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使いやすく、美しく、効率よく。

コピー、プリント、ファクスなど基本的な機能を備えたA3カラー

複合機、imageRUNNER C3020F。5インチカラーパネルによる

優れた操作性、訴求力を高める高画質カラープリントが可能です。

手間なく容易に消耗品が交換でき、管理負荷を低減します。シン

プルな機能でありながら、高品質な成果物で、オフィスの生産性

向上に貢献するエントリーモデルです。

手軽で直観的な操作へ。
フリック対応5インチタッチパネル。

操作性

5インチのコンパクトなタッチパネルを採用。メインメニュー

やアドレス帳など、フリック操作でスムーズな画面遷移が可能

です。テンキーやキーボードもソフトキー化し、必要な時に画

面が表示されます。よく使うホーム、ストップ、節電ボタンは固

定キーとして配置され、いつでもすぐにアクセスできます。

コンパクトで使いやすい操作パネル

両面コピーやページ集約コピー（2 in1、4 in1）が、ワンタッチ

で設定できます。設定に合わせて、画面上のプレビュー表示も

変化。ひと目で仕上がりイメージが確認できるので、設定を間

違えることなくコピーが行えます。

コピー設定プレビュー機能で仕上がりを確認 

ストップボタン ※原寸大ホームボタン節電ボタン音量調整ボタン

5インチカラー液晶タッチパネル

操作性 生産性

画質

オフィス適応性信頼性

管理性

拡大図

BLACK & WHITE : 20ppm
COLOR : 20ppm

iR C3020F
■連続複写速度

BLACK & WHITE : 20ppm
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よりスピーディーに、効率よく。
オフィスの生産性向上へ。

