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使う人の立場に立ち、使いやすさと快適さを追求 

【ユーザビリティ】 

R

地球にやさしい性能を 

追求し「エコマーク」認定を 

取得 
06117031

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。　  canon.jp/ecology

省エネルギー基準をクリアし 

「Energy Star 」に対応 

環境への負荷低減に 

貢献し「グリーン購入法」 

に適合 

6種の特定化学物質の 

使用を禁じる「RoHS」 

指令に対応 

先進のコピー／プリント／ファクス／スキャン機能をバランスよく搭載し、簡単に使いこなせるように配慮。 
ネットワークを活かした情報の配信や共有にも対応する「iR C2550F」。 
設置スペースも抑え、日常のオフィス業務を効率よくサポートします。 

■ 液晶タッチパネル ■ タッチペン操作 

初めての人もスムースに操作できる 
「大型カラー液晶タッチパネル」 

「Human Centered Design －人間

中心のデザイン－」というキヤノンの

デザイン思想に基づく快適なインター

フェースです。使いやすいパネルの高さ、

押しやすい凹型のボタン、視認性の高い

ボタンレイアウトなど、使う人への配慮を

徹底。操作部を左から右に流れるよう

に直感的な操作が行えます。 

連続複写速度 

※写真はiR C2550Fに、オプションの「インナー2ウェイトレイ・D1」、「2段カセットペディスタル・Y3」を装着したものです。 

ウォームアップ 
タイム 

38秒以下 
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DADF
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自動両面 
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USB2.0

25ppmBLACK&WHITE 

COLOR 23ppm

ファーストコピータイム＊1

5.9秒 BLACK&WHITE 

COLOR 8.9秒 

＊1 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。モノクロは白黒モード時。  ＊2 オプション  ＊3 A4各色5%原稿時。 
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トナー交換もスピーディーな「セットオン小型トナーボトル」 

オフィスを有効に活用できる省スペース設計 ジャムリカバリーもすばやく行えるサイドアクセス 

セットオン方式で、トナー交換はすばやく手を汚さずに行えます。ブラックは

約26,000枚＊3、シアン／マゼンタ／イエローは各色約14,000枚＊3の印刷

が可能です。 

■ トナーボトル（4色） ■ トナー交換 

万一の紙詰まりの際には、本体右側からのアクセスのみで簡単に処理

できるので、コーナーに設置することも可能です。 

横幅を抑えたコンパクトボディ、センター排紙を実現し、排紙オプション

を本体幅内に装着できるビルドイン設計を採用。オフィスにすっきりと

設置できる省スペース設計です。 
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本体正面 本体左側面 

565mm

■ 本体サイズ ■ 設置スペース 

：設置スペース 
：壁 

1,035mm
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個人の知識を、 
みんなで活用したい。 

オフィススペースを、 
快適に活用したい。 

ムダを省いて、 
業績アップにつなげたい。 

手間や人手をかけずに、 
機器を管理したい。 

便利な機能を、 
簡単に使いこなしたい。 

iR C2550Fは、情報の漏えいや改ざんなどを抑止

するためにセキュリティに配慮。情報の入出力／

保管時からネットワークを利用した通信時まで、

安全性をトータルに追求しています。 

iR C2550Fは、情報を必要に応じたフォーマット

に変換し、全員で共有できる環境を提供。さらに、

入出力や送受信のあらゆるシーンで、紙文書と

電子文書の相互活用を促進します。 

iR C2550Fは、お客さまの使いやすさを追求。

やさしい操作性や設定の簡略化などにより、さま

ざまな業務を誰でもスムースに行えるように配慮

しています。 

iR C2550Fは、コピー／プリンタ／ファクスなど

の機器を一元化することで管理業務の負担を

軽減。また、リモート操作により機器から離れた

場所でも稼働状況の確認や設定が行えます。 

iR C2550Fは、ニーズに合わせて複数の機器を

使い分ける手間がなく、さまざまなワークフロー

の簡略化も実現。トータルコストを削減しながら、

業務効率を向上させます。 

iR C2550Fは、1台分の設置スペースで、オフィス

に求められる機能をカバー。しかも、サイドアクセス

のコンパクトボディで、コーナーにも設置できる

省スペース設計です。 

大切な情報を、 
安全に管理したい。 
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【コピー】 

【ボックス】 

＊1 A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。モノクロは白黒モード時。  ＊2 拡大コピー時は回転しません。  ＊3 「シンプル」画面では最大2個までとなります。  ＊4 オプションの「フィニッシャー・Z1」が必要です。  ＊5 パフォーマンスが
 

