


それは、空想の世界の美しさではありません。

瞬間のインパクト。 繊細なグラデーション。

デジタルデバイスの浸透で、誰もが「色の力」を理解し始めた今、

キヤノンの描写力、色再現性も、また一つ上の高みへと到達しました。

imagePRESS C60。

色への飽くなきこだわりの歴史が生んだ

キヤノン史上最高レベルの印刷クオリティーを

さあ、あなたのビジネスの味方に。

色を極めたプロフェッショナルがつくると、プリンターはこうなります。 
imagePRESS C60登場。

その美しさは、幻ではない。

01 写真は「アウトプットトレイ・A1」、「マルチカラーイメージリーダーユニット・H1」、「手差し給紙ユニット・B1」を装着したものです。

連続プリント速度：60ppm
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パソコンやタブレットなど、

日々 進化し続けるデジタルデバイスの画像技術。

ディスプレイに映し出されたリアルな輝きを 

極限まで忠実に再現するスキルが、

プリンターには求められています。

「ディスプレイに映し出された色味や質感を、
　　　　　ありのままカンプ上に再現したい」



マットコート紙にも対応した柔軟なグロスコントロール

用紙の質感にマッチした光沢を再現するグロスコントロール機能を搭載しています。
普通紙や上質紙、コート紙などに適した自然な光沢を再現できるだけでなく、マット
コート紙にも合うようにグロス感を抑えた出力ができます。

グラフィックに最適な

170dot

写真に最適な

170dot

テキストに最適な

230dot

出力イメージに適した組み合わせを選べる多彩なスクリーン

様々なスクリーンの中から出力物に合った２種類のスクリーンを選択できます。
安定性に優れたラインのほか、ジャギーが目立ちやすいテキストやグラフィックに
適したドットを組み合わせることで高画質な出力が可能です。

世界初・32本の赤色マルチレーザーを照射する「R-VCSELテクノロジー」を採用。
赤外よりも波長の短い赤色レーザーを使用することで、より小さいスポット径を
実現し、高精細な出力が可能になりました。また、斜行補正や直角補正のほか、
台形補正を行うことで正確な描画が可能です。

新設計カラーテーブルによる豊かな色彩表現

新開発CVトナーと新設計カラーテーブル
採用により、広色域での出力を実現。深み
のある高濃度な出力から、低濃度での
やわらかい表現まで、新設計のカラー
テーブルがエンジン性能をコントロールし、
より滑らかな階調性と立体感のある豊かな
印刷を可能にしました。

コート紙と非コート紙の色味再現を近づけるカラー調整機能

CMYKの濃度を調整するカラー調整機能を、非コート紙とコート紙の用紙ごとに
設定でき、各用紙によって異なる階調性やグレーバランスを考慮した色合わせ
が容易に行えます。高濃度、中濃度、低濃度で細かい設定ができるため精度の
高い色味再現が可能です。

非コート紙 コート紙

色変換の誤差を軽減するデバイスリンクプロファイル

ソースプロファイルと出力プロファイルに関連づけて設定できるデバイスリンク
プロファイルに対応しています。入力したRGBやCMYKをLab値に変換せずに
出力用CMYKに直接変換するため、演算誤差の少ない高精度な色処理が
行えます。

高い色再現や最適な光沢感を実現するCVトナー

CVトナーは、色材の分散状態を微細に保ちながら
溶融特性を最適化することにより、オフセット印刷
に迫る高い色再現や多様なメディアに応じた最適な
光沢感を実現しました。

コート紙

普通紙

■赤色VCSEL優位性

マットコート紙

High Quality

□

赤色VCSEL赤外VCSEL

130dot 140dot 170line 170dot 210dot 230dot 誤差拡散

■色域比較イメージ

世界初32本の赤色マルチレーザーが彩る高精細な2400dpi

※R-VCSEL はソニー株式会社との共同開発

32本の赤色マルチレーザー
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imagePRESSの色域
Japan Colorの色域



