
FOR PRINT ON DEMAND



ビジネスのさまざまな場面で発生する大量出力ニーズ。会議資料や帳票類といった社内文書は

もとより、報告書、マニュアルなど顧客向けに配布する冊子も多く、スピードに画質、仕上がり、

用紙対応、そしてコスト面と、トータルな視点での出力環境づくりが欠かせません。

そこで誕生したのが、imageRUNNER ADVANCE 8000PROシリーズ。大規模な電源

工事がいらない100V/20A電源の採用、本体サイズのコンパクト化と、高速出力の両立を

実現。突発的な集中入出力業務も、手軽に、スマートにこなします。

プリント環境がますます快適に。
省エネ、省スペースを実現した
高速デジタルプレスが誕生しました。
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※写真は「マルチカラーイメージリーダーユニット・C1」、「中綴じフィニッシャー・F1」、
　「ペーパーフォールディングユニット・H1」、「インサーター・K1」、「PODデッキライト・A1」を装着したものです。

■連続出力スピード（A4ヨコ）・・・・・・・95ページ／分

■スキャンスピード（A4ヨコ／300dpi／両面）
　●カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ページ／分

　●モノクロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200ページ／分

■連続出力スピード（A4ヨコ） ・・・・・105ページ／分

■スキャンスピード（A4ヨコ／300dpi／両面）
　●カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ページ／分

　●モノクロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200ページ／分

■連続出力スピード（A4ヨコ）・・・・・・・85ページ／分

■スキャンスピード（A4ヨコ／300dpi／両面）
　●カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ページ／分

　●モノクロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200ページ／分

C O P Y

P R I N T

S C A N
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紙文書と電子文書をボーダーレスに、
入力から編集までオフィスワークを効率化。
紙ベースで保管している書類、パソコンの中のさまざまなアプリケーションファイルを

一元管理し、もっと簡単に編集・再活用できたら。

両面同時カラースキャンの実現など、入力時の手間を軽減するとともに、

imageWAREシリーズなどの連携アプリケーションにより、紙文書と電子文書の壁を取り払い、業務の効率化を促進します。
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●アドバンスドボックス使用例

■マルチカラーイメージリーダーユニット・C1

生産性を高める両面同時カラースキャン

両面同時に読み込むことにより、300dpi＊の解像度でカラー原稿を毎分
100ページ、モノクロ原稿を毎分200ページスキャンできるイメージリー
ダーを搭載。デジタル一眼レフ
カメラで培ったテクノロジーの応用
により、高精度と高速スキャンを
両立しています。
＊ 600dpiでカラースキャンを行う場合は、
　「増設メモリTypeB（512MB）」が必要です。

頻繁に使うデータを直接格納できるアドバンスドボックス

スキャン文書やパソコンで作成したアプリケーションファイルなどを保管できる
アドバンスドボックス。TIFFやPDF＊1などの文書は、本体パネルからの操作で
プリントも可能です。なお、ハードディスクは最大250GB＊2まで増設できます。
＊１ 「ダイレクトプリント拡張キット（PDF／／XPS用）・H1」が必要です。
＊２ オプションの「HDD（2.5inch/250GB）・D1」が必要です。また、アドバンスドボックスでの使用
領域は112.7GBです。

●iR-ADV 8000 PROシリーズで対応するPDF

■ 高圧縮PDF

■ ウェブ表示用に最適化されたPDF

■ LiveCycleTM Rights Management ES

■ サーチャブルPDF＊1

■ 暗号化PDF＊2

■ 他にも便利なPDFに対応

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。

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。

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。

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。

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」＊3など、幅広いPDF生成をサポートします。

＊1「スキャンソリューション機能拡張キット・B1」が必要です。＊2「スキャンソリューションセキュリティー機能
拡張キット・A1」が必要です。＊3「スキャンソリューションセキュリティー機能拡張キット・A1」「ユーザー署名
＆タイムスタンプ拡張キット・A1」が必要です。

カスタマイズ例 1通常画面 カスタマイズ例 2

操作しやすい大型操作パネルを標準装備。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。

直感的に操作できる10.4インチ大型操作パネル

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。
＊ 「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。

