smart・en【sma:(r)tn】動 他（・
・
・を）洗練する。スマートにする。

iR C2570は複数のページ記述言語（PDL）
と、
さまざまなネットワークプロトコルの共存を実現

オフィスシーンで定評あるプリントアルゴリズム「UFR（Ultra Fast Rendering）」を進化

することができるマルチPDL＆マルチプロトコル対応。オフィスで使用しているネットワーク環境

させたキヤノン独自のページ記述言語「LIPS LX」を新たに採用。
「LIPS LX」では、パソ

へスムースに導入できます。ページ記述言語は、
キヤノンの最新プリンティングシステム

コンとiR C2570でプリントデータ処理をバランスよく負荷分散する「ロードバランシング」に

「LIPS LX」をはじめ、
「LIPS V」、
「互換PS」、
「PostScript®3™」など優れたプリント機能

より、
データ処理に必要だった時間を短縮することに成功しました。パソコン側に処理の一

を持つ複数のPDLから柔軟に選択可能。WindowsやMac OSなど、
さまざまなプラット

部を依存するため、パソコン側のスペック増強に

フォームにおけるアプリケーションの使用状況にあわせて、オフィスでの快適なプリン

伴い、
データ処理速度もアップ。安定した高速パ

トワークをサポートします。

フォーマンスを発揮します。

LIPS LX

※Windows 2000/XP/Server 2003/Mac OS Xに対応。
※iR C2570ではオプションの「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット･D1」が必要です。

PostScript3

■ ネットワーク環境

LIPS V
互換PS

LIPS LX

■ データ処理概念図
Win

パソコン

Mac

LIPS V

Mac Mac
LIPS LX

Win

Mac

Mac

iR C2570

アプリケーション

プリンタドライバ

UFR

GDIコマンド

Display List

LIPS LX

GDIコマンド

PDL

プリンタコントローラ
レンダリング

エンジン
ビットマップ

Win
Win

Mac

Win

AppleTalk

Win

●

Win
Win

インタプリタ

■ ロードバランシング概念図
パソコン

TCP/IP
SMB
LPR
IPP
● Port9100
●

UFR

●

プリンタ
ドライバ

iR C2570

グの特 長です。例えば、ページレイア

一般オフィス向けに最適な
プリント環境を提供＊1
対応OS：
［Windows2000/XP/
Server 2003/Mac OS X］

ダイレクト
プリント
LIPS LX
・PDF

LIPS V

LIPS V拡張

・TIFF
・JPEG

LIPS LX

LIPS V

互換PS

LIPS V拡張＋PS拡張

ページ
レイアウト

Windows/Mac共存オフィス向け
LIPSソフト資産を継承＊2
対応OS：
［Windows98/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003/Mac OS 9.2.2/X］
Windows/Mac活用オフィス向け
同一ネットワーク上に存在する
異なるOSの共存環境を実現＊3
対応OS：
［Windows98/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003/Mac OS 9.2.2/X］

LIPS LX

プリンタ
ドライバ

グラフィック
処理

プリントデータの処 理をホストパソコ
ンとiR C2570本体で的確なバランスに
分散して処理するのがロードバランシン

Display List

●

LIPS LX

レンダリング ビットマップ

PAP

Mac

Win

Display
List

ウトはiR C2570本体側、図形などのグラ
インタ
プリタ

画像処理

フィック処理は双方、写真などの画像
処理はホストパソコン側により多くの負
荷をかけて、総合的にデータ処理のスピー
ドを向上させるシステムです。

キヤノン独自のページ記述言語、LIPSを搭載することで、
これまでのソフトウェア資産を継承
することができます。フォームオーバーレイ機能を使った帳票印刷への対応や、
ESC/P、
IBM5577、
オフィス内のさまざま
HP-GL、N201＊の各エミュレーションとバーコードフォントの搭載により、
なコンピュータ環境にも対応します。
＊ モノクロプリントのみ対応。 ※ オプションの「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット･D1」、
「LIPS Ⅴ拡張キット･D1」
または「LIPS Ⅴ/PS拡張キット･D1」と「iR 512MB拡張メモリ･C1」が必要です。

ＤＴＰ/PODユース向け
Mac環境に最速の
プリント環境を提供＊4

Postscript 3
PSサーバ

Windowsをメインとするネットワーク環境で、Mac OSからPostScriptによるプリントアウト

＊1ｉ
Ｒ C2570Fは標準装備。 ＊2「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・D1」が必要です。 ＊3「LIPS LXプリンタ＆スキャ
ナキット・D1」、
「LIPS V/PS拡張キット・D1」が必要です。 ＊4 LIPS LX、LIPS V、互換PSとの同時拡張はできません。

を実現するのが「互換PS」です。同じネットワーク上で「LIPS LX」や「LIPS V」と共有す
ることも可能です。
※オプションの「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット･D1」
（iR C2570Fは標準装備）、
「LIPS Ⅴ/PS拡張キット･D1」、
「iR 512MB拡張メモリ･C1」が必要です。

プリンタの設定・操作を行うプリンタドライバは、すべ
てのPDL＊で統一したグラフィックユーザインターフェー

クリエイティブワークに適した「PSプリントサーバユニット」

スを採用しています。複数のPDLが共存しているネッ

Mac OSをメインとして使用するオフィスには、
「PSプリントサーバユニット･F1」

トワークでも、パソコンから同じ操作手順で、
プリント

をオプションでご用意。クリエイティブワークを中心としたオフィスでも、

機能を活用することができます。

iR C2570がもたらす先進のワークスタイルを

＊PSプリントサーバは除く。

ご利用頂けます。

■ LIPS LX プリンタドライバ

プリントやコピー、
ファクス、
スキャン、
センド、ボックス内のデータ活用など、複合的な機能を備え

第2世代「カラーiRコントローラ」には、
インターフェー

たiR C2570には、多数のジョブが集中します。そのジョブ処理を、
よりスマートにこなすためにキヤノン

スとしてEthernet 100Base-TX/10Base-T、

のテクノロジーを結集して開発されたのが第2世代「カラーiRコントローラ」です。常にランダムに

USB2.0（Hi-Speed）
を標準装備。さらに、大量

入力されるジョブに対し、
コンカレント処理（同時並列複合処理）
を実現する新開発のSOC（シス

のデータハンドリングを支える80GBハードディスクも標

テムオンチップ）
「Mercurey（メルキューレイ）」を搭載。さらに、
グラフィックエンジンも高性能化を

準で搭載しています。容量の大きなカラーデータもゆとりをもって

図り、従来1チップで行っていた

■ 従来の処理と同時並列複合処理
NET
WORK

SCAN

NET
WORK

SCAN

トワーク上での柔軟なデータハンドリングなど、Color imageRUNNER

プで分散処理するシステムに改

ならではの機能性を充分に発揮することがきます。

良しました。メモリ拡張の最大容
量も従来の768MBから1GBに
拡張。スピーディなデータ処理
PRINT
＜ 従来の処理 ＞

01

PRINT
＜ 同時並列複合処理 ＞

蓄積することができ、1スキャンメモリコピーやボックス内のデータ保管、
ネッ

画像処理を、4つの高性能チッ

■ カラーiRコントローラ

スマートにジョブを制御する新開発SOC「Mercurey」
集中するジョブを柔軟にハンドリングして本体を的確にコントロールする、iR C2570の 頭脳 。それが新

