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ビジネスインクジェット複合機としてキヤノン初のラインヘッドを搭載 
オフィス向け A3 複合機“WG7350F／WG7350FM”を発売 

 

 

キヤノンは、新開発のラインヘッドとインクにより高生産性と高画質印刷を実現した 

“WG7350F／WG7350FM”を 2018 年 12 月下旬より発売し、A3 ビジネスインクジェット

複合機市場に本格参入します。 

 

 

 

 

 

 

 

“WG7350F／WG7350FM”は、オフィス向けビジネスインクジェット複合機として、

キヤノンで初めてラインヘッドを搭載し、安定した高速印刷を実現しています。シンプルな印刷

プロセスと本体構造により、消耗品交換が簡単にできるなど、ユーザーによるメンテナンス性を

高めています。また、インクを紙に吹き付ける非接触印刷のため、凹凸のあるレザック紙※1 など

多彩な用紙に印刷することができ、多様化するオフィスのニーズに対応します。 

 

■ 新開発ラインヘッドとインクによる高生産性と高画質印刷 
新開発「FINE ラインヘッド」搭載による最速 80 枚／分（A4・普通紙）※2 の高速印刷と、

両面同時読み取り ADF（自動原稿送り装置）搭載による最速 65 ページ／分（A4 横・両面）の

高速スキャンが可能です。また、新開発の 4 色顔料インクにより、インクの顔料が用紙表面に

素早く定着するため、高濃度でくっきりと印字でき、高生産性と高画質印刷を実現しています。 

 

■ 信頼性の高い本体機構によりダウンタイムを低減 
紙詰まりに配慮した本体設計に加え、定期交換部品が少ないため、ダウンタイムの低減に

寄与します。また、大容量のインクタンクや 2 段カセットペディスタルにより、大量印刷・

大量給紙が可能※3となり、オフィスにおける生産性向上に貢献します。 

 

■ 一定の月額費用のみで利用できる定額モデル（“WG7350FM”のみ） 
“WG7350FM”は、一定の月額費用のみで基本カウント 3,200 枚※4（内訳：モノクロ 2,240 枚、

カラー960 枚）までプリントできる定額モデルです。本体購入による初期投資がなく※5、

消耗品の自動配送により管理負荷を軽減するなど、オフィスのニーズに対応します。 
 

製品名 希望小売価格（税別） 発売日 

WG7350F オープン価格 
2018 年 12 月下旬 

WG7350FM  月額 1 万 3,000 円～（別紙参照） 
 
※1 「レザック」は特種東海製紙株式会社の登録商標です。対応する用紙の詳細はキヤノンホームページをご参照ください。 
※2 高速モード時（PC 経由のみ）、印刷解像度は 300dpi。標準モード時は最速 50 枚／分、印刷解像度は 600dpi。印刷

速度は、用紙の坪量・サイズ・タイプ・印字画像・給紙カセットなどにより異なります。 
※3 “WG7350F”について、「2段カセットペディスタル・CF10」は有償オプション、インクタンクなどの消耗品は別売りです。 
※4 両面印刷は 2 枚とカウントします。基本カウントを超える場合は別途費用がかかります。 
※5 設置料など別途費用が発生する場合があります。  

  

 

2018 年 12 月 6 日 

 
 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社  

● 一般の方のお問い合わせ先  ： キヤノンお客様相談センター 050-555-90033 

● 製 品 ホ ー ム ペ ー ジ  ： canon.jp/bij-mfp   

WG7350F 
*「2段カセットペディスタル・CF10」装着時 
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＜主な特長＞ 
 
１．新開発ラインヘッドによる高生産性 
・新開発「FINE ラインヘッド」を搭載することで、高速モード時最速 80 枚／分（A4・

普通紙）、標準モード時最速 50 枚／分（A4・普通紙）の高速印刷※を実現。 

・用紙の幅全体を一度に印刷できるラインヘッドにより、高速で安定した印字を実現。 

・待機時は 6.5 秒、スリープモード時でも 12.5 秒以下でファーストプリントが可能。 

・原稿の両面を一度に読み取ることができる両面同時読み取りADF（自動原稿送り装置）を搭載。

片面で 40 枚／分（A4 横）、両面で 65 ページ／分（A4 横）の連続スキャンが可能。 
 

※ 高速モード時（PC経由のみ）の印刷解像度は 300dpi、標準モード時の印刷解像度は 600dpi。印刷速度は、用紙の坪量・
サイズ・タイプ・印字画像・給紙カセットなどにより異なります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