■ 「クイック」画面 

1枚目もすばやく、連続コピーも快速で美しく 

ドキュメント活用の幅を拡げる「ボックス」機能 

「ボックス」機能は、本体のハードディスクにさまざまなデータを一時

保管することで、ドキュメントの有効活用を実現します。保管したスキャン

データを後で呼び出してプリント／送信したり、プリンタドライバの操作で

パソコンからの印刷データを保存できる「ユーザボックス」。ファクス

のメモリ受信文書や送信エラー文書を保管し、プリント／送信が行える

「システムボックス」。転送条件にしたがってファクス受信文書を保管し、

必要に応じてプリントが可能な「ファクスボックス」。全3種類のボックスを

搭載しています。 

カラー23枚/分、モノクロ25枚/分（ともにA4ヨコ）の連続コピースピード

と、9600dpi相当×600dpiの高解像度を実現。コンパクトなボディで、

カラー／モノクロの両ニーズにすばやく美しく対応します。ファーストコピー

タイムも、カラー8.9秒、モノクロ5.9秒（ともにA4ヨコ）＊1とスピーディー。

用紙コストを抑えられる「両面コピー」機能も標準装備しました。 

「シンプル」画面は基本的な設定情報のみを大きく表示。「クイック」

画面は各種設定ボタンを同一画面上に並べ、少ない画面切替で設定

が行えます。さらに、最大10個＊3

まで登録できる「お好みキー」が、

設定／操作のショートカットを実現

します。 

 

最大6,000ページの原稿データを一時記憶させる「メモリコピー」で、便利

なコピー機能を効率よく活用できます。最大10件の「予約コピー」、

一部のみ出力できる「試しコピー」、動作中に急ぎのコピーを優先できる

「割り込みコピー」にも対応。また、原稿とコピー用紙の向きが異なる時に

画像を自動回転させる「オートタテヨコ回転」＊2などの出力設定も行えます。 

コピー効率をさらに高める「メモリコピー」 

縮小／拡大コピーにも幅広く対応 

「自動変倍」「定型変倍」から「ズーム」まで、合計7種類の「変倍」機能を

搭載。目的に合わせた縮小／拡大コピーが行えます。 

設定ニーズに合わせて選べる2つの操作画面 

■ 「カラー選択」画面 

■ 2色カラー 

原稿 結果 

手軽にコピーの見栄えをよくする「カラー選択」 

「フルカラー」「白黒」から、カラー／モノクロを自動判別する「自動カラー

選択」、イエロー／マゼンタ／シアン／レッド／グリーン／ブルーの6色から

任意の1色を選択する「単色カラー」、黒に6色から任意の1色を追加する

「2色カラー」まで、5種類の「カラー選択」が可能。また、「文字／写真／地図」、

「印刷写真」、「印画紙写真」、

「文字」の4種の画質選択や

「濃度調整」で、原稿に応じた

質感を提供します。 

 