多彩なPDF生成機能

PC

PC

文書「A」を
プリント

文書「B」を
データ送信して
プリント

文書「B」をスキャンして
アドバンスドボックス

に保管

文書「B」を
アドバンスドボックス
から入手

ボ
文書「B」を
アドバンスドボ
から入手

文書「A」をPCから
アドバンスドボックス
に保管

AAA

文書「A」を
アドバンスドボックス
から入手

AAA

AA

B

B

Bプリン

B

A」を
トト

アドバンスドボックス

PRE PRESS PRESS



22

22

2222222

2222222

11

11

4

POST PRESS

■ページ反復 ■トンボ付きページ反復

ページ反復や折り加工、くるみ製本、中綴じ
製本など、高度な面付け作業を簡単操作で
行うことができます。

多彩な面付機能

■仕上がりプレビュー

仕上がり状態を多ページにわたって確認
しながら編集加工できるため、出力ミスを
軽減できます。

使いやすいプレビュー機能
取り込んだ原稿を直接編集し、文字修正や
斜行、ゴミ取りなどの補正が簡単にできます。

便利な編集機能

■斜行補正

■ゴミ取り機能

■パンチ穴削除（手動）

■枠消し（手動）

紙原稿や電子データの加工、編集を一元化し、プレビューで確認しながら直感的に
操作できるプリプレスアプリケーションです。ドキュメント作成や高度な製本
印刷を強力にサポートし、初心者の方でも素早くミスのない作業を可能にします。

面付け・編集等の作業を一本化できる

■中綴じ製本 ■4つ折り

紙原稿 製本出力

MS Of ficeファイル、
PDFファイルなど

電子ファイル

ネットワークスキャン 印刷

ファイル出力データ入力
doc xls ppt

PDF jpg tif

PDF jpg
tif

入力 出力
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1枚目から速い高速へ。
美しさが持続する高速へ。
大量プリントを速やかに集中的に実行するために、マシンの立ち上がりや書き込み速度をトータルにスピードアップ。

また、画質の安定性にも妥協がありません。

文字と画像の別処理による画質の向上やオートクリーニングの採用により、ゆるぎないクオリティを提供。

速く、しかも美しい大量出力を可能にしています。

従来機

iR-ADV 8000 PRO
シリーズ

●全周IH定着

0 5 （分）

6分

1分以下

●ウォームアップタイム比較

ウォームアップタイム1分以下

IH定着を採用し、さらに短時間で温度上昇できるよう定着ローラーを薄型化
することで、電源投入時の立ち上がり時間を1分以下に短縮しました。
なお、定着部には一定以上温度が上がらないキュリー材を採用。省エネも
実現しています。

定期的に機内のワイヤ清掃を行うオートクリーニング機構を搭載。画像の
安定性を高めるとともに、画像調整のためのダウンタイムを軽減します。

定期的に清掃を行うオートクリーニング

8本のレーザーで一度に書き込みを行う8ビームレーザーを導入。感光
ドラムへの高速書き込みを可能にし、高い生産性を実現しています。また、
赤レーザーの採用でレーザーのスポット径を小径化することで、画像の
安定性、細線の再現性も向上しています。

高速書き込みを実現する8ビーム赤色レーザー

全周IH加熱
従来の局所加熱から全周
加熱に切り替えたことで、
スタンバイ時の空回転が
なくなり、省エネ、静音化を
実現しています。

キュリー材（整磁合金）
一定以上温度が上がり
過ぎないため高速定着に
おける非通紙部の昇温を
低減します。

■静電搬送ベルト

アモルファスシリコン感光ドラム

耐久性・耐熱性に優れたA-si（アモルファスシリコン）感光ドラムを採用。
長寿命化と画質向上の両立により、常に安定した高精細出力を可能に
しています。

■アモルファスシリコン感光ドラム

トナーを高速かつ均一にドラムに供給できるツインスリーブ現像を搭載。
高品位で高精細な画質を実現しています。

画像を安定供給できるツインスリーブ現像

■ツインスリーブ

用紙への画像転写部に静電搬送ベルトを採用しました。正確に用紙を搬送
し、着実かつ均一にトナーを転写。高品位な画像を再現します。

搬送性・転写性を高める静電搬送ベルト

PRE PRESS PRESS
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どのようなオフィス環境へもスムースに導入できるよう、多彩なページ記述
言語（PDL）をご用意。標準搭載の「LIPS LX」に加え、国内実績のある
「LIPS IV」＊１、「Adobe®純正PostScript®３TM」＊2に対応し、各アプリケー
ションに適した出力環境を構築できます。
＊１ 「LIPS V拡張キット・AH１」が必要です。
＊２ 「PS拡張キット・AH１」が必要です。

出力環境に左右されないマルチPDL対応

印刷を繰り返しても、最小限の
交換で済む大容量トナーボトルを
採用。A4で約70,000枚＊まで
印刷が可能です。さらに、印刷中も
トナー交換できるため、連続
稼働に貢献し、大量出力もスムース
にこなします。
＊ 6%原稿の場合。

交換が最小限で済む大容量トナーボトル

■トナー交換

ネットワーク上の2台のマシンで、1つのコピージョブを分散処理することが
可能な重連コピーに対応。大量部数のコピーが重なった場合でも、処理を
2台に分散させることで作業時間を半減できます。