シャープネスコントロールの活用
で、芝や葉もくっきり鮮やかに表現

色彩豊かなプリントを可能にする
プリンター色域の拡大で、発色よく
表現

自動引き込みアシストの付いたカセットを採用。軽い力でカ

セットを閉じることができるので、よりスムーズに用紙補給が

行えます。

簡単、スムーズな用紙補給

優れた画質で、表現力豊かに。
消耗品交換も容易で管理しやすく。

プリンター色域を拡大し、シャープネスコントロールを最大限

に活用することで、より「色鮮やか」で「くっきり」した画質を実

現しました。提案資料やチラシなど、さまざまなドキュメントの

表現力を高めます。

色鮮やかにくっきりと「高画質カラープリンティング」

生産性

プリントした用紙を一部ずつずらしながら排紙し、出力物を仕

分けることができます。複合機の胴内スペースで、用途に応じた

仕分けが行え、業務の効率化につながります。提案書や資料な

どを複数部印刷する際に便利です。

出力物を自動で仕分ける＊2

いつでも好きなときに原稿を綴じることができる便利なマ

ニュアルステイプル機能を搭載しました。コピーするためにホチ

キスを外した原稿も、スキャン後すぐに綴じ直すことが可能。原

稿をセットするだけで、自動でステイプルされるので、スムーズ

に用紙を綴じることができます。

コピーした後で、すぐに綴じ直せる＊1

モバイル機器からの印刷も可能

モバイル機器に「Canon PRINT Business」＊5をダウンロード

し、QRコードにより接続設定をすれば、ダイレクト接続で、モバ

イル機器からのデータ出力やスキャンデータの取り込みが可能

です。さらにNFC＊6の追加により、モバイル機器を複合機に

タッチするだけで印刷ができます。

メンテナンスの手間を軽減する

交換頻度の少ない大容量の

回収トナーボックスを採用。

交換作業も前面から簡単か

つスムーズに行えます。

ネットアイは、インターネットを利用して、imageRUNNERを遠隔

モニタリングするシステムです。カウンターの自動検針、エラーや

紙づまり、トナー残量等の情報を、ネットアイセンターやサービス

実施店に自動通知します。またモニタリングサービスにお申込い

ただく事で、障害発生時の復旧サポートのご提供が可能です。

一部ずつ出力物をずらして仕分けする

本体側面にUSBポートを装備。USBメモリー内のデータは、

タッチパネルのプレビュー表示＊4で確認でき、PCを利用しなく

ても手軽にプリントが行えます。またスキャンしたデータを

USBメモリーに手軽に保存できます。

USBメモリーからプリント＊3、USBメモリーへ保存

＊1 オプションのインナーフィニッシャー・K1が必要です。　＊2 オプションの内蔵シフトソーター・A1が必要です。
＊3 JPEG、TIFF、PDFに対応。　　　　　　　　　　　　  ＊4 JPEG、TIFFのプレビューに対応。
＊5 App Store、Google playから無償でダウンロードできます。 App Store、Google playへ接続する際の通信料はお客さまのご負担となります。
＊6 オプションが必要です。対応モバイル機器：Android4.1以上 ＊7 別途お申し込みが必要です（無料）。

色味の再現性を豊かにする、
高画質「pQトナー」を採用

圧力でとじる消耗品不要 スマートな
見た目

重ねても
かさばらない

そのまま
シュレッダー

環境に配慮し、安全で便利に「針なしとじ」＊1

環境に優しく安全な「針なしとじ」機能を搭載。用紙圧着方式を

採用し、最大5枚の用紙を綴じることが可能です。紙を圧着して

綴じるため、用紙を重ねたときも紙がかさばりません。また、綴

じ部をこするだけで簡単に剥がすことができます。

画質 /管理性

imagePRESSシリーズでつち

かった顔料微分散技術により、色

空間を拡大した「pQトナー」を採

用。トナー表面形状の改良により

転写性を向上させ、くっきりとし

た文字を再現します。

手を汚すことなく簡単にトナー交換ができる

小さな供給口で安定したトナー供給を実現するエアーアシスト

方式のトナー容器を採用。手を汚さず簡単に入れ替えることが

可能です。また保護キャップが必要なく、交換時にキャップを取

り外す手間がありません。

お客様の管理業務を支援する
オンラインサポートシステム＊7

複合機の管理業務を削減

消耗品
少

エラー

コールセンターから
ご連絡・サポート

消耗品を自動配送
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名　　称 商品コード 標準価格 連続出力速度
（A4ヨコ）

ADF
機　能

LIPS LX
プリンター機能

SEND
機　能 ファクス機能 同　梱

トナー

iR C3020F 1566C001 1,300,000円 カラー　20枚/分
モノクロ20枚/分

両面
反転読み取り ○

PDF＊

JPEG
TIFF

○ C、M、Y、Bk
各1ケ

※上記はすべて複合機（100V 15A）です。　※但し、感光体などの消耗品は本体価格に含まれておりません。別途保守サービス契約が必要です。詳細については担当セールスにお問い合わせください。
※PDFダイレクトプリント機能は標準装備されております。
※アドバンスドボックス及び、ボックス機能は非対応です。
＊　高圧縮、暗号化、機器署名、サーチャブル

■機械本体価格

名　　称 搬入手配料金 設置料金 合　　計 備　　考

iR C3020F 20,000円 17,500円 37,500円
記載の料金は新規搬入・設置設定作業における標準的な価格です。特殊作業(階段
作業、クレーン使用など)、移動搬出・搬入及び休日/時間外、遠隔地作業などは別途
料金が必要となります。

■搬入設置料

商品名 商品コード 標準価格 取付料 備考

給
紙
系

②

　

③

　

④

②2段カセットペディスタル・AP1 1537C003 150,000円 2,000円 2段カセットペディスタル。 
640枚（64g/m2）×2段。

③iR-ADVペディスタル・H1 9100A020 50,000円 ̶ 木製ペディスタル。

④iR-ADVキャスタープレート・H1 9100A018 30,000円 ̶ 木製キャスター付き底板。

排
紙
系

⑥ ⑤

　

⑦

　

⑧
⑤コピートレイ・J2 8815A003 6,000円 ̶ 右排紙トレイ。

⑥インナー 2ウェイトレイ・J1 9611B001 10,000円 ̶ 本体センター排紙部を2つに分けるトレイ。

⑦内蔵シフトソーター・A1 1542C002 40,000円 1,000円

本体センター排紙部に、ソート、グループ、ジョブごとにシフト排紙す
ることが可能です。インナーフィニッシャー・K1を同時に装着するこ
とはできません。インナー 2ウェイトレイ・J1とは同時装着が可能で
す。（同時装着時は下段のみシフト可能）