用途／目的に応じて活用できる3つの「仕上げ」機能が、手間と時間の

かかる作業を効率よくサポートします。 

資料作成の仕上げもスピーディーに 

コピーを部単位で出力。複数部の資料を作成する際も、コピー後の

仕分けをする必要がありません。 

■ ソート 

原稿別に指定枚数を出力できます。単ページの資料を、まとめてコピー

する際に便利です。 

■ グループ 

オプションのフィニッシャーを装着

すれば、コピーを部単位で出力後、

コーナーとじ、2カ所とじが行えます。 

■ ステイプルソート＊4 
 

コーナーとじ 2ヵ所とじ 

スキャン 

出力 

■ ユーザボックス機能 

リモートUIで 
プレビューダウンロード 

ボックスに保存 

SEND to BOX 
 （ボックスに保存） 公衆回線 公衆回線 

PC

インターネットFAX

G3 FAX

データベース 

ユーザボックス 
iR C2550F

ボックスから 
の送信 
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■ リモートUI

低下することがあります。  ＊6 オプションの「Send拡張キット・N1」が必要です。  ＊7 「ジョブ結合」との組み合わせはできません。 

■ プレビュー表示 

■ ボックス画面 
ボックス内の保管文書は、「リモートUI」によりパソコン上にプレビュー

表示可能。必要な情報にすばやく

アクセスできるほか、ボックス内

文書の移動や複製、プリント指示、

データのバックアップやリストアも

行えます。 

ボックスに文書を登録するたびに、保管先のURLを知らせる電子メール

を登録したアドレス宛に自動送信する「URL送信」。スピーディーな文書

共有をサポートします。 

「ユーザボックス」は最大100個、

トータル1,500文書／6,000ページ

の一時保管が行え、各ボックスに

は名称／暗証番号／保存期間

も設定できます。保管した文書は

プリント設定を変更／保存したり、

他のユーザボックスへ移動／複製

することが可能。また、他文書との

結合、指定ページの挿入といった

編集も、本体パネル上で1ページ

ずつプレビューしながら行えます。 

文書編集などがスムースに行える「ユーザボックス」 文書の保管先が電子メールでわかる「URL送信」＊6

■ OHPフィルムを連続コピーする際、フィルム用紙の間に 
   白紙を交互に挟み込む「OHP中差し」 
■ ニュアンスや色相などをきめ細かく変更できる画像調整 
■ コピーと同時に設定したジョブを一時的に保管し、 
   原稿を再設定する手間を解消するボックス機能との連携＊7

