


質の高い出力を求めているのは、

印刷会社やデザイン事務所ばかりではありません。

デジタルデバイスの普及で、高画質の魅力が改めて世間の共通認識に。

美しいカラー出力をビジネスに積極活用していこうという流れが

一般のオフィスでも急速に広がっています。

imagePRESS C700L。

それは、プロも認める高画質を手軽に再現するオフィスプリンター。

一台加えれば、提案力や印象度に大きな違いが生まれます。

ビジネスには、色にこだわりたい時がある。
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大事なプレゼン資料の出力や
営業ツール、パッケージサンプルの制作に。
高品位オフィスプリンター「imagePRESS C700L」誕生

連続プリント速度：70ppm
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Document Handling Solutions
快適なドキュメントハンドリングを実現する
「高速コピー＆スキャン」

スキャン

紙文書

電子文書

メール
PDF

マルチカラーイメージリーダーユニットでスキャンした紙
文書は電子文書に変換し、宛先表に登録した電子メール
アドレスに送信できます。

紙文書の遠隔コミュニケーションを可能にする
「Scan To Mail」

大切なプレゼンテーションには、
　相応しい高精細なドキュメントが不可欠です。

標準装備のマルチカラーイメージリーダーユニットによりカラー・モノクロ毎分
70枚(A4横)の連続スピードで、効率的なコピーワークを実現します。また
毎分140ページ(カラー)、200ページ(モノクロ）の高速かつ高精度な両面
同時スキャンも可能です※。

2,400dpiの高解像度で、モニターの鮮明な画像を忠実に再現

デバイスやアプリケーションの進化により、現物に限りなく
近いイメージをモニター上に表現することが可能になりま
した。2,400dpiの高精細出力を実現するC700Lなら、紙の
ドキュメントにも同様のリアリティをもたらします。モニター上の
鮮明な画像データを、提案書でも再現します。

●デジタルデバイスさながらの高画質を実現する2,400dpiの高精細出力●デジタルデバイスさながらの高画質を実現する2,400dpiの高精細出力

繰り返し出力される提案書。商品の色味など、出力の度に
ズレが生じてしまっては、正しく商品の価値を伝えることが
できません。そこでC700Lに採用されたのが、優れた色味
安定性を持つCVトナーと新キャリブレーション機能。温度や
湿度によって変化しがちな色味を自動補正し、色でのトラ
ブルを防ぎます。

●CMYK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」を搭載●CMYK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」を搭載

優れた用紙対応力により、細部までこだわったドキュメントを実現

例えば、表紙だけは厚紙に。例えば、封筒も普通のデザイン
ではなく、少し凝った印象に。そんなことも簡単に実現でき
るのが、C700L。エンボス紙や透明フィルム、各種封筒、
はがきなど、さまざまな用紙を使用して、細部にまでこだ
わったメリハリのあるドキュメントがつくれます。

コピー スキャン

紙文書※A4 300dpi時

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
紙文書

※「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要  です。

毎分70枚 毎分140枚

x日目 y日目 z日目

x日目 y日目 z日目

≒ ≒

= =

タブレットやスマートフォンなどデジタルデバイスの進化や
高照度プロジェクターの登場により、
美しいビジュアルで表現したインパクトのあるプレゼンテーションが可能になった今、
せっかくの提案内容をより強く印象づけるために、
画質や用紙へのこだわりなど、提案書にも一歩上のクオリティが求められています。

For Business Presentations

エンボス紙

厚紙光沢紙

透明フィルム

●多彩なサイズや形状、紙種をカバーする柔軟な用紙対応力●多彩なサイズや形状、紙種をカバーする柔軟な用紙対応力

湿度などの影響を抑え、いつ出力しても同じ色味をキープ
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●各種封筒、はがきの出力にも対応しているから、
　一貫した招待状を制作できる
●各種封筒、はがきの出力にも対応しているから、
　一貫した招待状を制作できる

●封入封かん機を使えば、
　手間を無くし、
　管理コストも削減できる

●封入封かん機を使えば、
　手間を無くし、
　管理コストも削減できる

封筒やカード、チケットなど、
まるごと招待状の品質を上げられる

DMやイベントへの招待状は、まず開封してもらうことが大事
です。その点、用紙対応力に優れたC700Lなら、封筒から
カード、当日持参するチケットに至るまで、全てのデザインを
統一。クオリティーの高い招待状を制作することが可能です。

全国で開催されている、ビジネスセミナーや展示会。
より多くの人々に来場してもらうには、
どれだけ魅力的な招待状をつくれるかが一つの課題です。
色やデザイン、用紙など細部に至るまでこだわって、
参加したくなる招待状をつくりましょう。