特に繊細なカラー表現が要求される、化粧品、アパレルなどのカタログやDM。

刷るたびに色味にばらつきが出るようでは、ビジネスになりません。

色ムラを抑え、常に正確な商品イメージを表現できるマシンの導入が望まれます。

「気温や温度の変化による色ムラを抑えて、
　　　　　常に正確な商品イメージを伝えたい」

c
o
n
s
er

va
tio

n

Devel
op

me
nt

T
r
a
n
scription

Fixing

トナーが滞らず円滑に流れるため、
常にクリーンなトナーを供給。

トナーを常に安定供給するVF（Vertical Flow）現像

現像器内にトナー滞留を引き起こさ
ない構造を採用することで安定した
トナー供給を実現しました。濃度や
画質の安定性向上につながります。

Stability

＊マルチカラーイメージリーダユニット・H1が必要です。

※マルチカラーイメージリーダユニット・H1を使用する場合。

版ずれによって発生する色の境目の
白抜けを自動または任意の幅で緩和
できるトラッピング機能を搭載しています。
補正によって最終出力イメージをリアル
に再現します。 トラッピング補正前 トラッピング補正後

色の境目の白抜けを高精度に補正するトラッピング機能

繊繊 繊

面内ムラを抑えるテストチャートの高精度な自動階調補正

CMYKトナーの濃度バランスの状態を整えるための
キャリブレーションとして、面内ムラの補正に有効な
テストチャートを採用しています。主走査方向だけ
でなく、用紙面内の一様性にもこだわった
均一な自動階調補正が行えるため、
安定した高品質な印刷が行えます。※

混色をバランスよく補正する自動色調補正機能

CMYKトナーを単色ごとではなく、
複数のトナーを組み合わせた
混色をバランスよく補正する
自動色調補正機能を搭載
しています。従来の階調補正
ではできなかった多次色の変動を
補正することで、広範囲な色域に
おいて優れた色味の再現を可能
にしました。

優れた表面性と耐熱性で劣化を極限まで抑える次世代CVトナー

トナーの表面特性を改良し耐久性を大幅に向上させた
ことで、高品質かつ安定した色味で大量印刷が可能に
なりました。転写性にも優れ、さまざまなメディアにおいて
ガサツキを軽減し、高品質な色味再現を維持します。

色味安定性を高めるエアフローと冷却ダクト機構

現像器回りの温度上昇が要因となる色味変動を抑えるため、
エアフローによる冷却風と冷却ダクトを装備しました。この排熱
効果によって現像器
周辺を低温度に維持
すると同時に、熱による
現像剤やトナーの劣
化も防止することで、
優れた色味安定性を
実現します。

CMYK各色のグラデーションをランダムに
配置したことで、ムラのない補正を実現。

CVトナー

Stability

冷却風

排熱

単色ごとの補正では対応しきれない
エリアまで、幅広い色域を補正。

保全

現像
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ハイクオリティーな機器は、何かと難しい設定や調整が必要なもの。

表裏のズレや色の境目の白抜けなどを自動補正し、

速やかに高品質なプリントが実現できればより理想的です。   

「なるべく手間をかけずに、

　　　　　速やかに高品質なプリントを実現したい」

c
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Fixing

逆回転

プレレジストローラーCIS（横レジ検知センサ）

TITLE

高生産性を維持するIH技術とベルト冷却機能

Induction Heating（IH）技術によって予熱をせずに定着ベルトを瞬時に高温に
することを可能にしたほか、大幅に消費電力を削減しました。冷却ファン・ダクトに
よるベルト冷却効果で定着温度の安定化も実現し、メディア混載時にも高い
生産性を誇ります。

IH冷却

冷却ファン・ダクトの効果
でベルトを一気に冷却。

IHによって予熱をせずに
ベルトを一気に加熱。

新定着ベルト「Advanced-TBF」を採用

熱伝導率の高い上下２本のツイン定着ベルト「Advanced-TBF」を採用し、
優れた定着性を実現しました。ローラー定着に比べて搬送時の圧力を抑え、
用紙のカールや波打ちの発生も軽減しています。高性能な用紙搬送・定着
技術によって高品質な仕上がりをサポートします。

定着時の圧力を抑えたことで、
用紙のカールや波打ちを低減。

用紙搬送時の斜行をローラーの逆回転で補正するほか、センサーによる左端
レジ補正機構を搭載しました。省スペースでありながら精度の高い表裏見当を
実現しています。

Stability

レジストローラー

高精度な紙位置制御を実現する
新レジストレーション技術

転写ベルト上に配置されたCMYの紙間パッチ濃度を測色し、
理想濃度とのズレを補正します。各色5階調のパッチを採用
することで低濃度域から高濃度域まで正確な補正を行い、
安定した色味の再現を実現しています。

連続出力時も高い補正効果を発揮する
Multi-D.A.T.

