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スマホからの簡単プリントを強化し新しい楽しみ方を提案 
家庭用インクジェット複合機“PIXUS TS8330”など 5 機種を発売 

 
 

キヤノンは、家庭用インクジェットプリンター「PIXUS（ピクサス）」シリーズの新製品として、

多機能モデル“TS8330／TS7330／TS6330／TS5330”と、高画質・低ランニングコストを

両立したプレミアムシリーズ“XK60”の計 5 機種を 2019 年 9 月 5 日より発売します。 

   

 

  

  

 

 

 

新製品は、SNSと連携したプリントサービスを拡充することで、日常生活の中で簡単にプリントを

楽しむことができます。また、スマートスピーカーとの連携をさらに強化し、声だけでプリント

できるコンテンツが大幅に増加したほか、アイロンプリントシート（2019 年 11 月発売予定）に

対応し、オリジナル T シャツが作れるなど、新しい楽しみ方を提案しています。 

  

■ 快適な操作性でスマホからの簡単プリントを実現 
新製品はいずれも、スマホで簡単にプリントやコピーの操作ができる無料アプリ「Canon 

PRINT Inkjet／SELPHY」を利用して、最短 2 ステップでプリンターの登録が完了します。

“PIXUS TS7330／TS5330”は、スマホでの操作を前提に快適な操作性を追求した本体デザインに

刷新しています。2 次元コードボタンを搭載し、WEB マニュアルなどの必要な情報をスマホで

すぐに確認できます。さらに、本体に搭載した LED ライトの光り方で、プリンターの状態を

直観的に把握できます。“PIXUS TS8330／TS6330／XK60”は、大画面液晶パネルの搭載や

わかりやすいユーザーインターフェースにより、簡単プリントを実現しています。 

 

■ SNS と連携したプリントサービスを拡充 

SNS と連携したプリントサービス「PIXUS トークプリント」を展開し、SNS のトーク画面から

簡単にプリントが可能です。コミュニケーションアプリ「LINE」との連携により、「LINE」に

送られた写真を簡単にプリントできるほか、新たに PDF や Word など対応フォーマットを

拡充し、両面や 2 in 1 などの細かな印刷設定も可能です（2019 年 12 月対応予定）。また、

新たに「Messenger」と連携し、「PIXUS トークプリント」を拡充することで、SNS を利用

したコミュニケーションにおいて、より一層プリントを手軽に楽しむことができます。 
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PIXUS XK60 

● 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 050－555－90015 

●  P I X U S ホ ー ム ペ ー ジ ： canon.jp/pixus  

PIXUS TS7330（ネイビー） PIXUS TS8330（ホワイト） PIXUS TS5330（ピンク） 
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＜PIXUS TS7330／TS5330の主な特長＞ 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
1. 快適な操作性でスマホからの簡単プリントを実現 

・スマホで簡単にプリントやコピーの操作ができる無料アプリ

「Canon PRINT Inkjet／SELPHY」を利用して、最短

2 ステップでプリンターの登録が完了。ユーザーがネット

ワークを意識することなく、簡単プリントを実現。 

・スマホでの操作を前提にシンプルな操作性を追求した

本体デザインに刷新。WEB マニュアルなどのリンクを

表示する 2 次元コード（QR コード）ボタンを搭載し、

必要な情報をスマホですぐに確認可能。 

・本体に搭載した LED ライトの光り方で、プリンターの

状態を直観的に把握することが可能。これによりインク

交換や原稿の取り忘れなど、エラーにすぐに気がつくことが

でき、印刷状態がわかるので安心。 

・1.44 型の有機 EL ディスプレイを搭載。文字がくっきりと見やすく、高い視認性を実現。 

・いずれも 3 色のカラーバリエーションを展開。 

 