２．新開発インクによる高画質印刷 
・新開発の 4 色顔料インクを採用。インクの表面張力を低くすることで、水分や溶剤が用紙に

浸透しやすくなり、インクの顔料が用紙表面に素早く定着。これにより、高濃度でくっきり

とした印字ができ、高速印刷時にも安定した出力が可能。 

・インクのノズル内循環技術により、吐出部でのインクの滞留を低減し、濃度変化を抑制。インク

濃度を一定に保つとともに、インクの固着やヘッドの目詰まりを抑制することで、安定した

出力を実現し、ユーザーのダウンタイム低減に寄与。 

・インク滴の生成を検知するヘッド内蔵センサーと、吐出状態を検知する光学方式センサーを

搭載し、最適なインク吐出を実現することで、安定した印刷品質で出力が可能。 

・新開発インクは水溶性ウレタン樹脂を含有し、マーカーを引いた際のこすれやにじみを抑制。 

・通紙可能坪量 52～256g／m2、最大用紙サイズ 330.2×711.2mm の用紙に印刷可能なため、

封筒、長尺紙、写真用マット紙など、さまざまな用紙への印刷ニーズに対応。  

 

   

 

 

 

 

 

 

３．信頼性の高い本体機構によりダウンタイムを低減 

・シンプルな本体内部設計により、スムーズな紙送りを実現。 

・分離ローラーの採用による用紙重送の低減など、紙詰まりに配慮した本体設計に加え、

定期交換部品が少ないため、ダウンタイムの低減に寄与。 

・給紙カセットに自動で用紙サイズを検知するセンサーを搭載し、サイズ設定の手間を軽減。 

・大容量のインクタンク※1各色 1 本で、ブラックは最大 12,000 枚※1、カラーは最大 6,600 枚※1の

大量印刷が可能。インクタンクの交換頻度を低減でき、交換の手間を軽減。 

「FINE ラインヘッド」 イメージ図 
 

顔料粒子 顔料粒子 

水分・溶剤 水分・溶剤 

従来インク 

 

新開発インク 

 
顔料が用紙に 
素早く定着 

インクの浸透イメージ図 

新開発インク 

 

従来インク 

 

マーカーを引いた際の比較イメージ図 
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・640 枚の用紙が収納できる給紙カセット 4 段と手差しトレイにより、最大 2,620 枚※2の

大量給紙が可能。オフィスにおける生産性向上に貢献。 
 

※1 “WG7350F”は別売り。印字可能枚数は、ISO IEC 24711（測定方法）、24712（測定チャート）を参考に、キヤノン
独自の測定方法で算出したものです。印刷モード、印刷原稿、印刷環境、ユーザーメンテナンスの種類や頻度など、
各種要因により、印字可能枚数は変わります。 

※2 64g／m2用紙を使用し、手差しトレイに60枚収納時。“WG7350F”は有償オプションの「2段カセットペディスタル・CF10」装着時。 

 
４．月額費用のみで IT支援サービス「HOME」も利用できる定額モデル（“WG7350FM”のみ） 
・定額モデルのため、一定の月額費用のみで月に基本カウント 3,200 枚※1まで印刷可能。 

・本体購入による初期投資がなく※2、定額で利用できるため、経費管理が容易。 

・消耗品は、オフィス機器のオンラインサポートサービス「NETEYE」※3 により自動で配送。

消耗品の手配や在庫管理など管理業務の負荷を軽減し、オフィスの働き方改革を支援。 

・月々の定額費用内で、機器や消耗品の利用に加え、IT 支援サービス「HOME」も利用可能。 

・2種類の定額プランを用意。セキュリティニーズに応じて、ウイルスセキュリティソフトウエアや

クラウドストレージが利用できるプランか、複数の異なるセキュリティ機能を 1 つのハード

ウエアに統合し管理できる UTM サービスが利用できるプランから選択が可能。 

・中小規模オフィスにおける印刷ニーズに加え、セキュリティニーズにも対応することで、

オフィス業務を強力にサポート。 
 

※1 モノクロ 2,240 枚、カラー960 枚まで定額費用で印刷可能。両面印刷は 2 枚とカウントします。基本カウントを超える
場合は別途費用がかかります。 

※2 設置料など別途費用が発生する場合があります。 
※3 本プランの利用には、オンラインサポートサービス「NETEYE」（遠隔監視サービス）の登録が必要です。 

 