※

定着

転写

※Multi-Density Adjustment Technology

パッチを読み込んで補正し、
色味変動を抑制。
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用紙対応の幅をさらに広げる弾性素材のITBベルト用紙対応の幅をさらに広げる弾性素材のITBベルト

弾性素材のITBベルトを採用し、凹凸のあるエンボス紙や再生紙などの印刷にも
高品位な出力が可能です。さまざまな表面のメディアでも文字画像の中抜けを
防止し、高いトナー転写性を実現しました。

透明フィルムや各種封筒も利用できる柔軟な用紙対応力透明フィルムや各種封筒も利用できる柔軟な用紙対応力

透明フィルム※、封筒や郵便はがきなどにも対応し、いずれも手差しおよび本体
カセット給紙が可能です。優れた用紙対応力で、多彩なサイズの印刷にフレキ
シブルに対応します。

幅広いドキュメント制作を実現するA3ノビ対応の広印字領域幅広いドキュメント制作を実現するA3ノビ対応の広印字領域

洋形長3号

Monarch

DLC5#10

6×9
9×12

10×13

長形3号
4面はがき往復はがき

透明フィルム
はがき

角形2号

最大印字領域は323mm×479.7mm※まで対応。ソフトウェアなどで自動的に
設定されるトンボをA3までフル印字して出力できる広印字領域を誇ります。幅広
いサイズに対応することでオフ
セットと同等のドキュメント制作を
実現しています。

※最大印字保証領域は313×466.6mm

エンボス紙や透明フィルムなど特殊な用紙への対応力は、

商品パッケージ、パンフレットなどのプレゼンテーション時にも効果的です。

完成度の高いサンプルの提案により、説得力がまるで違ってくるのです。

323mm

479.7mm

323mm

エンボス紙や再生紙など、表面に空間や凹凸のある
用紙にもしっかり転写。

「完成度の高いサンプルで、プレゼンテーション力をアップしたい」

普通紙や厚紙などの「基本用紙」、用紙銘柄ごとに最適なプロセス条件が登録
された「用紙データベース」、ユーザーが登録する「ユーザー設定用紙」の3種類
の用紙設定システムを搭載しました。用紙ごとに最適なエンジンプロセスを図り、
各用紙が持つ特性を活かした出力が可能です。

Flexibility

※鏡像で出力を行う必要があります。半透明フィルムは非サポートです。

用紙へのこだわりに応える豊富な用紙銘柄対応用紙へのこだわりに応える豊富な用紙銘柄対応

プリセット ユーザー設定用紙

基本用紙

評価済みの
銘柄に対応した

用紙
データベース

読み込む

各用紙が持つ特性を活かして出力

・「名称」「カール補正量」「光沢」
  の調整などの属性を定義する
  ことが可能

・最大200個登録可能
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用途に応じたPDFを書き出すPDF生成

高圧縮PDFや暗号化PDFはもちろん、長期保存に適した「PDF/A-1b」や
Adobe® Reader（V7以降）で注釈の追加、修正といった簡単な編集ができる
「Reader Extensions」※など、ドキュメント活用の幅を広げる多様なPDFを生成できます。

クライアントからの赤字をスキャンしてスタッフ間で共有したい場合など、

離れた場所にいても安全に一斉送信できるしくみがあると便利です。

関係者がいち早く同じイメージを共有することで、次への対応力が変わります。

「スタッフ間で、いち早く安全に同じイメージを共有したい」

●スリープ時の低消費電力（1W ）によりオフィスの省エネルギーに貢献。
●エコマークや国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法に適合。
●6種類の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS指令」に対応。
●お客様が手を触れる本体のボタン類に、日本バイオプラスチック協会が
　認定したバイオマスプラスチックを採用。

カラーユニバーサルデザイン
色覚の個人差を問わず利用する人の視認性に配慮した製品を認定する「カラーユニバーサルデザイン
CUDO（NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構が運営）」を取得しています。

世界水準の基準で貢献する環境対応

バイオマスプラスチックの採用やRoHS指令、グリーン購入法、エコマーク、国際
エネルギープログラムといった各種環境基準に適合しています。

●imagePRESS C60で対応するPDF

＊1「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要です。
＊2「ユーザー署名＆タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。

■ 高圧縮PDF
スキャンする文書のデータ容量を約1/10まで
圧縮。ネットワークやサーバーへの負担を軽減
しながら、ネットワーク上での情報活用を促進
します。

■ ウェブ表示用に最適化されたPDF
ウェブ上のPDFを、ダウンロードしたページか
ら順次閲覧できるように最適化されたPDF。ス
キャンデータをウェブで配布する際などに便
利です。

