご注意

幅：1.0mm～120.0mm、 長さ：1.0mm～300.0mm      

定形、面付け

1デザインファイルあたり2フォーム（おもて面、うら面）

文字、画像、直線、円形、四角形、多角形（3～60角形、星形）、円弧（円弧、扇形、弓形）、

連続直線、自由曲線、ベジェ曲線、バーコード、QRコード、ナンバリング

TrueTypeフォント、OpenTypeフォント

Unicode（UTF-16）対応

ビットマップファイル形式（.bmp）、TIFF形式（.tif）＊1、EMF形式（.emf）、PNG形式（.png）、

GIF形式（.gif）、JPEG形式（.jpg）、WMF形式（.wmf）、ICO形式（.ico）

JAN-8、JAN-13、CODE128、GS1-128、NW-7、ITF、CODE39

QR Code、MicroQR Code

Microsoft Excelファイル形式（.xls、.xlsx）＊3、

Microsoft Accessデータベースファイル（.mdb、.accdb）＊4＊5、テキスト形式（.txt、.csv）＊6

Microsoft Excelファイル形式（.xls）、テキスト形式（.txt、.csv）

1デザインファイルあたり6 4項目

設定可能サイズ

フォームデザイン

登録上限数

種類

文字

画像

バーコード

QRコード

インポート可能ファイル種類＊2

エクスポート可能ファイル種類

最大項目数（列数）＊7

Windows 10、Windows 8.1、Windows 7（各32bit/64bit＊9日本語版）

CPU：Core i5 3.3GHz相当以上　メモリー：4.0GB以上

対応フォント

文字コード

表示可能ファイル種類

コード種類

コード種類

主な仕様

用紙サイズ

フォーム

オブジェクト

データベース

対応OS＊8

推奨パソコンスペック

ImageCreate SE
専用ソフトウェア

　QRコードやバーコードを生成可能
QRコード作成をはじめ、8種類のバーコードに対応。名刺や社員証・
IDカード・プライスカード・食札などさまざまな用途に活用できます。

●QR/MicroQR
●CODE128
●JAN-8
●JAN-13
●GS1-128
●NW-7
●ITF
●CODE39

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。

［各拠点で分散印刷］

A事業所 B支店 C営業所

デザインファイルと
データベースファイルを
サーバーに保存ファイルにアクセス

CX-G6400

▶テンプレートの
　ダウンロードは
　こちらから

ImageCreate SE体験版、無料配信中。
ImageCreate SE体験版をダウンロードしてお使いいただけます。
詳しくはカードプリンターホームページ（canon.jp/cardprinter）のImageCreate SEのページをご覧ください。

用途別に用意されたテンプレートをキヤノン
ホームページからダウンロード。デザインを
一から作成する手間が省け、簡単に作成で
きます。

　豊富なテンプレートで作成もカンタン。

データベース連携が可能なImageCreate 
S E なら、デ ザ インファイルとE x c e l や
Access、txt/CSV形式のデータベース
ファイルをサーバーに保存しておくことで名
刺データの一元管理が可能。社員情報の更
新時も、管理者はサーバー上のデータベー
スファイルだけを更新しておけば、常に最新
の名刺情報を印刷することができます。

　データベースの一元管理で運用もラクラク。

＊1 無圧縮(インターリーブ)、LZW圧縮のみ対応。 ＊2 Microsoft Excelのxlsx形式、 Microsoft Accessのaccdb形式のデータをインポートする際に「指定されたデータベースに接続できません。」というエラーが発生した
場合は、「Microsoft Access データベース エンジン 2010 32bit版」をインストールしてください。 ＊3 Office 64bit版がインストールされているPCでは、Microsoft Excelの「xlsx形式」のデータをインポートできません。

「xls形式」に変更してからインポートしてください。 ＊4 Office 64bit版がインストールされているPCでは、Microsoft Accessの「accdb形式」のデータをインポートできません。「mdb形式」に変更してからインポートしてくだ
さい。 ＊5 Accessデータベースで使用できる画像ファイル形式はビットマップファイル形式（bmp）のみ。 ＊6 テキスト形式は、Shift_JIS、Unicode（UTF-16、UTF-8）に対応。 ＊7 最大レコード数（行数）は、データベース
側に依存します。 ＊8 最新のアップデートファイル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。 ＊9 Windows 64bit環境では、32bit互換モード（WOW64）で動作します。
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●社員証・IDカード

●従業員証明書 ●資格証・修了証 ●その他

●学生証 ●会員証

作るのも、管理するのも、カンタン。
作成者の負担を軽くします。

●ImageCreate SEは「ImageCreate II/DBL」のデザインファイルを読み込むことが可能ですが、完全互換ではないため、読み込み時には制限があります。

［主な読込制限］ ●OLEオブジェクトは削除されます。●文字や画像などの位置がずれる場合があります。
なお、ImageCreate Proのデザインファイルは読み込むことはできません。

イメージクリエイトSE　
標準価格 39,800円（税別）

　多言語対応（UNICODE対応）
中国語・韓国語をはじめ、各国の言語で文字を表示印刷が可能です。
※別途、言語対応した書体をご用意ください。

〈データベース編集画面〉

　データベースと連携した差し込み印刷
データベースは、Excel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。

　印刷履歴の自動保存
前月分までの印刷した内容（印刷日時、印刷部数、名前など）は、印刷履歴と
して自動でCSV形式で保存されます。

　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。

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。

〈収録書体〉〈DynaFont人名漢字検索画面〉

　DynaFont（ダイナフォント）標準添付
名刺印刷に適したダイナフォント厳選８書体をImageCreate SEに標準
添付。さらに、住民票等各自治体などで人名に利用されている漢字（外字）
を1880文字搭載しています。

※人名外字を含みません。

※

※

詳しくはカードプリンターホームページ（canon.jp/cardprinter）のImageCreate SEの紹介ページをご覧ください。

ご注意

幅：1.0mm～120.0mm、 長さ：1.0mm～300.0mm      

定形、面付け

1デザインファイルあたり2フォーム（おもて面、うら面）

文字、画像、直線、円形、四角形、多角形（3～60角形、星形）、円弧（円弧、扇形、弓形）、

連続直線、自由曲線、ベジェ曲線、バーコード、QRコード、ナンバリング

TrueTypeフォント、OpenTypeフォント

Unicode（UTF-16）対応

ビットマップファイル形式（.bmp）、TIFF形式（.tif）＊1、EMF形式（.emf）、PNG形式（.png）、

GIF形式（.gif）、JPEG形式（.jpg）、WMF形式（.wmf）、ICO形式（.ico）

JAN-8、JAN-13、CODE128、GS1-128、NW-7、ITF、CODE39

QR Code、MicroQR Code

Microsoft Excelファイル形式（.xls、.xlsx）＊3、

Microsoft Accessデータベースファイル（.mdb、.accdb）＊4＊5、テキスト形式（.txt、.csv）＊6

Microsoft Excelファイル形式（.xls）、テキスト形式（.txt、.csv）

1デザインファイルあたり6 4項目

設定可能サイズ

フォームデザイン

登録上限数

種類

文字

画像

バーコード

QRコード

インポート可能ファイル種類＊2

エクスポート可能ファイル種類

最大項目数（列数）＊7

Windows 10、Windows 8.1、Windows 7（各32bit/64bit＊9日本語版）

CPU：Core i5 3.3GHz相当以上　メモリー：4.0GB以上

対応フォント

文字コード

表示可能ファイル種類

コード種類

コード種類

主な仕様

用紙サイズ

フォーム

オブジェクト

データベース

対応OS＊8

推奨パソコンスペック

ImageCreate SE
専用ソフトウェア

　QRコードやバーコードを生成可能
QRコード作成をはじめ、8種類のバーコードに対応。名刺や社員証・
IDカード・プライスカード・食札などさまざまな用途に活用できます。