能力に磨きをかけ、パフォーマ

システムオンチップ「Mercurey」です。533MHzと400MHzのデュアルCPUを採用し、大幅な性能アップ

ンスの向上に成功しました。

を実現しました。

プリンタドライバを 介さず に 、

パソコンからプリントする時に、IDとパスワードを設定することが可能です。iR C2570本体の前でユーザ自身がパスワー

PDF/TIFFファイルをパソコンから

ドを入力するまで出力を待機するため、機密文書を他人に見られることもありません。また、
セキュアプリント機能拡張キッ

直接プリントすることができます。

ト
（暗号化）
・A2を使えば、パソコンからiR C2570までは暗号化されたプリントデータで通信されるため、通信経路での

リモートUIを使ってパソコンのデータ

データ盗難による情報漏えいも防止します。また、
オプションのICカードリーダライタ＊2を使えば、ICカードを利用した「個人
認証」機能との組み合わせで、
よりセキュアなプリント環境を構築することができます。

をウェブブラウザから選択して印刷
したり、パソコンから直接LPRコマ

■ ダイレクトプリント

＊1
■ パスワードによるセキュアプリント
（暗号化）

ンドでファイルを転送するだけで、
アプリケーションを立ちあげること
なくスムースにプリントを実行します。
※オプションの「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット･D1」
（iR C2570Fは標準装備）、
「ダイレクトプリントキット･D1」、
「iR 512MB拡張メモリ･C1」が必要です。
■ ダイレクトプリント概念図
通常の
プリント

ファイル
指定

＊＊＊＊＊＊＊＊

PDLデータ
暗号化

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊2
■ICカードによるセキュアプリント
（暗号化）

ID
パスワード

×××××

×××××
＊＊＊＊＊＊＊＊

出力

PDLデータ
暗号化

出力

出力

アプリケーション
を立ち上げる

プリント
指定

プリンタドライバ
で出力
Excel 1

ファイル
指定

ID
パスワード

＊1 オプションの「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット･D1」、
「LIPS Ⅴ拡張キット･D1」、
「セキュアプリント機能拡張キット
（暗号化）･A2」が必要です。
＊2 パスワード方式のオプション装着に加え、
「ICカード認証機能拡張キット･A2」、
「ICカード認証クライアントソフトウェア・A1」などが必要です。
※パスワードによる認証とICカードによる認証は、
いずれか一方を選ぶことができます。

出力

LPRコマンドで
ファイル転送
Excel 1

ダイレクト
プリント
リモートUI

異なるメーカーのプリンタでも、
１つのドライバでプリントすることが可能なBMLinkS

出力

ファイル
指定

プリントサービスをサポートしています。

Excel 1

■ ウェブブラウザ機能

ウェブコンテンツ
Internet
イントラネットウェブサーバ

出力
iR C2570

■ ウェブブラウザ

iR C2570は、
ウェブサイトの閲覧やダイレクト印刷が可能なウェブブラウザ機能を追加すること

タッチパネル上部の「ウェブブラウザ」タブを選択することで、
タッチパネルからウェブサイト

が可能です。社内イントラネットとの連携にも柔軟に対応。
ｉ
Ｒ C2570を情報ポータルとして

にスムースに画面を切り替えられます。ウェブサイトやPDFファイルのプレビューは、大型タッチ

活用すれば、
よりスマートなオフィス空間が実現します。例えば、
カタログや帳票のPDFデータ

パネルによりカラーで高画質表示。プレビューされたPDFファイルを直接プリントしたり、

をイントラネット上に保管しておけば、
パソコンを使わず、必要なときにiR C2570からアクセス。

日常的に閲覧するウェブサイトを「お気に入り」に登録したり、
わかりやすいアイコン表示で

ダイレクトに印刷する電子帳票やカタログ出力の仕組みを簡単に構築することが可能です。

意図する操作が簡単に行えます。

※オプションの「ウェブブラウザ拡張キット･B1」、
「iR 512MB拡張メモリ･C1」が必要です。
※ウェブブラウザからの印刷には「ダイレクトプリントキット･D1」が必要です。

■ インターフェース部

iR C2570には用紙搬送制御「APFM」を採用し
ています。給紙カセットからロースピードで確実に

万一の紙づまりでも本体右側からのアクセスのみで

用紙をとらえた後、転写部までハイスピードで搬送。

スムースに処理できるため、
コーナーへの設置が可能。

転写や定着の過程は

限られたオフィス空間の有効活用をサポートします。

ロースピードで精密に

コンパクトな設計ながら自動両面印刷機能を標準搭

行い、
その後はハイス
ピードで排紙します。

スムースな操作性にこだわった大型カラー液

載し、
さらにオプション ■ 設置スペース
の「インナー2ウェイト

晶タッチパネルを搭載。視認性に優れた大

レイ・C1」や「フィニッ

印 刷のプロセスにあ

きな文字表示や、パネル上を左から右へ流

シャー・P1」を本体内

わせて的確にコントロー

れるように直感で操作できるメニュー構成を

部に装着できるなど、

採用しました。初めて操作する方でも簡単に、

省スペースに配慮し

多彩な機能をフル活用することが可能です。

たコンパクト設計です。

■ APFM

用紙搬送のスピードを

1238mm

■ 大型カラー液晶タッチパネル

■ Mercurey（メルキューレイ）

iR C2570は縦パス搬送を採用。出力のスピードアッ
プとともに、本体の小型化に大きく貢献しています。

ルすることで、高 速 ･
高画質出力を実現し
ています。

赤色・・・APFMによる高速搬送
青色・・・APFMによる低速搬送
※図はフィニッシャー・P1装着時。

1035mm
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カラー原稿でも1回のスキャンで読み取り、
コピーデータをハードディスクに一時的に保存し

大量部数のコピーに便利な「ジョブ終了通知機能」や、特定部分のみをコピーする「エリア

ます。最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラーコピーの機能を柔軟に

指定」、色味のバランスを整える「カラー調整」をはじめ多彩なカラーコピー編集機能を搭載

活用できます。

しています。

「自動カラー選択」、
「フルカラー」、
「白黒」のカラー設定の他に、6色＊の中から選択した
1色のみでコピーする「単色カラー」や、単色カラー&黒でコピーする「2色カラー」を採用。
例えば、会議資料やPOPチラシなど、
ワンポイントカラーで重要箇所や訴求点を強調する
時などに最適です。
＊レッド、
グリーン、
ブルー、
イエロー、
マゼンダ、
シアンの6色。
原稿

指定のE-Mailアドレスにコピーの終了を知らせるメールを送
ジョブ終了通知機能
信します。急ぎの大量コピーでも間近でジョブの終了を見守る必要がなく、
デスクに戻って
仕事ができるなど時間を有効に使えます。
コピー原稿のプレビュー
エリア指定
表示に対し、
タッチペンでエリアを指定してトリミング
やマスキングをすることができます。思いのままに編

