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「おうち時間」の仕事・学習・遊びをプリント面でサポート 
インクジェット複合機“PIXUS TS8430”など 3 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“TS8430／TS7430”と、高画質と低ランニングコストを両立したプレミアム

モデル“XK90”の 3 機種を、2020 年 8 月 6 日より順次発売します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

「新しい生活様式」の日常生活への定着が進むにつれて、仕事・学習・遊びを自宅で行う機会が

増えています。新製品 3 機種は、業務で使用する書類や資料、オンライン学習の課題や解答用紙、

子どもから大人まで楽しめるペーパークラフトなどの多様なプリントを、自宅で簡単・便利に  

印刷できる新しいサービスや機能に対応しています。キヤノンはこれからも、「おうち時間」を  

有意義に過ごすための快適なプリント環境を提供していきます。 
 

■ 「おうち時間」に快適で便利なプリント環境を提供するサービス・機器に対応 
在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできる新サービス※1 や、教育機関や学習塾などで

使用が広がるオンライン学習プラットフォーム「Google Classroom」、学校での普及が見込まれる

「Chromebook」など、自宅での仕事や学習をサポートし、快適なプリント環境を提供する各種 

サービス・機器に対応します。さらに、任意の印刷サイズと領域を指定できる新機能を追加した

キヤノンの写真編集・印刷アプリ「Easy-PhotoPrint Editor※2」に対応しているほか、“XK90”は、

L判フチなし写真を「PIXUS」シリーズ最速となる約 10秒※3で高速印刷でき、家庭での写真印刷の

楽しみ方をさらに広げます。 

 

■ 新機能「QRコードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能 
新機能「QR コードダイレクト接続」の採用により、液晶画面上に表示される QR コードをスマホ

（iOS 端末のみ※4）で読み取るだけで、スマホ側でのプリンターの SSID※5 選択やパスワード  

入力をすることなく、スマホとプリンターを無線でダイレクト接続することができます。その他、

「ワイヤレスコネクトボタン」なども搭載し、簡単にスマホプリントが始められます。 
 

製品名 希望小売価格 発売日 

PIXUS TS8430（ブラック／ホワイト／レッド） 

オープン価格 

2020 年 8 月 6 日 

PIXUS TS7430（ブラック／ホワイト／ネイビー） 2020 年 8 月 27 日 

PIXUS XK90（ダークシルバーメタリック） 2020 年 8 月 27 日 
 
※1 サービスの詳細は本リリースの P.6 をご参照ください。 
※2 新機能を追加した「Easy-PhotoPrint Editor」は、iOS 向け（Ver.1.5.0）を 7 月 30 日から、Android 向け（Ver.1.5.1）を

8 月下旬から提供予定です。すでにスマホにアプリをインストール済みの場合もアップデートが必要です。 
※3 印刷速度の測定環境はキヤノンホームページの製品サイトをご参照ください。 
※4 iOS11 以降の iPhone および iPad のみ使用可能。 
※5 無線 LAN の特定のアクセスポイントを指定するための識別名。  

  

 

2020 年 7 月 30 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 050－555－90015 

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

PIXUS TS8430（レッド） PIXUS TS7430（ホワイト） PIXUS XK90 



 2 

＜PIXUS TS8430／TS7430 の主な特長＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

１．在宅勤務やオンライン学習をサポートするサービス・機器に対応 
・在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできる新サービスに対応※1。在宅勤務で利用 

されている仮想デスクトップ方式やリモートデスクトップ方式などのさまざまな接続方式で

利用できるため、書類印刷のために出社したり、会社で資料を印刷して持ち帰ることなく、

必要な資料を必要な時に自宅で印刷可能。 

・オンライン学習を支援する「Google Classroom」に対応。教育機関や   

学習塾など、さまざまな場面で使用されている「Google Classroom」を  

用いたオンライン学習において、課題や解答用紙などの書類を自宅で簡単に

印刷可能。“PIXUS TS8430”は、スマホやPC を使わず、プリンター本体の

タッチパネルを操作するだけで印刷可能※2。 

・文部科学省による「GIGA スクール構想※3」の学習者用端末の推奨 OS の 1 つである Google 

Chrome OS を搭載した「Chromebook」に対応。学校からの課題や資料などを印刷可能。 
 
※1 あらかじめ Canon ID を取得し、プリンターを登録しておく必要があります。サービスの詳細は本リリースの P.6 を

ご参照ください。 

※2 あらかじめプリンターを登録しておく必要があります。“PIXUS TS7430”で本サービスを利用する場合は、無料スマホ
アプリ「Canon Print Inkjet/SELPHY」が必要です。 