イベントへの来場者数アップには、
　招待状そのものの魅力も大きく関係します。

For Sales Events

000-0001

東京都中央区中央 1-1-1

　　　　　　観音太郎様

「リモートUI」により、各種プリント機能の設定や管理などをデスク上の
パソコンから一元的にマネジメントできます。また、「リモートオペレーション」
機能を活用すれば、パソコンに本体と同様のユーザーインターフェースを
表示し本体を遠隔操作することも可能。本体操作の問い合わせに離れた場所
から対応するなど、速やかな管理・運用を支援します。

設定や管理の手間を軽減する
「リモートUI」＆「リモートオペレーション」

リモートオペレーション

設定・管理 閲覧・操作

リモートUI

用途に応じたPDFを書き出す
PDF生成

高圧縮PDFや暗号化PDF※1はもちろん、公文書の電子化に対応した
「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」付きPDF※2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。

タイムリーな内容を名刺にプラスして、
商談につなげる

名刺交換の場は、自社をアピールする格好のチャンス。せっかくの対面の
機会に、社名や名前、連絡先などの情報を伝えるだけではもったい
ない。C700Lなら、自己紹介や新商品情報などタイムリーな内容を加えた
名刺づくりも簡単に。注目度を高め、商談へとつなげます。

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。

PowerPoint

ppt

アウトライン処理

OCR処理でテキスト化

※「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要  です。

●精度の高い表裏見当により、
　両面印刷の際も安心
●精度の高い表裏見当により、
　両面印刷の際も安心

●カードカッターとの組み合わせで
　名刺やハガキサイズの作製が
　より簡単、低コストに

●カードカッターとの組み合わせで
　名刺やハガキサイズの作製が
　より簡単、低コストに

ますます熾烈な販売争いが展開される中、
商談成功のカギとなっているのが、
ファーストコンタクトでどこまで印象に残る営業ツールを提示できるか、
リアルなコミュニケーションの機会をいかに有効に活かせるかが、
ビジネスにおいて重要になっています。

リアルなコミュニケーションのチャンスを、
　どう有効に活かせるかが勝負の分かれ目です。

For Business Communications

※1「スキャンソリューションセキュリティ機能拡張キット・A1」が必要です。
※2「スキャンソリューション機能拡張キット・C1」が必要です。
※3「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　  ■ サーチャブルPDF※2　■ Reader Extentionｓ付きPDF※2

■ 暗号化PDF※1　■ アウトラインPDF※2　■ 機器署名PDF※1　■ ユーザー署名PDF※3
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Output Management Solutions

業態の垣根を越えた出店も相次ぐ中、
　店舗ごとのきめ細やかな販促が必要です。

色や形状、メッセージ次第で、人に与える
印象は大きく変わるもの。数ある商品の
中から手に取ってもらうために、パッケージ
の重要度がますます増しています。C700L
なら、厚紙やエンボス紙を使った、本物
さながらのサンプル制作も簡単。モニター
の反応をより正確に捉えることができます。

店舗や商品ごとに、
最適な形状のPOPを作製できる

棚割りは、商品の売れ行きを左右する大切な要素。
千差万別な売場状況に合わせて、最適なPOPを
用意できればベストです。C700Lなら、用紙対応力
に優れ、カッティングプロッターやラミネーターとの
組み合わせで、さまざまな紙質・サイズ・形状のPOP
づくりに柔軟に対応できます。

業態の垣根を越えた新しい形の出店も相次ぐ中、
膨大な商品群の中でどう目立つか、
割り振られた棚でいかに注目を惹き付けるかなど、
個々の店舗や立地条件に応じたきめ細やかな販売促進が求められています。

For Marketing Promotions

●厚紙やエンボス紙、透明フィルムなど、
　さまざまな用紙を使用可能
●厚紙やエンボス紙、透明フィルムなど、
　さまざまな用紙を使用可能

●カッティングプロッターやラミネーターにより、
　POPづくりが思いのまま
●カッティングプロッターやラミネーターにより、
　POPづくりが思いのまま

社員証による認証作業ができる
「ICカード認証 PRO for MEAP ADVANCE」

ネットワークPCから出力指示したデータをAnyplace 
Printサーバで保管し、セキュリティーを確保しつつ、ネット
ワーク上のどの複合機／ プリンターからでも出力できます。

好きな時に、好きな場所で、安全にプリント
「Anyplace Print for MEAP ADVANCE」   

両面／用紙サイズごとの集計や、ジョブ履歴管理など、多彩
な機能をサーバレスで実現する集計ツールです。稼働状況や
運用コストの把握、プリンターの最適配置が可能になります。

入退室管理用の社員証など既存のカード※を利用して個人
認証を行い、機器を管理できるシステムです。本体に利用制限
などを設けることにより、セキュリティーの強化が可能です。