コピー

集してコピーでき、機密事項の削除や、ポイントの明
確化などもスムースに行えます。

■ タッチペン入力

会社のロゴ
イメージ合成
や任意の画像、透かしなどのイメージデー
■ カラー選択画面

■2色カラー

タをあらかじめ登録しておけば、
スキャンデー
タに合成してコピーすることができます。

原稿

登録フォーム

コピー

操作画面は、従来からの「シンプル画面」と、
よりスムー

■ クイック画面

スに設定操作が行える「クイック画面」の切替が可能

ページ印字

部数印字

です。
「クイック画面」では、
カラー選択や濃度、用紙

コピーにページ数を印字す

用紙の全面・5ヶ所・4隅の

スタンプ／日付印字
5種類のプリセットスタンプか、

選択などのコピー設定ボタンを同一画面上に配列す

ることができます。章付き、 いずれかに、ユーザ名や5桁

ることで、画面の切り替えを少なくし、短時間でコピーモー

総ページ付きの印字も可能

のシリアルナンバーを任意

外秘 などの情報をすかし

ドの設定が行えます。さらに、使用頻度の高いコピー機

なうえ、
印字の位置や文字色、 の色ですかし印字すること

でスタンプしたり、
コピー時

能設定を最大10個まで記憶させることができ、設定操

サイズもフレキシブルに選択

作のショートカットも可能です。

できます。

ができます。

任意の文字を入力して 社

の日付を印字することがで
きます。

■ ユーザボックス機能
G4 FAX

パソコンのアプリケーションで作成したプリントデータはもちろん、紙文書を電子

SEND to BOX（ボックスに保存）

化したデジタルデータなど、iR C2570に一時保管することで、
ドキュメント活用

スーパーG3 FAX

ISDN＊3
公衆回線＊3

の可能性を拡げるボックス機能を搭載。強制メモリ受信したファクスを保管する

インターネットFAX

PC

iR C2570

「システムボックス」、
転送設定した特定の受信ファクスを保管する「ファクスボックス」、
ユーザ
BOX

スキャン

トータルで1,500文書、6,000ページのドキュメント保管が可能な「ユーザボック
ス」の3種から構成されています。
「ユーザボックス」は最大100個まで作成でき

トUIで
UIで
リモートUI
プレビュー
ダウンロード

出力

るため、個人別に使用することも可能です。
「ユー

データベース

Internet

ザボックス」内に保管したドキュメントは、
タッチ
LAN

パネルにプレビュー表示したり、
リモートUIから

ボックスに
保存

出力することもできます。また、複数のファイル
をまとめる文書結合の他、ページ削除･挿入な
どの文書編集や、SEND機能＊1と連携した柔軟
な情報配信＊2が可能です。

カラーを美しく、
モノクロをスピーディに
出力する「Smart Rotary Engine」

■ プレビュー表示

＊1 オプションの「SEND拡張キット･H1」などが必要です。
＊2 PostScript環境のパソコンから保存したCMYKデータについてはSEND機能で配信することができません。
＊3 ISDNと公衆回線は同時に利用できません。

確かな画像再現
「ツインビームレーザユニット」

安定した高画質出力をサポートする
2種類のキャリブレーション機能

9600dpi相当×600dpi

小型6面ポリゴンミラーを搭載したツインビームレーザ方式を採用。ボディ

の高解像度出力と、
カラー

のコンパクト化に貢献するとともに、高精細な画像生成を実現しました。

7枚/分、モノクロ25枚/
分のパフォーマンスを実
現する「Smart Rotary

簡単でスピーディに交換できる「セットオントナーボトル」

キャリブレーションにより、
安定した色再現をサポートします。

細かな文字や線をなめらかに出力する
「SST（スーパー・スムージング・テクノロジー）」

＊

Engine」を搭載。美し

枚 、大容量のブラックトナーは約21,000枚の出
力が可能。各色ともスムースに交換できるセット

出力と、
モノクロドキュメ

オン方式を採用しています。＊A4サイズ5％原稿時。

出力シーンに着目し、
カラーとモノクロの効果的な

美しい色再現性「Sトナー」

使い分けをサポートする実践仕様のエンジンです。

ワックスを内包し、
オイルレスで定着

■ Sトナー（イメージ図）

可能です。程よいグロス感で上質な

小さな文字も鮮明に、細い曲線もなめらかに再現する、

ドキュメント作成をサポートします。

キヤノン独自のスムージング技術です。
ドキュメントを
トナー
ワックス

03

簡易的に本体内の中間転写ベルト上に色パッチを出力
して補正する「クイック補正モード」を搭載。高精度な

イエロー/マゼンタ/シアントナーは各々約7,700

いカラードキュメントの
ントのスピーディな出力を両立しました。オフィスの

出力したテストパターンをスキャンする「フル補正モード」
と、

美しく、読みやすく仕上げます。

さまざまな通信手段が共存するオフィスに、
一度の操作で一斉に情報を同報できるのが「Universal

キヤノン独自の画像解析圧縮方式により、
データ容量の大きなカラー文書も平均で約1/10

Send」機能。例えば、A社にはファイルを添付したE-Mailを、B社にはファクスを、
自分のパソ

の容量にまで圧縮可能な「高圧縮PDF」生成機能を搭載しました。文字とイメージを認識し、

コンには送信控えのデータを、一度のスキャンで一斉に配信することが可能になります。さらに、

それぞれ適した圧縮比や解像度でデータを生成して、再度合成。そのため文字はくっきりと

アドレスやファクス番号は本体の宛先表から簡単に選択できたり、

読みやすく、画像は美しい、高品質なPDFを生成することができます。カラー文書を使った

G4 FAX

スキャンデータには自動でファイル名を付与したりと、
タッチパ

PC

ネルを使ったシンプル操作で情報配信をスマートにサポート
します。E-Mailに添付する画像や、任意のフォルダ

スーパーG3 FAX

Internet

公衆回線＊

DMSサーバ

ルータ

インターネット
FAX

■ 高圧縮PDF（標準モード）の特徴

データ閲覧
閲覧

A3サイズ、高解像度600dpiに対応。データ
iR C2570

形式はPDF、TIFF、JPEGから選択す

※オプションの「SEND拡張キット･H1」などが必要です。

E-Mail

ISDN＊

に送信するファイルデータは、最大でフルカラー

明快なコミュニケーションを、
ネットワークやサーバヘの負荷をかけず、
スマートに実現します。

インターネットFAX

TECHNICAL

ファイルサーバ

紙文書
ボックス

※オプションの「SEND拡張キット･H1」などが必要です。
＊ ISDNと公衆回線は同時に利用できません。

カラー原稿でも1回のスキャンで読
み取りコピーデータをハードディス
クに一時的に保存します。保存す
ることで、最大5件の予約コピーや、

■ Universal Send

カラー原稿

モノクロ原稿

文字抽出

背景抽出

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存
します。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラー
コピーの機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピー

文字部専用圧縮

回転コピー、電子ソートなどカラー
コピーの機能を柔軟に活用できま
す。カラー原稿でも1回のスキャン

TECHNICAL

で読み取りコピーデータをハードディ
スクに一時的に保存します。保存
することで、最大5件の予約コピー
や、回転コピー、電子ソートなどカ

カラー原稿

モノクロ原稿

文字抽出

背景抽出

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存
します。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラー
コピーの機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピー

カラー原稿でも1回のスキャンで読
み取りコピーデータをハードディス
クに一時的に保存します。保存す
ることで、最大5件の予約コピーや、
回転コピー、電子ソートなどカラー
コピーの機能を柔軟に活用できま
す。カラー原稿でも1回のスキャン
で読み取りコピーデータをハードディ
スクに一時的に保存します。保存
することで、最大5件の予約コピー
や、回転コピー、電子ソートなどカ

クライアントPC

ることができます。

TECHNICAL

抽文
出字

カラー原稿でも1回のスキャンで読
み取りコピーデータをハードディス
クに一時的に保存します。保存す
ることで、最大5件の予約コピーや、
回転コピー、電子ソートなどカラー
コピーの機能を柔軟に活用できま
す。カラー原稿でも1回のスキャン
で読み取りコピーデータをハードディ
スクに一時的に保存します。保存
することで、最大5件の予約コピー
や、回転コピー、電子ソートなどカ