●QR/MicroQR
●CODE128
●JAN-8
●JAN-13
●GS1-128
●NW-7
●ITF
●CODE39

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。

［各拠点で分散印刷］

A事業所 B支店 C営業所

デザインファイルと
データベースファイルを
サーバーに保存ファイルにアクセス

CX-G6400

▶テンプレートの
　ダウンロードは
　こちらから

ImageCreate SE体験版、無料配信中。
ImageCreate SE体験版をダウンロードしてお使いいただけます。
詳しくはカードプリンターホームページ（canon.jp/cardprinter）のImageCreate SEのページをご覧ください。

用途別に用意されたテンプレートをキヤノン
ホームページからダウンロード。デザインを
一から作成する手間が省け、簡単に作成で
きます。

　豊富なテンプレートで作成もカンタン。

データベース連携が可能なImageCreate 
S E なら、デ ザ インファイルとE x c e l や
Access、txt/CSV形式のデータベース
ファイルをサーバーに保存しておくことで名
刺データの一元管理が可能。社員情報の更
新時も、管理者はサーバー上のデータベー
スファイルだけを更新しておけば、常に最新
の名刺情報を印刷することができます。

　データベースの一元管理で運用もラクラク。

＊1 無圧縮(インターリーブ)、LZW圧縮のみ対応。 ＊2 Microsoft Excelのxlsx形式、 Microsoft Accessのaccdb形式のデータをインポートする際に「指定されたデータベースに接続できません。」というエラーが発生した
場合は、「Microsoft Access データベース エンジン 2010 32bit版」をインストールしてください。 ＊3 Office 64bit版がインストールされているPCでは、Microsoft Excelの「xlsx形式」のデータをインポートできません。

「xls形式」に変更してからインポートしてください。 ＊4 Office 64bit版がインストールされているPCでは、Microsoft Accessの「accdb形式」のデータをインポートできません。「mdb形式」に変更してからインポートしてくだ
さい。 ＊5 Accessデータベースで使用できる画像ファイル形式はビットマップファイル形式（bmp）のみ。 ＊6 テキスト形式は、Shift_JIS、Unicode（UTF-16、UTF-8）に対応。 ＊7 最大レコード数（行数）は、データベース
側に依存します。 ＊8 最新のアップデートファイル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。 ＊9 Windows 64bit環境では、32bit互換モード（WOW64）で動作します。

109

カラーカードプリンター総合カタログ_P9-10
MPC P.P



▶詳しくは
　こちらへ

▶詳しくは
　こちらへ

使用済みインクタンク回収のご案内 お客さまのご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

ご購入後のお客さまへ 充実のサポートサービスをご用意しています。

カラーカードプリンターを有効活用する
アプリケーションソフトをご用意しています。

ソリューション

主な対応バーコード

JAN-13、JAN-8、UPC-A、UPC-E、
NW-7、Code 128、Code 39、
GS1-128、ITFなど。

主な特長
構築例

●用途に応じて4つのエディションを用意
●95種類のバーコード・QRコードに対応
●データベース連携によるカード作成
●簡易カード発行フォームを作成可能

ユーザー（社員）

Web上で完結！ 自動組版
■ 一般社員
■ 発注担当者

［BizCard Web 受発注システム］ ［BizCard Pro 制作システム］

管理者（総務部門）

申請・承認・発注 印  刷
CX-G6400

受注ミス・
クレーム減少 人件費削減 納期短縮

※SDK for Canon Color Card Printerは、Microsoft Visual C++から呼び出して使用する必要があります。
※ご使用に際しては、使用許諾契約の締結が必要です。

＊1 自動発行を行うIntegration Bui lder機能は、「Automation」「Enterprise Automation」エディションで対応しています。

チケット出力監視

エネルギー消費を効果的に抑える機能を備えた製品の開発・普及を目的とした
プログラムである、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

省エネルギー基準をクリアし「ENERGY STAR®」に対応

ENVIRONMENT オフィスの省エネや環境問題にも配慮しています。

カタログ中のRoHS指令対応製品は、使用制限6物質に対応しています。
2019年7月までに使用制限10物質に対応する予定です。

6種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」に対応

ご購入製品の保証登録のお願い

詳しくは、canon.jp/biz-registsをご覧ください。

ご購入いただきました対象製品について、機器情報をご登録いただく
ことで、お買い上げ日から1年間の無償保証サービスを提供致します。

サポート情報

詳しくは、canon.jp/cardprinter 商品別サポートをご覧ください。

ホームページでは、「Q&A検索」や「簡単操作ガイド」などのサポート情報を提供して
います。さらに、最新のドライバーやマニュアルを自由にダウンロードできるサービスも
ご用意しています。

使用済みメンテナンスカートリッジについて：企業でお使いの場合は、廃棄物処理法に従って適切に廃棄してください。一般家庭でお使いの場合は、お住まいの地域の条例や自治体の指示に従って適切に廃棄してください。

使用済みインクタンクの数が多いお客さまには、集合回収専用箱
（無料）をご用意させていただいております。集合回収専用箱が
いっぱいになりましたら、
集合回収専用箱同梱の着払
い伝票を使ってご返送いた
だけます。詳しくはこちらを
ご覧ください。
canon.jp/recycle

集合回収専用箱による回収
ご販売店の協力のもと、全国に回収拠点をご用意
しております。お近くの回収拠点までお持ち込みく
ださい。詳しくはこちらを
ご覧ください。
canon.jp/recycle

回収拠点へのお持ち込み
ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めてい
ただきこれを回収することによりベルマーク点数
が付与されます。この運動はベルマーク教育助成
財団に登録されている学校の
みが対象となります。詳しくは
こちらをご覧ください。
canon.jp/ecology

ベルマーク運動による回収

プレミアムチケット／入場パスなど、カードの自動発行を支援する
ソフトウェア「BarTender」

たとえば、ハンディターミナルでのバーコード読み取りやWebカメラでの顔認証をトリガーに、カードの自動発行＊1を実現する
ソフトウェアです。

システム開発者向けソフトウェア
「SDK for  Canon Color  Card  Pr inter」

SDK for Canon Color Card Printerは、キヤノン カラーカードプリンターのプリンタードライバー設定やステータス情報
の取得など、キヤノン カラーカードプリンターを使用した印刷システムの構築を容易にします。

1,000名以上の企業向け。名刺受発注のWEB化を実現する
名刺制作システム「BizCardシリーズ」

BizCardシリーズは、インターネット上で名刺の変更・校正・発注までを社員が自分で行うことができます。また、管理者（総務
部門）の印刷工程を自動組版に置き換えることができるため、人手がかかっていたオペレーション作業を自動化し、短時間に大
量の制作が可能となります。　

ご検討中のお客さまへ ホームページやショールームで、製品の実力をご確認ください。

ビジネスソリューションプレゼンテーションルーム 名古屋／大阪

キヤノンプラザS（品川）  〒108-8011 東京都港区港南2-16 -6

▲

ショールーム
話題の新製品を体験していただけます。

▲

導入事例

キヤノン カラーカードプ
リンター導入で大きな効
果を上げた企業様の事
例をご覧いただけます。

▲

プリントサンプルプレゼント

キヤノン カラーカードプ
リンターで出力したプリ
ントサンプルを差し上げ
ます。印字品位の確認な
ど、導入時の検討用資料
としてご活用ください。

▲

体感ムービー

名 刺 や ハガキ、プラス
チックカード印刷の動作
をムービーでご覧いただ
けます。

▲

IDカードプリンター目的別導入ガイド

社員証・学生証・資格証・
修了証など目的に合わ
せたカードプリンター選
びに役立つスペシャルサ
イトです。

●印刷機能　　　●ステータス取得機能　　　●メンテナンス機能
●プリンタードライバーの設定／取得　　　●バーコード描画機能

主な機能
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使用済みインクタンク回収のご案内 お客さまのご都合に合わせて、回収方法をお選びいただけます。