コピーを分散処理できる重連コピー
＊1 手差しトレイ、またはオプションの「PODデッキライト・A1」による給紙。
＊2 手差しトレイ、またはオプションの「インサーター・K1」による給紙。
＊3 カセット、またはオプションの「インサーター・K1」による給紙。
＊4 手差しトレイのみ給紙可能で、ステイプルフィニッシャー・D1、中綴じフィニッシャー・D1装着時
　  のみ排紙可能。
＊5 手差しトレイのみ給紙可能。

●本体にプリセットされている用紙種類

薄紙 普通紙 再生紙

52～63g/m2 64～90g/m2 64～90g/m2

色紙 厚紙1 厚紙2

64～90g/m2 91～180g/m2 181～220g/m2

厚紙3＊1 OHPフィルム＊1 ラベル用紙＊1

221～256g/m2 151～180g/m2 151～180g/m2

第2原図＊2 インデックス紙＊3 パンチ済み紙

64～90g/m2 151～220g/m2 64～90g/m2

はがき＊4 往復はがき＊5 4面はがき＊5

連続稼動を実現する大容量給紙

給紙容量は最大8,860枚（64g/m2）。
オプションのPODデッキライト・A1には、
用紙の分離信頼性を高めるエアー
アシスト給紙機構を採用。高速かつ
安定した用紙搬送を実現しています。

■大容量給紙

幅広い用紙対応

カセットで52～220ｇ/ｍ2、手差しで52～256ｇ/ｍ2まで対応しています。
また、用紙サイズは、最大330.2×488.7mmまでの不定形サイズに対応。
A4中綴じの裁ち落としを前提とした出力も可能です。

高精度像域分離技術を採用。コピー時に原稿画像をスキャン後、写真と
文字を自動判別し、各部分ごとに最適な画像処理を行ないます。特に
モノクロコピーにおいては、白黒像域分離処理を新開発。文字はくっきり
クリアな墨文字で、写真はがさつきやモアレの少ないなめらかな階調
表現を可能にします。

文字と写真を最適処理する像域分離技術

文字

●像域分離による適応処理後

●原稿（スキャナ読取り後）

●くっきりクリアな文字再現

自然画像（網点印刷、写真など）

自然画像最適化画像処理

高精度像域分離

文字最適化画像処理

●がさつき少ない滑らかな階調再現
●印刷原稿のコピーもモアレ縞発生を最小に！

POST PRESS
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バリエーション豊かな仕上げ加工に加え、
セキュアなデータ管理機能も充実。
会議資料などの社内文書はもちろん、マニュアルなど顧客の目に触れる印刷物の制作にも

対応可能なimageRUNNER ADVANCE 8000 PROシリーズ。

中綴じや平綴じ、さらには折り加工と多彩な仕上げ加工オプションを備えているほか、

機器の利用を制御したり、安全なデータ管理を可能にする高度なセキュリティー環境も構築できます。

2ヵ所綴じ、パンチ穴などをプラスすることで、さまざまなドキュメントが
作成できます。

平綴じ／穴あけ

最大100枚（200ページ）までの
平綴じに対応。

●100枚ステイプル

ファイリング用書類に自動的に
穴あけ処理を行います。

※「パンチャーユニット・BE1」、
　「パンチャーユニット・BA1」が必要です。

●パンチ穴

汎用性の高い5つの折り加工に対応しています。

多彩な折りのバリエーション

●Z折り

●内3つ折り ●外3つ折り

●4つ折り ●とじ無し2つ折り

最大100ページ＊（25枚）の中綴じ成果物が作成可能です。
＊ 「中綴じフィニッシャー・F1」の場合。「中綴じフィニッシャー・D1」は80ページ（20枚）。

中綴じ製本

●中綴じフィニッシャーによる製本出力

1 3

5

2 4

6 7 8
4

55555555555555555

444444444444444

2

77777777777777777

8

6 3

4

2222

1

222222222222

6 3666666

8

333

1

原稿
インサーターにより、オフセットで
印刷した表紙を挿入することも可能。

半折り トリマー

●トリマー

小口断裁に対応。インラインで、
より確実に美しく仕上げます。

●クリープ（ずれ）補正

製本時の外側と内側の画像のズレを、
ガターシフトにより自動調整します。

●インサーター

オフセットで印刷した出力物をインサーターにセットし、
表紙として使用できます。

※「インナートリマー・A1」、「トリマー・D1」が必要です。
※「中綴じフィニッシャー・D1」、
　「中綴じフィニッシャー・F1」が必要です。 ※「インサーター・K1」が必要です。