2. SNS と連携したプリントサービスを拡充 
・SNS と連携したプリントサービス「PIXUS トークプリント」を展開。 

・コミュニケーションアプリ「LINE」との連携により、「LINE」で「ピクサス」の LINE 公式

アカウントを友だち追加することで、トーク画面でプリント可能。「LINE」の転送機能を活用

すれば、友人や家族から「LINE」に送られた写真も簡単にプリント可能。 

・「PIXUS トークプリント」は、新たに PDF や Word など対応フォーマットを拡充し、両面や

2 in 1 などの細かな印刷設定が可能（2019 年 12 月対応予定）。ステータス確認ボタンを押すと

プリンターの状態をトーク画面に表示。最大 5 台のプリンターが登録可能。たとえば、

「LINE」に送られた写真を、離れて暮らす祖父母宅のプリンターから印刷できる※など、

新しいプリントの楽しみ方を提案。 

・「PIXUS トークプリント」は、新たに「Messenger」と連携。  
 

※「PIXUS トークプリント」対応機種で、ネットワークに接続している必要があります。 

 

3．スマートスピーカーに対応し音声だけで印刷できるコンテンツを拡充 
・スマートスピーカーに話しかけることで、コンテンツの印刷やプリンターの状態確認が可能。 

・「Alexa」を搭載した「Amazon Echo」を始めとするデバイスに対応。 

・「Google アシスタント」を搭載した「Google Home」を始めとするデバイスで利用可能。 

・新たに 2019 年 12 月より「LINE Clova」に対応予定。 

・音声だけで印刷できるコンテンツが拡充。ナンバープレースやぬりえ、折り紙、買い物

リスト※など約 40 種類のコンテンツを音声だけでプリントすることが可能。 
 

※ 買い物リストは「Alexa」を搭載したデバイスのみ対応。 

 

PIXUS TS7330 

 

30 

PIXUS TS5330 

 

ホワイト ブラック ネイビー                  

ホワイト ブラック ピンク                 

QR コードボタン（イメージ） 

プリンターを探しますか？ 

はい いいえ 

アプリを起動 登録 

初期セットアップのイメージ 

ステップ1 ステップ2 
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Creative Park 
（アイコンイメージ） 

4．オリジナルのデザインで T シャツやバッグが作れるアイロンプリントシート 

・新たにアイロンプリントシート（2019 年 11 月発売予定）に対応し、オリジナルの T シャツや

バッグを作成可能。オリジナルのデザインをプリントして、クラスイベントでお揃いの

T シャツを作成したり、子どもの名前入りグッズを作成することが可能。 
 

 

 

 

 
 

・キヤノンの無料印刷素材サイト「Creative 

Park」（https://creativepark.canon/jp）では、

アイロンプリントシート用のコンテンツを

展開。親子で楽しめるコンテンツやクラス

イベントに活用できるコンテンツのほか、

選べるフォントでオリジナルデザインが作成

できるなど、プリンターを活用した新しい

楽しみ方を提案。 
 

 

 

 