※FeliCa／MIFARE／eLWISEカードに対応。
＊別売です。

＊別売です。 ＊別売です。
プリント

プリント

サーバー

プリント指示

認証

ICカード

使用状況をあらゆる視点で管理する
「imageWARE Accounting Manager for MEAP」

本物さながらのサンプルを試作して、より正確なテストが可能

利用状況を修正/分析
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Security

顧客ニーズが多様化している今、
　一人一人に合わせたSPツールがトレンドです。

ターゲットに合わせた
SPツールを、簡単に出力できる

飲食業界や小売業界では、いかにリピート
客をつかめるかが勝負。こどもから
大人まで、年齢も性別も違う複数
のターゲットに対してアプローチすることが
重要です。表裏見当の高いC700Lなら、
カードカッターとの組み合わせで、ターゲット
ごとの営業ツールを簡単に作製できます。

Variable Printing Solutions

色がビジネスに直結する業界では、
　繊細な色の違いまで再現する技術が重要です。

印刷中のデータを守秘する
「暗号化セキュアプリント」

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。

本体内に残るデータを消去する
「残存データ自動消去※」

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
評価適正度を保証する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。

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。

本体内のデータを守秘する
「HDDロック」「HDDデータ暗号化」

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

※「データ消去キット・C1」が
　必要です。

プリント

ID TANAKA

PASS ＊＊＊＊
暗号化

豊かな階調表現で、それぞれの
商品のリアルな色味を再現

実際の商品の色味とカタログやチラシ、
提案書などの色味が違っていたの
では、商談は進みません。深みのある
高濃度の出力から柔らかな低濃度の出力
まで、豊かな階調表現を可能にするC700L
なら、繊細な色の違いもはっきり再現。色
味の安定性も確かです。

Color Management
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※「ＨＤＤデータ暗号化／ミラーリングキット・Ｃ８」が必要です。

得意先によって、売れ筋商品は違うもの。
全ての商品を網羅した総合カタログとは別に
それぞれの得意先に合わせたカタログを
フレキシブルに冊子化できれば、
持ち運びや保管スペースの面でも
より効率的に売上アップが図れます。

個々の得意先に合わせたカタログをつくれば、
　効率よく売り上げアップを図ることができます。

1つのデータをもとに、
カタログから販促向けチラシまで作成可能

総合カタログやデータベースの情報を活用して、各顧客ごとに
最適化したカタログをオフセットに迫る品質で作成できる
C700L。さらに、充実した製本機能を活かせば、それらのカタ
ログデータをベースとしたキャンペーンチラシやDMなども簡単
に作成でき、販促支援にもつなげられます。

Variable Printing Solutions

●好きなページだけを選択して、自由に面付けできる●好きなページだけを選択して、自由に面付けできる

カスタマイズカスタマイズ

加工加工

●三つ折り、四つ折り、
　Z折りなど、多彩な
　製本機能が充実※

●三つ折り、四つ折り、
　Z折りなど、多彩な
　製本機能が充実※

A社向け

B社向け

※オプション



●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/pod-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3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3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、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
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◆ imagePRESS C700L 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/㎡ ＊7　手差し・デッキ：52g/㎡～300g/㎡
（手差し給紙ユニット・B1＊8、多段デッキ・B1＊9、PODデッキライト、B1＊10）　

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＊9 ）
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＊8
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　大容量スタッカ－・G1装着時の最小サイズは140mm×182mmです。 
＊4　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
＊5　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
＊6　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。
＊7　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。
＊8　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。
＊9　多段デッキ・B1はオプションです。
＊10 PODデッキライト・B1はオプションです。
＊11 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：35枚/分、モノクロ：35枚/分
カラー：40枚/分、モノクロ：40枚/分
カラー：70枚/分、モノクロ：70枚/分
カラー：70枚/分、モノクロ：70枚/分

9.3kwh

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

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」

imagePRESS C700L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。

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。）

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

ファーストコピータイム＊1

連続複写速度＊11

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＊3～ 330.2 mm x 487.7 mm）、封筒＊2＊4＊5

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

◆ PSマルチキット･B1の主な仕様（標準装備）

プロトコル
PS
LIPS LX
LIPS Ⅳ
PS
LIPS LX
LIPS Ⅳ

LIPS LX

TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk
TCP/IP、IPX/SPX
TCP/IP、IPX/SPX
Adobe®PostScript®3™
LIPS LX
LIPS IV
和文：平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
欧文：136書体

和文：平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
欧文：136書体

なし搭載フォント

ページ記述言語

PS

LIPS Ⅳ

imagePRESS C700L

給紙方式
給紙容量
（80g/㎡紙）

00506468

360秒以下（室温20度）

用紙坪量＊6

ウォームアップタイム

［ネットアイ］

imagePRESS C700Lは、
環境・セキュリティー・
ネットワークなどの各種基準や
ガイドラインに適合しています。

06117032 登録No.76
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