断裁前 断裁後

断裁

断裁後

断裁

断裁後、各ページで
余白の幅が揃う。

オフセット印刷

imageRUNNER
ADVANCE 8000
PROシリーズで出力。

断裁前

※用紙の向き・サイズ・厚さによって
　綴じ枚数が異なります。

※「ステイプルフィニッシャー・D1」、
　「ステイプルフィニッシャー・F1」が必要です。

PRE PRESS PRESS
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暗号技術によりデータ改ざんを抑止するプロトコルIP Sec＊、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。
＊ 「IP Secセキュリティーボード・B2」、「PCIバス拡張キット・F1」が必要です。

ネットワークの安全性を高めるIP Sec/IEEE802.1X

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。

不正アクセスを抑止するMAC&IPアドレスブロック

ジョブデータを消去する残存データ自動消去

ジョブデータ

管理情報

実際の
データ

010001100
101000101
011101101
101011111

実際の
データ

実際の
データ

管理情報

管理情報

通常のジョブ
によるデータの
消去の場合

「HDDデータ上書消去
キット・C1」による
ジョブデータ消去の場合

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

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自動消去することができます。

●ジョブデータの削除

※「HDDデータ上書消去キット・C1」が必要です。

本体データの解析を抑止するHDDデータ暗号化

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Canon 
MFP Security Chip 1.10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。 ■Canon MFP Security Chip■Canon MFP Security Chip

※「HDDデータ暗号化 ミラーリングキット・C2」が必要です。

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／／SSFCカードに対応。

既存のカードで認証管理できる
「ICカード認証 for MEAP ADVANCE」

パソコンから送信した自分の印刷ジョブをAnyplace Print
サーバーへ送信。ICカード認証などのシステムと連携し、ネット
ワーク上のどの8105 PRO/8095 PRO/8085 PROからでも
セキュアなプリントを実行できます。出力紙の放置による情報
漏えいリスクも低減します。

必要に応じてどこからでもセキュアに出力できる
「Anyplace Print for MEAP ADVANCE」

日常的によく使う一連の作業をワンボタンに集約。入力から
編集、出力、送信までのジョブフローを1ユーザーあたり100件
（個人認証時）まで、共有ボタンと合わせて最大1,200件まで
登録できます。

定型業務を効率化できる
「Workflow Composer」

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。

出力状況の集計・分析を行える
「imageWARE Accounting Manager
  for MEAP」

個人を識別する生体技術を認証に利用することで、手軽に、そして
確実に本人確認を実施。ICカードの紛失時などのなりすましの
不安がなくなるのはもちろん、ユーザー登録や登録情報の管理
負荷も軽減します。

確実に本人確認を行える
「指静脈認証 for MEAP ADVANCE」

POST PRESS
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シリーズ全モデル、100V/20Aに対応。これまで高速機の導入時には必須
だった大規模な電源工事が不要となり、どんなオフィス環境にも容易に
導入できるようになりました。省エネ効果もよりいっそう高めます。

100V電源対応

出力環境を快適にするために、さらなる省スペース化を実施。エアフローを最適化し、電装部品の配置を見直すことで、生産性を重視しながらも、本体の
コンパクト化を実現しています。

さらなる省スペース化

＊立体操作部を最大限高く伸ばした状態の寸法です。＊立体操作部を最大限高く伸ばした状態の寸法です。
※「中綴じフィニッシャー・F1」装着時。
※各オプション間に5mmの隙間が必要です。
※「中綴じフィニッシャー・F1」装着時。
※各オプション間に5mmの隙間が必要です。

オフィスとの親和性を追求し、
グローバルな視点で環境対応も実践。
より快適なビジネス環境を実現するために、

100V/20A電源や静音設計、コンパクトサイズにこだわりました。

また、今や欠かすことのできない環境配慮への取り組みも加速。

エコマークをはじめとする各種環境基準に対応し、オフィスの省エネルギー化にも貢献しています。

業務に集中できる静音設計

排気ファンを本体の底板に
配置することで、従来機に比べ
排気音を低減。また、ギアの
噛み合い音を低減したり、
定着器スタンバイ時の回転を
減らすなど、さまざまな形で
静音化を推進しています。

800mm800mm

890mm890mm

1,170mm1,170mm

525mm525mm645mm645mm746mm746mm

336mm336mm 336mm336mm

1,590mm＊1,590mm＊

601mm601mm

570mm570mm

1,180mm1,180mm

1,407mm1,407mm

1,190mm1,190mm

1,040mm1,040mm

1,220mm1,220mm

■排気イメージ

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。

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、エコマークと
いった各種環境基準に適合しています。さらに、材料も含めた製造、物
流、使用時トータルのCO2排出量を、従来機に比べ30％以上削減しました。

●省エネと再生プラスチックの使用などで製品ライフサイクルを通したCO2
排出量を約30％以上削減（当社従来機比）。

●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。

●さらに一歩先を行く鉛フリー対応。

●お客様が手を触れるタッチペンや本体のボタン類と外装カバーの一部に、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。

