


imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種、
新たな位置づけのセンターマシン8200 PROシリーズ。

ペーパーレス化を推進するオフィスでは、機器の集約も加速しています。

そのため1台のセンターマシンへの依存度が高まり、より高性能で、

絶対的な信頼性をもつ強靭なスペックが求められます。

imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種８2００ PROシリーズは

従来のセンターマシンの概念を超えたプロスペックの新たな位置づけを確立します。

ペーパーレス化を推進するオフィスに
より高性能で、強靭なプロスペック・センターマシン。
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■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

企業内集中印刷業務は、ビジネス・ドキュメントの内製化が加速することで、

さらに高い生産能力、高い品質が求められています。

imageRUNNER ADVANCEシリーズ最上位機種８2００ PROシリーズは、

プロ・クオリティーの成果物を、より快適に、よりスピーディーに生産できる

プロスペック・プリンターです。

内製化が加速するオフィスが求める
すべてのニーズを兼ね備えたプロスペック・プリンター。
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高生産性と低コストの両立
T O T A L  C O S T  O F  O W N E R S H I P01

片面・両面が同じ速さで電子化できる
「両面1パスカラースキャン」

急ぎの1枚もすばやくさらにコピーできる
「ウォームアップタイム1分以下/クイック起動7秒」

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。メインスイッチ
ONから画面操作可能まで7秒
で起動できます。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。

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。

用紙補充の手間を大きく低減する
「大容量給紙」

給紙容量は最大8 , 8 6 0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。

膨大な量の印刷を最速にこなす
「コピー・プリントスピード毎分105枚＊」

イメージランナーアドバンスシリーズ最速のコピー・プリントスピード毎分
105枚。膨大な量のドキュメントも快適かつ安心のプロスペックです。

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。

＊ 8205 PROの場合。82９5 PROは95枚/分、8285 PROは85枚/分。

大量・高速印刷を更に拡張できる
「重連コピー」

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。

トナー交換の手間を大きく低減する
「大容量トナーボトル」

きれいな体裁とコスト削減が両立する
「中とじ製本/集約コピー」

用紙使用量を半減し、読みやすく本格的な仕上がりに加工する中とじ
製本、最大8Pの原稿を１Pにまとめる集約コピーなど高品質とコスト削減
を両立します。

大量生産と高品質を両立する
「8ビーム赤色レーザー」

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。

iR7105iシリーズ

iR-ADV 8200 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

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。

●集約コピー
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＊

＊ 使用状況により高速起動されない場合
　がございます。

＊ 「自動（カラー/白黒）」、「自動(カラー/グレー)」、「フルカラー」、「グレイスケール」を選択し、
解像度を200×400/400×400/600×600dpiに設定してスキャン・送信する際は、本体用
増設メモリーTypeD（512MB）が必要です。
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●中綴じ製本



※オプションです。
＊１ 中綴じフィニッシャー・Q1の場合。中綴じフィニッシャー・N1は20枚（80ページ）。
＊2  ステイプルフィニッシャー・Q1、中綴じフィニッシャー・Q1のみ対応。印刷された用紙が
カールなどで部分的な高低差が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合があります。

高品質な仕上がりで信頼性を向上
Q U A L I T Y02

汚れによる画質低下を未然に防ぐ
「オートクリーニング」

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。

美しいハーフトーン画像を再現する
「pO（ピーオー）トナー」

高品位な文字画像、美しいハーフトーン画像を再現する新開発のpO

（ピーオー）トナーを採用。定着性の高い新トナーは省エネにも貢献します。

高品位で高精細な画質で印刷する
「ツインスリープ現像」

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。

写真と文字を最適処理する
「像域分離技術」

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。

多ページの原稿も余裕で束ねる
「100枚ステイプル対応のフィニッシャー」

200ページの冊子を作成できる100枚ステイプル可能なフィニッシャー

を用意。中綴じ製本も最大25枚（100ページの製本）＊１まで拡張しました。

新たに加わった上下トレイに搭載したジョガー機構＊2により、積載整列性

を大幅に向上しました。また、針足カット機構により、ホチキス止めの

仕上がりを美しく整えます。

長期間安定した画質を維持する
「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。

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！

■通常ステイプル ■針足カット後
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■ジョガー機構■ジョガー機構



進化をとげたドキュメント連携
D O C U M E N T  S O L U T I O N03

面付け・編集作業を一本化する
「imageWARE Prepress Manager Select」

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。

紙文書とデータを簡単に融合する
「imageWARE Desktop」

多彩なアプリケーションで作成したデータを
１つのファイルに統合。ページの移動・削除など
の編集を行い、プレビューで仕上がりを確認
しながら出力。印刷業務をすべてパソコン上
で効率よく完了させることができます。

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

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。

ミスプリントを未然に防ぐ
「えらんでマイプリント」

プリント指示を一旦機器の中に保存し、タッチ
パネル上で印刷設定などを確認して、必要な
ものだけを出力することにより、ミスプリント
などで発生していた無駄な印刷コストを削減
します。