ご購入後のお客さまへ 充実のサポートサービスをご用意しています。

ENVIRONMENT オフィスの省エネや環境問題にも配慮しています。

ご購入製品の保証登録のお願い

詳しくは、canon.jp/biz-registsをご覧ください。

ご購入いただきました対象製品について、機器情報をご登録いただく
ことで、お買い上げ日から1年間の無償保証サービスを提供致します。

サポート情報

詳しくは、canon.jp/cardprinter 商品別サポートをご覧ください。

ホームページでは、「Q&A検索」や「簡単操作ガイド」などのサポート情報を提供して
います。さらに、最新のドライバーやマニュアルを自由にダウンロードできるサービスも
ご用意しています。

使用済みメンテナンスカートリッジについて：企業でお使いの場合は、廃棄物処理法に従って適切に廃棄してください。一般家庭でお使いの場合は、お住まいの地域の条例や自治体の指示に従って適切に廃棄してください。

使用済みインクタンクの数が多いお客さまには、集合回収専用箱
（無料）をご用意させていただいております。集合回収専用箱が
いっぱいになりましたら、
集合回収専用箱同梱の着払
い伝票を使ってご返送いた
だけます。詳しくはこちらを
ご覧ください。
canon.jp/recycle

集合回収専用箱による回収
ご販売店の協力のもと、全国に回収拠点をご用意
しております。お近くの回収拠点までお持ち込みく
ださい。詳しくはこちらを
ご覧ください。
canon.jp/recycle

回収拠点へのお持ち込み
ご使用済みのインクタンクを学校単位で集めてい
ただきこれを回収することによりベルマーク点数
が付与されます。この運動はベルマーク教育助成
財団に登録されている学校の
みが対象となります。詳しくは
こちらをご覧ください。
canon.jp/ecology

ベルマーク運動による回収

ご検討中のお客さまへ ホームページやショールームで、製品の実力をご確認ください。

ビジネスソリューションプレゼンテーションルーム 大阪

キヤノンプラザS（品川）  〒108-8011 東京都港区港南2-16 -6

▲

ショールーム
話題の新製品を体験していただけます。

▲

導入事例

キヤノン カラーカードプ
リンター導入で大きな効
果を上げた企業様の事
例をご覧いただけます。

▲

プリントサンプルプレゼント

キヤノン カラーカードプ
リンターで出力したプリ
ントサンプルを差し上げ
ます。印字品位の確認な
ど、導入時の検討用資料
としてご活用ください。

▲

体感ムービー

名刺やハガキ、プラス
チックカード印刷の動作
をムービーでご覧いただ
けます。

▲

IDカードプリンター目的別導入ガイド

社員証・学生証・資格証・
修了証など目的に合わ
せたカードプリンター選
びに役立つスペシャルサ
イトです。

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」に対応
カタログ中のRoHS指令対応製品は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。
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I Cカードや磁気カードへのプリントやエンコード＊ができる。
昇華型IDカードプリンター。＊オプションのエンコーダー使用時。

PR-C101 置き場所を選ばないコンパクト＆エントリーモデル。

プラスチックカード

● 約329（幅）×180（高さ）×222（奥行き）mmのコンパクトサイズ。
● イージーメンテナンスを実現。

IX-R7000
ICカード 磁気カード プラスチックカード

再転写
印刷方式

自動両面
印刷

解像度
600dpi

IC・磁気
エンコード

供給
250枚

有 線
LAN

カラー片面
約25秒/枚

カラー片面
約27秒/枚

USB
2.0

ダイレクト
印刷方式

片面
印刷

解像度
300dpi

USB
2.0

IDカードプリンターなら、

こんな運用ができます。

● ICカードと磁気ストライプ付
　カードへのエンコード

●  豊富なテンプレートで簡単レイアウト

● 顔写真を自動トリミングする
　「画像自動切り取り」機能

●  データベースからの差し込み印刷

IDカード発行ソフトウェア
Artland

詳しくは
こちらへ

● 1枚からオンデマンドで作成可能　ICカードの印刷、ICチップへの情報書き込み（エンコード）も
 併せてオンデマンドで必要な数だけ作成することができるので柔軟な運用が可能です。

● 他システムとICカードを共通化　複合機のログインシステムなどで必要な情報をICカード内の
 エリアに書き込んで利用することにより、ICカードを一元化できます。

高品位画像、高生産性を実現。
ICカード対応ハイエンドモデル。

●  解像度600dpiの高精細出力。

●  フチなし全面印刷による高品位なカード印刷を実現。

●  1枚あたり約25秒＊1、約145枚/時間＊2の高生産性。

● ホコリ等の混入を防ぐ設計による印刷ロス低減。

● 清掃や消耗品交換などのメンテナンスも簡単。

● 社員証や学生証などのカード発行のワークフローを考慮した
 専用ソフトウェア「Artlandシリーズ」を用意（オプション）。
＊1 片面フルカラー印刷時。
＊2 温度条件23℃湿度55％環境において片面フルカラー印刷時。
※プリントヘッドの温度が20℃未満の低温環境下でご使用される際、温度が上昇するまでBkインクが若干太く印刷される場合があります。
　設置環境の室温が十分に温まってからのご使用をおすすめします。

商品コード 3189C001
本体標準価格 オープン価格

商品コード 2095V572
本体標準価格 オープン価格

（ニスカブランド）
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オープン価格

オープン価格

オープン価格

－

－

－

54円

22円

最大6円

－

商品コード

対応機種

IX-R7000

商品コード

商品コード

3133C002

3297C001

FeliCa Standard、Mifare（1k、4k、UltlaLight）対応。 ※FeliCa Lite-SはIDmの読み取りのみ可能。
※Artlandを使用してICエンコードを行う場合、別途設定作業費用が必要。
ISO・JISII（JISX 6302 準拠）のR/Wに対応 

備　考

備　考 IX-R7000 PR-C101 CX-G6400/
CX-G2400

非接触IC R/Wユニット

磁気エンコードユニット

商品名

商品名

オープン価格

オープン価格

標準価格（税別）

標準価格（税別）

■オプション（非接触IC R/Wユニット、磁気エンコードユニット）
非接触ICカードや磁気カードにエンコードを行うためのオプションです。

※非接触IC R/WユニットはIX-R7000本体内部に取り付けしますが、本体とPCはRS232Cインターフェースで接続します。PCにPS232Cインターフェースがない場合は、USBシリアル変換ケーブルが必要です。
※IC/磁気エンコードは、別途導入ユースウェアをご用意しています。個別お見積りにて承ります。

＊1 PR-C101では印刷のみ可能。磁気エンコードは不可。 ＊2 PR-C101では印刷のみ可能。ただし、ICチップの周囲には印字できない場合があります。ICチップへのエンコードは不可。

※IDカードプリンター各商品・搬入設置・操作指導等のユースウェア・保守の詳細は、キヤノンホームページをご確認ください。

3865C001

3935C001

Artland Lite Editionの機能に加え、顔写真の自動トリミング、ICエンコード、
動的デザイン切り替え、文字縮小補正機能に対応。

レイアウト作成、カード印刷、データベース作成・連携、バーコード・QRコード、
Webカメラからの取り込み、磁気エンコード

Artland

Artland Lite Edition

オープン価格

オープン価格

■ソフトウェア
ArtlandはIDカードプリンターのために開発されたキヤノン純正の専用ソフトウェアです。フル機能のArtland のほか、機能限定版の Artland Lite Edition をご用意しています。