合成
カラー原稿

モノクロ原稿

文字抽出

背景抽出

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存
します。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラー
コピーの機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピー

抽背
出景

下地部専用圧縮

スキャン画像
（300dpi）

高圧縮 PDF

Windows環境で標準対応のSMBプロトコルを利用して、
ドキュメントをパソコンの共有フォルダに直接配信すること
OCRによって抽出された透明なテキストデータを高圧縮PDFに重ね合わせた「サーチャブル

ができます。新規送信先は「ホスト検索」からスムースに
設定可能。ファイルサーバを必要とせずに、
オフィス内で

PDF」生成機能に対応。テキストデータの抽出によりPDF内の全文検索を実現します。パソ

の情報共有を手軽に実現し、
ドキュメント活用の可能性を

コンに保管したPDFファイルの中から

拡げます。

必要な情報をスムースに検出すること

MY LIFE COLOR

ができます。また、
スキャン時に原稿

■ SMBプロトコル

※オプションの「SEND拡張キット･H1」などが必要です。

■ サーチャブルPDF イメージ図

向きを自動で補正したり、送信文書
名をOCRの結 果から自動 的に

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存し
ます。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラーコピー
の機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータを
ハードディスクに一時的に保存します。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コ
ピー、電子ソートなどカラーコピーの機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のス
キャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存します。保存することで、

OCR
データ

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取り
コピーデータをハードディスクに一時的に
保存します。保存することで、最大5件の
予約コピーや、回転コピー、電子ソートなど
予約コ

HERB

予約コ

MY LIFE COLOR

MY LIFE COLOR

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存し
ます。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラーコピー
の機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータを
ハードディスクに一時的に保存します。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コ
ピー、電子ソートなどカラーコピーの機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のス
キャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存します。保存することで、

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存し
ます。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラーコピー
の機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータを
ハードディスクに一時的に保存します。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コ
ピー、電子ソートなどカラーコピーの機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のス
キャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存します。保存することで、

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取り
コピーデータをハードディスクに一時的に
保存します。保存することで、最大5件の
予約コピーや、回転コピー、電子ソートなど
予約コ

HERB

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取り
コピーデータをハードディスクに一時的に
保存します。保存することで、最大5件の
予約コピーや、回転コピー、電子ソートなど

予約コ

スキャンしてユーザボックス内に一時保管するデータ、
または、
ファクスボックス内に一時保管

添付することが可能です。

する受信ファクスデータについて、保管時に格納先のURLを添付したE-Mailを送信することが

※オプションの「SEND拡張キット･H1」、
「サーチャブルPDF拡張キット･B1」などが必要です。

予約コ

MY LIFE COLOR

高圧縮PDF

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存し
ます。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コピー、電子ソートなどカラーコピー
の機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のスキャンで読み取りコピーデータを
ハードディスクに一時的に保存します。保存することで、最大5件の予約コピーや、回転コ
ピー、電子ソートなどカラーコピーの機能を柔軟に活用できます。カラー原稿でも1回のス
キャンで読み取りコピーデータをハードディスクに一時的に保存します。保存することで、

HERB

HERB

予約コ

サーチャブルPDF

カラー原稿でも1回のスキャンで読み取り
コピーデータをハードディスクに一時的に
保存します。保存することで、最大5件の
予約コピーや、回転コピー、電子ソートなど
予約コ

予約コ

可能です。送信されたURLにはリモートUIを利用してアクセス。それぞれのボックス内データ
をネットワーク上のパソコンから

■ URL Send

閲覧し、必要なものだけを選択し

FAX ユーザ
BOX BOX

重要な受信ファクスのみパソコンへ

ISDN

ダウンロードすることで、
ネットワーク

G4 FAX

ヘの負荷を抑えるのに効果的です。

スーパーG3 FAX

公衆回線＊

※オプションの「SEND拡張キット･H1」などが必要です。
＊ ISDNと公衆回線は同時に利用できません。

Adobe®Acrobat®で採用されているPDFの暗号化（RC4）に対応。スキャン時にパスワード

スキャン

iR C2570

て保存することができます。例えば、

を設定し、暗号化した状態でデータを送信するセキュアセンドを実現します。PDFを開く際に、

格納したドキュ
メントのURLを
メール送信

スキャン時に設定したパスワードの入力を求められるため、第三者への情報流出を未然に
ボックスに
保存

Internet

インターネットFAX

リモートUIでURLから
ボックス内ドキュメントを
PCにPULL

防ぐことができます。

※オプションの「SEND拡張キット･H1」、
「暗号化PDF拡張キット･C1」などが必要です。

■ 暗号化PDF

Excel 2

Excel 2

Excel 1

Excel 1

A3とB4などのサイズが異なる原稿をスキャンする場合に、
「オート変倍スキャン」によりデータ

暗号化PDF画面
iR C2570により暗号化

紙文書

化されるドキュメントを任意のサイズに統一することができます。統一サイズで電子文書の管

iR C3170

理をすることで、出力時に面倒な操作をせずに資料として使えるなど、柔軟なドキュメント活用
が可能になります。

暗号化PDF

※オプションの「SEND拡張キット・H1」が必要です。

Excel 1

ファイルを開く時にパスワードを要求

TWAIN対応のスキャナドライバ「Color Network ScanGear」
を採用。iR C2570に原稿をセットすれば、最大でA3サイズ、解
像度600dpiの高解像度スキャナとして活用することが可能です。
※オプションの「LIPS LXプリンタ & スキャナキット・D1」などが必要です。

■ Color Network ScanGear

原稿に忠実な色再現を可能にする
「デュアルダイレクトマッピング」

粒状感のない美しいカラー出力を
サポートする「T-MIC」

スキャンにより入力されたRGB信号を本体内に記憶されている

出力するドキュメントに合わせて、中 ■ 誤差拡散処理「T-MIC」

RGBの三次元色テーブルに割り当てて色補正を行う「入力ダイ

間調処理の組み合わせを選択。写

レクトマッピング」機能と、補正されたRGB信号をさらに本体内に

真やグラフィックの粒状感や階調

記憶されているCMYKの三次元色テーブルに割り当ててから

性を補正するとともに、色の淡い部

補正されたCMYK信号で出力する「出力ダイレクトマッピング」機

分でも、文字のジャギーやモアレを

能を搭載。デジタルデータも出力も原稿に忠実に再現します。

減らし、
くっきりとプリントできます。

■デュアルダイレクト
マッピング機能

従
来

新
方
式

RGBデータ
C
C
D
か
ら
の R
入 G
力 B
信 デ
号 ー
タ

出力ダイレクト
マッピング
記憶色に
直接割り当て
z

デC出
ーM力
タY用
K

y

Copy

入力ダイレクト
R補
マッピング
G正
z

x

デC出
B さ 本体に記憶されて ーM
記憶色に
力
デれ
タY用
直接割り当て ー た いるCMYKの
y
K
色空間テーブルを
タ
用いて補正
x

本体に記憶されているRGBの
色空間テーブルを用いて補正

補正された
RGBデータ

Scan
Send

イメージ図

通常
スクリーン
T- MIC

カラー/モノクロ混在原稿の
スキャンに差が出る「リアルタイムACS」
一般的なカラーコピーでは、原稿がカラーかモノクロかをプレスキャン
で判別します。iR C2570では、この判別の過程を1回のスキャンに集
約することで、
スキャン時間を短縮します。カラーとモノクロが混在する
原稿のスキャンもスムースに行えます。

