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imagePRESS 1125

imagePRESS 1135

最大13 5枚/分という高速出力、

大量の出力や複雑なジョブにも耐えうる安定性、

機密文書の出力に最適なセキュリティーと管理機能を装備した信頼性。

キヤノンが誇るテクノロジーの粋を結集した、基幹系モノクロプリンター誕生。

基幹系に求められるさまざまな性能を進化させ、

企業の帳票出力業務をストレスなくスムースに最適化します。

さらなる進化を遂げた、
新たな基幹系モノクロプリンター誕生。



imagePRESS 1110

連続プリント速度：110ppm

連続プリント速度：125ppm

連続プリント速度：135ppm



1分間に135枚の高速出力 高精度アクティブレジを搭載
imagePRESS 1135は135枚/分（A4ヨコ）＊の連続プリントスピードを
実現。ロングランのジョブも高速に処理することができます。
＊imagePRESS 1125は125枚/分、imagePRESS 1110は110枚/分（A4ヨコ） 

本体カセット、PODデッキ、マルチインサー
ターからの用紙搬送時に重送を検知
するシステムを搭載。重送時のわずかな
紙の隙間を超音波センサが感知して、
エスケープトレイに用紙を搬送。この間
機械の動作を止めることがないため、
安定した用紙搬送を実現し、ロングランの
ジョブの生産性を向上します。 エスケープトレイ

高速な用紙搬送を維持しながら、表裏の印字画像位置を合わせる［高精度
レジストレーション機構］を搭載。用紙斜行を補正した後、正規の搬送位置
に用紙を移動します。また両面印字の際は、画像定着時の熱による用紙
の伸縮をふまえ、裏面印字の際に画像を縮小して描画することで、表裏の
画像ズレを軽減します。

本体カセットおよびPODデッキ、
マルチインサーターにエア給紙機構
を採用。捌きや分離に数種類の
エアを吹き込み、用紙を分離させて
重送を低減。さらに搬送ベルトに
エア吸引ベルトを使用することに
より、用紙を高速かつ安定して搬送
することが可能です。
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安定した出力を支える、高耐久設計
本体に高剛性角柱構造フレームを採用。駆動時の振動による枠変形の軽
減、本体寿命の大幅な耐久性アップを追求しました。プロフェッショナル
ユースの作業環境であっても、信頼を損なうことなく、高品質で安定した
ドキュメントの生産性を確保します。

エア給紙機構を採用

重送検知機構を搭載

稼動中もトナー交換や給紙ができ、ダウンタイムレスに貢献
稼動中のトナー交換や使用していない
カセット・デッキの用紙補充に対応
します。消耗品補充の作業によるダウン
タイムを軽減できます。

トナー交換

最大10,000枚の大容量給紙で、生産性を向上
本体には2,000枚給紙できるエア給紙対応
のカセットを搭載。オプションで2台まで連結
可能なPODデッキ（4,000枚給紙可能）を
装着することにより、最大10,000枚給紙が
可能です。

大容量給紙

ジャムリカバリー時の容易な紙詰まり処理を支援
紙詰まりの際に、処理手順が容易にわかるグリーンハンドルを採用。本体
のジャム処理手順がパネルに表示されるため、紙詰まり時の作業をわかり
やすくスムースに行うことができます。

明るく見やすい、操作性抜群のタッチパネル

10.4 インチ大型カラー液晶タッチパネル

さまざまなプリンティング環境に柔軟に対応

■アクティブレジイメージ

シフトローラー 斜行補正ローラー

ファン
給紙方向

ファン  
※ダクトにて
給紙側に捌きと
分離エアを供給吸引エア

分離エア

■カセット内部エア給紙イメージ

ファン
吸引エア用

捌きエア

LIPS Ⅳ
Adobe®純正
PostScript® 3TM

LIPS/PSモデル

Adobe®純正PostScript® 3TM

と国内実績のあるキヤノンのページ
記述言語［LIPS Ⅳ］に対応。
お客様のプリンティング環境に
柔軟に対応します。

高速処理と高精度印字を両立、安定稼働を維持します。安定性

作業効率の向上により生産性を高めます。生産性

10.4インチ大型カラー液晶タッチ
パネルを採用。明るく、見やすいタッチ
パネルによる操作性の向上を実現
しました。またプリンターやジョブ
の状態をグラフィカルに表示する
［システム状況画面］など、優れた機
能の数 を々装備しています。



imageWARE 
Enterprise Management Console画面

HDDミラーリングで、データのバックアップが可能

本体に保存した重要なデータを守る
ため、バックアップ用HDDをオプション
でご用意。データの複製をリアルタイム
に行うミラーリングに対応、HDDに
障害が起きたときも、ダウンタイムが
なく、安心してお使いいただけます。
※オプションの「HDDミラーリングキット・A1」が必要です。