＊ 環境負荷の低減に有用な植物原料由来の材料で、外装カバーは最高難燃グレード5V（UL
規格94）を達成しています。

一歩先をゆく環境対応
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名称
形式
読み取り解像度
書き込み解像度
階調
複写原稿
複写サイズ 用紙サイズ

 画像欠け幅
 用紙坪量
ウォームアップタイム
ファーストコピータイム＊4
連続複写 A3
速度 B4
 A4
 B5
複写倍率 定型
 ズーム
給紙方式/ カセット
給紙容量 手差し
（64g/㎡紙） デッキ
連続複写枚数
電源
最大消費電力
標準消費電力量（TEC）＊6
大きさ（立面操作部装着時）
質量（DADFを含む）
機械占有寸法＊8
メモリ容量
付加機能

コンソール
600dpi×600dpi
1200dpi×1200dpi
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）
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、郵便往復はがき＊1、郵便4面はがき＊1

不定型サイズ（100㎜×182㎜～330.2㎜×487.7㎜）
全周：2.5㎜
カセット、デッキ：52g/㎡～220g/㎡、手差し：52g/㎡～256g/㎡
1分以下（室温20度）、操作部電源立ち上げ時も同じ

1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25
25～400％（1％刻み）
680枚×2
100枚（連続給紙可能）
1,700枚×2＋4,000枚（ペーパーデッキユニット･C1＊5または、PODデッキライト・A1＊5）
9,999枚
AC100V、20A、50Hz/60Hz共通
2.0KW以下

1,170㎜（幅）×770㎜（奥行）×1,590㎜＊7（高さ）
 約242kg
1,362㎜（幅）×770㎜（奥行）
RAM 標準：1.5GB、最大：2GB、HD 標準：80GB、最大：250GB
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、原稿の種類（文字/写真、写真、文字）、
濃度調整、仕上げ（ソート、ホチキスソート、グループ）、両面、表紙/合紙/章紙、製本、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、イメージクリ
エイト（ネガポジ反転/イメージリピート/鏡像）、インデックス紙作成、シャープネス、イメージ合成、地紋印字＊5、ジョブロック＊5、
ページ印字/部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックス保管、設定の履歴（3つ前まで）、よく使う設定（9個）など

形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理
 プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS

内蔵フォント
エミュレーション 標準
 オプション
インターフェース

画像欠け幅

＊ ダイレクトプリント拡張キット（ＰＤＦ/ＸＰＳ用）・Ｈ１拡張時

内蔵型
コピー仕様に準ずる
コピー仕様に準ずる
1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
1200dpi×1200dpi
LIPS LX
TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/
FTP/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）
Windows®2000/Windows®XP/Windows 
Vista®/Windows®Server 2003/Windows® Server 
2008/Windows®7/Mac OS X（10.4.9以降）
なし
BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント
PDF/XPSダイレクトプリント＊

USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 
Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
全周5㎜ プリンタードライバーにてエンジン
欠け幅を選択可能

名称
形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理
 プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS ドライバー

 PPD
内蔵 和文
フォント 欧文
エミュレーション
インターフェース

画像欠け幅

PS拡張キット・AH1
内蔵型
コピー仕様に準ずる
コピー仕様に準ずる
1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
1200dpi×1200dpi
Adobe® PostScript® 3™

TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP/
WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）、AppleTalk（PAP）
Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/
Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/
Windows®7/Mac OS X（10.4.9以降）
Mac OS X（10.2.8以降）、MacOS 9（9.1以降）
平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5
136書体
なし
USB2.0High-Speed、1000Base-T/
100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
全周4㎜ プリンタードライバーにてエンジン
欠け幅を選択可能

  54枚/分
  62枚/分
105枚/分
105枚/分

50枚/分
59枚/分
95枚/分
95枚/分

44枚/分
56枚/分
85枚/分
85枚/分

10.60kWh 10.04kWh 8.89kWh

2.7秒

ディスク容量
最大パス長
一階層の最大ファイル数
最大ファイル数
1ファイルの最大サイズ
最大同時接続クライアント数

標準：9.6GB、最大：112.7GB
256byte
1000個（フォルダーを含む）
10万個（フォルダーを含む）
2GB
SMB：32、WebDAV:12

基本仕様/コピー機能

LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）

PSプリンター機能の仕様（オプション）

アドバンスドボックスの仕様（標準装備）

原稿送り装置の種類
原稿サイズ/ サイズ
種類 原稿坪量

原稿の収容可能枚数
原稿読取 コピー時
速度
（A4ヨコ） スキャン時
 （300dpi）

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：
モノクロ 50～220g/㎡、カラー 64～220g/㎡
300枚（80g/㎡）
片面読取：モノクロ120ページ/分
両面同時読取：モノクロ120ページ/分
片面読取：カラー85ページ/分、モノクロ
120ページ/分
両面同時読取：カラー100ページ/分、モノ
クロ200ページ/分