大量の原稿をまとめて連続スキャン「DADF-L1」
一度に50枚の原稿を連続して読み取れる「DADF-L1」を搭載＊1しま

スピーディな読み取りを実現する
コンパクトリーダ「3S image Reader」

コピー･ボックス時で28枚/分のカラー･
した。スキャン時で44枚/分＊2、

原稿を読み取るリーダには、薄さ64mmを実現した「3S image

が行えます。また、異系列用紙の同

モノクロ同速スキャンを実現。
ドキュメントを選ばず、
スムースな読み取り

Reader」を採用。徹底的にコンパクト化されながら、
フロー

時読み取りが可能なため、A3とB4

スキャン（流し読み）機能やゴミ検知機能な

の混 載 原 稿でも一 度にコピーや

どを備えた高性能リーダです。センサには

スキャンが可能。さらに、原稿読み

高感度カラーCISモジュールを採用し、高精

取りの重複などを予防する済スタンプ

度な色再現と省電力を両立しました。

機能（SEND/FAX）
も搭載しました。
■ カラーCISモジュール

■ DADF-L1

＊1 iR C2570はオプションです。＊2 A4 300dpi時。

04

iR C2570は、モノクロのみではなく、
カラー原稿の送受信が、
インターネット/イントラネット

ISDN回線を利用して、400×400dpiの高解像度データの高速電送が可能なG4FAXに

経由で行えます。スキャンデータをJPEGに変換して社内・社外のカラー対応インターネット

対応しています。ISDNではファクスの2チャンネル使用が可能なため、2通のファクスの同

FAXとデータの送受信が可能です。また、
データ容量が設定

■ カラーインターネットFAX

時通信が可能です。
※オプションの「G4FAXボード･D1」などが必要です。

値の上限を超えた場合でも、
自動的にデータを分割
して送信し、受信側で分割データを自動
的に統合。インターネットの常
時接続環境を活用す
ることで、通信コストを

iR C2570

Intranet

受信したファクスを、指定した宛先へ自動転送する「FAX転送」を搭載。受信したファク

Internet

スは自動的に電子化されて、ネットワーク上のパソコンやファイルサーバの任意フォルダ

大幅に削減できます。

に保管されます。ファクス文書を取りに行く手間もなく、紛失の心配もありません。さらに、

※オプションの「SEND拡張キット・H1」など
が必要です。

受信ファクスのE-Mailでの転送も可能なため、情報を共有することもタイムロスなくスムー
スに行えます。
※ファクス機能の拡張および「SEND拡張キット･H1」などが必要です。
■ 受信FAXの自動転送

電送スピード2秒台のスーパーG3FAXに対応し、
オフィスに軽快なファクス通信環境を構
築することができます。スーパーG3FAXは、送信側の設定に関わらず受信画像を補正し、
高精細なファクス文書を出力することが可能。また、200件のワンタッチダイヤルや最大
1,600件の宛先を登録できます。さらに、送信ファクスには発信元記録や相

C社からのインターネットFAX

転送条件の設定
A社 ×××→クライアン
ト1のA 社フォルダ
B社 ○○○→クライアン
ト2 のB 社フォルダ
C社 インターネットFAX
→D社インターネットFAXに転送
条件にあてはまらないFAX
→クライアント3のその他フォルダ

Internet

D社 インターネットFAX

iR C2570
自動転送
動転送
クライアント 3

手先名称を添付することも可能です。

クライアント 2
公衆回線

公衆回線

※iR C2570ではオプションの「スーパーG3FAXボード･S1」が必要です。

クライアント1

Internet

A社 FAX ×××

オプションの「マルチポートFAXボード･F1」を装着することにより、iR C2570本体1台で2
回線のスーパーG3FAXを使用することが可能です。片方を受信専用、
もう一方を送信専

その他
フォルダ

公衆回線

その他のFAX

B社
フォルダ

B社 FAX○○○

A社
フォルダ

C社 インターネットFAX△△△@ABC.COM

用にしたり、回線ごとにファクスボックスヘの転送設定を変更したり、
ファクス文書の排紙
先トレイを振り分けてスマートに使い分けることが可能です。
※オプションの「マルチポートFAXボード･F1」などが必要です。

アプリケーションで作成したデータをプリントアウトする感覚
電話機やハンドセットとの接続に対応し、1回線でファクスと電話を共用

でネットワーク上のパソコンから直接ファクス送信すること

することが可 能な「T E L / F A X自動 切 替」に対 応 。ファクス送 信は

ができます。ファクスを送信するためだけに原稿をプリントす

iR C2570が自動受信し、電話着信は電話機やハンドセットが自動で呼

る必要がなく、オフィスのコスト削減をサポートします。また、

び出しを行います。
※スーパーG3FAX機能の拡張などが必要です。

汚れやカスレのない高画質なファクスの送信が可能です。
※ファクス機能の拡張が必要です。

■ ハンドセット

■ FAXドライバ

MEAPとは、
「Multifunctional Embedded Application Platform」の略称。言いかえれば、複合
機に組み込まれたアプリケーションのプラットフォーム。そのオープンなプラットフォームを柔軟に

iR C2570を使用するユーザのアクセス制限をICカードで行なえます。
カードを一
例えば社員証＊1のICカードを利用することも出来るので、

活用すれば、
アイデアの数だけ、
オフィスがどんどん進化します。

元化して管理することが可能になります。またユーザごとの出力履
歴を収集＊2することも可能です。
＊1 FeliCa及びMifareに対応。 ＊2 オプションの「Netspot Accountant for MEAP」
などが必要です。

ネットワーク上にある複数のColor imageRUNNERの出力状況をパソコンからいつでも確認す
ることができます。コピー、
プリント、
ファクスなどジョブ別の出力枚数はもちろん、部門別の合計
用紙枚数や用紙サイズ別枚数、出力履歴の収集も可能。データはiR C2570のハードディスク
に保存されるため、
サーバレスで管理システムを導入することができます。

※別売

ドライバからの印刷指示で、Anyplace Printサーバへ自動的にデー
タをアップロード。ネットワーク上のiR C2570にICカードをかざす＊
と、Anyplace Printサーバで個人認証を行い出力を開始します。ネッ
トワーク上のどのiR C2570からでも出力をすることが可能。また、

Digital Assets Bank C-Cabinetと連携して、
スキャンしたデータをウェブ上のサーバに保管す
ることができます。時間や距離を気にすることなく、
ウェブブラウザを通じてスタッフやパートナーと
情報をスムースに共有することが可能です。

離れた場所からのプリントでも他の人に見られる心配がありません。
＊オプションの「ICカード認証 for MEAP」などが必要です。

※別売

iR C2570に搭載されているハードディスクを一時的な共有フォル
ダとして活用することができます。本体のSEND機能が対応する高
＊
紙文書とアプリケーションデータの一元管理を実現する「imageWARE Document Manager」

圧縮PDFやJEPG、TIFFなどのデータを、
デスク上のパソコンからウェ

のキャビネットやフォルダを、iR C2570のタッチパネルから直接操作することが可能になります。

ブブラウザを利用してダウンロード。クライアントPCに共有フォルダ

本体のタッチパネルでファイル名やインデックスを設定し、紙文書を電子化してDocument Managerへ登録することも可

を作ることなく、
オフィス内の情報共有が可能になります。

能。また高圧縮PDFでの格納もできるなど、iR C2570のSEND機能との連携により、
さらに手軽に活用することができます。
＊別売
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部 門 I Dと暗 証 番 号により最 大で