■LiveCycleTM 
　Rights Management ES
アクセス制御サーバーAdobe®「LiveCycle™ 
Rights Management ES」と連携。生成した
PDFファイルのセキュリティーを高められます。

■ サーチャブルPDF＊1

スキャン時にOCR処理を行い、生成する
PDFにテキスト情報を付加。情報検索を効率
化し、ドキュメントの有効活用を促進します。

■ 暗号化PDF
ファイルを開封する際にパスワードの入力が
必要となるPDFです。第三者による不正閲覧
を抑止し、情報の機密性を高めます。

■ 他にも便利なPDFに対応
文字の読みやすさ・図形の美しさを高める「ア
ウトラインPDF」＊1、文書の原本性を確保する
「電子署名PDF」＊2など、幅広いPDF生成を
サポートします。

紙文書を効率よく再利用できる「Office Open XML対応※」

スキャン時にOCR処理でテキスト
情報を付加し、手軽にPowerPoint
形式に変換。図形データのアウト
ライン処理も行います。紙文書データを
入力・編集する手間を大幅に軽減
し、再利用を促進します。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が
　必要です。

PowerPointスキャン

紙文書

ppt

アウトライン処理

OCR処理でテキスト化

不正アクセスを抑止する「MAC&IPアドレスブロック」

不正アクセスを抑止したり、機器の使用を制限するため、ネットワークへの接続を
MACアドレスやIPアドレスで制限したり、許可することができます。

※オプションの「HDDデータ暗号化/ミラーリングキット・C8」が必要です。

本体内のデータを守秘する「HDDロック」「HDDデータ暗号化」

標準搭載した「HDDロック」機能でお客様に意識させる事なく、常にデータ保護を
行います。またオプション※装着により、セキュリティー機能の評価的制度を保証
するISO15408（コモンクライテリア）認証（EAL3）を取得したCanonMFP 
Security Chip  2.01を搭載。HDDに格納されたデータを暗号化することで、
万一の盗難などによる情報漏えいリスクを低減します。

データ改ざんを抑止する「IPSec/IEEE802.1X」

暗号技術によりデータ改ざんを抑止するプロトコルIPSec、高レベルのユーザー
認証方式が利用できるIEEE802.1X（RADIUS）認証に対応。ネットワーク通信
におけるセキュリティーを高めます。

ジョブデータ

管理情報

実際の
データ

0100011001001
1010001010101
0111011011111
1010111110110

実際の
データ

実際の
データ

管理情報

管理情報

残存データ
自動消去
OFFの場合

残存データ
自動消去
ONの場合

出力後に
管理情報
のみを消去

出力毎に0データ
またはランダム
データを上書き

実際のデータは
ハードディスクに
残っている

残存する
ジョブデータを
消去します

実際の
データ

●ジョブデータの削除

本体内に残るデータを消去する「残存データ自動消去」

コピーやプリントなどを行うと、一時的にハードディスク内に原稿のデジタルデータが
生成されます。このデータを、ジョブ終了と同時に上書き消去することができます。

Usability

Environment

Security

プリントパスワード設定

PASS ＊＊＊＊

情報漏えいを防止する「セキュアプリント」

プリンタードライバーからパスワードを設定しジョブを送信することで、自動印刷に
よる情報漏えいを防止します。本体でパスワードを入力した時のみ受信済み
ジョブを印刷するため、機密文書などの印刷に有効です。

06117032

※「データ消去キット・C1」が必要です。

※「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要です。
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Server
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Color Control Job Management