ジョブデータの解析を抑止するHDD暗号化

ボックス内に保管した文書や宛先表の登録情報など、本体のHDDに
格納されたデータを暗号化。HDDからの情報流出を抑止します。
※オプションの「HDDデータ暗号化キット・B7」が必要です。

オプション

本体HDDのデータとバックアップ用のHDDで
互いにデータをバックアップし合う

HDD HDD

■ミラーリングイメージ

リモートUI画面

状態表示キット LD-T1

状態表示キット LD-T1
出力完了、用紙切れなど、マシンの状態をラン
プの点灯でお知らせします。離れた場所からでも、
印刷状況を把握することができます。
※オプション対応

管理機能

信頼性 充実したセキュリティーと管理機能により、安心できる出力環境をもたらします。

大企業向けの統合型デバイス管理ユーティリティー
［imageWARE Enterprise Management 
Console］は、ネットワーク上のデバイスを
集中的に管理するための、統合型デバイ
ス管理ユーティリティーです。印刷デバイ
スの設定管理・監視をはじめ、宛先表
の一括管理、デバイス探索、ドライバー
インストール管理、部門IDの配信など、多
岐にわたりタスクのスケジューリングに
より効率的なデバイス管理が実現でき、
システム管理者の管理負荷（TCO）を大幅に低減します。また、将来に
向けて、プラグインを追加することにより機能UPでき、様々な管理ニーズに
対応することができます。
※別売

信頼のセキュリティー性能IPSec

IPv6で標準のセキュリティープロトコルに対応。強固な
ネットワークセキュリティーを実現できるため、Web to Print
における安全性が向上します。
※オプションの「IPSecセキュリティボード・B1」が必要です。

■      　　 　　　   構成図

iWEMCサーバー
（Webサーバー）

管理者端末

出力機器

配信/取得※

閲覧

クライアントパソコン

※デバイス関連各種設定情報

WEBブラウザーによる使用状況管理 リモートUI
ジョブの操作、機器の各種設定の編集
などをWebブラウザーを利用してリモート
コントロールできます。

セキュリティー



「XenAPP」・「XenDesktop」に対応

SOAミドルウェア「Interstage」と連携

■ 製品詳細は、こちら。 http://cweb.canon.jp/solution/proposal/case117/info.html
 http://www.wingarc.com/iwld/canon/index.html

■ 製品詳細は、こちら。 http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=039979

■ 製品詳細は、こちら。 http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/fujitsu.html

■ 製品詳細は、こちら。  http://cweb.canon.jp/drv-upd/lasershot/pcomm.html

より快適な帳票出力環境をワンストップでご提案いたします。

SAP R/3 や SVF/RDEなど幅広いシステムとの連携を実現します。

帳票ソリューション

システム連携

環境を問わず、あらゆる帳票出力業務の最適化を実現する、
キヤノンのトータル帳票ソリューション。
ビジネスに欠かすことのできない帳票出力業務。企業は多様化するシステム環境の中で、最適な帳票システムを
短期間で構築することが求められています。キヤノンの帳票ソリューションは、それらのニーズに柔軟に対応します。
プラットフォームはレガシー環境からオープン環境まで、出力ボリュームは少量から大量まで、
帳票の配信形態は集中出力から分散出力まで、出力形態は紙出力から電子保存までと、さまざまに対応。
全体最適化を実現するトータル帳票ソリューションと、ハードからソフトまでのトータルな保守サポートを提供いたします。