さらに、必要に応じて多彩な機能を活用可能 

パソコンからのアクセスを実現する「リモートUI」 

「応用モード」が、より多彩なコピーをサポート 

3つ前までの設定を呼び出してコピーできるのが「コール」機能です。

複数の設定を組み合わせたコピーモードを9個まで名称を付けて登録

できる「モードメモリ」も搭載しました。 

■ 設定操作の手間を省いて快適にコピー 
 

画像の色相や濃淡を反転する「ネガポジ反転」や、画像の左右を反転

させる「鏡像」、一枚の用紙に画像をくり返しコピーする「イメージリピート」

などのイメージクリエイト機能を搭載。 

■ 画像にさまざまな効果を加えることも可能 
 

文字色や文字サイズ、すかし印字などを選択し、コピーに文字や日付を印字

できる「スタンプ／日付印字」を搭載。コピーにページ番号や部数ごとの

シリアル番号などの情報を付加できる「ページ印字／部数印字」も便利です。 

■ 日付やページ番号の印字でコピーを管理＊5

■ 見開きの2ページ分を、1ページずつコピー 

書籍などをコピーする際に、見開き2ページを別々の用紙にコピーできる

「ページ連写」機能。ファイリングに適したコピーが行えます。 

「縮小レイアウト」により、複数の原稿を1ページに縮小してレイアウト。

レイアウトは、2in1、4in1、8in1から選択可能。用紙コストの削減も促進

します。 

■ 一枚の用紙に、複数枚の原稿をレイアウト 
 

「枠消し」機能が、パンチ穴や書籍のとじ部分などコピー時に生じやすい

影を削除。また、「移動」や「とじしろ」機能により、画像を上下左右や

コーナーなどに移動させてコピーできます。 

■ 影の削除や画像位置の調整もＯＫ 

読み込んだ画像と、登録したフォームデータを合成する「イメージ合成」

が可能。フォームデータは最大100個まで登録でき、任意のスペースに

社名やコーポレートロゴも印字できます。 

■ 画像とフォームデータを合成してコピー＊5

1束目はカラー片面コピー、2束目は片面原稿をカラー両面コピー、3束目

は片面原稿をモノクロで4in1コピーというように設定の異なる複数の原稿

束も、「ジョブ結合」機能でひとつにまとめて出力できます。厚紙や色紙

などにコピーして指定ページに挿入する「表紙／合紙／章紙」機能との

連携も可能です。 

■ 原稿束ごとに設定が違っても一度にまとめてコピー 

■ ジョブ結合 

フルカラー 
片面 

フルカラー 
両面 

ジョブ結合 

モノクロ 
4in1

コピーのジョブ進捗状況がわかる「コピー時間表示」や、作業の終了を電子

メールで知らせる「ジョブ終了通知」＊6機能を搭載。動作中にその場で

待つことなく、時間を有効に活用できます。 

■ コピーの作業状況を把握し時間を有効に活用 

コピー終了 

メールで 
終了通知 

■ ジョブ終了通知 

■ サイズや形状の異なる原稿も効率よくコピー 

「原稿サイズ混載」により、サイズの異なる原稿もまとめてDADFにセット

してコピーが行えます。また、紙文書や冊子など形状の異なる原稿も、

「連続読込」機能で1つのジョブとしてコピー可能です。 
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＊1 キヤノン製プリンタドライバを利用する必要があります。  ＊2 別売。  ＊3 一部のPDFファイルの取り込みには、Adobe®Acrobat®が必要です。  ＊4 Windows®2000/XP/Server2003、Mac OS X（10.2.8以降）に対応。  ＊5 オプションの「Send拡張キット・N1」
ダイレクトSMTP送受信可能な機器と通信可能です。  ＊8 「ファクスボックス」から送信は行えません。 

【スキャン＆送信】 

操作性や利便性が高まった「Windows Vista™」に対応 

Windows Vista™環境での出力を可能にするとともに、Windows Vista™ 

XPSプリンタドライバにも対応。操作しやすい新ユーザインターフェースで、

スピーディーな「Vista Ready」を実現します。 

各種アプリケーションで作成したデータを、ドラッグ＆ドロップ

で取り込んで結合。製本やステイプルなどの印刷体裁を

プレビューで確認しながら作業が進められます。作成データ

は製本設定も同時に保存されるため、データの差し替えや

追加もスムースです。 

ドラッグ＆ドロップ 

データ出力 

印刷 
MS officeファイル、PDF等＊3 両面、N in1、製本等 

PDF
ドラッグ＆ドロップ 

紙原稿のスキャンデータ 

■ imageWARE Publishing Manager

より高度なドキュメント作成を支援する 
「imageWARE Publishing Manager」＊2

■ PageComposer

便利で使いやすい「プリンタドライバ」 

「プリンタドライバ」にグラフィカルなユーザインターフェースを採用し、

多彩なプリント機能を簡単に活用でき

るように配慮しました。また、Windows®

環境では「PageComposer」により、

「プレビュー」を確認しながら文書結合

などの「編集」も行えます。 

繊細なディテールも損なわない「AST」 

スムージング処理をベタ部のみならず、ハーフトーン部でも行う独自の画像

処理システム「AST（アドバンスド・スムージング・テクノロジー）」を採用。

カラーの文字や線の再現性を

向上させました。 

AST・ON AST・OFF

白抜け部分が 
ジャギーの原因に 

最適な出力パフォーマンスを実現する「LIPS LX」 

「LIPS LX」は、データ処理の負荷をパソコンとiR C2550Fで効率よく

分散させる「ロードバランシング」により高速データ処理を行う、キヤノン

独自のプリンティングシステムです。

さらに、プリンタドライバとプリンタ

コントローラの処理を最適化する

ことで、スピーディーな出力を実現

しました。 

 

プリンタ 
ドライバ 

インタプリタ 

iR C2550Fパソコン 

■ ロードバランシング概念図 

ページレイアウト  

画像処理 

グラフィック処理 

600dpi 1200dpi

読みやすい精細な文字を再現する「ERS」 

1200dpi×1200dpiの高解像度フルカラーデータの画像処理を可能

にする「ERS」（E f f e c t i v e  

Resolution System）を搭載し、

線の太さや間隔を均一に美しく

再現。小さな文字のプロポーション

も美しく保ちます。 

各種プリント機能の設定、設定情報のバックアップ＆リストア、用紙登録が

本体のみならず「リモートUI」で行えます。用紙登録は、A4プレプリント紙

などの名前と、普通紙／厚紙などのメディアタイプで200件まで可能です。 

パソコンからの設定や用紙登録も可能 

■ 「プリント」タブ ■ パスワード入力画面 

「プリント」タブから操作できる「セキュアプリント」＊1

プリントジョブを制御できる「プリント」タブの装備により、セキュアプリント

のジョブ操作などがスムースに行えます。セキュアプリントは、ユーザ名と

パスワードを入力することでプリントデータを本体内に待機させ、文書の

機密性を高める機能。本体パネルの「プリント」タブから選択してパスワード

を入力すると、プリントアウトが開始されます。 

ネットワーク上でデバイス探索などができる「WSD」対応 

■ WSD（Web Services on Devices） 

「Windows Vista™」に装備された、Webサービスを利用する新しいネット

ワークプロトコル・WSD（Web Services on Devices）に対応。WSDを

サポートするネットワーク上のデバイスの探索や、探索により検知された

デバイスのドライバインストール

などが行えます。 

■ 他メーカーのプリンタからも出力できる 
　 「BMLinkSプリントサービス」をサポート 
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などが必要です。  ＊6 カラーインターネットFAX機能を搭載したColor imageRUNNERおよびITU-T T･37に準拠しているカラー対応機と通信可能です。  ＊7 カラーインターネットFAX機能を搭載したColor imageRUNNERおよび、ITU-T T･37に準拠している