５．5.0 型カラー液晶タッチパネルでわかりやすく快適な操作性 
・見やすく、わかりやすい 5.0 型カラー液晶タッチパネルを採用。 

・シンプルな表示で、コピーやスキャンなど、それぞれの機能のトップ画面にスムーズに

移行可能。フリック操作に対応し、ホーム画面の切り替えが容易で、快適な操作性を提供。 

・PC を使わず、USB メモリーのデータを直接印刷可能。また、スキャンデータを USB

メモリーに保存することが可能。 

・USBメモリーなどのメディア内にあるTIFF・JPEGデータのリスト表示やプレビュー表示が可能。 

・ハードキーレス設計を採用し、機能選択、設定入力に必要なキーは液晶画面に表示。

シンプルでわかりやすい操作性を実現。 

 

６．壁際やコーナーへの設置が可能 

・本体サイズ 560（幅）×590（奥行き）×1,133※1（高さ）mm、設置時の占有スペース

925（幅）×1,208（奥行）mm の省スペース設計を実現。 

・メンテナンス時の作業は、本体の前面と右側のみで、背面に凹凸が少ないため、壁際や

コーナーに設置可能※2。 
 

※1 「2 段カセットペディスタル・CF10」装着時。“WG7350FM”は標準装備、“WG7350F”は有償オプション。 

※2 壁から100mm以上離して設置してください。 
 
７．セキュリティや環境配慮などオフィスのニーズに対応 
・アクセス権限の設定やネットワークセキュリティ、機能制限などのセキュリティ機能を

搭載し、個人情報の漏えいや外部からの不正使用などのリスク低減に貢献。 

・最大消費電力は約 300W、スリープ時の消費電力は約 1.9W、TEC 値※は 1.25kWh と

低消費電力を実現。 

・一定時間、本体が動作しない場合に自動的にスリープモードに移行するオートスリープ

機能の搭載により、消費電力の低減に貢献。 
 

※ TEC 値とは、オフィスでの使用を想定した 1 週間の平均消費電力量。国際エネルギースタープログラム Ver.2.0 で

定められた測定法による数値。 
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＜ビジネス向けインクジェット複合機の市場動向＞ 

中小規模オフィスや店舗のバックヤードにおける写真入り文書の印刷ニーズに加え、医療機関に

おける薬の効能（飲み方ガイド）や処方箋などの印刷、教育機関における写真入りの掲示物・

配布物や賞状の印刷など、A3 サイズまでの多様な用紙へのフルカラー印刷の需要に対し、限られた

スペースに設置できる汎用性の高い複合機のニーズが高まっています。（キヤノン調べ） 

 
＜主な製品仕様＞ 
 

形式 デスクトップ 

プリント方式 ラインヘッドインクジェット方式 

インク 4 色顔料（C／M／Y／BK） 

読み取り解像度 600×600dpi 

書き込み解像度 1,200×1,200dpi 

階調 256 階調 

複写原稿 最大 A3 サイズまで（シート、ブック原稿） 

複写サイズ※1 

用紙サイズ 

A5、A4、A3※2、B5、B4※2、ユーザー定義サイズ（最大
330.2mm ×711.2mm※3）、はがき※4、往復はがき※4、封筒
（角形 2 号※4、洋形 4 号※5、洋形 6 号※5、洋形長 3 号※5、 

長形 3 号※5、長形 4 号※6）、写真用紙※4（KG、2L 判、六切、 

四切、A4、A3、A3 ノビ） 

画像欠け幅 
先端：4mm、左右各：4mm、後端：4mm、用紙幅が
318.9mm を超える場合、左右各 4mm～9.65mm 

用紙坪量 カセット：52～220g／m²、手差し：60～256g／m² 

ウォームアップ 
タイム※7 

主電源立ち上げ時 30 秒以下 

リカバリータイム 8 秒 

ファーストコピータイム （室温20～30度） カラー・モノクロ共に 5.8 秒 

連続複写速度※8 
（カラー／モノクロ） 

A3・B4 カラー・モノクロ共に 25 枚／分 

A4・B5 カラー・モノクロ共に 50 枚／分 

給紙方式／ 
給紙容量※9 

カセット 
640 枚×2 段 

（「2 段カセットペディスタル・CF10」装着時は 640 枚×4 段) 