Workflow

DICやJapan Color、JMPAなど豊富なプロファイル選択が可能。●

カラーテーブルを使った簡単な操作で、
特色の設定や調整を行う「スポットカラー編集」

●

オブジェクトごとにシャープネスやコントラスト、
明るさやRGBカラーを調整できる
「Image Enhance Visual Editor」

●

あらかじめ印刷設定したフォルダーにファイルをドラッグ&ドロップするだけで、
自動的に印刷する「Hot Folders ver.3」

●

iPhone、iPadから簡単な操作で
直接プリントできる「ダイレクトモバイル印刷」

●

プリンターが処理しているジョブの稼働状況や
ステータスを、スピードメーターで確認できる
「Fiery Ticker」

●

●指定されているカラーのRGB/CMYK値を、
スポットカラー辞書で定義されているCMYK値で
置き換える「色の置き換え」

RIP済みジョブに対し、カラーホイールや
卜ーンカーブを使った色補正が簡単にできる
「ImageViewer」

●

フォントの有無や画像データの解像度など、入稿前のデータを
容易にチェックできる「Preflight」

●

印刷データに含まれる画像の変換もれなどを容易に確認でき、
印刷ミスを未然に抑止する「Postflight」

●

コントローラーに投入された順番にジョブの印刷を行う「送信順印刷」●

標準・オプション・任意を含め、複数のプロファイルを
一元管理する「Profile Manager」

●

異なる色のオブジェクトを重ねたイメージをそのまま出力する「オーバープリント」●

Fiery Ticker

ImageViewer

スポットカラー編集

オーバープリント

オーバープリント
属性なし

オーバープリント
属性あり

テキストオブジェクトを見やすくするため、水平方向・垂直方向それぞれに
OFF／Level1／Level２の３段階で幅の調整が行える「テキスト幅調整」

●

色のついた図形や文字の輪郭を滑らかにするために、オブジェクトの縁取り
処理をする「AST（アドバンスド・スムージング・テクノロジー）」

●

Quality Control

※2

※2

※1

※2

プロセスカラーの2色を特色に置き換え
シミュレートできる「2色印刷マッピング」

●
※2※3

※4

※1 imagePRESS Server F200のみ対応。　※2 imagePRESS Server F200用オプションの「GA premium package web activate」が必要です。  
※3 imagePRESS Server G100用オプションの「GA Basic web active」が必要です。  ※4 imagePRESS Server F200のみ対応。別途、モニター/キーボード/マウスが必要です。

Service

カンプの目的は、クライアントと仕上がりイメージを共有すること。

見本といえども、実際とあまりにも違ってしまってはトラブルを招きかねません。

どこまで正確に色味をコントロールできるかがさらなる信頼へとつながります。

「デザインカンプの段階でも、本番さながらの正確な色味を表現したい」

Color Management Service

デバイスリンクプロファイル作成サービス

□ サービス実施の流れ
2.プロファイル作成

□チャートの測定とプロファイル作成

独自のプロファイル作成エンジンにより、
繰り返し測定方式による
高精度なデバイスプロファイルを作成

imagePRESSの
出力チャート

ターゲット
出力チャート

3.設定･管理方法の説明

□プロファイルのセットアップ

設定方法・出力方法・
コンディションの維持などの
管理方法の説明

1.ターゲットの決定

お客様が用意したチャートで
マッチング対象を決める

プロファイル
作成用チャート※

評価用
画像チャート

※ICCプロファイルをターゲットとする場合は不要

専任サポートスタッフが訪問し、印刷物・DDCP・ICCプロファイル等の
ターゲットカラーのデバイスリンクプロファイルの作成および操作・品質の
維持管理に関するレクチャを行います。通紙可能な印刷本紙でのプロ
ファイル作成に対応することで、デザインカンプからオンデマンドプルーフ
まで、より良いカラーマッチング環境の構築が可能になります。また、複数の
imagePRESS を同じターゲットにマッチングすることで、デバイス間差の
より少ないプリント環境が構築できます。

Contents Service

iPデザインサービス

プリンティングビジネスにおけるクライアント企業へのサービス向上のために。
現場のパフォーマンスアップ、制作時間の短縮によるコスト抑制を実現する
2つのサービスをご用意しました。

Stock Photo

×プロがデザインした多彩な
テンプレートを使って、効果
的に印刷物を提供できるよ
うになるサービスです。

アマナイメージズが保有する
豊富なストックフォトを利用
して、ビジュアル効果を高め
られるサービスです。

約700点

約2,000点

○

○ RF30％/RM30％
OFF

RF20％/RM15％
OFF

スタンダード会員

デザインテンプレートとストックフォトを自在に組み合わせて、
付加価値の高い販売促進ツールを提供できるようになります。

年会費 0円

プレミアム会員
年会費 60,000円

デザインテンプレート カンプフリー ストックフォトコンテンツ

Design Template
for 印刷関連ビジネス

●出力プロファイルをCMYKトーンカーブで編集できる「Color Edition」

imagePRESS Server
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最大4,000枚※1の大量積載。コーナー綴じ、2カ所綴じで
50枚(80g/㎡)、中綴じ※2で16枚(80g/㎡)ホチキスが可能
です。

ステイプルフィニッシャー・T1/中綴じフィニッシャー・T11

1 3 4

5

6 7

13×19インチサイズまで対応し、最大3,500枚
（80g/㎡）の用紙をセットできます。「エアアシスト
給紙機構」を採用することで、安定した給紙を
実現しています。