受信したFAXやインターネットFAXを、指定したFAXやファクスボックス、

任意のE-Mailや共有フォルダなどへ自動的に転送できます。例えば、

受信FAXをA社用フォルダに転送したり、C社からのインターネットFAX

を自動的にD社のインターネットFAXに転送することが可能。転送条件

は最大150件まで設定でき、条件に合わないFAXも「条件なし転送」

として転送先を指定できます。さらに、曜日ごとに転送スケジュールを変更

できる「転送時間設定」や、転送と同時に受信FAXをプリントする「受信

文書の保存／プリント」なども行えます。 

指定した宛先に自動転送できる「FAX転送」＊5スピーディーで信頼性の高い「スーパーG3FAX」 

最大33,600bpsの通信速度で2秒台の通信

を実現する「スーパーG3FAX」に対応。送信

側の設定に依存せずに受信画像を補正して

出力できる、スムージング機能も搭載しています。 

■ システムボックス 

FAX／インターネットFAXのメモリ受信文書や転送時のエラー文書を

保管できる「システムボックス」と、親展受信用の「ファクスボックス」を

搭載。保管された文書は、本体や

「リモートUI」から選択してプリント

や送信＊8、データ消去が可能。

各ボックスは、暗証番号を設定して

アクセスユーザを制限できるなど

セキュリティにも配慮しています。 

受信文書を有効活用できる「ボックス」との連携 

 

■ ペーパーレスFAX

パソコンから直接送信できる「ペーパーレスFAX」 

Windows®/Mac OS＊4を問わずパソコンから直接FAX送信ができます。

プリントアウトが不要なので

用紙コストを削減できるとともに、

汚れやかすれのない鮮明な

送信が行えます。 

1つの回線を電話と共用できる「FAX／TEL自動切換」 

■ ハンドセット 

別売のハンドセットや電話機との接続により、1回線でFAXと電話を共用

可能。FAX受信時は本体が自動

受信し、電話着信時はハンドセット／

電話機が着信音を発信します。 

■ スーパーG3FAXボード・W2 ■ FAX転送 

クライアント1

D社 インターネットFAX

C社　インターネットFAX

B社　FAX

A社　FAX

その他 FAX

A社フォルダ 

クライアント2

B社フォルダ 

クライアント3

その他フォルダ 

自動転送 

C社からの 
インターネットFAX

公衆回線 公衆回線 

公衆回線 公衆回線 

公衆回線 公衆回線 

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 
条件に当てはまらないもの 
→クライアント3のその他フォルダ 

iR C2550F

さまざまな送受信機能を備え、セキュリティにも配慮 

原稿の向きをFAXに適した方向に回転させる「回転送信」、原稿をメモリ

保存してから送信する「メモリ送信」などが行えます。 

■ 送信 

原稿サイズに合わせ自動で用紙を選択する「回転受信」、電話で通話後

にFAXを受信する「リモート受信」などが行えます。 

■ 受信 

受信文書を両面にプリントする「両面記録」、同系列サイズの受信原稿

2枚を1枚の用紙にプリントする「2in1記録」などが行えます。 

■ 出力 

原稿ヘッダに発信元／ページ数などを印字する「発信元記録」、受信した

原稿フッタに日付などの情報を印字できる「受信記録」などが行えます。 

■ 記録 

テンキーダイヤル入力時、確認画面で番号を再入力することで誤送信を

抑止する「FAX番号確認入力」が行えます。 

■ セキュリティ 

フルカラー対応「インターネットFAX／イントラネットFAX」＊5

フルカラー600dpiのインターネットFAX機能＊6。インターネット回線の接続

料以外のコストが発生せず、通信費も削減できます。また、社内でのカラー

対応のイントラネットFAXも可能＊7。機器間でSMTPプロトコルを利用し、

高画質&スピーディーな通信が行えます。セキュリティに配慮し、「SSL暗号化」

通信や「SMTP認証」などにも対応しています。 

■ インターネットFAX/ 
　 イントラネットFAX

iR C2550F

送信 送信 

受信 

受信 
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＊1 オプションの「Send拡張キット・N1」などが必要です。  ＊2 スーパーG3FAXへの送信は順次同報送信になります。  ＊3 「容量分割」送信を使用するには分割受信に対応しているメーラーが必要です。  ＊4 オプションの「サーチャブルPDF拡張キット・B1」