⑧インナーフィニッシャー・K1 1553C002 120,000円 3,000円
内蔵型フィニッシャー。ソート、グループ、ホチキス（コーナー /ダブ
ル）をすることができます。また、手動でホチキス留めをしたり、ホチ
キスの針を使わないで用紙を留めたりすることもできます。

操
作
パ
ネ
ル

⑨

⑨NFCキット・D1 1617C001 10,000円 3,500円 NFCによる接続を可能にするオプション。 
本体操作部にNFCリーダーを内蔵します。

■本体関連オプション価格

商品名 商品コード 標準価格 取付料 備考

そ
の
他

ユーティリティートレイ・B1 0165C001 5,000円 ̶ 原稿などを置くスペースを確保できます。
ハンドセット・G2とは同時に取り付けられません。

ADFアクセスハンドル・A1 1095B001 18,000円 ̶ ADFを閉じる操作を支援するハンドルです。

リーダーヒーターキット・L1 8953B001 8,000円 1,000円 リーダー用ヒーター。紙原稿読み取り部の結露を防止するオプション。

胴内ヒーターキット・A1 9501B001 15,000円 500円 複合機本体胴内用ヒーター。
胴内のレーザースキャナー部の結露を防止するためのオプション。

ステイプル・P1 1008B001 14,000円 ̶ 「インナーフィニッシャー・K1」に装着するホチキスユニット用の針ケースです。ステイプル針5,000本×2個。

ハンドセット・G2 9603A003 10,000円 1,000円 ファクスを手動で送信できます。また、電話の受話器としても使用できます。ユーティリティートレイ・B1とは同
時に取り付けられません。

耐
震
対
策

地震対策キット・A1＊1 4749B001 10,000円 500円 キャスター抑止タイプ。地震の揺れにより、複合機のキャスターが斜面に乗り上げると、ゴムブロック底面と床の
間に摩擦力が発生し、複合機の移動を抑止します。（非固定式）

耐震取付キット・C1＊1 5950B027 2,500円 500円 地震対策キット・A1を装着する際に必要なオプション。

＊1　装着時の構成については、担当営業までお問い合わせください。

■その他本体関連オプション・消耗品

■用紙価格 推奨用紙について、キヤノンホームページにてご確認ください。 http://cweb.canon.jp/paper/index.html

カセットヒーターについて
本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■寸法
正面

242mm132mm

202mm

329mm

1,128mm

565mm
天面

565mm

664mm
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基本仕様/コピー機能
名称 iR C3020F
形式 デスクトップ
読み取り解像度 600×600dpi
書き込み解像度 600×600dpi
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、立体物（約2kgまで）

複写サイズ
用紙サイズ

A3＊1、B4＊1、A4、A4R＊1、B5、B5R＊1、A5＊2、A5R、ユーザー設定サイズ＊3（98.4×139.7
～320.0×457.2mm）、郵便はがき＊2、郵便往復はがき＊2、郵便4面はがき＊2、封筒（角形
2号＊1、洋形長3号、長形3号） 

画像欠け幅 先端：4mm、左右各：2.5mm、後端：2.5mm
用紙坪量 カセット：52～220g/m2、手差し：52～300g/m2

ウォーム 
アップタイム＊4

主電源立ち上げ時 30秒以下（室温20度）＊5

リカバリータイム 10秒以下（室温20度）

ファーストコピータイム （室温20～30度）モノクロ： 5.9秒 
カラー： 8.2秒

連続複写速度

A3 カラー・モノクロ共に15枚/分
B4 カラー・モノクロ共に15枚/分
A4 カラー・モノクロ共に20枚/分
B5 カラー・モノクロ共に20枚/分

複写倍率
定型 1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.86、0.81、0.70、0.61、0.50、0.25
ズーム 25～400%（1%刻み）