マルチカラーイメージリーダーユニット・C1の仕様（オプション）

通信 インターネットFAX
プロトコル イントラネットFAX
通信モード

通信可能用紙サイズ
解像度 モノクロ

 カラー

対応メールサーバー

＊1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊2 APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対
応しています。　＊3 相手先設定（受信機の能力設定）により可能
※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・C1が必要です。

SMTP＊1（送信）/POP3＊2（受信）
SMTP＊1（送受信）
Simpleモード、Fullモード
（ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠）
A3、B4、A4（A3、B4は相手先設定により可能）
200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi＊3、
300×300dpi＊3、400×400dpi＊3、600×600dpi＊3

100×100dpi、200×200dpi＊3、300×300dpi＊3、
400×400dpi＊3、600×600dpi＊3

Microsoft Exchange Server2000（SP3）、
Windows®Server 2003（SMTP Service）、
Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5

インターネット／イントラネットFAX送受信機能（標準装備）※

形式
最大原稿読み取りサイズ
読み取り解像度
（主走査×副走査）
インターフェース

対応プロトコル
対応OS

ドライバー
ドライバー RAM容量
動作環境

 HD容量
 表示解像度
画像モード

カラースキャナー
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）
Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/
10Base-T（IEEE802.3準拠）
TCP/IP
Windows®2000/Windows®XP/
Windows Vista®/Windows®Server 2003/
Windows® Server 2008/Windows®7
TWAIN準拠
Windows®2000（最低64MB以上、推奨128MB
以上）Windows®XP/Windows®Server 2003
（最低128MB以上、推奨256MB以上）
Windows Vista®/Windows® Server 2008
（最低512MB以上、推奨2GB以上）
Windows®7（最低1GB以上、推奨2GB以上）
100MB以上の空き容量
最低640×480ドット以上、推奨800×600ドット以上
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

プルスキャン機能の仕様（標準装備）※

形式
最大原稿読み取りサイズ
読み取り解像度
（主走査×副走査）

原稿読み取り速度
（A4ヨコ、300dpi、片面読み取り）
インターフェース

対応プロトコル

対応OS/ SMB
アプリ
ケーション
 FTP

 WebDAV

 SMTP

出力 シングルページ
フォーマット マルチページ
画像モード
付加機能

＊1 SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊２ 暗号化（SSL）通信に対応しています。　＊３ オプション
※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・C1が必要です。

※オプションのマルチカラーイメージリーダーユニット・C1が必要です。

カラースキャナー 
コピー仕様に準ずる
100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、
200×200dpi、200×400dpi、300×300dpi、
400×400dpi、600×600dpi
カラー：85枚/分
モノクロ：120枚/分
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
（IEEE802.3準拠）
SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP
（TCP/IP）＊1、NCP（IPX）、WebDAV＊2

Windows®2000/Windows®XP/Windows® Server 2003/
Windows Vista®/Windows® Server 2008/Windows®7、
Samba 2.2.8/ 3.0（Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0）
Microsoft Internet Information Server Version
5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS 10.4.X、RedHat
Linux9.0、日本語Solaris Version2.6以降
Microsoft Internet Information Server Version
5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2（Mac OS 10.4.X、
RedHat Linux 9.0、日本語Solaris Version10以降）
Microsoft Exchange Server2000（SP3）、
Windows® Server 2003（SMTP Service）、
Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5
TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS
TIFF（MMR）/PDF/XPS
文字、文字/写真、写真
高圧縮PDF/XPS生成機能、リニアライズドPDF
生成機能、Policy付PDF生成機能、PDF/A-1b
生成機能、ReaderExtensionsPDF生成機能＊3、
アウトラインPDF生成機能＊3、暗号化PDF生成機
能＊3、サーチャブルPDF/XPS生成機能（OCR）＊3、
機器署名PDF生成機能＊3、ユーザ署名PDF生成
機能＊3、タイムスタンプPDF生成機能＊3

プッシュスキャン機能の仕様（標準装備）※

名称 
適用回線＊1

 
走査線密度 
 

 
通信速度 
符号化方式 
通信モード 
送信原稿サイズ 
記録紙サイズ 
電送時間 
ファクス　   インターフェース
ドライバー　
                  対応プロトコル

