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在宅勤務におけるプリント業務の効率化を促進 
コンパクトなビジネスインクジェット複合機“TR8630”を発売 

 

 

キヤノンは、ビジネスインクジェットプリンターTR シリーズの新製品として、ADF（自動原稿

送り装置）を搭載したコンパクトな複合機“TR8630”を、2020 年 9 月 10 日に発売します。 

 
 
 
 
 

 

 

「新しい生活様式」の促進に伴い、在宅勤務を実施する企業が増加し、仕事を自宅で行う人の割合が

増えています。新製品は、原稿を連続して読み取ることが可能な ADF を搭載し、複数枚の書類や

資料を効率的にコピー・ファクス送信できるコンパクトサイズのビジネスインクジェット複合機

です。また、学習や遊びに関する多様なプリントを、簡単・便利に印刷することが可能です。 

 
■ 自宅でのプリントをより快適で便利にする多彩な機能 
在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできるサービス※1に対応しており、自宅で

業務を行う際の効率的なプリント環境を提供します。さらに、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」にも対応し、課題や解答用紙

などを簡単に印刷することができます。そのほか、「Creative Park」のペーパークラフトや 5 色

ハイブリッドインクの採用による高画質な写真印刷など、遊びにおけるさまざまなプリントも

サポートします。 

 

■ コンパクトな本体にコピーやスキャンなどの業務を効率化する ADF を搭載 
最大 20 枚までの原稿が積載できる実用的な ADF を搭載し、コピー・スキャン・ファクス

送信などの業務の効率化に貢献します。従来機種「TR8530」（2017 年 10 月発売）と同じ、

約 438（幅）×351（奥行き）×190（高さ）mm※2のコンパクトサイズを継承し、デスク周りなど

自宅の限られたスペースにも柔軟に設置できます。 

 

■「QR コードダイレクト接続」機能などにより簡単にスマホ連携が可能 
「QR コードダイレクト接続」機能の採用により、プリンターの液晶画面上に表示される QR

コードをスマホ（iOS 端末のみ※3）で読み取るだけで、スマホ側でのプリンターの SSID※4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 

TR8630 オープン価格 2020 年 9 月 10 日 

 
※1  詳細は「PIXUSでリモートプリントページhttps://cweb.canon.jp/pixus/special/room/zaitaku/remote/」をご確認ください。 

※2  使用時のサイズは、約 438(幅)×652(奥行き)×300(高さ) mm。 

※3  iOS11 以降の iPhone および iPad のみ使用可能。 

※4  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 8 月 25 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 

● ビジネスインクジェットプリンターホームページ ： canon.jp/bij 

TR8630 

https://cweb.canon.jp/pixus/special/room/zaitaku/remote/
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＜主な特長＞ 

1．自宅でのプリントをより快適で便利にする多彩な機能 
・在宅勤務時に必要な書類をリモートプリントできるサービスに対応。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。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※1。 
・多彩なアイテムを印刷して楽しむことができる「Creative Park」（ウェブサイト／無料スマホ

アプリ）に対応※2。予定管理に便利なカレンダーやお部屋を彩るデコレーショングッズを

はじめ、ぬりえやまちがいさがしなど子どもが家で過ごす時間に好適。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文字に適した顔料インク 1 色（ブラック）と写真に適した染料インク 4 色（シアン／

マゼンタ／イエロー／ブラック）の 5 色ハイブリッドインクを採用。POP やメニューなど

店舗における店内掲示物を高画質でプリントできるほか、グラフや文書、ウェブページなどの

多様なビジネス文書を見やすく鮮やかにプリント。 

・「新しい生活様式」の実践を促すテンプレートやクリップアートを提供する PC 用ソフトウェア

「PosterArtist Lite」（無償）が利用可能。手洗いの促進やソーシャルディスタンス維持などの 

注意を喚起するポスターやチラシを簡単に作成可能。 

・プリント枚数などに応じてポイント「枚ル」が取得できる「PIXUS プリント枚ルサービス※3」に

対応。ユーザーは、プリントやインクカートリッジの交換により取得した「枚ル」を、キヤノン

オンラインショップのクーポンや、JCB ギフトカードへ交換することが可能。 
 
※1  あらかじめプリンターを登録しておく必要があります。 
※2   一部機能の利用には事前に「Canon ID」の登録が必要です。ウェブサイトとアプリで公開されているコンテンツ数が異なります。 

ウェブサイトはこちらをご参照ください。https://creativepark.canon。 
スマホアプリはこちらをご参照ください。https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Applications/JP/MDA/mda_cp_intro.html。 

※3  キヤノン純正インク使用時。本サービスのご利用にはCANON iMAGE GATEWAYへのご入会が必要です。詳細はサイトをご確認
ください。https://ptl.imagegateway.net/contents/mairu/index.html 

まちがいさがし 海の演奏会 
 

リモートプリントサービスイメージ 

万年カレンダー（カメラ/モノクロ） 
 

スイッチステッカー（北欧カフェ） 
 <クリエイティブパークアイテム例> 

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 

専用のウェブアプリへログイン 

2. データをクラウドへ 

アップロード 3. 事前登録した“TR8630”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 

Creative Park 
アイコン 

 

https://creativepark.canon/
https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Applications/JP/MDA/mda_cp_intro.html
https://ptl.imagegateway.net/contents/mairu/index.html
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2．コンパクトな本体にコピーやスキャンなどの業務を効率化する ADF を搭載  
・最大 20 枚までの原稿が積載でき、コピーやスキャン、ファクス送信などの業務の効率化に

貢献する ADF を搭載。 

・スキャンしたデータは、「PIXUS クラウドリンク」を利用して各種ストレージサービスに

保存することが可能。保存した文書や画像を他のインクジェットプリンター（TR／PIXUS

など）に送信して印刷することも可能。 

・従来機種「TR 8530」と同じ、約 438（幅）×351（奥行き）×190（高さ）mm のコンパクト

サイズを継承し、デスク周りなど自宅の限られたスペースにも柔軟に設置可能。 

 

３．「QR コードダイレクト接続」機能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。 

 

4．プリントを楽しくする多彩な用紙に対応 
・「プレミアムファインアート・ラフ」（2020 年 9 月 10 日発売予定）に対応。表面に強い凹凸の

ある上質な質感のファインアート紙。立体感と奥行き感のある印刷が可能で、写真や絵画を

美術品のような風合いで印刷可能。「Creative Park」（ウェブサイト）の特設ページ「世界の

名画を飾ろう※」から、「プレミアムファインアート・ラフ」での印刷に適した世界の名画を

簡単にダウンロードして印刷可能。 

・「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [クリスタルグレード]」（2020 年 9 月 10 日発売予定）に

対応。現行製品「キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]」（2013 年 10 月発売）を

上回る光沢感を実現。輝きのある光沢とくっきりとして鮮明な写実性を重視する作品づくりに

好適。 

 
※ 「世界の名画を飾ろう」の詳細はこちらをご参照ください。https://creativepark.canon/meiga/index.html#artist_list 

 

＜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 

 

「QR コードダイレクト接続」フロー（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示される QRコードを 
読み取るだけで接続完了 

 

https://creativepark.canon/meiga/index.html#artist_list
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＜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。 

＊ Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance 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。 

 

 

 