給紙方式/給紙容
量（64g/m2）

カセット 640枚×2+640枚×2カセット （2段カセットペディスタル・AP1）
手差し 120枚

連続複写枚数 999枚
電源 AC100V、8.5A、50/60Hz
最大消費電力 1.5kW以下
エネルギー消費効率（複合機）＊6 41kWh／年（区分名：a）
標準消費電力量（TEC） 0.7kWh
大きさ（ADFを含む） 565mm（幅）×664mm（奥行き）×880mm（高さ）＊7

質量（ADFを含む） 約71.2kg
機械占有寸法（ADFを含む） 894mm（幅）×664mm（奥行き）
メモリー容量 RAM：2GB

付加機能

カラー選択（自動（カラー/白黒）、フルカラー、白黒）＊8、倍率（定型変倍、倍率指定）、自
動用紙選択、濃度、背景調整（自動/マニュアル）、見開き→2ページ、両面、ページ集約

（2in1/4in1）、原稿の種類（文字/写真/地図、印刷写真、文字）、原稿サイズ混載（同
幅のみ）、仕上げ（ソート、グループ）、枠消し（原稿枠消し、ブック枠消し）、シャープネス、カ
ラー調整、よく使う設定（4件）、IDカードコピー

＊1　カセット1は非対応
＊2　手差しトレイのみ給紙可能
＊3　1段目給紙カセットは139.7×182mm～297×215.9mm、2段目以降の給紙カセットは139.7×182mm～304.8×457.2mm 

のユーザー設定サイズを使用可能です。
＊4　使用環境、使用条件によって変わることがあります。
＊5　電源ONからコピーアイコン操作が可能になるまでの時間は12.8秒以下です。
＊6　省エネ法（平成25年3月1日付）で定められた測定方法による数値
＊7　オプションの2段カセットペディスタル・AP1を装着時の高さは1128mmです。
＊8　2色カラー非対応

■仕様表
LIPS LXプリンター機能の仕様（標準装備）
プリントサイズ コピー仕様に準ずる
連続プリント速度 コピー仕様に準ずる
解像度 データ処理 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi
ページ記述言語 LIPS LX
対応プロトコル TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD）

対応OS

Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/
Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/
Windows®Server2012 R2/Windows®Server2016、Mac OS X（10.7.5以降）、
Linux

内蔵フォント なし

インターフェイス USB2.0High・Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 
802.3準拠）

画像欠け幅 定形サイズ：用紙の端から上下左右の余白は5mm（封筒は10mm）

2段カセットペディスタル・AP1の仕様（オプション）
用紙サイズ A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R、ユーザー設定サイズ（139.7×182.0～304.8×

457.2mm）
用紙坪量 52～220g/m2

給紙容量/給紙段数 640枚（64g/m2）×2段
電源 本体より供給
大きさ/質量 565mm（幅）×615mm（奥行）×248mm（高さ）＊1/約16ｋｇ
本体接続時の占有寸法 565mm（幅）×664mm（奥行き）

＊1　本体装着時

iR-ADVペディスタル・H1の仕様（オプション）
大きさ/質量 565mm（幅）×615mm（奥行）×248mm（高さ）/約18ｋｇ

iR-ADVキャスタープレート・H1の仕様（オプション）
大きさ/質量 565mm（幅）×615mm（奥行）×85mm（高さ）/約7ｋｇ

両面反転自動原稿送り装置の仕様（標準装備）
原稿送り装置の種類 自動両面原稿送り装置

原稿サイズ/ 
種類

サイズ A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6

原稿坪量 片面原稿：モノクロ 38～128g/m2、カラー 64～128g/m2 
両面原稿：モノクロ 50～128g/m2、カラー 64～128g/m2

原稿の収容可能枚数 100枚（80g/m2）

原稿読み取り速度 
（A4ヨコ）

片面読取 カラー/モノクロ共 55ページ/分 （300dpi×300dpi） 
カラー/モノクロ共 30ページ/分 （600dpi×600dpi）

両面反転読取 カラー/モノクロ共 27.5ページ/分 （300dpi×300dpi） 
カラー/モノクロ共 15ページ/分 （600dpi×600dpi）

カセットヒーターについて
本製品には、本体にカセットヒーターが標準装備されています。

■寸法
正面

242mm132mm

202mm

329mm

1,128mm

565mm
天面

565mm

664mm

プルスキャン機能の仕様（標準装備）
形式 カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査） 50、75、150、200、300、400、600dpi（25～9600dpiまで1dpi単位の設定可能）
インターフェース Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル TCP/IP、USB
対応OS Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10
ドライバー TWAIN準拠　WIA準拠
画像モード カラー、白黒、グレースケール