SAP R/3・SVF/RDE
キヤノンの帳票出力ソリューション「imageWARE Form Manager」は
「imageWARE Enterprise Gateway」で「SAP ERP」の出力標準
インタフェースに対応していますので帳票資産を持続的に活用できます。
また、ウイングアークテクノロジーズ社の「SVF/RDE」で作成した帳票は、
SVF for Java PrintからLIPS IVコマンドで印刷が行なわれます。
また、デバイスの制御はキヤノンのデバイス
制御コマンド（CPCA）で連携しています。

iSeries（AS/400）

Main Frame業務Application

帳票設計・生成
imageWARE Form Manager

デバイス・ジョブ管理
imageWARE Output Manager

エミュレータ連携
CCPrint

ポータル＆BIツール
Report Surfer

ERP DWH

SAP ERPOracle EBS
J2EE

開発言語

.NETDBCSV

FAX

TXT XML Print
Spool

M-1234
M-1234M-1234

PDF
CD-R

連携

連
携

PDF

バッチ・分散出力
Report Studio

電子帳票
Report Viewer

■トータル帳票ソリューション

キヤノンではCitrix社のアプリケーション仮想化製品である「XenAPP＊」や、デスクトップ仮想製品である
「XenDesktop」環境で、LIPS IVドライバーでの動作確認を行っており、Citrix社が提供する仮想化技術
環境におけるプリントをサポートしています。
＊ XenAPPは旧称：Citrix Presentation Sever/Meta Frameです。

キヤノンでは富士通社の「Interstage」と連携するソフトウェアを無償で提供。
印刷エラー監視やリカバリー印刷など、信頼性の高い印刷管理システムをサポート。印刷管理ツール
「Interstage Print Manager」での動作確認を行い、「Interstage Enabled Advanced」の認定も受けています。※

※ 機種毎の認証は順次取得予定。

企業内の部門や中堅企業の基幹システムとして
広く使用されているIBM社の「iSeries」（AS/400）。
このiSeriesとimagePRESS 1135/1125/1110
の連携を可能にするIBMパーソナルコミュニ
ケーションズ用の印刷ユーティリティーをホーム
ページで提供。5577エミュレーションモードで
用紙サイズや向き、両面指定などが指定できる
プリンター定義ファイルを作成できます。

Report Studio

マルチプラットフォーム（メインフレーム、UNIX
サーバー、PCサーバー）の基幹帳票データの
受信から、データ変換、プリンタ・複合機の帳票
出力までを管理するクライアント／サーバー型
帳票出力管理システムです。

CCPrint

メインフレームのシステムを変更することなく
ネットワークプリンターで帳票出力を実現。
レーザープリンターによる高品質・低コストで
の出力を可能にします。

imegeWARE Form Manager

クライアント/サーバーからWebまで、さまざま
な環境をサポートする帳票システム。帳票の
設計から印刷、PDF作成まで、多彩な活用
を実現します。

Report Viewer

帳票業務のコスト削減とペーパーレス化
を実現する電子帳票システム。帳票の
電子化により、データの戦略的活用を実現
します。

Report Surfer

データウェアハウスなどに蓄積された情報を
活用するためのレポーティングツール。データ
分析はもちろん、帳票への出力により定型
レポーティングにも活用できます。

帳票出力サーバー
imageWARE Form Manager Distribution Server

5



PODデッキ・C1/重連用PODデッキ・C1

スタッキングイメージ スタッカーキャリー・C1

各々最大4,000枚（80g/m2紙換算）給紙可能。3段の
カセットを装備し、それぞれ異なる用紙をセットすることが
できます。エア給紙機構により、安定した給紙を実現。
搬送部には重送検知機構を搭載、出力を止めること
なく重送した用紙をエスケープトレイに搬送します。
PODデッキは最大2台まで装備可能です。

大容量スタッカー・E1
スモール10，000枚、ラージ5，000枚収容可能。スモ
ールを使用時、片方の段を稼動させながら用紙を取り
のぞくこともできます。imagePRESS 1135/1125は、
スタッカーを２台接続可能。さらなる大容量を実現
します。

フィニッシャー・AF1/サドルフィニッシャー・AF2
最大5,000枚＊1の大量積載、100枚ステイプル機能と25枚中とじ製本機能＊2の他、
ソート機能やグループ機能、シフト機能、ステイプルソート機能を搭載しています。
＊1  5,000枚積載は、ユーザモードの「大量積載モード」をONにした場合。下トレイに2,000枚排紙された後、上トレイに3,000枚排紙へと制御されます。
＊2 サドルフィニッシャー・AF2のみ対応。