対応機種 商品コード 1画面単価備　考商品名 標準価格（税別）

IX-R7000

PR-C101

共　通

3210C002

2495C002

3211C002

2095V586

2130V207

2130V210

3328C001

インクリボン IXR-YMCKK （1P）

インクリボン IXR-YMCK （1P）

再転写フィルム IXR-RFILM （1P）

墨付カラーリボンカートリッジ YMCKO

オーバーコート付墨リボンカートリッジ KO

墨単色リボンカートリッジ K

ローラークリーニングカード

13,500円

11,000円

6,000円

3,500円

表面：カラー＋黒/裏面：黒
400枚（表:フルカラー/裏:モノクロ）印刷可能、入数1本

片面：カラー
500画面/本印刷可能、入数1本

必須。
500画面/本、入数1本

片面：カラー＋黒＋オーバーコート
250画面/本印刷可能、入数1本

片面：黒＋オーバーコート
500画面/本印刷可能、入数1本

片面：黒
100m/本（最大1000画面/本印刷可能）、入数1本

10枚入り

■消耗品

備　考商品名 標準価格（税別）
3478V199
̶
̶
̶
̶
̶

PVC プラスチックカード 白無地
PVC 磁気カード 白無地
FeliCa Standardカード PET-G 白無地
FeliCa Lite-Sカード PVC 白無地
Mifareカード 1k PVC 白無地
FeliCa Lite-Sシール

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

250枚入り。サイズ：85.6mm × 54mm　厚さ：0.76mm
JIS II 磁気ストライプ付白無地PVCカード

サイズ：45mm × 35mm　シール右下に製造管理No記載あり

■カード

対応機種 商品コード 備　考商品名 標準価格（税別）

IX-R7000

PR-C101

準備中
準備中
準備中
準備中

準備中
準備中
準備中
準備中

2095V580
2277V236
2277V237
2277V239

IX-R7000 5年パック 引取修理
IX-R7000 4年パック 引取修理
IX-R7000 3年パック 引取修理
IX-R7000 1年延長保証
PR-C101 5年間保守（プリントヘッド込）
PR-C101 4年間保守（プリントヘッド込）
PR-C101 3年間保守（プリントヘッド込）
PR-C101 1年間延長料金（プリントヘッド込）

171,000円
129,600円
87,300円
50,000円

代替機先送りによるセンドバック修理対応です。お問い合わせは専用のフリーダイヤル
を設けています。プリントヘッド、定期交換部品の費用も含まれます。延長パックの適用
は、ご購入後5年が最長です。サービスパックは無償保証期間1年を含みます。

■サービスパック

○

○

○

×

IX-R7000 PR-C101

○
○
○
○
○
×

○
○＊1

×
○＊2

○＊2

×

×

○

商品コード 備　考商品名 標準価格（税別）

3189C001

2095V572

IX-R7000

PR-C101

オープン価格

オープン価格

■本体

詳しくは
こちらへ

Y M C K K

Y M C K

Y M C K O

K O

K

※操作説明サービスをご用意しています。

代替機先送りによるセンドバック修理対応。プリントヘッド、定期消耗部品の費用は含ま
れません。延長パックの適用は、ご購入後5年が最長です。サービスパックは無償保証
期間1年を含みます。本体購入時に同時にご購入ください。
その他詳細はホームページをご確認ください。

［主な付属品］セットアップガイド、電源ケーブル、USBケーブル、プリンタードライバーCD、ローラークリーニング
カード（1枚）、排出スタッカー、ご購入製品の保証登録のお願い
※本体には、インクリボン、再転写フィルム、カードは付属しておりません。別途ご購入ください。　

［主な付属品］かんたん設置ガイド、操作ガイド、電源ケーブル（2m）、3P→2P変換コネクタ、USBケーブル（2m）、
プリンタードライバーCD、ローラークリーニングカード（1枚）、排出スタッカー、保証書
※本体には、インクリボン、カードは付属しておりません。別途ご購入ください。

※本プリンターの搬入設置にはユースウェアサービスをご利用ください。詳細は、キヤノンホームページをご確認ください。
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＊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。

プラスチックカードをはじめ、
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。

■ソフトウェア
商品名 標準価格（税別） 備考商品コード用途

■本体・オプション

CX-G6400

698,000円

標準価格（税別） 備考商品コード
（JANコード）

1749C001
（4560215251858）

商品名

ImageCreate SE 
（イメージクリエイトSE）

宛名用
ソフトウェア

名刺・カード用
ソフトウェア

名刺用
ソフトウェア

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、
運用管理までを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。
※ImageCreate SEは「ImageCreate DBL/II」のデザインファイルを読み込むことが可能ですが、完全互換ではないため、
読み込み時には制限があります。詳細は、カードプリンターホームページ（canon.jp/cardprinter）をご確認ください。

4849B001 39,800円

担当営業に
お問い合わせください

初心者や年配の方も安心してできる挨拶状デザイン。
宛名印刷も安心のはがき作成・住所録管理ソフトのベストセラー。

1,000名以上の企業でも名刺の内製化、受発注の効率化を実現できる高機能名刺制作システム。
BizCard Web（インターネット名刺受発注システム）との組み合わせにより、
Web to Printシステムを構築することも可能です。　
※BizCard Pro、BizCard Webの詳細はカードプリンターホームページ（canon.jp/cardprinter）をご確認ください。

※詳細は、株式会社筆まめホームページ（http://fudemame.net）をご確認ください。

インクタンク BJI-P411 BK
インクタンク BJI-P411 C
インクタンク BJI-P412 M
インクタンク BJI-P411 Y
インクタンク BJI-P211 BK（4P） 
インクタンク BJI-P211 C（4P） 
インクタンク BJI-P211 M（4P） 
インクタンク BJI-P211 Y（4P） 
インクタンク BJI-P211 BK（1P） 
インクタンク BJI-P211 C（1P） 
インクタンク BJI-P211 M（1P） 
インクタンク BJI-P211 Y（1P） 

商品名
4846B001
4845B001
9177B001
4843B001
9036B001
9035B001
9034B001
9033B001
9036B002
9035B002
9034B002
9033B002

8,500円
8,500円
8,500円
8,500円
11,600円
11,600円
11,600円
11,600円
3,500円
3,500円
3,500円
3,500円

商品コード 標準価格（税別） 備考 J ANコード

BizCard Pro Ver3 
名刺作成システム 標準版　
（株式会社エイシス製）

筆まめ
（株式会社筆まめ製）

■インクタンク

キヤノン カードプリンター価格表

カードプリンター

－ －

染料ブラック
染料シアン
染料マゼンタ
染料イエロー
染料ブラック  
染料シアン  
染料マゼンタ  
染料イエロー 
染料ブラック 
染料シアン
染料マゼンタ
染料イエロー

インク容量105ml＊1

インク容量105ml＊1

インク容量105ml＊1

インク容量105ml＊1

インク容量14.5ml＊1 4本入り/箱
インク容量14.5ml＊1 4本入り/箱
インク容量14.5ml＊1 4本入り/箱
インク容量14.5ml＊1 4本入り/箱
インク容量14.5ml＊1 1本入り/箱
インク容量14.5ml＊1 1本入り/箱
インク容量14.5ml＊1 1本入り/箱
インク容量14.5ml＊1 1本入り/箱

4560215250998
4560215250981
4560215251339
4560215250967
4560215251315
4560215251308
4560215251292
4560215251285
4560215251469
4560215251452
4560215251445
4560215251438