プッシュスキャン機能の仕様（標準装備）
形式 カラースキャナー
最大原稿読み取りサイズ コピー仕様に準ずる
読み取り解像度（主走査×副走査） 204×196dpi、300×300dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi） カラー：55枚/分、モノクロ：55枚/分
インターフェース Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（IEEE 802.3準拠）
対応プロトコル FTP（TCP/IP）、SMB（TCP/IP）、SMTP

対応OS/ 
アプリケーション

SMB

Windows Vista®SP2/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/Windows®10/
Windows®Server 2003 R2 SP2/Windows®Server 2008/Windows Server 
2008 R2 SP1/Windows®Server 2012/Windows Server 2012 R2/Red Hat 
Linux 9/Mac OS X 10.9/10.10/10.11/macOS 10.12

FTP

Windows Vista®SP2/Windows®Server 2008 SP2/Windows®Server 2008 
R2 SP1：Internet Information Services 7.5/Windows®7：Internet Information 
Services 7.5/Windows®8/Windows®Server 2012：Internet Information Services 
8.0/Windows®8.1/Windows®Server 2012 R2：Internet Information Services 
8.5/Windows®10/Mac OS X 10.9/10.10/10.11/macOS 10.12/Solaris 10/
Red Hat Linux 9

SMTP Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 2010/ 
Microsoft Exchange Server 2013/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.4

出力フォーマット
シングルページ TIFF（MMR）/JPEG/PDF
マルチページ TIFF（MMR）/PDF

画像モード 文字、文字／写真、写真

付加機能 高圧縮PDF生成機能、暗号化PDF生成機能、サーチャブルPDF生成機能（OCR）、機
器署名PDF生成機能

スーパーG3FAX機能の仕様（標準装備）
適用回線＊1 一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（PSTN）

走査線密度

標準モード 8ドット/mm×3.85ライン/mm
ファインモード 8ドット/mm×7.7ライン/mm
スーパーファインモード 8ドット/mm×15.4ライン/mm
ウルトラファインモード 16ドット/mm×15.4ライン/mm

通信速度 SuperG3：33.6kbps、G3：14.4kbps
符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
通信モード SuperG3、G3
送信原稿サイズ A3、B4、A4、A4R、B5＊2、B5R＊3、A5＊3、A5R＊3

記録紙サイズ A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R
電送時間 JBIG：約2.6秒

ファクスドライバー

インターフェース USB2.0High-Speed、Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
（IEEE802.3準拠）

対応プロトコル TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD）

対応OS
Windows Vista®/Windows®7/Windows®8/Windows®8.1/
Windows®Server2008/Windows®Server2008 R2/Windows®Server2012/
Windows®Server2012 R2/Mac OS X（10.7.5以降）

付加機能＊4

アドレス帳（ベストメンバー：19件、短縮ダイヤル：281件）、同報送信：310件、送信予約：
最大30ジョブ、排紙トレイ設定、よく使う設定（18件）、送信の履歴（宛先のみ3件）、送信
機能：解像度、濃度、両面原稿、シャープネス、オフフックアラーム、EMC送信、ポーズ時間
セット、自動リダイヤル、送信前のダイヤルトーン確認、発信元記録、ファクス送信結果レ
ポート、送信スタートスピード、送信文書アーカイブ、ファクス番号入力時の確認入力、ファ
クスドライバーからの送信許可、受信機能：用紙カセット選択、ファクス転送設定、メモリー
受信、受信結果レポート、両面記録、EMC受信、着信呼出、リモート受信、自動受信切
替、受信スタートスピード、画像縮小、受信情報記録、受信モード（自動受信、TEL/FAX
切替、手動受信、留守TEL接続）、オンフック