5．プリントニーズに応える多彩な機能・サービス 
・1997 年に開設以来、好評を博しているキヤノンの無料印刷素材サイト

「Creative Park」を、無料アプリ「Creative Park※1」として 2019 年

11 月より配信予定※2。多彩なコンテンツをスマホから簡単プリント。 

・新たに自動紙幅検知機能を搭載。前面カセットと背面トレイにセットした

用紙サイズを自動で検知し液晶に表示。より簡単に用紙設定が可能。 

・新たにプリンター本体に自動写真補正機能を搭載。アプリで事前に

写真の補正をしなくても、画像を解析し、シーン別に適切な補正を行いプリント。  

・“PIXUS TS7330”は、染料インク 4 色（シアン／マゼンタ／イエロー／ブラック）と、

顔料インク 1 色（ブラック）の 5 色ハイブリッドインクを採用。 

・“PIXUS TS5330”は染料インク 3 色（シアン／マゼンタ／イエロー）と、顔料インク 1 色

（ブラック）の 4 色ハイブリッドインクを採用。 

・L判フチなし写真を“PIXUS TS7330”は約18秒※3、“PIXUS TS5330”は約36秒※3でプリント。 

・Wi-Fi ルーターを介さずにプリントやスキャンが可能な「無線ダイレクト」に対応。 

・AirPrint や Mopria®※4 などのモバイルプリントに対応し、スマホやタブレットなどの

モバイル機器からプリントが可能。 

・無料アプリ「Canon PRINT Inkjet／SELPHY」により、写真共有サイトや SNS、

ストレージサービスなど、クラウド上の写真や文書を簡単にプリント可能。 
 

※1 一部機能の利用には事前に Canon ID の登録が必要。 

※2 サービス内容・配信時期は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

※3 キヤノン写真用紙・光沢ゴールドを使用し、印刷品質設定が標準の場合。測定環境の詳細は、ホームページをご参照ください。 

※4 キヤノン、HP、サムスン電子、米ゼロックスの 4 社が 2013 年 9 月に設立した会員制非営利団体。スマホやタブレットなど
のモバイル機器やプリンターへの Mopria®認証の普及と、ワイヤレスで簡単な印刷環境の構築を目的とする。 

作成手順（イメージ） 

コンテンツ例 （イメージ） 

画像を切る 画像をのせる 転写 台紙をはがす できあがり 

【白生地用 アイロンプリントシートの場合】 
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＜PIXUS TS8330／TS6330 の主な特長＞ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1．快適な操作性でスマホからの簡単プリントを実現 

・スマホで簡単にプリントやコピーの操作ができる無料アプリ「Canon PRINT Inkjet／

SELPHY」を利用して、最短 2 ステップでプリンターの登録が完了。 

・“TS8330”は 4.3 型、“TS6330”は 3.0 型のタッチパネル液晶表示画面を搭載。幅広い

世代に向け、わかりやすいユーザーインターフェースにより、簡単プリントを実現。 

・SNS と連携したプリントサービス「PIXUS トークプリント」を展開。コミュニケーション

アプリ「LINE」との連携により、簡単に写真プリントが可能。 

・「PIXUS トークプリント」は、新たに PDF や Word など対応フォーマットを拡充し、両面や

2 in 1 などの細かな印刷設定が可能（2019 年 12 月対応予定）。ステータス確認ボタンを

押すとプリンターの状態をトーク画面に表示。最大5台のプリンターが登録可能。たとえば、

「LINE」に送られた写真を、離れて暮らす祖父母宅のプリンターから印刷できるなど、

新しい写真プリントの楽しみ方を提案。  

・「PIXUS トークプリント」は、新たに「Messenger」と連携。 

 

2．スマートスピーカーに対応し音声だけで印刷できるコンテンツを拡充 
・スマートスピーカーに話しかけることで、コンテンツの印刷やプリンターの状態確認が可能。 

・「Alexa」を搭載した「Amazon Echo」を始めとするデバイスに対応。 

・「Google アシスタント」を搭載した「Google Home」を始めとするデバイスで利用可能。 

・新たに 2019 年 12 月より「LINE Clova」に対応予定。 

・音声だけで印刷できるコンテンツが拡充。ナンバープレースやぬりえ、折り紙、買い物

リストなど約 40 種類のコンテンツを音声だけでプリントすることが可能。 

 

3．選べるカラーバリエーションと多彩なプリント機能・サービス 

・キヤノンの無料印刷素材サイト「Creative Park」を、無料アプリ「Creative Park
※1」として

2019 年 11 月より配信予定※2。 

・いずれもカラーバリエーションを用意。ユーザーの好みやインテリアに合わせて選択可能。 

・“TS8330”は、染料インク 5 色（シアン／マゼンタ／イエロー／ブラック／グレー）と、

顔料インク 1 色（ブラック）の 6 色ハイブリッドインクを採用。 

・“TS6330”は、染料インク 4 色（シアン／マゼンタ／イエロー／ブラック）と、顔料インク

1 色（ブラック）の 5 色インクを採用。 

・L 判フチなし写真を約 18 秒※3でプリント。  

・Wi-Fi ルーターを介さずにプリントやスキャンが可能な「無線ダイレクト」に対応。 

・AirPrint や Mopria®などのモバイルプリントに対応し、モバイル機器から印刷可能。 

・写真共有サイトや SNS、ストレージサービス、キヤノン独自のクラウドサービスと連携し、

クラウド上の写真や文書を簡単にプリントできる「PIXUS クラウドリンク」に対応。 
 
※1 一部機能の利用には事前に Canon ID の登録が必要。 

※2 サービス内容・配信時期は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
※3 キヤノン写真用紙・光沢ゴールドを使用し、印刷品質設定が標準の場合。測定環境の詳細は、ホームページをご参照ください。 

