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写真愛好家に適した高画質と低ランニングコストでの印刷を実現した 
家庭用インクジェットプリンター“PIXUS XK500”など 2 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、

写真印刷に適した UI（ユーザーインターフェース）を搭載し、高画質写真プリントと

低ランニングコストを両立したプレミアムハイスペックモデル“XK500”と低価格シンプル

モデル“TS3530”のインクジェット複合機 2 機種を、2022 年 3 月中旬に発売します。 

 

 

 

 

 

 

新しい生活様式が定着し、自宅で手軽にプリントやコピー、スキャンなどを行いたいというニーズが

高まり、家庭用インクジェットプリンターの利用が増加しています。“XK500”は、プレミアム 6 色

ハイブリッドインクを採用した高画質写真プリントと、低ランニングコストを両立しています。また、

写真印刷でよく利用する機能をまとめた UI を搭載することで、簡単に写真印刷ができます。

“TS3530”は、プリント・スキャン・コピーの基本機能と Wi-Fi を搭載し、使いやすさを追求した

低価格なシンプルモデルで、新生活において簡単に便利にプリンターを使用できます。 

 

■ 写真印刷に適した高画質プリントと低ランニングコストの両立 
“XK500”は、プレミアム 6色ハイブリッドインクを採用した高画質写真プリントと低ランニング

コストを両立し、写真印刷を含めたプリントを手軽に行うことができます。L判写真を 1枚約 10.8円

（税込み）※で印刷可能です。 

 

■ 写真印刷でよく利用する機能をまとめた UI を採用 
“XK500”の 4.3 型液晶タッチパネルは、素早く簡単に写真印刷ができるUI を採用しています。

SD カードに保存された写真データをパソコンを介さずにプリンターだけでトリミングしたり、

クリエイティブフィルターで効果を加えたりできるほか、カレンダーやディスクレーベルの印刷も

素早く行えます。 

 

■ 上質感が漂うプレミアムデザインを採用 

 “XK500”は、さまざまなインテリアになじみやすい上質感のあるダークシルバーメタリックを

本体のカラーに採用しています。“TS3530”はブラックとホワイトの 2 色展開で、インク

カートリッジの着脱をしやすくするなど、使い勝手を考慮したデザインを採用しています。 
 

製品名 希望小売価格 発売日 

PIXUS XK500 
オープン価格 2022 年 3 月中旬 

PIXUS TS3530（ブラック／ホワイト） 
 
※ 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。 
 

  

 

2022 年 2 月 24 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 0570－01－0015 

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

PIXUS XK500  PIXUS TS3530（ブラック／ホワイト）  



 2 

＜PIXUS XK500 の主な特長＞ 
 
１．写真印刷に適した高画質と低ランニングコストの両立を実現  
・プレミアム 6 色ハイブリッドインクを採用した高画質な写真印刷が可能。 

・L 判写真で 1 枚約 10.8 円（税込み）で印刷でき、従来機種「XK90」（2020 年 8 月発売）の

約 13.7 円（税込み）よりもさらに低ランニングコストを実現。 

 

２．写真印刷でよく利用する機能をまとめた UI 採用 
・タッチパネルは素早く簡単に写真印刷ができる UI を採用。SD カードに保存された写真

データをパソコンを介さずにプリンターだけでトリミングしたりクリエイティブフィルターで

効果を加えたりできるほか、カレンダーやディスクレーベルも素早く印刷可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

３．上質感のあるデザインを採用 
・さまざまなインテリアになじむ上質感のある

ダークシルバーメタリックを本体のカラーに採用。 

・4.3 型の大きなタッチパネル式液晶画面を採用。

高い視認性で、快適な操作性を実現。 

 

 

４．簡単に操作できる使いやすい「かんたんモード」を搭載 
・素早く写真印刷ができるホーム画面に加え、直感的にプリントやコピーができる「かんたん

モード」を搭載。「コピー」では枚数、濃度、倍率だけを、「はがきコピー」では枚数と濃度

だけを、それぞれ設定するシンプルな操作で簡単に使用可能。また、「SD カード印刷」では、

用紙サイズと種類の組み合わせに絞って設定項目を表示することで、より簡単にプリント

することが可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

タッチパネルの UI 画面 

 

タッチパネルでトリミング印刷やクリエイティブフィルターで 

効果を加えることが可能 

 

「かんたんモード」使用イメージ 

上質感のあるダークシルバーメタリック 
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５．家庭用インクジェットプリンターの利便性を高めるアプリとの連携 
・ウェブアプリケーション「PosterArtist」（無償）を利用する

ことで、直感的な操作で簡単にデザイン性の高いポスターや

チラシなどを作成し印刷可能。作りたいものや使う場所、

目的に合わせてトップ画面からデザインテンプレートが

選択可能。また、デザインイメージが固まっていない場合でも、

ポスター制作を支援する「オートデザイン」により、「飲食」

「オープニング」などのカテゴリーを選びタイトルや画像

などを入力するだけで、複数のカスタムデザイン案を自動的に

作成、提案。さらに、外部のストックフォトサービスが無料で

提供している写真を簡単に検索できる機能を搭載することで、

デザインの幅が拡大。 

・Windows PC 用アプリ「Canon Inkjet Smart Connect※」は、直感的な操作でプリントや

スキャンができるシンプルな UI を採用。インクジェットプリンターを初めて使用する人も

簡単に使いこなすことが可能。 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
・スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet／SELPHY※」を使うことで、スマホやタブレット内の