ネットワーク上のパソコンに、
本体タッチパネルと同じインターフェー

1,000部門の出力管理・制限が可能

スを表示して、遠隔で全ての操作を可能にする「リモートオペレー

です。プリントやコピー、ボックスなど

ション」に対応。例えば、本体操作の問合せに対して、管理者

機能別に出力枚数制限を設定でき

が遠隔操作で問題を解決することも可能になります。

るほか、
カラー出力のみを制限をする

※オプションの「リモートオペレーションキット・A1」などが必要です。

などフレキシブルな設定が可能にな
りました。また、
オプションの「カードリー

■ リモートオペレーション

■ カードリーダー・C1

■ I D 管理画面

ダー・C1」を装着することにより、
カードを使用した手軽な管理システムを導入できます。
「音声ガイダンスキット･A2」をオプションでご用意。本体タッ
チパネルの「コピー（シンプル）」画面の操作手順を、音声で
■ 個人認証
ユーザ名・パスワードで
ログイン

わかりやすくナビゲートします。
ドメイン認証（SSO）

ローカル認証（SDL）

SA（Security Agent）
サーバ

ユーザ名、パスワード、
メールアドレス、部門IDなど

ドメイン認証（SSO）
から
ローカル認証（SDL）
を選択

ドメインコントローラ
■ 音声ガイダンススピーカ

エンベデッド
ディレクトリ

ユーザIDとパスワードの入力による「個人認証」機能を使用して、iR C2570を使用するユーザ

本体タッチパネルの表示言語をワンタッチで日本語と英語か

を制限することが可能です。認証方法はSDL（Simple Device Login）
とSSO（Single Sign

ら選択できます。オフィスの１人ひとりの操作性に配慮した親

On）
を採用。どちらか一方を選択したり、両方式の共用も可能です。さらに、
「ICカード認証機

切設計です。

能拡張キット・A2」を使用することで、ICカードによるスムースな個人認証も実現します。

■ 表示言語切替

ウェブブラウザを利用してiR C2570の管理が行えます。本体

本体に登録した宛先表、転送設定、部門IDなどの設定情報を、
ネットワーク上の複数のColor

状況の確認やジョブの操作や設定、
ジョブ履歴をCSV形式で

imageRUNNERにスムースに配信、設定できるのが「機器情報配信」機能です。管理者は

パソコンに保存することも可能です。本体管理をスマートに一

パソコンからリモートUIを使って一度の登録操作をするだけ。機器設定の負担を軽減します。

元化でき、管理者の手間や負担を軽減します。
■ リモートUI

iR C2570はセキュアなネットワーク構築で、
ドキュメントの機密を守ります。
＜セキュリティキット＞

＜ユーザデータの一括消去＞

■「セキュリティキット」によるジョブデータの消去

本体を移設するときや廃棄するときに、ボックス

ジョブデータ

コピーやプリントなどが行われる時には、
ジョブ

内データや宛先表などの登録情報を一括消去。

管理情報

データが生成され本体のハードディスク内に

手軽な操作で、
オフィスの機密流出を防ぎます。

実際の
データ

一時的に蓄積されます。iR C2570では、
この
ジョブデータを自動的に暗号化。情報の改ざ

通常ジョブによる
データ消去の場合

んや漏えいを防ぎます。さらに、
コピーやプリン

■ 一括消去

iRセキュリティキット・A2
によるジョブデータ消去
の場合

＜管理キーユニット＞

トなどの終了後も本体内に残存するジョブデー
タを自動的に完全消去。消去方法は「Null（0
データ1回上書き）」、
「ランダムデータ1回上

オプションの「管理キーユニット･A1」
を装着することにより、
キー
管理情報
出力後に
管理情報
のみを消去

実際の
データ

出力毎に
0データまたは、
ランダムデータを
上書き

管理情報

を挿入しないと本体が動作しなくなります。物理的なセキュリティ

01010101010101
01010101010101
01010101010101
01010101010101

実際の
データ

ロックで、
デバイスへの不正アクセスをシャットアウトします。

書き」、
「ランダムデータ3回上書き」の3種か

■ 管理キーユニット・A1

らオフィスのセキュリティポリシーに合わせて
選択可能です。
※オプションの「セキュリティキット･A2」、
「セキュリティ拡張ボード･E1」、
「iR 512MB拡張メモリ･C1」が必要です。

実際の
データ

実際のデータは
ハードディスクに
残っている

残存する
ジョブデータを
消去します

＜新規宛先入力制限＞
iR C2570本体の宛先表に登録されていないE-Mailアドレスやファクス番号への情報送信を
制限することができます。誤送による情報流出を未然に防ぐ機能です。

一度に50枚の連続読み取りが可能な「DADF-L1」

オフィスワークを快適にする、豊富なアクセサリ。

A3からB6までの原稿サイズに対応。また、異系列原稿の同
時読み取りを実現。 ※iR C2570はオプションです。

フィニッシャー
部数ごとのソートやステイプルなど手
間も、人手も、時間も掛けずに資料
の 仕上げ をサポートします。

ペディスタル

機能別に出力先が選べる「3ウェイ排紙」
「インナー2ウェイトレイ･C1」、
「コピートレイ･J1」の装着に
より、最大3ウェイの排紙を実現。

■ iR用ペディスタル Type A

■フィニッシャー・P1
本体幅で装着できる省スペース設計。50枚ステ
＊
コーナーとじ、2ヵ所とじが可能。
イプル に対応し、

幅広い用紙対応「手差しトレイ」

＊A4、B5サイズ時。

ハガキ（100×148mm）からSRA3（320×450mm）の用
紙サイズに対応。

■ iR用キャスター Type A

給紙容量1,300枚の「2段カセットペディスタル･Y2」
650枚の給紙が可能な給紙カセットを2個装備。それぞれA3からA5Rの用紙サイズに対応。
※オプションです。

大量3,000枚給紙が可能な「サイドペーパーデッキ･Q1」
■フィニッシャー・Q3
＊

1,000枚の大量排紙 に加え50
＊
コーナーとじ、2ヵ
枚ステイプル 、
所とじが可能。 ＊A4、B5サイズ時。

■サドルフィニッシャー・Q4

■パンチャーユニット・L1＊

オフィスでの使用頻度が高いA4サイズの用紙を、一度に3,000枚セットすることが可能。

フィニッシャー・Q3同様の機能に加
え、
自動中綴じ製本が可能。

フィニッシャー・Q3またはサドルフィニッシャー・
Q4に装着して2穴パンチ機能を拡張し
ます。 ＊写真はサドルフィニッシャー・Q4に

※オプションです。

大量出力をサポートする最大5,650枚給紙を実現

パンチャーユニット・L1を装着したものです。

※写真は、
オプションの「2段カセットペディスタイル・Y2」、
「サイドペーパーデッキ・Q1」、
「インナー2ウェイトレイ・C1」、
「コピートレイ・J1」を装着したものです。