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。

定形業務を効率化する
「Workflow Composer」

印刷設定を自動化する
「imageWARE POD Hot Folder＊」

あらかじめ印刷設定が登録できるHot FolderにPDFファイルを投入する
だけで、その都度設定なしで印刷ができ、ミスプリントの削減とスピーディな
ワークフローを実現します。

iPhoneやiPad対応のプリント専用アプリケーションを用意。無線LAN
アクセスポイント経由で、WebページやPDFファイルなどをモバイル機器から
簡単に出力できます

スマートフォンやタブレットPCから印刷できる
「Canon Mobile Printing＊」

＊ 文書の種類によっては正しく表示されない場合があります。　

＊ PS拡張キットが必要になります。

MEAP 連携imageWARE シリーズ連携

モバイル連携

22

22

11
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■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）

■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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利便性の向上と業務効率アップ
U S A B I L I T Y04

最適な出力環境を構築する
「マルチPDL」

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 
V」＊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。

本体内に大量にデータを保存する
「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1TB＊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）・J1」が必要です。
＊２オプ ション の「 H D D
（2.5inch/1TB）・K1」が必要です。
また、アドバンスドボックスでの使
用領域は最大629.2GBです。

＊１「 LIPS V拡張キット・AU１」が必要です。
＊２「 PS拡張キット・AU１」が必要です。

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「Reade 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。

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UI」により、各種プリント機能の設定や「アドバンスドボックス」の管理
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」機能を拡張すれば、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。

オフィススペースを有効活用する
「省スペース設計」

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。また、8285
モデルでは本体内蔵型操作パネル
を採用し、更なる省スペース化を
実現しています。

＊「 スキャンソリューション機能拡張キット・A1」が必要です。

●アドバンスドボックス使用例

大きく見やすく操作しやすい
「10.4インチ大型操作パネル＊」

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。
＊ 8205 PRO、8295PROの場合。
8285PＲＯは8.4インチ。

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

文書「A」をPCから
アドバンスドボックス
に保管

A

文書「A」を
アドバンスドボックス
から入手

A

A

B

B

B
アドバンスドボックス

●iR-ADV 8200 PROシリーズで対応するPDF

＊1「スキャンソリューション機能拡張キット・A1」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Power-
Point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・A1」が必要です。

PowerPoint
スキャン

紙文書

リモートUI リモートオペレーション

閲覧・操作設定・管理

※ステイプルフィニッシャー・N1装着時。

ppt

アウトライン処理

OCR処理でテキスト化

654mm 645mm
770mm

1,220mm

1,299mm
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先進のセキュリティー
S E C U R I T Y05

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。

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。

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

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。

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。

より高度な本人認証ができる
「指静脈認証 for MEAP ADVANCE」

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。

印刷中のデータを守秘する
「暗号化セキュアプリント」

パソコンから本体までのプリントデータを暗号化することができます。これに
より通信経路でのデータ改ざんや情報漏えいのリスクを軽減。本体パネルで
該当文書を選択してパスワードを入力するとプリントアウトが開始されます。

＊ FeliCa／MIFARE／eLWISEカードに対応。

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。

国際的なセキュリティー認証の安心
「IEEE2600.1」＊

複合機・プリンターの情報セキュリティーに関する国際的な規格、IEEE 
Std. 2600TM-2008に準拠しています。
＊オプションなど適切な構成・設定が必要となります。

放置による紛失を抑止する
「Anyplace Print 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8205 
PRO/8295 PRO/8285 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。

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

＊オプションの「HDDデータ暗号化/ミラーリングキットC5」が必要です。
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環境負荷の低減
E N V I R O N M E N T  M A N A G E M E N T06

最小限の電力で稼働する
「省エネ性」

iR-ADV 8200 PROシリーズは、国際エネルギースタープログラム適合の
基準となるTEC基準値を、大幅に下回って達成しました。

環境配慮と長寿命・省電力を両立
「LED照明」

液晶バックライトにLED照明を採用。さらに、ライトガイド（導光体）により
照度を高め、照明効率を大きく向上させています。

長期休暇時の待機電力を削減する
「リモートシャットダウン」 「オートシャットダウン」
「ウイークリーシャットダウン」

「リモートUI」でパソコンからの機器の電源をOFFにすることができます。
さらに「imageWARE Management Agent」などを使えば、同一ネット
ワーク上の機器を指定時刻に同時にシャットダウン可能。法定点検時など
の管理負荷を軽減できるほか、長期休暇時などの電力コスト削減にも貢献
します。

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。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
50％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50％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。
●欧州RoHS除外規定の適用を受けない取り組みを行っています。
●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。

100V仕様で省エネ効果を高める
「100V電源対応」

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。 ＊ 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。

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。

●TEC基準値との消費電力量比較

実測値TEC基準値（2009年）

0 2010 30 5040 （kWh）

8295 PRO

8205 PRO

8285 PRO

11.0

43.5

10.1

36.5

9.0

29.5
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■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・G1
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・N1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・Q１／
　ステイプルフィニッシャー・Q1
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
能積載、積載整列性を向上。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・Q1のみ。

■中綴じフィニッシャー・N１／
　ステイプルフィニッシャー・N１
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・N1のみ。