PRIN
T SPEED

DOCUMENT VOLUME

モノクロ　
連続プリント速度：135枚/分（A4ヨコ：片面）
構成価格　20,940,000円（税別）＊

モノクロ　
連続プリント速度：125枚/分（A4ヨコ：片面）
構成価格　18,940,000円（税別）＊

モノクロ　
連続プリント速度：110枚/分（A4ヨコ：片面）
構成価格　11,480,000円（税別）＊
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＊LIPSモデル、写真構成時の場合。搬入・設置・調整費用除く。

出力形態に合わせて、幅広い製品群からお選びいただけます。

オプション

基幹系プリンタ Line up

モノクロ
連続プリント速度：105枚/分 （A4ヨコ：片面）
構成価格　 8,390,000円 （税別）＊

モノクロ
連続プリント速度：86枚 /分 （A4ヨコ：片面）
構成価格　 4,440,000円（税別）＊



●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/sys-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〉9：00～12：00/13：00～17：00（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 20１１年5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2011年4月現在のものです。●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。）●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。
●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップル社の商標です。●Adobe、Adobe PostScript 3は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）米国およびその他
の国における登録商標または商標です。●IPX/SPXは米国Novell Inc.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。●本カタログ内のコピー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 1135/1125/1110 主な仕様

形式
プリント方式
解像度
階調
連続プリント速度※1 A4ヨコ（片面）

A3（片面）

コンソールタイプ
静電転写方式
1,200dpi×1,200dpi 
256階調

用紙サイズ
最大印字領域
用紙厚
給紙方式※1

電源
大きさ（幅）×（奥行き）×（高さ）
主なアクセサリ

フロントローディング
PODデッキ
（追加給紙オプション）
最大給紙枚数

182×182mm～330.2×487.7mm（13×19.2inch）
323×482.7mm
52～300g/m2※2
2,000枚：1段（182×182mm～330.2×487.7mm）
4,000枚：1,000枚×2段 2,000枚×1段
（182×182mm～330.2×487.7mm）最大2台まで接続可能
10,000枚
単相200V30A+200V15A、50Hz/60Hz共用
1,387×808×1,373mm
PODデッキ、重連用PODデッキ、マルチインサーター、大容量スタッカー、パーフェクトバインダー、
ペーパーフォールディングユニット、サドルフィニッシャー、フィニッシャー、トリマー、天地トリマー

135枚/分
79枚/分

125枚/分
75枚/分

110枚/分
70枚/分

【製品ご導入にあたって】
imagePRESS 1135/1125/1110の導入を検討のお客様には、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像品質、仕上がり品質であるかをご確認ください。

港南口

品川駅

スカイウェイ

至横浜至東京

【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。（予約制）ホームページよりお申し込みください。】

弊社ホームページよりお申し込みください。担当よりキヤノン営業日の2日以内に別途ご連絡させていただきます。
（閲覧日が決まりました段階でご予約の成立とさせていただきます。）

canon. jp/s-tower

プロダクションシステムセンター
東京都港区港南2-16-6　　　　　    6F／TEL（03）6719-9551
開館時間：10：00～17：30（メンテナンス日を除く）／休館日：土曜日/日曜日/祝日

imagePRESS 1135 imagePRESS 1125 imagePRESS 1110

PODデッキ、重連用PODデッキ、インサーター、マルチ
インサーター、大容量スタッカー、パーフェクトバインダー、
ペーパーフォールディングユニット、サドルフィニッシャー、
フィニッシャー、トリマー、天地トリマー

弊社ホームページよりお申し込みください。担当よりキヤノン営業日の2日以内に別途ご連絡させていただきます。
（閲覧日が決まりました段階でご予約の成立とさせていただきます。）

大阪プロダクションシステムセンター
大阪府大阪市北区梅田3-3-10梅田ダイビル18F／TEL（06）4795-9302
開館時間：10：00～17：30／休館日：土曜日/日曜日/祝日

cweb.canon.jp/showroom/psc/osaka.html

大阪中央
病院

安田生命

大阪
モード
学園

ホテル
モントレ大阪

大和ハウス
工業

ＪＲ大阪駅

阪急梅田駅梅田ダイビル
キヤノンマーケティングジャパン

ACCESS MAP

ACCESS MAP

※1 普通紙（80g/m2）使用時
※2 コート紙は、80～240g/m2
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