※3 2023 年までに小中学校の全学年で児童生徒一人ひとりがコンピューター端末を持つ環境を実現するとともに、校内に

おける高速大容量のネットワーク環境構築を目指す構想。GIGA は「Global and Innovation Gateway for All」の略。 
 

 
２．自宅でのプリントをより楽しくする多彩な機能 
・画像の印刷サイズを任意の寸法（縦・横）※1、領域で指定し、印刷できる

新機能「フリーサイズ印刷」を搭載した無料の PC／スマホアプリ「Easy-

PhotoPrint Editor」に対応。定型サイズ以外の大きさで自由に印刷できる

ほか、1 枚の用紙に複数の写真※2 を配置して印刷できるため、フォト   

フレームやスクラップブックなど、素材のサイズに合わせた写真印刷が 

可能。 
 

※1 印刷できる最小寸法は縦・横どちらも 10mm です。最大寸法は用紙等の設定状況によって異なります。 

※2 複数配置できるのは同じサイズの写真のみ。 
 
 
 
 
 
 

Google Classroom 
アイコン 

 

Easy-PhotoPrint Editor 
アイコン 

 

PIXUS TS8430 

PIXUS TS7430 

ブラック レッド ホワイト 

ブラック ネイビー ホワイト 
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・多彩なアイテムを印刷して楽しむことができるキヤノンの無料スマホ

アプリ「Creative Park」に対応※1。高精細なペーパークラフトや知育

アイテム、デコレーショングッズなど、季節のイベントはもちろん、

趣味や子どもと過ごす時間などに好適。 

・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、「ピクサス」の LINE 公式アカウントを友だち追加する 

ことで、トーク画面で印刷可能。写真はもちろん、仕事や勉強の資料に多い PDF や Word   

などのフォーマットにも対応しているほか、両面や 2 in 1 などの細かな印刷設定も可能。

「LINE」へプリンターを登録する際に必要な「Connect ID」が、スマホアプリ「Canon Print 

Inkjet/SELPHY」からも発行可能になり、本体を操作することなく簡単に登録可能。最大  

5 台のプリンターが登録でき、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することが可能※2。 

・プリンター本体やPCに触れることなく、スマートスピーカーに話しかけるだけで、コンテンツの

印刷やプリンターの状態確認が可能。「Amazon Echo シリーズ」をはじめとした「Amazon 

Alexa 搭載デバイス」、LINE の AI アシスタント「CLOVA」を搭載した「CLOVA デバイス」

に対応。さらに「Google アシスタント」に対応し「Google Nest Mini」などで利用可能。  

ぬりえ、折り紙、買い物リスト※3など約 40 種類のコンテンツを音声だけで印刷可能。 
 

※1 一部機能の利用には事前に「Canon ID」の登録が必要です。 
※2 「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 買い物リストは「Alexa」を搭載したデバイスのみ対応。 

 

３．新機能「QR コードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能 
・液晶画面上に表示される QR コードをスマホ（iOS 端末のみ）で読み取るだけで、スマホと

プリンターを無線でダイレクト接続可能。Wi-Fi ルーター、アプリのインストール、スマホ側

でのプリンターの SSID 選択やパスワード入力などが不要になり、スマホプリントが簡単に

スタート。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Inkjet/SELPHY」やプリンター本体に搭載されている「ワイヤレスコネクトボタン」からも

簡単に Wi-Fi 接続が可能。 

 

 

 

 

 

 

Creative Park 
アイコン 

 

表示される QRコードを 
読み取るだけで接続完了 

 

“PIXUS TS8430”の「QR コードダイレクト接続」フロー（イメージ） 
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＜PIXUS XK90の主な特長＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

１．高画質な写真を「PIXUS」シリーズ最速・低ランニングコストで印刷可能 
・L 判フチなし写真の印刷速度が約 10 秒※1 と、従来機種※2 に比べ約４秒短縮し、「PIXUS」 

シリーズ最速の高速印刷を実現。 

・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）※3と低ランニングコストを実現。 

・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。  

・プリンター本体に自動写真補正機能を搭載。  
 

※1 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 「PIXUS XK60」（2019年9月5日発売）。 

※3 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．高級感のある本体デザイン 
・本体カラーにはダークシルバーメタリックを採用し、高級感のあるデザインを実現。 

・タッチパネル方式の 4.3 型液晶表示画面と分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．「おうち時間」に快適で便利なプリント環境を提供する各種サービスに対応 
・在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできる新サービスに対応。在宅勤務で利用  