■パンチャーユニット・BE1
中綴じフィニッシャー・N1、ステイプ
ルフィニッシャー・N1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・BT1
中綴じフィニッシャー・Q1、ステイプ
ルフィニッシャー・Q1の内部に装着。
2穴/4穴パンチ機能を追加できます。

※iR-ADV 8285 PROのみ装着可能。

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。

製品ラインアップ

※印刷された用紙がカールなどで部分的な高低差
が生じた場合、用紙の積載が整えられない場合が
あります。

「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」、「中綴じフィニッシャー・Q1」、
「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。

「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」「中綴じフィニッシャー・Q1」、
「ペーパーデッキユニット・C１」を装着したものです。

「マルチカラーイメージリーダーユニット・G1」「中綴じフィニッシャー・N1」
を装着したものです。

※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・G1」は含まれておりません。
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仕 様 表

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＊2
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
エネルギー消費効率（複合機）
標準消費電力量（TEC）＊3
大きさ（立面操作部装着時）
質量（DADFを含む）
機械占有寸法
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、0.70、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㎜＊4（高さ）
 約242kg
2,235㎜（幅）×810㎜（奥行）＊5

RAM 標準：1.5GB、最大：2GB、HD 標準：160GB、最大：1TB
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、ジョブロック（オプション）、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®XP/WindowsVista®/Windows®7/
Windows®8/Windows®Server 2003/Windows® 
Server 2008/Mac OS X（10.5.8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・AU1
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®XP/Windows Vista®/Windows®7/
Windows®8/ Windows®Server 2003/Windows® 
Server 2008/Mac OS X（10.5.8以降）
Mac OS X（10.3.9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

11.0kWh 10.1kWh 9.0kWh
ー ー 491kWh/年　区分名：d

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
クライアントOS

標準：15GB、最大：629.2GB
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
Windows®2000/Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7

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・G1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・G1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

Windows®Server 2003（SP2）、Microsoft 
Exchange2007（SP2）、Sendmail8.14.4、
Lotus Domino R7.0

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®XP/Windows Vista®/Windows®7/
Windows®8/Windows® Server 2003/ 
Windows®Server 2008
TWAIN準拠
Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7/
Windows®8/Windows® Server 2003/ 
Windows®Server 2008
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・G1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・G1が必要です。
※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。

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、WebDAV＊2

Windows®XP/WindowsVista®/Windows®7/Windows®8
/Windows® Server 2003/Windows® Server 2008、
Samba 2.2.8/ 3.0（Mac OS X 10.5、RedHat Linux9.0）
Microsoft Internet Information Server Version
5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Mac OS X 10.6、RedHat
Linux9.0、Solaris10
Microsoft Internet Information Server Version
5.0/5.1/6.0/7.0/7.5、Apache2（Mac OS X 10.
６、RedHat Linux 9.0、Solaris10
Microsoft Exchange Server2003 SP2、Microsoft 
Exchange2007 SP2、Sendmail8.14.4、Lotus Domino 
7.0
TIFF（MMR）/JPEG/PDF/XPS
TIFF（MMR）/PDF/XPS
文字、文字/写真、写真
機器署名PDF生成機能、高圧縮PDF/XPS生成
機能、暗号化PDF生成機能、Web表示用に最適
化された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、サーチャ
ブルPDF/XPS生成機能（OCR）＊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・AL1（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  ）、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®XP/Windows Vista®Windows®7/
Windows®8/Windows® Server 2003/Windows® 
Server 2008/Mac OS X（10.5.8 以降）
ワンタッチボタン：200件＊2、宛先表：1600
件＊2、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＊3、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＊3、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・ＡV１
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®XP/WindowsVista®/Windows®7/
Windows®8Windows®Server 2003/Windows® 
Server 2008/Mac OS X（10.5.8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）

iR-ADV 8295 PRO iR-ADV 8285 PROiR-ADV 8205 PRO

＊1 手差しトレイのみ給紙可能　＊2 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、第一デッキから給紙　＊3 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　＊4 立体
操作部を最大限高く伸ばした状態　＊5 中綴じフィニッシャー・Q1装着時　＊6 中綴じフィニッシャーN1を装着し、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 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。　＊3 オプション

645㎜（幅）×770㎜（奥行）×1,220㎜（高さ）
238kg

1,843㎜（幅）×789㎜（奥行）＊6
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imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに以下の機能を実装します。
これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するためのものです。
これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

◎サービスブラウザー ・・・・・・・・・・
◎アップデーター ・・・・・・・・・・・・・・

お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から技術情報を参照します。

お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

サービスが利用する内蔵ツールについて

００４５９１４６

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。

imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO／8295 PRO／8285 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

●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2013年12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。

●お求めは信用のある当社で

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 2013年12月現在

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。

キヤノン プロダクション向け複合機 ホームページ

imageRUNNER ADVANCE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。
QRコードを用いて、出力物を、誰が、いつ、どの機器で複写
したのかの追跡や、複写防止などを複数メーカー機器で行
える「BMLinkS情報マーキング標準仕様」を新規実装。

09117021
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