手差し 60 枚 

排紙トレイ最大積載枚数※9 A3：120 枚、A4：250 枚 

連続複写枚数 999 枚 

電源 AC 100V、50／60Hz 

最大消費電力 約 300W  

標準消費電力量（TEC） 1.25kWh 

大きさ（幅×奥行き×高さ） 560×590×880mm※10 

質量(ADF を含む) 約 82.1kg※11 

機械占有寸法（幅×奥行き） 925×1,208mm 

メモリー容量 RAM：2GB 
 
※1  用紙サイズ、用紙タイプにより対応する給紙カセットは異なります。 
※2  1段目給紙カセット（カセット1）は非対応。 
※3  手差しトレイ使用時。1段目給紙カセットでは、90.0×190.0mm～216.0×297.0mm、2段目以降の給紙カセットでは、

139.7×210.0 mm～297.0×431.8 mmのユーザー設定サイズを使用可能です。2段目以降の給紙カセットでは、139.7
×210.0 mm～297.0×431.8 mmのユーザー設定サイズを使用可能です。 

※4  手差しトレイのみ対応。 
※5  カセット1／手差しトレイのみ対応 
※6  カセット1のみ対応 
※7  使用環境、使用条件によって変わることがあります。 
※8  用紙の坪量・サイズ・種類・印字画像・給紙カセットなどにより異なります。 
※9  64g／m²紙使用時 
※10 オプションの「2 段カセットペディスタル・CF10」装着時の高さは 1,133mm。 
※11 プリントヘッドの質量を含み、インクタンクは含みません。 
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＜別紙＞ 

 
【定額プランの概要】 

  

 一定の月額費用のみで利用可能な定額プランを用意しました。本体購入による初期投資がなく※1、

最大 2,620 枚の給紙が可能※2な新製品“WG7350FM”や、インクなどの消耗品※3が月額費用のみで

利用できます。さらに、月々の定額費用には IT 支援サービス「HOME」が含まれ、セキュリティ

ニーズに応じて、以下の 2 種類の定額プランから選択できます。 
 

・13,000 円／月 定額プラン：ウイルスセキュリティソフトやクラウドストレージが利用可能 

・18,000 円／月 定額プラン：複数の異なるセキュリティ機能を１つのハードウエアに統合し 

管理できる UTM サービスが利用可能 
 

 
※1 本プランには搬入・設置料金が含まれません。別途費用がかかります。 

※2 64g／m2用紙を使用し、手差しトレイに 60 枚収納時。 

※3 プリントヘッド・ハンドセット・用紙は含みません。 
※4 枚数のカウントは、片面印刷は 1 枚、両面印刷は 2 枚とカウントします。 
 

 

＊ 本プランの契約期間は 5 年間です。5 年経過後の契約延長はできません。 

＊ 本プランを途中解約する場合、解約金が発生します。 

＊ 月間基本出力枚数を超えた場合は、所定の単価に超過出力枚数を乗じた費用が別途かかります。 

＊ 本プランは無償保証期間がありません。 

＊ 本プランの利用には、オンラインサポートサービス「NETEYE」（遠隔監視サービス）の登録が必要です。 

＊ 本プランには搬入・設置料金が含まれません。別途費用がかかります。 

＊ 本プランには保守サービスが含まれません。保守サービスをご利用いただく場合は別途保守費用がかかります。 

（サービスレベルに応じて、月額 1,000 円・税別、または月額 2,000 円・税別から選択できます。） 

定額プラン（税別） 13,000 円／月 定額プラン 18,000 円／月 定額プラン 

契約期間 5 年 

月額費用（税別） 13,000 円 18,000 円 

基本カウント※4 
カラー 960 枚／月 

モノクロ 2,240 枚／月 

超過出力枚数※4 

単価（税別） 

カラー 5.0 円／枚 

モノクロ 1.5 円／枚 

商品構成 

機器 
WG7350FM 

＋「2 段カセットペディスタル・CF10」 

消耗品 
各色インクタンク・メンテナンスカートリッジ 

・ADF メンテナンスキット 

IT 支援 

サービス 

 

HOME type-S2+ESET for 

WG7350FM 

クラウドストレージサービス 

＋クライアントセキュリティ 

HOME type-R for WG7350FM 

 

ネットワークセキュリティ
サービス 

ウイルスセキュリティソフトや
クラウドストレージ 

複数の異なるセキュリティ機能を
１つのハードウエアに統合し
管理できる UTM サービス 