文書をワイヤレスで印刷できるほか、スキャンした画像をスマホに保存することも可能。

さらに、本アプリから「PIXUS クラウドリンク」を利用して、各種ストレージサービスや

SNSなどと連携し、これらの汎用（はんよう）クラウドサービス上の文書を印刷することも可能。 

・WindowsPC 用アプリ「Easy-Layout Editor※」に対応。ファイル形式が異なる複数のデータを

PC 上で自由にレイアウトし、画像のサイズ変更やトリミングができる機能を搭載。混在する

ファイル形式のデータを 1 つの資料にまとめることができ、効率的な資料作成をサポート。 

・スマホのトークアプリからプリントできる「PIXUS トークプリント」に対応。「LINE」で

「ピクサス」の LINE 公式アカウントを友だちに追加してプリンターを登録することで、

トーク画面から簡単に写真印刷が可能。PDF や Word などのファイル形式にも対応している

ほか、両面や 2in1 などの細かな印刷設定も可能。 

・「LINE」を使って、PIXUS ユーザー同士で自作のコンテンツをシェアできるサービスに対応。

イラストなどの自作のコンテンツを「ピクサス」の LINE 公式アカウントとのトークルームに

アップすると、「ピクサス」の LINE 公式アカウントがプリント番号を発行しサーバーへ

アップ。発行されたプリント番号を SNS などでシェア可能。コンテンツを印刷したい利用者は、

「ピクサス」の LINE 公式アカウントとのトークルームでプリント番号を入力することで

印刷可能。 

「Canon Inkjet Smart Connect」使用イメージ 

PosterArtist トップ画面 
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・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、会社から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」の学習者用推奨 OS の 1 つである「Google Chrome 

OS」に対応。「Google Chrome OS」を搭載した「Chromebook」から、学校からの課題や資料

などの印刷やスキャンが可能。 

 
※ 無料。対象機種、ダウンロード方法の詳細はホームページをご確認ください。 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 5 

＜PIXUS TS3530の主な特長＞ 
 
１．簡単に使えるシンプル設計 
・プリント／スキャン／コピーの基本機能と

Wi-Fi を搭載したシンプルモデル。 

・インクカートリッジの着脱をしやすくするなど、

使い勝手を考慮したデザインを採用。 

 

２．家庭でのプリントが楽しく便利になる各種サービスに対応 
・無料の PC／スマホアプリ「Easy-PhotoPrint Editor」に対応。画像の印刷サイズを任意の寸法

（縦・横）、範囲で指定して印刷できる「フリーサイズ印刷」機能を搭載し、定型サイズ以外の

サイズでも自由に印刷可能。また 1 枚の用紙に複数の写真を配置して印刷することもできる

ため、フォトフレームやスクラップブックなどのサイズに合わせた写真印刷が可能。 

・スマホアプリ「Canon PRINT Inkjet／SELPHY」を使うことで、スマホやタブレット内の

文書をワイヤレスで印刷できるほか、スキャンした画像をスマホに保存することも可能。

さらに、本アプリから「PIXUS クラウドリンク」を利用して、各種ストレージサービスや

SNSなどと連携し、これらの汎用（はんよう）クラウドサービス上の文書を印刷することも可能。 

・スマホのトークアプリからプリントできる「PIXUS トークプリント」に対応。「LINE」

で「ピクサス」の LINE 公式アカウントを友だちに追加してプリンターを登録することで、

トーク画面から簡単に写真印刷が可能。PDF や Word などのファイル形式にも対応している

ほか、両面や 2in1 などの細かな印刷設定も可能。 

・「LINE」を使って、PIXUS ユーザー同士で自作のコンテンツをシェアできるサービスに対応。

イラストなどの自作のコンテンツを「ピクサス」の LINE 公式アカウントとのトークルームに

アップすると、「ピクサス」のLINE 公式アカウントがプリント番号を発行しサーバーへアップ。

発行されたプリント番号を SNS などでシェア可能。コンテンツを印刷したい利用者は、

「ピクサス」のLINE公式アカウントとのトークルームでプリント番号を入力することで印刷可能。 

・キヤノンの無料印刷素材サイト「Creative Park※」に、人気学習教材サイト「学習プリント.com」の

学習・知育コンテンツを検索できるページを公開。幼児向けの知育アイテムや小学生向けの

学習教材など、全て無料でダウンロード可能。また、「Creative Park」では他にも、高精細な

ペーパークラフトや知育アイテム、季節のイベントに使えるデコレーショングッズなど、

趣味や子どもと過ごす時間に活用可能な多彩なアイテムを公開。 

 
※ 一部アイテムの利用には事前に「Canon ID」の登録が必要です。 

 
＜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、2021 年の出荷台数は

国内では約 337 万台、全世界では約 5,861 万台でした※1。2022 年の出荷台数については国内では

約 352 万台、全世界では約 5,652 万台と見込まれています※2。 
 

※1 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2021Q3 Final Historical 

※2 出典：IDC, Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2021Q3 Forecast Release 

 
＜主な製品仕様＞ 
製品仕様の詳細は、ホームページをご参照ください。 

 
＊ Windows は、マイクロソフトグループの企業の商標です。 

＊ 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。  

＊ Android, Chrome OS, Chromebook は、Google LLC の商標です。 

＊ 「LINE」は LINE 株式会社の商標または登録商標です。 

＊ 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 TS3530（ブラック／ホワイト）  