＊1　 IP電話にご加入のとき、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えないことがあります。ファクシミリ通信は一般電話（加入
電話／Fネット）回線経由でのご使用をおすすめします。

＊2　B4短尺として送信されます。
＊3　A4として送信されます。
＊4　ナンバーディスプレイ非対応。
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キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

受付時間〈平日〉 ）。すまきだたいてせま休は日業休社弊始年末年びよお日祝・日・土（ 00：71～00：9
※海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9565を
　ご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6 2017年7月現在

キヤノンお客様相談センター

050-555-90056イメージランナー
アドバンス

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

0717SZ100

インターネットFAX送受信機能（標準装備）
通信プロトコル インターネットFAX SMTP＊1（送信）/POP3＊2（受信）
通信モード Simpleモード
通信可能用紙サイズ A3、B4、A4、A4R、B5＊3、B5R＊4、A5＊4、A5R＊4

解像度 モノクロ 204×196dpi

対応メールサーバーソフトウェア

転送用
Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 
2010/Microsoft Exchange Server 2013/Lotus Domino R7.0/
Sendmail 8.14.4

受信用
Microsoft Exchange Server 2007 SP3/Microsoft Exchange Server 
2010/Microsoft Exchange Server 2013/Lotus Domino R7.0/
Qpopper 4.0.19

＊1　SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊2　APOP/POP before SMTP及び、POP受信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊3　B4短尺として送信されます。
＊4　A4として送信されます。

■PAPER HANDLING
両面反転送り装置（標準装備）
最大100枚(64g/m2)の原稿を積載可能。
両面原稿を読み込み可能です。

内蔵シフトソーター・A1
本体センター排紙部に、ソート、グループ、
ジョブごとにシフト排紙する事が可能。
A4で250枚(81.4g/m2)積載可能です。

インナーフィニッシャー・K1
ソート、グループ、ホチキス(コーナー/ダブル)をすることが可能。
手動でホチキス留めをしたり、ホチキスの針を使わないで用紙
を留めたりすることも可能です。A4で上トレイ100枚、下トレイ
500枚(81.4g/m2)積載可能です。

インナー２ウェイトレイ・J1
本体センター排紙部を2つに分けるトレイ。
上トレイ100枚、下トレイ250枚(80g/m2)積載可能です。

手差し給紙（標準装備）
最大120枚(64g/m2)の給紙が可能です。

給紙カセット（標準装備）
1段に最大640枚(64g/m2)セット可能です。

2段カセットペディスタル・AP1
A3～A5Rに対応し、1段に最大640枚(64g/m2)セット可能。
異なるサイズの用紙セットで、用紙差し替えの手間を軽減します。

※写真は、C3020Fに、「内蔵シフトソーター・A1」、
　「インナー2ウェイトレイ・J1」、「2段カセットペディスタル・AP1」を
　装着したものです。

iR-ADVペディスタル・H1
本体の足下に用紙を収納できる専用置台です。

iR-ADVキャスタープレート・H1　
デスクサイドで椅子に座ったままの操作が可能です。

※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

●製品の改良のため予告なくデザイン・仕様の変更を行うことがあります。記載の内容は2017年7月現在のものです。　●記載の価格には感光体、消耗品類の価格及び消費税は含まれておりません。本体ならびに関連する消耗品、サービス役務などにつきまし
ては、別途消費税を申し受けますので御了承願います。　●別途保守サービスが必要ですので、料金方式、用紙などの価格の詳細については担当セールスにお問い合わせください。●保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製
造打ち切り後7年です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）　●Microsoft、Windows、Window Vistaは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及び、その他の国における登録商標です。　●Mac OSは米国アップル社
の商標です。　●Adobeは、米国AdobeSystems社の米国及び、その他の国における登録商標です。　●MopriaTMは、MopriaTM Allianceの登録商標です。　●Canon、Canonロゴ、imageRUNNERはキヤノン株式会社の登録商標です。　●エコマーク認定番
号　第16155105号　●本価格・仕様一覧表に記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。　●本価格・仕様一覧表内の画面は、ハメコミ合成です。