CX-G2400

（4560215251360）
9054B001

（4560215251612）
0574C001

398,000円

紙とプラスチックカード/ICカードに
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。

CX-G2400
本体標準価格 398,000円（税別）
排紙トレイRT-01（オプション）4,000円（税別）

カードプリンター

○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○

CX-G
6400

CX-G
2400

※その他のソフトウェアについては、カードプリンターホームページ（canon.jp/cardprinter）をご確認ください。

CX-G6400 CX-G2400

■外形寸法図

59
6m

m 41
0m

m

57
2m

m

46
4m

m

415mm

595mm

●正面  
※給紙トレイ、排紙トレイ全開時  

●上面  
※インクタンクドアオープン時  
※給紙トレイ、排紙トレイ全開時  

●正面  
※給紙トレイ全開時
※排紙トレイ装着時

●上面  
※インクタンクドアオープン時
※給紙トレイ全開時
※排紙トレイ装着時

排紙トレイRT-01

CX-G2400専用。積載容量 両面マットコート名刺  最大250枚。プラスチックカード厚口 最大50枚。
外形寸法：146（W）×95（D）×120（H）mm

4,000円

CX-G6400
本体標準価格 698,000円（税別）

［主な付属品］電源コード、初期動作用インクタンク（各105ml）、スタートガ
イド、プリンタードライバー／ユーザーズガイド（CD-ROM）、クイックガイド、
メンテナンスカートリッジ（本体に装着済み）、設置調整用紙（ハガキ両面
マットコート20枚）、ご購入製品の保証登録のお願い

［主な付属品］電源コード、初期動作用インクタンク（各14.5ml）、セットアップ
ガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー／ユーザーズガイド
（CD-ROM）、メンテナンスカートリッジ（本体に装着済み）、ご購入製品の保証
登録のお願い

※本プリンターの搬入設置には、ユースウェアサービス
をご利用ください。詳細はP.17「ユースウェアサービス」の
ページをご参照ください。※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P.17、18「保守サービス」のページをご参照
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。
※本体購入時に同梱しているインクタンクは初期動作用
です。本体と同時に、別途インクタンクのご購入をおすすめ
します。

627mm

391mm

457mm

568mm

27
9m

m

20
7m

m

18
0m

m
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用紙の種類

4,070円
4,950円
10,000円
10,000円
9,000円
9,000円

5,000円

キヤノン 名刺　片面マット　シルクホワイト
キヤノン 名刺　片面マット　シルクホワイト　徳用箱
キヤノン 名刺　両面マット　シルクホワイト
キヤノン 名刺　両面マット　シルクホワイト　徳用箱
キヤノン 名刺　両面マット　クリーム2
キヤノン 名刺　両面マット　クリーム2　徳用箱
キヤノン 名刺厚口　片面マット　シルクホワイト　
キヤノン 名刺厚口　両面マット　シルクホワイト
キヤノン 名刺厚口　両面マット　クリーム2
キヤノン 森林認証 名刺　両面マット　シルクホワイト
キヤノン 森林認証 名刺　両面マット　シルクホワイト　徳用箱
キヤノン 森林認証 名刺　両面マット　クリーム2
キヤノン 森林認証 名刺　両面マット　クリーム2　徳用箱
名刺　片面光沢2＊2

名刺　片面光沢 4＊2 

キヤノン 名刺　両面マットコート　グレー
キヤノン 名刺　両面マットコート　ベージュ
キヤノン 名刺　両面マットコート　ブルー
キヤノン 名刺　両面マットコート　ヤマブキ
キヤノン 名刺USサイズ2　両面マットコート　シルクホワイト
キヤノン カードサイズ　両面マットコート　シルクホワイト厚紙 
キヤノン カードサイズ　両面マットコート　特厚紙角丸
プラスチックカード厚口　ピュアホワイト　両面　角丸
プラスチックカード薄口　ピュアホワイト　両面　角丸
プラスチックカード大判　ピュアホワイト  両面  穴なし
プラスチックカード大判　ピュアホワイト  両面  穴あき＊6 

インクジェット対応ICカード FeliCa Lite-S版
シール紙　上紙マットコート　ホワイト角丸
シール紙　上紙光沢　ホワイト角丸

3254C001
3254C002
3255C001
3255C002
3255C003
3255C004
3256C001
3256C002
3256C003
3255C005
3255C006
3255C007
3255C008
6714B002
0869C002
3517A030
3517A032
3517A034
3517A043
3604V861
3256C004
1077B001
2858V428
2989V333 
3375V055
3567V531
3428V056
2764V891
2764V890

240μm
240μm
245μm
245μm
245μm
245μm
290μm
295μm
295μm
245μm
245μm
245μm
245μm
245μm
227μm
245μm
245μm
245μm
245μm
245μm
295μm
760μm
－
－
－
－
－
－
－

220g/㎡
220g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
260g/㎡
270g/㎡
270g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
 200g/㎡
188g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
265g/㎡
－
－
－
－
－
－
－
－

250枚×32包

250枚×32包

250枚×32包

森林認証紙
森林認証紙、250枚×32包
森林認証紙
森林認証紙、250枚×32包

サイズ：89mm×51mm
サイズ：85.6mm×54mm
サイズ：85.6mm×54mm
サイズ：85.6mm ×54mm ＊3　厚さ約0.7mm
サイズ：85.6mm ×54mm ＊3　厚さ約0.4mm
サイズ：140mm ×90mm 厚さ約0.7mm ＊3 最低発注単位5箱
サイズ：140mm ×88.9mm 厚さ約0.7mm ＊3 最低発注単位5箱
サイズ：85.6mm ×54mm ＊3　厚さ約0.72mm
上紙サイズ：84mm×52mm
上紙サイズ：84mm×52mm

1,590円
22,790円

1,850円
2,640円
2,640円
2,640円
35,450円
2,640円
35,450円
4,000円
5,000円
3,820円
3,820円
3,820円
3,820円
3,830円
3,500円
11,610円

3.18円
2.85円
－            
－            
－            
－            

3.70円
5.28円
5.28円
5.28円
4.43円
5.28円
4.43円
8.0円
10.0円
7.64円
7.64円
7.64円
7.64円
7.66円
7.0円
58.05円
－            
－            
－            
－            
－            
－            
－            

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
○
○
○
×
×
×
×
×
×

○

○

500枚
8,000枚
500枚
8,000枚
500枚
8,000枚
500枚
500枚
500枚
500枚
8,000枚
500枚
8,000枚
500枚
500枚
500枚
500枚
500枚
500枚
500枚
500枚
200枚
250枚
250枚
100枚
100枚
100枚　　　
500枚
500枚

商品名 商品
コード 入数 備考 1枚

単価
CX-G
6400

CX-G
2400用紙厚＊1 坪量＊1標準価格

（税別）

■用紙

名 刺

カード

プラスチック
カード

ICカード

シール紙

名刺用紙小箱
（1箱500枚）

名刺ケース

ハガキ　片面マットコート
ハガキ　両面マットコート
封筒　長形3号　ホワイト
封筒　洋長形3号　ホワイト
封筒　洋形4号　ホワイト
封筒　洋形2号　ホワイト

名刺ケース 白無地

カードプリンター用クリーニングシート

3518A005
3517A039
3519A015
3519A017
3519A016
3519A018

3501V479

2733V707

240μm
245μm
－
－
－
－

－

－

220g/㎡
230g/㎡
85g/㎡
85g/㎡
85g/㎡
85g/㎡

－

－

折返し部糊無し、サイズ：235×120mm ＊5

折返し部糊付き＊4、サイズ：235×120mm
折返し部糊付き＊4、サイズ：235×105mm
折返し部糊付き＊4、サイズ：162×114mm

名刺収納用小箱､標準名刺100枚収納可能
（厚口/厚紙/特厚名刺を除く）､組立式､紙製

約8.2円
約9.9円
10.0円
10.0円
9.0円
9.0円

10.0円

500枚
500枚
1,000枚
1,000枚
1,000枚
1,000枚

500枚

10枚

＊1 紙厚/坪量の記載数値は当社が定める規格内で誤差が生じる場合があります。  ＊2 光沢のある面（表）のみ印刷可能です。裏面には印刷できません。本用紙を使用する際は、カードプリンター
ホームページ（canon.jp/cardprinter）の取り扱い上の注意をご確認ください。  ＊3 30℃以上、湿度50%以上の環境で使用した場合には、給紙不良が発生する場合があります。商品の仕様上、使用
前の状態でこすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。  ＊4 封筒折返し部の糊は水溶性です。  ＊5 封かん部からの印字はできません。郵便枠を印字する場合は、印字位置をズラ
して印字してください。  ＊6 穴あき加工の仕様詳細は、カードプリンターホームページをご確認ください。  ※各名刺用紙商品には、名刺100枚につき1枚の名刺ケース（組立式／紙製）が付属して
います。（光沢名刺を除く）  ※当社指定用紙以外の用紙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。