オプションの装着により、最大5,650枚の６ウェイ給紙を実現し、
用紙切れによるダウンタイムや用紙補給の手間を軽減します。
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■ 基本仕様/コピー機能
名称
形式
カラー対応
読み取り解像度
書き込み解像度
階調
複写原稿
複写サイズ
用紙サイズ

iR C2570/C2570F
デスクトップ
フルカラー
600dpi×600dpi
9600dpi相当×600dpi（主走査×副走査）
256階調
シート、
ブック原稿、立体物（約2kgまで）
＊1
305㎜×457㎜、320㎜×450㎜（SRA3）
、A3、B4、A4、A4R、
B5、B5R、A5、A5R、官製はがき＊1、往復はがき＊1、4面はがき＊1、
＊1
、封筒＊1
不定型サイズ（99㎜×140㎜〜320㎜×457㎜）
画像欠け幅 先端：3㎜ 左右：3㎜ 後端：4㎜
ウォームアップタイム
6分以下（室温20度）
ファーストコピータイム
モノクロ8秒 フルカラー23.9秒（A4ヨコ）
連続複写速度
A3
モノクロ13枚 カラー3.5枚
B4
モノクロ13枚 カラー3.5枚
A4
モノクロ25枚 カラー7枚
B5
モノクロ25枚 カラー7枚
複写倍率
定型
1：1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25
ズーム 25〜400％（1％刻み）
（64g/㎡紙）
給紙方式/
カセット 650枚×2＋650枚×2（2段カセットペディスタル＊2）
給紙容量
手差し 50枚 （連続給紙可能）
デッキ 3,000枚（サイドペーパーデッキ＊2）
連続複写枚数
999枚
電源
AC100V 15A 50Hz/60Hz共通
最大消費電力
1.2kW以下
大きさ
（幅）×（奥行き）×（高さ）iR C2570：565×755×754㎜ iR C2570F：565×755×880㎜
質量
iR C2570：約86kg iR C2570F：約103kg
機械占有寸法（幅）×（奥行き）862×755㎜
メモリ容量
RAM標準：512MB 最大：1GB HD 80GB
付加機能
自動用紙選択、ソート、原稿タイプ設定（文字/写真/地図、印画紙写真、印刷
写真、文字）、カラーバランス、濃度微調、ワンタッチ調整、単色カラー、2色カラー、
下地とばし、裏写り防止、ページ連写、拡大連写、縮小レイアウト、枠消し、とじ
代、移動、OHP中差し、シャープネス、モードメモリ、コール、エリア内消去、エリ
ア外消去、イメージクリエイト（ネガポジ反転・イメージリピート・鏡像）、ページ印
字/部分印字、スタンプ/日付印字、イメージ合成など

＊1 手差しトレイ使用時。オプションの「封筒カセット」による給紙も可能。封筒はシワが発生することがあります。
＊2 オプション。

■ 自動原稿送り装置の仕様 （iR C2570Fに標準装備
名称
原稿送り装置の種類
原稿サイズ/種類
サイズ
原稿坪量
原稿の収容可能枚数
原稿交換速度
電源/最大消費電力
大きさ
（幅）×（奥行き）×（高さ）/質量

iR C2570はオプション）

DADF-L1
自動両面原稿送り装置
A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、B6
片面原稿：42〜128ｇ/㎡ 両面原稿：50〜128g/㎡
50枚（42g/㎡の原稿は10枚まで）
28枚/分（コピー時 カラー/モノクロ共）
本体より供給/約30W
565×538×122mm/約8.5kg

■ LIPS LXプリンタ機能の仕様（iR C2570Fに標準装備 iR C2570はオプション）
LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・D1
名称
内蔵型
形式
コピー仕様に準ずる
プリントサイズ
コピー仕様に準ずる
連続プリント速度
600dpi×600dpi
解像度
データ処理
9600dpi相当×600dpi
プリント
LIPS LX
ページ記述言語
TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP）、
対応プロトコル
対応OS
内蔵フォント
エミュレーション
インターフェース
画像欠け幅

IPX/SPX（NDS、Bindery、NDPS、iPrint）
Windows 2000/XP/Server2003/Mac OS X＊1（10.1.5以降）
なし
BMLinkS（512MBメモリ拡張時）、
PDF/TIFFダイレクトプリント＊2
USB2.0 High-Speed、Ethernet 100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
全周5㎜/2.5㎜（ただし、印字領域は305×450.5㎜ プリンタ
ドライバにて選択可能）

■ LIPS Vプリンタ機能の仕様（オプション）
名称
LIPS V拡張キット・D1 / LIPS V/ PS拡張キット・D1
形式
内蔵型
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
600dpi
プリント
9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語
LIPS Ⅴ（LIPS LX、LIPS IV、LIPS Ⅲ、LIPS Ⅱ+）
対応プロトコル
TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP）、
対応OS
内蔵フォント

和文
欧文
その他

エミュレーション
インターフェース
画像欠け幅

■ PS互換プリンタ機能の仕様（オプション）
名称
LIPS Ⅴ/PS拡張キット・D1
形式
内蔵型
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
600dpi
プリント
9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語
PostScript3互換
対応プロトコル
TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP）、
対応OS
内蔵フォント

和文
欧文

エミュレーション
インターフェース

対応OS（プリント時）

内蔵フォント
インターフェース

和文
欧文
標準

電源/最大消費電力
大きさ
（幅）×（奥行き）×（高さ）/質量

フレームに使用されているクロメート
フリー鋼板をはじめ、ビス、はんだ、
レ
ンズ、電線などの内部パーツには、鉛
フリー素材を多数使用しています。

IPX/SPX（NDS、Bindery）、AppleTalk（PAP）
Windows 98/Me/NT4.0（SP6以降）/2000（SP4以降）
/XP（SP2以降）/Terminal Server Edition/Server 2003、
UNIX（LPRプリント）、Mac OS 9.1以降、Mac OS X
明朝（リューミンライト‐KL）、
ゴシック体（中ゴシックBBB）
136書体
Ethernet 100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）、
パラレル（IEEE1284準拠）
AC100V 15A 50Hz/60Hz共通/約35W
290×72×334 /約3.4kg

■ Pullスキャン機能の仕様（iR C2570Fに標準装備 iR C2570はオプション）
名称
LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・D1
形式
カラースキャナ
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
75、150、200、300、400、600dpi（75〜600dpiまで1dpi単位の設定可能）
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi） カラー/モノクロとも44枚/分（DADF利用時）
インターフェース
Ethernet 100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル
TCP/IP
対応OS
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP
ドライバ
TWAIN準拠
ドライバ動作環境 RAM容量
Windows 98/Me（最低64MB以上、推奨96MB以上）

iR C2570 …
1,040,000円
iR C2570F …本体標準価格 1,470,000円（税別）

環境保全の想いをカタチにした
鉛フリー素材100％設計

IPX/SPX（NDS、
Bindery、NDPS、iPrint）
、
AppleTalk（PAP）
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003
Mac OS 9.2.2、Mac OS X（10.1.5以降）
平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、平成明朝体W7、
平成角ゴシック体W7、丸ゴシック体Ca-L
136書体
なし
USB2.0 High-Speed、Ethernet 100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）

■ PSプリントサーバ機能の仕様（オプション）
名称
PSプリントサーバユニット・F1
形式
外付型（本体背面に取り付け）
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
600dpi
プリント
9600dpi相当×600dpi
ページ記述言語
Adobe PostScript 3
対応プロトコル
TCP/IP（LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP）、

＊1 専用ドライバは2005年8月対応予定。 ＊2 ダイレクトプリント拡張キット・D1拡張時。

本体標準価格

IPX/SPX（NDS、
Bindery、NDPS、iPrint）
、
AppleTalk（PAP）
Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server2003
Mac OS 9.2.2、Mac OS X（10.1.5以降）
平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5、丸ゴシック体
Courier、Swiss、Dutch、Symbol 全4書体13セット
バーコード（CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B
USB2.0 High-Speed、Ethernet 100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
全周5㎜/2.5㎜（ただし、印字領域は305×450.5㎜ プリンタ
ドライバにて選択可能）