PODデッキライト・B16

最大6,000枚（80g/㎡）の給紙が可能な3段の
カセットには「エアアシスト給紙機構」を採用し、
搬送部には「重送検知機構（オプション）」も搭載
することで、重送を防ぎ、高速かつ安定した用紙
搬送が可能です。コート紙・厚紙・薄紙、定形
サイズ・不定形サイズの用紙にマルチ対応して
います。

多段デッキ・B17

大容量の回収トナー容器を採用し、本体
フロントの取り出しやすい位置に配置しま
した。交換時には専門サービスを必要と
せず、オペレーターによる交換が可能なため、
ダウンタイム低減に寄与します。

回収トナー容器のユーザー交換により
ダウンタイムを低減

稼動中も出力プロセスを停止させることなく
簡単かつスピーディに、トナー交換が行え
ます。メンテナンス性に優れ、ダウンタイム
レスな運用が可能です。

出力中も稼動したままトナーを交換可能

※1　A4 80g/m2の場合。
※2 中綴じフィニッシャー・T1のみ対応。

ステイプルフィニッシャー・T1、中綴じフィニッシャー・T1に装着し、2穴パンチ機
能を拡張できます。

外付け2穴パンチャー・C12

4 立面操作部・D1

操作しやすい10.4インチの大型操作
パネル。ハードディスクに保存された
文書も容易に確認できます。操作画面
は、よく利用する機能のみを表示させる
などカスタマイズが可能です。

Productivity

競争力アップには、「社内でできること」を増やすのも有効な方法の一つです。

これまでアウトソーシングしていた印刷を社内で実現することで、

コスト削減はもちろん、よりタイムリーな内容を紙面に盛りこめるのです。

「デザインワークから印刷まで、自社で一貫して対応したい」

2

手差し給紙ユニット・B1は、封筒やはがきサイズ
のほか、13×19インチサイズまで対応しています。
手差し補助トレイは長尺紙の斜行を抑制し、高品位
な仕上がりをサポートします。

手差し給紙ユニット・B1/手差し補助トレイ・C15

※多段デッキ・B1装着時は使用できません。

3 マルチカラーイメージリーダーユニット・H1

□COPY
カラー・モノクロ毎分60枚（A4ヨコ）の
連続コピー速度で、効率的なコピーワー
クを実現します。

□SCAN＆SEND
高精度かつ高速な両面同時スキャン。
毎分140ページ（カラー）、200ページ
（モノクロ）読み込みが可能※。
また、スキャン文書のPCへの送信やユーザーボックスへの保管が簡単にできます。
※ 設定により異なります。



●お求めは信用のある当社で

●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

キヤノンお客様相談センター

キヤノン imagePRESS ホームページ

canon.jp/ca-printer
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043-211-9626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。

050-555-90053プロダクション複合機
（imagePRESS）

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 2015年10月現在

●製品改良のため予告なく変更を行うことがあります。記載の内容は2015年02月現在のものです。●記載の価格には感光体、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ご了承願います。●別途保守サービスが必要ですので、
料金方式、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。●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。）●WindowsおよびWindows Server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。●Mac、Mac OSは、Apple Inc. の商標です。●Adobe、Acrobat Reader、PostScript、
PostScript 3及びPostScriptロゴは、米国Adobe Systems社の商標です。●IPX/SPXは米国NovellInc.の米国における商標です。●Canon、Canonロゴ、
imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
●本カタログ内のサンプルは実際のプリントアウトとは異なります。●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

ご注意

●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。

●コピー後の使用環境によってはラミネート加工をお奨めします。
●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。
○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。
○未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
○政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
2
3

1

◆ imagePRESS C60 主な仕様

形式
カラー対応
読み取り解像度＊1

書き込み解像度
階調
複写原稿＊1

用紙サイズ

リーダー・プリンタ分離型 コンソールタイプ
フルカラー
600dpi×600dpi
2400dpi×2400dpi
256階調
最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで）

先端/後端：4.0㎜、左/右：2.5㎜
カセット：52g/㎡～220g/㎡ ＊6　手差し・デッキ：52g/㎡～300g/㎡
（手差し給紙ユニット・B1＊7、多段デッキ・B1＊8、PODデッキライト、B1＊9）　

1：1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25
25～400％（1％刻み）
550枚×3
100枚
2,000枚X3段 （多段デッキ・B1＊8）
9,999枚
200V 20A、50Hz/60Hz共通 
3,520W以下

1,530㎜（幅）×982㎜（奥行）×1,424㎜（高さ）　（立面操作部・D1装着時）
約316kg （トナーボトル/マルチカラーイメージリーダユニット・H1/立面操作部・D1を含む）
1,952㎜（幅）×982㎜（奥行）
3.5GB
１TB