ケース

ハガキ

封筒

※ 紙厚/坪量は当社が定める規格内で多少の誤差が生じる場合があります。

＊1 91.1～156.9mmには対応しておりません。

■プレプリントサービス／カスタムサイズ用紙の作成について
棚札

食札

［費用］

※3回以上の色校正を行う場合は、1色につき3,500円（税別）の費用がかかります。
※2回目以降の同じ版のリピートオーダーについては版下作成費用はかかりません。

●プレプリントサービス

［ 用紙種類 ］

［用紙サイズ］

［発注ロット］5,000枚～（※名刺サイズ換算）

［標準納期］
・プレプリント（リピートオーダー）：約2週間
・プレプリント（新規オーダー）：校正終了後、約2週間
・カスタムサイズ加工：約2週間
・カスタムサイズ加工＋プレプリント（リピートオーダー）：約3週間
・カスタムサイズ加工＋プレプリント（新規オーダー）：校正終了後、約3週間

［価格］担当営業にお問い合わせください。

●カスタムサイズ用紙の作成

版下作成費用
（2回の色校正料を含む）

印刷加工費用
（用紙代・送料を含む）

【注意事項】 
DICカラーなどインキの配合比率を指定する場合はインクジェット用紙の特性上、
印刷の再現性が異なることがあります。

定形サイズ以外に、ご使用になり
たい用紙サイズをカスタムで作成
することができます。棚札、食札、
定形外サイズのダイレクトメール
など、目的や用途に合わせたオリ
ジナルサイズを作成可能です。

社名、ロゴマーク、広告などをあらかじめ
用紙に印刷するサービスです。
ロゴマークの厳密な色再現などをご希望
の場合にお勧めします。

■メンテナンスカートリッジ

［プレプリントのメリット］
・高品位オフセット印刷により
  正確な特色印刷、ムラのない背景ベタ印刷が可能

＊1 交換目安：標準名刺サイズ約72,000枚（条件：印字密度7.5％/色、100枚×3job/日)、標準プラスチックカードサイズ約9,000枚（条件：印字密度7.5％/色、1枚×1jobにて100枚/日) ＊2 交換目安：標準名刺サイズ約35,000枚（条件：印字密度7.5％/色、
50枚×2job/日)、標準プラスチックカードサイズ約7,600枚（条件：印字密度7.5％/色、1枚×1jobにて20枚/日) ＊3 交換目安は、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。

マット紙
マット紙
環境対応紙
環境対応紙

用紙の種類
245μm
245μm
245μm
245μm

230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡
230g/㎡

用紙厚

CX-G2400CX-G6400

両面マット（シルクホワイト）
両面マット（クリーム）
森林認証 両面マット（シルクホワイト）
森林認証 両面マット（クリーム）

坪量

幅
長さ

85～120mm
49～300mm

51～58mm
81～91mm、157～172mm＊1

商品名 商品コード 標準価格（税別） 備考

メンテナンスカートリッジ
WT-X401 4847B001 ヘッドクリーニング等のメンテナ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。＊1 ＊3
4,000円

メンテナンスカートリッジ
WT-X201 9756B001

ヘッドクリーニング等のメンテナ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。＊2 ＊32,300円

J A Nコード

4560215251087

4560215251384

○ ×

× ○

CX-G
6400

CX-G
2400

プレプリントサービス／カスタムサイズ用紙作成の共通条件

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

オープン価格
オープン価格
オープン価格
オープン価格

その他 オープン価格 －
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本体および一部のオプションで、搬入及び設置作業を行う場合、ユースウェア料が必要になります。
（以下の料金は、キヤノンマーケティングジャパン株式会社におけるユースウェア料になりますので、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）

搬入設置ユースウェアサービス

CX-G6400

CX-G2400

608ZZ276

608ZZ276

商品コード 標準価格（税別）

搬入手配料
商品名

本体

本体

■ユースウェアサービス

・搬入手配料：ご指定場所への配送と配置（空き箱引取り含む）の料金で、同時に手配されるオプション品も含みます。ただし、時間のご指定、特殊作業（階段作業、クレーン作業、営業時間外作業）、
　　　　　　　離島および離島に準ずる遠隔地への設置等には、別途所定の料金が必要です。また、これらはお受けできない場合があります。
・配送料　　：ご指定場所の軒先までの宅配料です。配置や空き箱の引取りなどは行いません。
・搬出撤去費：使用済商品を設置場所から回収車両への積載場所まで搬出、移動させる作業費となります。費用は質量に応じ設定されています。
・設置作業料：お客さま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。（ソフト的な設定に関しては別途料金が必要になります）
・訪問料　　：カスタマーエンジニア１名がお客さま指定の場所に訪問するときにかかる料金です。設置作業、増設加工作業、操作指導にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。
　　　　　　　訪問料は、サービス拠点から片道30kmもしくは1時間以内（法定速度の普通自動車もしくは既存の交通機関を利用した場合）であり、これを超える場合には、遠隔地料金として15kmもしくは
　　　　　　　30分毎に10,000円を加算致します。また、訪問場所が離島の場合及び宿泊を伴なう場合には、別途実費を申し受けます。

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）

配送料 設置作業料 訪問料

26,000円

26,000円

600ZZ512

600ZZ511

5,500円

2,200円

012ZZ527

012ZZ540

15,000円

2,500円

012ZZ563

012ZZ563

10,000円

10,000円

導入ユースウェアサービス

プリンタ－ドライバーインストールサービス

ネットワーク設定サービス

専用ソフトウェアインストールサービス

訪問料（プリンター導入ユースウェア専用）

012ZZ984

012ZZ983

012ZZ984

商品コード 備考
2,500円

5,000円

2,500円

プリンタードライバーのPCへのインストール（別途訪問料が必要です）

プリンターをネットワーク環境で使用いただくための設定作業。
プリンタードライバーのインストールも含みます。（別途訪問料が必要です）

対象：ImageCreate SEのPCへのインストール（別途訪問料が必要です）

訪問料（操作指導ユースウェア専用） 075ZZ507

135ZZ952

10,000円

10,000円

ImageCreate SEの操作説明サービス時の訪問料です。

インストール作業、ネットワーク設定作業にはカスタマーエンジニアの訪問が必要です。
10,000円/1人/1訪問（本体設置作業者と、インストール・ネットワーク設定作業者が同一の
場合は、本体設置と同時の場合、訪問料金は無償です）