                 対応OS

備考

スーパーG3 FAXボード・AF1（1回線ボード）
一般加入電話回線、PSTN×1（回線増設キッ
トにより最大4回線 ＊2 ）、ファクシミリ通信網
標準モード：8dot/㎜×3.85ライン/㎜
ファインモード：8dot/㎜×7.7ライン/㎜
スーパーファインモード：8dot/㎜×15.4ライン/㎜
ウルトラファインモード：16dot/㎜×15.4ライン/㎜
SuperG3：33.6kbps　G3：14.4kbps
MH、MR、MMR、JBIG
SuperG3、G3
A3（297㎜×420㎜）
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
約2.6秒（A4：自社原稿 標準モード ECM（JBIG）送信時）
USB2.0High-Speed、100BASE-TX/
10BASE-T（IEEE802.3準拠）
TCP/IP（LPD/Port9100/SMB/WSD）、
IPX/SPX（NDS、Bindery）
Windows®2000/Windows®XP/Windows 
Vista®/Windows® Server 2003/Windows® Server 
2008/Windows®7、Mac OS X（10.4.9以降）
ワンタッチボタン：200件＊3、宛先表：1600
件＊3、同報送信：最大256宛先、通信予約：
最大 64ジョブ、送信機能：回転送信、手動
送信、メモリ送信、ダイレクト送信、回線指
定、発信元記録、発信人名称（100件）、ジョ
ブ終了通知＊4、FAX 番号確認入力、F コー
ド、パスワード、受信機能：回転受信、両面
記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、
2in1 記録、TEL/FAX 自動切換え、手動受
信＊4、オンフック、リモート受信、排紙トレイ設
定、ダイアルイン着信（1回線に2番号まで）

スーパーG3FAX機能の仕様（オプション）

名称
形式
プリントサイズ
連続プリント速度
解像度 データ処理
 プリント
ページ記述言語
対応プロトコル

対応OS

内蔵 和文
フォント
 欧文

 その他

エミュレーション

インターフェース

画像欠け幅

＊LIPS LXドライバー利用時

ＬＩＰＳ Ｖ拡張キット・ＡH１
内蔵型
コピー仕様に準ずる
コピー仕様に準ずる
1200dpi×1200dpi＊、600dpi×600dpi
1200dpi×1200dpi＊

LIPS V（LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+）
TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/
FTP/WSD）、IPX/SPX（NDS、Bindery）
Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/
Windows®Server 2003/Windows® Server 2008/
Windows®7/Mac OS X（10.4.9以降）
平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、
丸ゴシック体
Courier、Swiss、Dutch、Symbol
全4書体13セット
バーコード（EAN-128、CODE39、NW-7、
JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL、
HP-GL2、BMLinkS、TIFF/JPEGダイレクトプリント
USB2.0High-Speed、1000Base-T/100 
Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
全周5㎜ プリンタードライバーにてエンジン
欠け幅を選択可能

LIPS Vプリンター機能の仕様（オプション）

A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、
郵便はがき＊1＊2、郵便往復はがき＊1、郵便4面はがき＊1、
不定型サイズ（100㎜×148㎜＊3～330.2㎜×487.7㎜）

iR-ADV 8095 PRO iR-ADV 8085 PROiR-ADV 8105 PRO

＊1 手差しトレイのみ給紙可能　＊2 ステイプルフィニッシャー・D1、中綴じフィニッシャー・D1装着時のみ対応。　＊3  ステイプルフィニッシャー・F1、中綴じフィニッ
シャー・F1装着時は、100mm×182mmから対応。　＊4 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、第一デッキから給紙　＊5 オプション　＊6 国際エネルギースタープログラム
で定められた測定法による数値　＊7 立体操作部を最大限高く伸ばした状態　＊8 手差しトレイを最大限伸ばした状態

＊1 VoIP(Voice over IP)回線において、データはパケット単位で伝送されますが、
パケットロスにより、FAX通信がエラーになることがあります。詳細は担当セールス
にお問い合せください。　＊2 FAXボード取付キット・A1装着時は、「G3回線増設
キット（2回線）・AF1」および、「G3回線増設キット（3/4回線）・AE1」を同時に
装着することはできません。　＊3 ワンタッチ及び宛先表は、ファイル送信/メール
送信などの宛先表と共通です。　＊4 オプション
※ステイプルフィニッシャー・F1、中綴じフィニッシャー・F1装着時には、「FAX
ボード取付キット・A1」が必要です。  



●お求めは信用のある当社で

00408836

キヤノンお客様相談センター

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〉9：00～12：00/13：00～17：00（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03-5428-1263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。

050-555-90056イメージランナー
アドバンス

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 2014年1月現在

キヤノンは、Jリーグの
オフィシャルスポンサーです。

安全にお使い
いただくために

●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。

ご注意
●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。
　①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。
　②未使用の郵便切手・郵便ハガキ。
　③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
●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。