インナーフィニッシャー・K1の仕様（オプション）

用紙サイズ/ 
使用可能用紙

用紙サイズ コピー仕様に準じる
用紙坪量 52～300g/m2

用紙種類
薄紙（52～63g/m2）＊1、普通紙（64～105g/m2）、厚紙（106～256g/m2）、厚紙（257
～300g/m2（216mm超除く））、コート紙（106～256g/m2）、色紙、再生紙（64～105g/
m2）、パンチ済み紙、OHP、第二原図、ラベル用紙、ボンド紙、封筒、郵便はがき

トレイ容量

上トレイ
ノンソート、ソート、グループ： 
A4、B5、A5、A5R：100枚（81.4g/m2） 
A3、B4、A4R、B5R：50枚（81.4g/m2）

下トレイ 
（ステイプル可）

ノンソート、ソート、グループ： 
A4、B5、A5、A5R：500枚（81.4g/m2） 
A3、B4、A4R、B5R：250枚（81.4g/m2）
ホチキス：30部 
針なしとじ時：30部

ホチキス
ホチキス可能枚数＊2

コーナーホチキス、ダブルホチキス時　A4、B5：50枚（52～90g/m2）、A3、B4、A4R：30
枚（52～90g/m2） 
マニュアルステイプル時　45枚（64g/m2）

ホチキス位置 コーナーステイプル/ダブルステイプル

針なしとじ＊3

最大綴じ枚数 5枚（52～64g/m2）、4枚（65～81.4g/m2）、3枚（81.5～105g/m2）
綴じ可能サイズ A3、A4、B4、B5
用紙種類 薄紙（52～63g/m2）、普通紙（64～105g/m2）、色紙、再生紙、パンチ済み紙
用紙坪量 52～105g/m2

綴じ位置 左上、左下、右上、右下 ※1か所綴じ
シフト可能サイズ A3、B4、A4、A4R、B5
ホチキス可能サイズ A3、B4、A4、A4R、B5
電源 本体より供給
大きさ/質量 472mm（幅）×525mm（奥行）×182mm（高さ）/約8.0kg
本体接続時の占有寸法＊4 1026mm（幅）×664mm（奥行き）

＊1　薄紙（52～59g/m2）の両面を除く
＊2　標準ステイプルカートリッジ装着時。用紙の種類や厚さによってホチキス可能枚数が少なくなることがあります。
＊3　針を使わないため、用紙や環境により綴じ力に差が出る場合があります。また、針を使用するホチキスと同等の保持力はありません。
＊4　手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ

コピートレイ・J2の仕様（オプション）
用紙サイズ/使用可能用紙 コピー仕様に準じる
積載容量 A4、B5、B5R、A5R：100枚（80g/m2） A3、B4、A4R：75枚（80g/m2）
大きさ/質量 269mm（幅）×373mm（奥行）×97mm（高さ）/約0.5kg
本体接続時の占有寸法＊1 1009mm（幅）×664mm（奥行き）

＊1　補助トレイを伸ばしたサイズ

内蔵シフトソーター・A1の仕様（オプション）

用紙サイズ/ 
使用可能用紙

用紙サイズ コピー仕様に準じる
用紙坪量 52～300g/m2

用紙種類
薄紙（52～63g/m2）、普通紙（64～105g/m2）、厚紙（106～300g/m2）＊1、色紙、コート紙

（106g/m2～256g/m2）、再生紙（64～105g/m2）、パンチ済み紙、OHP、第二原図、ラベ
ル用紙、ボンド紙、封筒、郵便はがき

トレイ容量

ノンソート、ソート、グループ： 
A4、B5：250枚（81.4g/m2） 
SRA3、A3、B4、A4R、A5、A5R、B5R：125枚（81.4g/m2）
シフト： 
A4、B5：250枚（81.4g/m2） 
A3、B4、A4R、A5、A5R、B5R：125枚（81.4g/m2）

シフト可能サイズ A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R
電源 本体より供給
大きさ/質量 452mm（幅）×523mm（奥行）×114mm（高さ）/約3kg
本体接続時の占有寸法＊2 987mm（幅）×664mm（奥行き）

＊1　厚紙（257～300g/m2）はシフト非対応。
＊2　手差しトレイと補助トレイを伸ばしたサイズ
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