PIXUS TS8330 

 

30 

PIXUS TS6330 

 

レッド ブラック ホワイト 

ホワイト ブラック 
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＜PIXUS XK60の主な特長＞ 

  

 
 
1．高画質と低ランニングコストを両立 

・染料インク 5 色（シアン／マゼンタ／イエロー／ブラック／フォトブルー）と、顔料インク

1 色（ブラック）の 6 色ハイブリッドインクを採用。フォトブルーインクにより、明度の

高い青から白にかけた色領域において粒状感を低減した滑らかなプリント表現を実現。 

・大容量インクタンク（別売り）の使用により、L 判印刷のインク・用紙合計コストが約 12.5 円

（税別）※1と低ランニングコストを実現。 

・L 判フチなし写真を約 14 秒※2でプリント。 
 

※1 キヤノン写真用紙・光沢ゴールド使用時のインクと用紙の合計コスト。測定環境の詳細は、ホームページをご参照ください。 

※2 キヤノン写真用紙・光沢ゴールドを使用し、印刷品質設定が標準の場合。測定環境の詳細は、ホームページをご参照ください。 

 
2．高級感のある本体デザイン 
・本体カラーにはシルバーメタリックを採用。高級感のあるデザインを実現。 

・タッチパネル方式の 4.3 型液晶表示画面とわかりやすいユーザーインターフェースを採用

し、高い視認性と快適な操作性を両立。 

 
3．多彩な機能・サービス 

・スマホで簡単にプリントやコピーの操作ができる無料アプリ「Canon PRINT Inkjet／

SELPHY」を利用して、最短 2 ステップでプリンターの登録が完了。 

・SNS と連携したプリントサービス「PIXUS トークプリント」を展開。コミュニケーション

アプリ「LINE」との連携により、簡単に写真プリントが可能。新たに PDF や Word など

対応フォーマットを拡充し、両面や 2 in 1 などの印刷設定が可能（2019 年 12 月対応予定）。 

・「PIXUS トークプリント」は、新たに「Messenger」と連携。 

・新たにプリンター本体に自動写真補正機能を搭載。  

・スマートスピーカーに対応し音声だけでコンテンツの印刷やプリンターの状態確認が可能。 

・AirPrint や Mopria®などのモバイルプリントに対応し、モバイル機器から印刷可能。 

・クラウド上の写真や文書を簡単にプリントできる「PIXUS クラウドリンク」に対応。 

・無料アプリ「Creative Park※1」を 2019 年 11 月より配信予定※2。 
 

※1 一部機能の利用には事前に Canon ID の登録が必要。 

※2 サービス内容・配信時期は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
 

＜インクジェットプリンターの市場動向＞ 

 インクジェットプリンターおよびインクジェット複合機の市場において、2018 年の出荷台数は

国内では約 402 万台、全世界では約 5,977 万台でした。2019 年の出荷台数については国内では

約 375 万台、全世界では約 5,868 万台と見込まれています※。 
 

※ 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2019Q1 

 
＜主な製品仕様＞ 
各モデルの製品仕様の詳細は、ホームページをご参照ください。 

 

＊ 無料アプリは、iOS は App Store から、Android™ は Google Play からのダウンロードが必要。 
＊ iOS は、米国およびその他の国における Cisco 社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 

＊ App Store、AirPrint は、Apple Inc.の商標です。 

＊ Amazon Echo および Alexa は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

＊ Google、Google Home、Android、Google Play は、Google LLC の商標です。 

＊ Mopria®は、Mopria Alliance, Inc.の米国またはその他の国における登録商標です。 

＊ Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 
＊ 「LINE」および「Clova」は LINE 株式会社の商標または登録商標です。 

＊ QR コードは、株式会社デンソーウェーブの商標です。 

＊ その他、記載されている会社名、製品・サービス名は一般に各社の商標または、登録商標です。 

PIXUS XK60 

 