キヤノン プロダクション向け複合機 ホームページ

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2014年1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御了承願います。　●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。）●Microsoft、Windows、Window Vista、
Office 2007、PowerPoint 2007、Microsoft Office SharePoint Serverは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。　●Mac OS、AppleTalkは米国アップル社の商標です。
●Adobe、PostScript、PostScript3及びPostScriptロゴ、Adobe Reader、Adobe LiveCycle Rights Management ESは、米国AdobeSystems社の米国及び、その他の国における登録商標です。　●IPX/SPXは米国Novell Inc.の
米国における商標です。　●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imagePRESS、imageWAREはキヤノン株式会社の登録商標です。　●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会（JBMIA）の商標で
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出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

■ペーパーフォールディング
　ユニット・H1
Z折り、内3つ折り、外３つ折り、4つ折
り、中折りの5通りの折加工が可能で
す。A4文書にZ折りのA3帳票を挿し
込むこともできます。

■インサーター・K1
1ビンにつき最大200枚までの用紙が
セットできる、ラージサイズ2ビンタイ
プのインサーターです。

■マルチカラー
　イメージリーダーユニット・C1
最大300枚の原稿を積載可能で、
カラー両面原稿の表裏を同時に読み
込み可能です。

■ペーパーデッキユニット・C1
A4最大4,000枚（64g/m2）のセット
が可能です。

■PODデッキライト・A1
13×19インチまでに対応し、最大
4,000枚（64g/m2）をセットできます。
エアアシスト機構を採用し、安定した
給紙を実現。大判の大量出力ニーズに
も応えます。

■トリマー・D1
枚数の多い中綴じ製本時、くちばし
状に突き出た小口を断裁できます。

■インナートリマー・A1
中綴じフィニッシャー・D1の内部に装
着。枚数の多い中綴じ製本時、くちば
し状に突き出た小口を断裁できます。

■中綴じフィニッシャー・F１／
　ステイプルフィニッシャー・F1
最大5,000枚の大量積載、100枚
（64g/m2）のステイプル機能と25枚
（64g/m2）中綴じ製本機能＊、ソート機
能などを搭載。針足カット機構も搭載し
ています。 ＊中綴じフィニッシャー・F1のみ。

■中綴じフィニッシャー・D１／
　ステイプルフィニッシャー・D１
最大4,250枚の大量積載、100枚
（64g/m2）のステイプル機能と20枚
（64g/m2）中綴じ製本機能＊、ソート機能
などを搭載。 ＊中綴じフィニッシャー・D1のみ。

■パンチャーユニット・BE1
中綴じフィニッシャー・D1、ステイプ
ルフィニッシャー・D1の内部に装着。
2穴パンチ機能を追加できます。

■パンチャーユニット・BA1
中綴じフィニッシャー・F1、ステイプ
ルフィニッシャー・F1の内部に装着。
2穴パンチ機能を追加できます。

本体標準価格（税別）…4,550,000円 本体標準価格（税別）…3,750,000円 本体標準価格（税別）…2,950,000円

多彩な出力体裁と連続稼働をサポート。
安定したパフォーマンスでビジネスの効率化を促進します。

EQUIPMENT

※iR-ADV 8085 PROのみ装着可能。

※各本体標準価格には「マルチカラーイメージリーダーユニット・C1」は含まれておりません。

プロダクションシステムセンターのご利用に際しては、お客様にゆっくりとご覧いただくために「完全予約制」といたしております。営業担当にご連絡いただくか、下記Webサイトよりお申込みください。

■ 品川（プロダクションシステムセンター）
〒108-8011  東京都港区港南2-16-6 CANON S TOWER 6F　 TEL. 03-6719-9551
開館時間：月曜日～金曜日／10時から17時30分（土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます）

■ 大阪（プロダクションシステムセンター）
〒530-8260  大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル18階　 TEL. 06-4795-9302
開館時間：月曜日～金曜日／10時から17時30分（土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます）

■ 名古屋
〒460-8532  名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ 18F　 TEL.052-209-6150
開館時間：月曜日～金曜日／10時から17時30分（土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます）

■ 福岡
〒812-0017  福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キヤノンMJ福岡ビル2F　TEL.092-411-2397
開館時間：月曜日～金曜日　10時から17時30分（土・日・祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます）

ショールーム／プロダクションシステムセンター

cweb.canon.jp/showroom/production/shinagawa/index.html

cweb.canon.jp/showroom/office/nagoya/index.html cweb.canon.jp/showroom/office/fukuoka/index.html

cweb.canon.jp/showroom/production/osaka/index.html

imageRUNNER ADVANCE 8105 PRO／8095 PRO／8085 PROの導入を検討のお客様には、お客様の運用内容に応じて実機による検証をお願いしております。
ご指定の用紙やシステムを使用して、お客様がビジネスで必要とする画像品質、仕上がり品質、生産性など、パフォーマンスを事前にご確認ください。

製品ご導入に
あたって
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