されている仮想デスクトップ方式やリモートデスクトップ方式などのさまざまな接続方式で

利用できるため、書類印刷のために出社したり、会社で資料を印刷して持ち帰ることなく、

必要な資料を必要な時に自宅で印刷可能。 

・オンライン学習を支援する「Google Classroom」に対応。教育機関や学習塾

など、さまざまな場面で使用されている「Google Classroom」を用いた  

オンライン学習において、課題や解答用紙などの書類を、スマホや PC を

使わず、プリンター本体のタッチパネルを操作するだけで、自宅で簡単に

印刷可能。 

・文部科学省による「GIGA スクール構想」の学習者用端末の推奨 OS の 1 つである Google 

Chrome OS を搭載した「Chromebook」に対応。学校からの課題や資料などを印刷可能。 

・画像の印刷サイズを任意の寸法（縦・横）、領域で指定し、印刷できる   

新機能「フリーサイズ印刷」を搭載した無料の PC／スマホアプリ「Easy-

PhotoPrint Editor」に対応。定型サイズ以外の大きさで自由に印刷できる

ほか、1枚の用紙に複数の写真を配置して印刷できるため、フォトフレームや

スクラップブックなど、素材のサイズに合わせた写真印刷が可能。 

 

 

Google Classroom 
アイコン 

 

Easy-PhotoPrint Editor 
アイコン 
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・多彩なアイテムを印刷して楽しむことができるキヤノンの無料スマホ 

アプリ「Creative Park」に対応。高精細なペーパークラフトや知育   

アイテム、デコレーショングッズなど、季節のイベントはもちろん、趣味や

子どもと過ごす時間などに活用可能。 

・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、簡単に写真印刷が可能。仕事や勉強の資料に多い PDF や 

Word などのフォーマットに対応しているほか、両面や 2 in 1 などの細かな印刷設定も  

可能。「LINE」へプリンターを登録する際に必要な「Connect ID」が、スマホアプリ「Canon 

Print Inkjet/SELPHY」からも発行可能になり、本体を操作することなく簡単に登録可能。 

・スマートスピーカー※に対応し、プリンター本体やPCに触れることなく、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。 
 
※ 対応製品は製品ホームページをご覧ください。  

 

４．新機能「QR コードダイレクト接続」などにより簡単にスマホ連携が可能 
・液晶画面上に表示される QR コードをスマホ（iOS 端末のみ）で読み取るだけで、スマホと

プリンターを無線でダイレクト接続可能。Wi-Fi ルーター、アプリのインストール、スマホ側

でのプリンターの SSID 選択やパスワード入力などが不要になり、スマホプリントが簡単に

スタート。 

・スマホで簡単にプリントやコピーの操作ができる、無料スマホアプリ「Canon PRINT 

Inkjet/SELPHY」やプリンター本体に搭載されている「ワイヤレスコネクトボタン」からも

簡単に Wi-Fi 接続が可能。 

 

 

 

＜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、2019 年の出荷台数は

国内では約 386 万台、全世界では約 5,692 万台でした※1。2020 年の出荷台数については国内では

約 353 万台、全世界では約 4,952 万台と見込まれています※2。  

 
※1 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020Q1 Final Historical   

※2 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020Q1 Forecast Release 

 

 

 

＜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。 
 
 
＊ 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。  

＊ iPhone および iPad は、米国およびその他の国で登録された 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。  

＊ 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。 

 

 

 

 

Creative Park 
アイコン 
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＜ご参考＞「PIXUS」でリモートプリントを実現する新サービスのご紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅勤務における快適な業務環境の実現をプリント面でサポートするため、リモートデスク 

トップ方式や仮想デスクトップ方式など、在宅勤務に利用されているさまざまな接続方式の  

場合にも、ご家庭のインクジェットプリンター「PIXUS」からリモートプリントができる無償の

新サービスを開始します。 

 

リモートデスクトップなどから専用の Web アプリへログインし、印刷したいデータをドラッグ

＆ドロップでクラウドにアップロードすることで、PC にデータをダウンロードすることなく、 

自宅にある「PIXUS」から書類や資料が簡単に印刷できます。自宅で必要な書類を必要な時に  

印刷できるため、在宅勤務における生産性が向上し、快適な作業環境を提供します。また、    

クラウド上にアップロードされたデータは、指定の「PIXUS」ですぐに印刷され、速やかに   

自動削除されるため、クラウド上にデータが長時間残り続けることはありません。 

 

本サービスに対応する「PIXUS」シリーズの機種や、印刷可能なデータフォーマット等、詳細は

以下のサイトよりご確認ください。 

 

■PIXUS でリモートプリント URL：https://cweb.canon.jp/pixus/special/room/zaitaku/remote/ 

 

 
＊ ご利用には「Canon ID」の登録が必要です。また、事前にプリンターを本サービスに登録する必要があります。 

＊ 本サービスをご利用の際には、第三者の権利を侵害するファイル等、本サービスの利用規約で禁止するコンテンツをアップ

ロードしないでください。 

1. リモートデスクトップ方式など、    

ユーザーの接続環境から 

専用の WEB アプリへログイン 

2. データをクラウドへ 

アップロード 

3. 事前登録した「PIXUS」で 

すぐに印刷開始 

印刷完了後、速やかに 

クラウド上のデータは自動削除 