作業名称

プリンター導入
ユースウェア

操作指導ユースウェア

標準価格（税別）

カードプリンター用名刺カード作成サービス

名刺デザイン作成基本サービス
（清刷原稿） 765ZZ422

765ZZ423

765ZZ424

765ZZ425

765ZZ426

765ZZ427

765ZZ428

765ZZ429

765ZZ430

商品コード 備考

11,000円

19,000円

9,500円

9,000円

13,000円

9,500円

4,000円

10,000円

10,000円

ImageCreate SEを使用して名刺デザイン（片面）を作成します。
ロゴ2点までの制作を含みます。印刷用の清刷原稿をご用意ください。

作業名称 標準価格（税別）

名刺デザイン作成基本サービス
（名刺原稿）

ImageCreate SEを使用して名刺デザイン（片面）を作成します。
ロゴ2点までの制作を含みます。名刺現品原稿をご用意ください。

ImageCreate SE操作説明サービス 385ZZ334 31,000円

ImageCreate SEの操作説明サービス。別途訪問料が必要です。テキストに従って
ImageCreate SEでサンプルデータを作成しながら、基本操作と出力までをご説明します。
※お客さまデータの作成や、差込データ（Excelデータ等）の作成、名刺デザイン作成、ロゴの色味調整、
トラブルシューティングは行いません。※訪問日程に関しては別途、事前の調整が必要となります。

名刺デザイン作成基本サービス
（デジタル原稿）

ImageCreate SEを使用して名刺デザイン（片面）を作成します。
ロゴ2点までの制作を含みます。印刷用のデジタルロゴデータをご用意ください。

追加ロゴ作成（清刷原稿） 基本サービス（清刷原稿）に、3点目以降のロゴを制作する場合の追加サービスです。
ロゴ1点を追加制作します。

追加ロゴ作成（名刺原稿） 基本サービス（名刺原稿）に、3点目以降のロゴを制作する場合の追加サービスです。
ロゴ1点を追加制作します。

追加ロゴ作成（デジタル原稿） 基本サービス（デジタル原稿）に、3点目以降のロゴを制作する場合の追加サービスです。
ロゴ1点を追加制作します。

追加デザイン作成
基本サービスに、別デザイン（名刺の裏面など）を作成する場合の追加サービスです。
ロゴの制作は含みません。

ロゴ作成 名刺現品原稿からロゴを単独で1点制作するサービスです。
ImageCreate SEへの配置は含みません。

色調整
プリンターの機種を変更した場合のロゴの色調整や、作成済みのImageCreateデータの再度の色調整を行います。
また、ImageCreate Ⅱ/DBLのデータをImageCreate SEに変換したい場合にもご利用いただけます。

搬入手配料 設置作業料 訪問料 その他 設置に伴うユースウェア料
26,000円

（CX-G6400搬入手配料）
＋ ＋ ＋ ＝15,000円

（CX-G6400設置作業料）
10,000円

（訪問料×1人）
2,500円

（ドライバーインストール×1）
53,500円

（ユースウェア料総額）

〈例〉CX-G6400を購入し、1台のPCにプリンタードライバーのインストールを行った場合のユースウェア料

配送料 設置作業料 訪問料 その他 設置に伴うユースウェア料
2,200円

（CX-G2400配送料）
＋ ＋ ＋ ＝2,500円

（CX-G2400設置作業料）
10,000円

（訪問料×1人）
2,500円

（ドライバーインストール×1）
17,200円

（ユースウェア料総額）

〈例〉CX-G2400を購入し、1台のPCにプリンタードライバーのインストールを行った場合のユースウェア料

どちらか選択

■保守サービス

1年 2年 3年 4年 5年

保証期間

キヤノンサービスパック
（CSP）

キヤノン・ケア・ギャランティ
（CCG）

＊

1年間

CSP3年

CSP4年

CSP5年

無償

有償

有償

無償保証
期間

安心の
サポート体制

＊CCGは、5年経過後も、補修用性能部品の保有
期間を迎える前年までは契約締結が可能です。

CSP保証延長1年
（有償）

CSP保証延長1年
（有償）

CSP保証延長1年
（有償）

CSP保証延長1年
（有償）

CSP保証延長1年
（有償）

CSP保証延長1年
（有償）

CSP保証延長1年
（有償）

1年間 1年間 1年間 1年間 1年間

5
年
経
過
後
は

ス
ポ
ッ
ト
修
理
、

ま
た
は
C
C
G
契
約
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※キヤノン製オプションの無償保証期
間は接続されたプリンター本体の無
償保証期間に準じます。

CSPは最長5年

※標準価格に消費税は含まれておりません。
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※無償保証期間中に下記定期消耗部品の交換目安を超えた場合、サービス実施店よりお客さまへ部品代を請求させてい
ただきます。但し、交換時の訪問料、技術料（簡易点検料）は無償保証の対象となります。
※無償保証期間中に耐久を超えた本体の使用による故障・損傷および障害は有償修理となります。
※無償保証の対応となる修理に関しては、保証書に記載の内容に準じます。
＊1 次のメッセージが出た場合は点検をご依頼ください。（本体設置日より5 年間は無償保証となります）
"クリーニングが多発していますのでヘッド点検が必要です。ヘッド点検を依頼してください "
ただし、このメッセージ以外の修理に関しては、お客さまの要請に応じて、スポットサービスの内容に準じて修理いたします。

CCG および CSPの保守期間中にプリントヘッドの交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへ
プリントヘッド代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料（簡易点検料）は保守の対象となります。
＊1 交換目安120万枚の印刷条件：標準名刺サイズ・印字密度 7.5%を１枚として算出
　　印字密度100%の場合（ベタ画像等）、理論上の交換目安は16万枚となります。

※本体耐久を超えてからのCCGの締結はできません。
※CCGは、契約型の保守サービス商品です。修理の際の訪問料、技術料、部品代が含まれているため、
お客さまは安定した運用と予算化が図れます。基本は1年契約で年額払いですが、月額払いや、点検の追加、
時間外対応など、お客さまのご要望に応じたサービス内容でカスタマイズ契約が可能です。
※プリントヘッド別契約において、保守期間中にプリントヘッドの交換作業が発生した場合は、サービス実施店よりお客さまへプリントヘッド代金を請求させていただきます。但し、交換時の訪問料、技術料（簡易点検料）は保守の対象となります。

※1年保証延長は、無償保証期間後にCSPを付ける場合、無償保証期間が終了する3ケ月前から終了日までにご購入ください。3年、4年パックの保守期間経過後にCSPを付ける場合、3年、4年パックの保守期間が終了する3ケ月前から保守
終了日までにご購入ください。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。※CSP（3年間／4年間／5年間パック）の新規登録は、本体の購入後速やかに行ってください。CSP（3年間／4年間／5年
間パック）は、対象製品と同時にご購入ください。

※CSP、CCGに関わらず、以下の料金は含まれません。別途指定の料金をお客さまにご請求させていただきます。
1.本体およびオプション類のユースウェアサービスにかかる料金 2.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 3.消耗品（用紙、インクタンク、メンテナンスカートリッジ）、プリントヘッド（CX-G6400のみ）、オプション・ソフト
ウェアの代金 4.キヤノン製以外の外付けオプションの修理・交換にかかる部品料金 5.ご登録いただいた対象製品の設置場所が、最寄りの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）の所在地から30kmまたは法定速度走行のサー
ビスカーもしくは公共交通機関（船舶および航空機は除く）を利用して1時間の範囲を超える場合の移動費用。 6.対象製品の設置場所に関係なく、船舶、航空機を使用する場合の移動費用実費、宿泊が伴う場合の宿泊費実費。

※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、製品の製造打切り後7年間です。
※訪問料は、サービス拠点より片道30km以内もしくは１時間以内であり、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円が加算されます。
※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、訪問料を請求
させていただきます。
※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を請求させていただきます。
※スポットサービス実施後同一ヶ所の故障は1ヶ月保証となります。