7.7 秒（カラー優先設定時）
6.9 秒（白黒優先設定時）

フルカラー
白黒

画像欠け幅

複写倍率定型＊1

ズーム＊1

連続複写枚数＊1

電源
最大消費電力
標準消費電力量（TEC値）
大きさ
質量
機械占有寸法
メモリ容量
ハードディスク容量

カセット
手差し＊7

デッキ

A3
B4
A4
B5

＊1　コピー機能はオプションです。　
＊2　紙種により使用できないことがあります。 
＊3　使用できる封筒の種類は、次のとおりです。　定形：長形3号、洋形長3号、角形2号、COM10 No.10、ISO-C5、DL、Monarch

不定形：6×9インチ、9×12インチ、10×13インチ
＊4　次の封筒は、本体カセットで封筒搬送キット・Ｆ１なしで使用できます。　角形2号、ISO-C5、9×12インチ、10×13インチ
＊5　コート紙は106g/㎡～300g/㎡に対応です。　利用可能な範囲のすべての用紙について、性能を保証するものではありません。

用紙の填料であるタルクは、本機の画像形成に悪影響を及ぼすことがあります。
詳しくは弊社担当セールスまたは担当サービスまでお問い合せください。

＊6　本体カセットよりラベル紙/コート紙の給紙は出来ません。
＊7　手差し給紙ユニット・B1はオプションです。多段デッキ装着時は使用できません。
＊8　多段デッキ・B1はオプションです。　
＊9　PODデッキライト・B1はオプションです。
＊10 用紙種類、給紙オプション、排紙オプションにより異なります。

カラー：32枚/分、モノクロ：32枚/分 
カラー：36枚/分、モノクロ：36枚/分 
カラー：60枚/分、モノクロ：60枚/分
カラー：60枚/分、モノクロ：60枚/分

9.3  kwh

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

ファーストコピータイム＊1

連続複写速度＊10

付加機能＊1

330 mm x 483 mm、320 mm x 450 mm（SRA3）、305 mm x 457 mm、
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便はがき＊2、郵便往復はがき、郵便4 面はがき、
ユーザー設定サイズ（100 mm x 148 mm～ 330.2 mm x 487.7 mm）、封筒＊2＊3＊4

自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー（20件）、割り込みコピー、カ
ラー選択（カラー/モノクロ自動、フルカラー、単色カラー（6色）、2色（Bk+6色）、白黒）、
原稿の種類（文字・印刷写真、文字・印画紙写真、文字、印刷写真、印画紙写真、地
図、セカンドコピー（孫コピー））、濃度（マニュアル）、背景調整（自動/マニュアル）、仕上
げ（ソート、グループ、90度回転）、両面、見開き2ページ、表紙（表紙/裏表紙）、製本、
挿入紙（合紙、章紙、インデックス紙）、OHP中差し、ページ集約（2in1/4in1/8in1）、
移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知、原稿サイズ混載、連続読込、読込チェックプリン
ト、ネガポジ反転/イメージリピート/鏡像/エリア指定、カラー調整（カラーバランス/彩度
/色相/濃度微調整）、ワンタッチ調整（鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再
現/レトロ調モノクロ）、シャープネス、イメージ合成、ページ印字/部数印字、スタンプ/日
付印字、ジョブ結合、ボックスに保管、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）など

◆ imagePRESS Server G100の主な仕様
CPU 
OS 
メモリー

プロトコル

HD
外部メディア

Intel Pentium G850,2.9GHz
Linux
2GB（1GB×2）
500GB SATA
ー
TCP/IP
Adobe Postscript 3 Co-Dev3020
和文：Adobe標準New CIDフォント2書体
リュウミンL-KL、中ゴシックBBB、
欧文：CID 126書体、True Type 10書体

搭載フォント

記憶装置

ページ記述言語

◆マルチカラーイメージリーダーユニット･H1の主な仕様

原稿サイズ／種類

自動両面原稿送り装置
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6R
片面原稿：38～220g/㎡  両面原稿：カラー　64～220g/㎡

モノクロ　50～220g/㎡
300枚（80g/㎡）
片面読取：カラー　70ページ/分　モノクロ　120ページ/分
両面同時読取：カラー　70ページ/分　 モノクロ　120ページ/分
片面読取：カラー モノクロ共　120ページ/分
両面同時読取：カラー　140ページ/分　モノクロ　200ページ/分