HD容量
表示解像度

（税別）
画像モード

NT4.0（SP3以降）/2000（最低96MB以上、推奨128MB以上）
XP/Server2003（最低128MB以上、推奨256MB以上）
100MB以上の空き容量
最低640×480ドット以上、推奨800×600ドット以上
カラー/モノクロ自動切替、
カラー、
モノクロ（2値）、
グレイスケール

消費電力3Ｗを実現した
「スリープモード」
消費電力をわずか3Wに抑え
た「スリープモード」を採用。
省エネルギーに貢献します。

■ スーパーG3FAX機能の仕様（iR C2570Fに1回線ボードを標準装備 iR C2570はオプション）
名称
スーパーG3 FAXボード・S1（1回線ボード）
マルチポートFAXボード・F1（2回線ボード）
一般加入電話回線：PSTN×1（マルチポートFAXボード
は2回線）、
ファクシミリ通信網
標準モード
：8dot/㎜×3.85ライン/㎜
ファインモード
：8dot/㎜×7.7ライン/㎜
スーパーファインモード：8dot/㎜×15.4ライン/㎜
ウルトラファインモード ：16dot/㎜×15.4ライン/㎜
SuperG3：33.6kbps G3：14.4kbps
MH、MR、MMR、JBIG
SuperG3、G3
A3（297㎜×420㎜）
A3、B4、A4、B5、A5
約2.6秒（A4:自社原稿 標準モード ECM（JBIG）送信時）
ワンタッチボタン：200件＊、宛先表：1600件＊、同報送信：最大
256宛先、通信予約：最大64ジョブ、付加機能：メモリボックス、
メモリバックアップ、TEL/FAX自動切替、手動受信など

適用回線
走査線密度

通信速度
符号化方式
通信モード
送信原稿サイズ
記録紙サイズ
電送時間
備考

＊ワンタッチ及び宛先表は、
ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通です。

■ G4FAX機能の仕様（オプション）
名称
G4 FAXボード・D1
適用回線
ISDN
走査線密度
標準モード
：200x100dpi（G4）、8dot/㎜×3.85ライン/㎜（G3）
ファインモード
：200×200dpi（G4）、8dot/㎜×7.7ライン/㎜（G3）
スーパーファインモード：8dot/㎜×15.4ライン/㎜（G3）
ウルトラファインモード ：400×400dpi（G4）、16dot/㎜×15.4ライン/㎜（G3）
G4：64kbps SuperG3：33.6kbps G3：14.4kbps
MH、MR、MMR、JBIG
G4、SuperG3、G3
A3（297㎜×420㎜）
A3、B4、A4、B5、A5
約1.8秒（A4:自社原稿 ファインモード JBIG送信時）
ワンタッチボタン：200件＊、宛先表：1600件＊、同報送信：最
大256宛先、通信予約：最大64ジョブ

通信速度
符号化方式
通信モード
送信原稿サイズ
記録紙サイズ
電送時間
備考

＊ワンタッチ及び宛先表は、
ファイル送信/メール送信などの宛先表と共通です。

■ プッシュスキャン機能の仕様（オプション）
名称
SEND拡張キット・H1
形式
カラースキャナ
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
100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、
（主走査×副走査）
200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi） カラー/モノクロとも 44枚/分（DADF利用時）
インターフェース
Ethernet 100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
＊1
SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP（TCP/IP）
、NCP（IPX）
対応プロトコル
対応OS
Windows98/Me/NT4.0（SP6a以降）/2000Professional

出力フォーマット シングルページ
マルチページ
画像モード
付加機能＊2

（SP1以降）/2000Server/XP/Server2003、日本語
Soraris Version2.6以降、Microsoft Internet Infomation
Server Version5.0/5.1/6.0、
Novell NetWare5.1J/6.0J/6.5J、
MacOSX、RedHat Linux7.2/9.0
TIFF（MMR）/JPEG/PDF/PDF（高圧縮）
TIFF（MMR）/PDF/PDF（高圧縮）
文字、文字/写真、写真
暗号化PDF生成機能、
サーチャブルPDF生成機能（OCR）

＊１SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊2 オプションの暗号化PDF拡張キット・C1、
サーチャブルPDF拡張キット･B1拡張時。

■ インターネットFAX、
イントラネットFAX送受信機能（オプション）
名称
SEND拡張キット・H1
通信プロトコル インターネットFAX SMTP＊1（送信）/POP3（受信）
イントラネットFAX
SMTP（送受信）
通信モード
Simpleモード、Fullモード
（W-NET FAX準拠、
カラー対応）
通信可能用紙サイズ
A3、B4、A4（A3、B4は相手先設定により可能）
解像度
モノクロ
200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi＊2、
カラー
対応メールサーバ

300×300dpi＊2、400×400dpi＊2、600×600dpi＊2
100×100dpi、200×200dpi＊2、300×300dpi＊2、
400×400dpi＊2、600×600dpi＊2
Microsoft Exchange Server2000（SP3）/Windows
Server2003（SMTP Service）、Sendmail8.11.2、Lotus
Domino R4.6/R5/R6.5

＊１SMTP認証及び、SMTP送信時の暗号化（SSL）通信に対応しています。
＊2 相手先設定（受信機の能力設定）により可能。

クローズドリサイクル
プラスチックを再利用

J-Moss グリーンマーク

リサイクルプログラムにより外装プラスチックを
回収して、
クローズドリサイクルプラスチック材を
生成。再度、外装プラスチックの材料として利用
しています。

このマークはJIS C 0950で規定されたJ-Mossグリー
ンマークです。キヤノンは、EU（欧州連合）RoHS
指令に対応した製品にJ-Mossグリーンマークを表
示しております。

キヤノンの環境への取り組みに関する詳細は、こちらをご覧ください。 c a n o n . j p / e c o l o g y
●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2006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は米国マイクロソフト社の米国及び、
その他の国における登録商標です。 ●Macintosh、Mac、AppleTalkは米国アップルコンピュータ社の商標です。 ●Adobe、PostScript、PostScript 3及びPostScript
ロゴは、米国Adobe Systems社の商標です。 ●IPX/SPXは米国Novell Inc.の米国における商標です。 ●Canon、Canonロゴ、imageRUNNER、imageWARE、Meap、meapロゴはキヤノン株式会社の登録商標
です。 ●BMLinkSは、社団法人ビジネス機械情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。 ●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 ●Mifareはフィリップスエレクトロニクス社の登録商標です。 ●本カ
タログ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。●本カタログ内のコピーサンプルは実際のプリントアウトとは異なります。 ●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。
キヤノン カラーイメージランナー ホームページ

canon.jp/color-ir

ご注 意

●法律により、
そのコピーを所有するだけでも罰せられるものがありますのでご注意ください。
①国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
②未使用の郵便切手・官製ハガキ。
③政府発行の印紙類のコピーは禁止されています。
●著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作権物は個人的に、
また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
●本機は、特定の管理責任者を設けて不正コピーが行われないように運営管理してください。

安全にお使い ●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
いただくために ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
キヤノンは、Jリーグの
オフィシャルスポンサーです。

●お求めは信用のある当社で

キヤノンお客様相談センター
カラー複合機
（Color iR）

050-555-90051

受付時間〈平日〉9：00〜12：00／13：00〜17：00（土・日・祝日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます。）
※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043-211-9319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

2006年7月現在

東京都港区港南2-16-6

0406SZ50

00241006