部品名 交換目安（印字密度7.5%）

本体設置日より1年間＊１

15,000円
7,000円

期間
保証対象
サービス形態

保証書記載事項の合致する本体
訪問修理方式

保証期間内であれば、修理代金を無償で対応いたします。

訪問料（税別）
技術料（税別）
簡易点検料（税別）
部品代

12,000円

実費

お客さまの要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を行うサービスです。

プリントヘッド（1色あたり） ～120万枚＊１

［CX-G6400　CCG／CSP保守期間中におけるプリントヘッド別契約について］

安定した運用稼働をサポートする契約型の年間保守サービスです。

複数年の製品サポートをパッケージ化した保守サービスです。

無償保証

41,000円

90,000円（年額）プリントヘッド別 CCG
1万枚/月を超える場合は別途お問い合わせください注意事項

料金（税別）

サービス内容 故障時の訪問保守サービス

故障時の訪問保守サービス

CX-G6400

注意事項 1万枚/月を超える場合は別途お問い合わせください

料金（税別）
5,000枚/月以下 75,600円（年額）
5,000枚超～7,500枚/月以下 111,600円（年額）
7,500枚超～10,000枚/月以下 147,600円（年額）

サービス内容

CX-G2400 （プリントモジュール込み）

商品コード（JANコード） 標準価格（税別）
148,000円7950AA05（4957792128022）3年パック訪問修理（プリントヘッド別）
219,000円7950AA06（4957792128039）4年パック訪問修理（プリントヘッド別）

5年パック訪問修理（プリントヘッド別）
1年保証延長（プリントヘッド別）

部品名 交換目安 標準価格（税別）部品名 交換目安 標準価格（税別）
プリントヘッド（1色あたり）
パージユニット
ブレードクリーナー
給紙ローラー
斜送ローラー
搬送ローラー
補助パッド

～120万枚＊１

　  45万枚＊2

　  45万枚＊2

　  60万枚＊2＊3

　  60万枚＊2＊3

　  60万枚＊2＊3

　  12万枚＊2＊3

41,000円
34,700円
 5,095円
 1,725円
3,460円
  8,145円
  5,655円  

プリントモジュール
分離ユニット
ピックアップローラー

 ～50万枚＊１

18万枚＊2

18万枚＊2

148,000円
6,240円
 3,255円

［定期消耗部品の交換目安と価格］

＊1 交換目安120万枚の印刷条件：標準名刺サイズ・印字密度7.5%を1枚として算出。印字密度100%の場合（ベ
タ画像等）、理論上の交換目安は16万枚となります。＊2 印刷条件：標準名刺サイズを1枚として算出。＊3 プラ
スチックカードを印刷した際の部品交換目安は3分の1になります。
※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。※交換目安は、使用する用紙
サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。※パージユニッ
ト、ブレードクリーナーが交換目安に達した場合は、交換を促すメッセージがパソコン上に表示され、サービスマ
ンが交換作業するまで印刷ができなくなります。※プリントヘッドが交換目安に達した場合は、交換を促すメッ
セージがパソコン上に表示されます。継続して印刷は可能ですが、速やかにカスタマーエンジニアによる交換作
業を行なってください。（給紙ローラー、斜送ローラー、搬送ローラー、補助パッドに関しては交換を促すメッセー
ジは表示されません）

＊1 交換目安 50 万枚の印刷条件：標準名刺サイズ・印字密度 7.5％を 1 枚として算出。プリントモジュール
には、4 色のプリントヘッドを含みます。＊2 印刷条件：標準名刺サイズを1枚として算出。
※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。※交換目安は、使用する
用紙サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。

＊1 定期消耗部品を除いた場合の本体耐久。本体耐久は参考値であり、出力環境により異なる場合があります。
［本体耐久］

CX-G6400

紙：150万枚（標準名刺サイズ）、プラスチックカード：50万枚（プリントヘッドを除く）＊１

＊1 定期消耗部品を除いた場合の本体耐久。本体耐久は参考値であり、出力環境により異なる場合があります。
［本体耐久］

CX-G2400

紙：50万枚（標準名刺サイズ）、プラスチックカード：50万枚（プリントモジュールを除く）＊１ 

※お客さまによる交換はできません。カスタマーエンジニアによる交換となります。　※交換目安は、使用する用紙サイズや用紙の種類、またお客さまの使い方によっては早く交換が必要となる場合があります。
※プリントヘッドが交換目安に達した場合は、交換を促すメッセージがパソコン上に表示されます。継続して印刷は可能ですが、速やかにカスタマーエンジニアによる交換作業を行ってください。 

スポットサービス

年間保守契約『キヤノン・ケア・ギャランティ＜CCG＞』

複数年サポートパック『キヤノンサービスパック＜CSP＞』

CX-G6400
商品名 商品コード（JANコード） 標準価格（税別）

124,000円7950A834（4957792109502）3年パック訪問修理（プリントモジュール込み）
183,000円7950A835（4957792109519）
240,000円7950A836（4957792109526）
63,000円7950A837（4957792109533）

4年パック訪問修理（プリントモジュール込み）
5年パック訪問修理（プリントモジュール込み）
1年保証延長（プリントモジュール込み）

CX-G2400
商品名

CX-G6400・CX-G2400共通

※CSP（3年間／4年間／5年間／保証延長）の有効期間中であっても、本体耐久を超えた時点で、CSPの保証は
終了いたします。残期間分の返金はございません。

※CSP（3年間／4年間／5年間／保証延長）の有効期間中であっても、本体耐久を超えた時点で、CSPの保証は
終了いたします。残期間分の返金はございません。

288,000円
75,000円

7950AA07（4957792128046）
7950AA08（4957792128053）

標準価格（税別）
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【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、2022年4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。詳細はユースウェアサービスのページをご参
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。詳細は保守サービスのページをご参照ください。●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。●本プリンター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

＊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 フチなし印刷には対応しておりません。 ＊6 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。 ＊7 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P16をご確認いただき担当営業
にお問い合わせください。 ＊8 用紙厚0.245mm以下の場合。 ＊9 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。 ＊10 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

インクタンク

解像度

プリントヘッドノズル数

印刷スピード

ファーストプリント

最大印刷可能領域

印刷余白＊5

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

稼動音

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

各色105ml（染料・各色独立型）＊1

BK／C／M／Y×各5,097ノズル（有効印字ノズル数）　計20,388ノズル

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

10秒以下 ※標準名刺サイズ

幅：107.8mm×長さ：297mm

先端：1.5mm、後端：1.5mm、左右：2.0mm＊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）

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＊7

名刺／ハガキ：500枚＊8、封筒：100枚＊8、
プラスチックカード／ICカード：100枚

名刺／ハガキ：500枚＊8、封筒：100枚＊8、
プラスチックカード／ICカード：100枚

Windows 10／8.1／7（32bit／64bit）
Windows Server 2016／2012／2008R2（64bit） ※動作確認

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）＊10

各色14.5ml（染料・各色独立型）＊1

BK／C／M／Y×各2,766ノズル（有効印字ノズル数）　計11,064ノズル

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

7秒以下 ※標準名刺サイズ、ファーストプリント優先モード時。

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）

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＊7

名刺：250枚＊8、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＊8  ※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 

Windows 10／8.1／7（32bit／64bit）
Windows Server 2016／2012／2008R2（64bit） ※動作確認

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）＊10

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

約58dB（A）以下

1年間（訪問修理）

VCCIクラスB、RoHS対応＊9

温度：15℃～30℃、湿度：10％～80％（ただし結露なきこと）

00531815

●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）
※海外からご利用の方、または0570から始まる電話番号をご利用いただけない方は03-6634-4412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。

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 2022年4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

0570-08-0064