原稿読取速度
（A4 ヨコ）

原稿の収容可能枚数

原稿坪量

コピー時
（600dpi）
スキャン時
（300dpi）

サイズ

◆ プッシュスキャン機能

読取解像度

原稿読取速度

形式
最大原稿読取サイズ

原稿送り装置の種類

カラースキャナー
コピー仕様に準する

1000Base-T/100-Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
FTP（TCP/IP）、SMB（TCP/IP）、WebDAV

100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、
200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
片面読取：カラー モノクロ共　120ページ/分
両面同時読取：カラー　140ページ/分　モノクロ　200ページ/分

自動（カラー/グレースケール）、自動（カラー/白黒2 値）、カラー、グレースケール、白黒2 値
文字、文字/写真、写真

Windows®Server 2003 R2 SP2、Windows Vista®SP2、
Windows®Server 2008 SP2、Windows®Server 2008/R2、
Windows®7、Windows®8、Windows®Server 2012、
MacOS X 10.6.x/10.7.x/10.8.x＊1、Red Hat Linux 9

PDF：高圧縮、アウトライン、少数色、暗号化、サーチャブル、機器署名、ユーザー署名、
タイムスタンプ、リニアライズド＊2、PDF/A-1b、Reader Extensions、ポリシーXPS：高圧縮、
サーチャブル、機器署名、ユーザー署名OOXML：PowerPoint、Word、サーチャブル

対応OS

データフォーマット
カラーモード
画像モード

付加機能

TIFF、JPEG、PDF、XPS、OOXML（PowerPoint、Word）

インターフェース
対応プロトコル

◆ プルスキャン機能
形式

ドライバー
ドライバー動作環境
画像モード

TWAIN/WIA準拠＊

上記ソフトウェアが動作するコンピューター
カラー/モノクロ自動切替、カラー、モノクロ（2値）、グレイスケール

カラースキャナー

インターフェース 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル

対応OS

TCP/IP
Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/Windows®8/
Windows®Server 2003/Windows® Server 2008

最大原稿読取サイズ
読取解像度
（主走査×副走査）

コピー仕様に準ずる
75、150、200、300、400、600dpi
（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能）

imagePRESS C60

給紙方式
給紙容量
（80g/㎡紙）

00498996

360秒以下（室温20度）

用紙坪量＊5

ウォームアップタイム

285mm（幅）×93mm（奥行）×295mm（高さ）大きさ

※64bit環境の場合、32bit仮想モードで動作するTWAINアプリケーションに限ります。

※マルチカラーイメージリーダーユニット・H1の装着が必要です。
＊1 FTP、WebDAV のみ動作　　＊2 Web 表示用に最適化されたPDF のことです。

製品ご導入にあたって

プロダクションシステムセンターは、どなたでもご利用いただけます。（完全予約制。弊社ホームページより
お申込み下さい。）

ネットアイは、インターネットを利用して遠隔モニタリングするシステムです。エラーや紙づまりおよびトナーの残量の情報をネット
アイセンターへ自動通知することで、管理業務や消耗品の在庫スペースの効率化、万が一、トラブルが起きた際の速やかな
対応を可能にし、お客さまの管理負荷を軽減します。また、インターネット上のサーバーとのやり取りには暗号化されたプロトコル
HTTPSを利用。PCでのインターネット接続と同レベルのセキュリティー環境でモニタリングを実現しています。

オンラインサポートシステム「NETEYE」
［ネットアイ］

◆ imagePRESS Server F200の主な仕様
CPU 
OS 
メモリー

大きさ

HD
外部メディア

Intel Core i5-2400, 3.1GHz up to 3.4GHz,w,Turbo
Windows 7 Professional FES,64Bit
4GB（2GB×2）
1TB
DVD/CD RW
TCP/IP

215mm（幅）×483mm（奥行）×485mm（高さ）

Adobe Postscript 3 Co-Dev3020
Adobe PDF Print Engine 3.0
和文：Adobe標準New CIDフォント5書体リュウミンL-KL、
中ゴシックBBB、太ミンA101、太ゴB101、じゅん101、
欧文：CID 126書体、True Type 10書体

搭載フォント

ページ記述言語

記憶装置

プロトコル

imagePRESS C60の導入をご検討のお客様には、プロダクションシステムセンターにて実機による検証
をお願いしております。ご指定の用紙を使用して、お客様のビジネスにマッチする画質品質、仕上が
り品質であるかをご確認ください。

http://cweb.canon.jp/solution/ip/psc/index.html
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