【スキャン＆送信】 

一度の操作で複数の宛先へ配信できる 
「Universal Send」機能＊1

さまざまな通信手段を利用し、複数の宛先に紙文書の一斉同報送信＊2

が可能。最大256件まで宛先を指定し、FAX／インターネットFAXの送信

やE-Mailの送信、SMBやFTPなどのプロトコルに対応したファイル送信

が一度の操作で行えます。送信原稿はまとめてDADFにセットし、毎分

44枚/分（A4ヨコ、300dpi）で読み取り可能。E-Mailの添付ファイルや

フォルダに送信するデータは最大フルカラーA3、高解像度600dpiに

対応し、ファイル形式はPDF／TIFF／JPEGから任意に選択できます。 

さまざまなプロトコルに対応した「ファイル」送信＊1を実現 

Windows®の標準プロトコルであるSMB送信に対応し、オフィス内で

サーバレスの情報共有ができるほか、「NCP送信」や「FTP送信」にも

対応します。 

通信経路が暗号化され、セキュアな環境が構築できる「WebDAV」に対応。

C-Cabinetなどの社外ストレージサービスなどを使用し、インターネット上で

ファイル共有が可能です。 

■ WebDAV送信 

iR C2550F

HTTP Proxy

HTTP Proxy

WebDAVサーバ 
社外ストレージ等 

ネット上の 
ファイルにアクセス 

外出先から 
ファイルにアクセス 

■ SMBプロトコルによるファイル送信 

SCAN LAN

■ 送信画面 

「シャープネス」「画質調整」など、画像の質を高める機能が充実。また、

「原稿サイズ混載」により、サイズの異なる原稿も一度にスキャン、「連続

読込」で形状の異なる原稿も一つのジョブとしてスキャンできます。見開き

を分割して読み取る「ページ連写」も可能です。 

効率よくクオリティの高い「画像生成」が可能＊1

オフィスのニーズに合わせてPDF生成をサポート＊1

高圧縮PDFの扱いやすさと、文字や図形の美しさを両立。図形や背景

写真の画質やデータサイズなどを細かく設定することで、高精度なPDF

ファイルを生成できます。 

■ アウトラインPDF

アウトライン 
レイヤ 

背景レイヤ 

文字抽出 

ラインアート 
抽出 

背景抽出 背景専用 
圧縮 

ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
化 

アウトラインPDF

合
　
　
成 

■ 美しさ／読みやすさの精度をさらに高める「アウトラインPDF」 

スキャンデータを本体から直接「電子メール」送信＊1

パソコン同様に設定や入力を行い、スキャン文書を添付した「電子メール」

送信が行えます。容量制限を越えた際には「ページ分割」と「容量分割」＊3

のどちらかを選択し、分割して送信

可能。サーバ認証や通信経路の

SSL暗号化など、セキュリティ機能

も充実しています。 

公衆回線 公衆回線 

ボックス 

G3 FAX

FTPサーバ 

WebDAVサーバ 

NetWareサーバ 

スキャン 

E-Mail

■ Universal Send iR C2550F

出力 

クライアントPC

PC

カラーイントラネットFAX

インターネットFAX

カラーインターネットFAX

 

データ容量の大きなカラー文書も約1/10の容量にまで圧縮。ネットワーク

やサーバへの負荷を軽減し、快適なコミュニケーションを実現します。 

高圧縮PDF

■ 高圧縮PDF（標準モード） 

文字抽出 

背景抽出 

文字部 
専用圧縮 

下地部 
専用圧縮 

合
　
　
成 

スキャン時にOCR処理を行い、PDFにテキスト情報を付加。スキャンした

PDF内のテキストデータのすばやいサーチを可能にし、効率のよい情報

活用を推進します。 

■ 情報をスムースに検索できる「サーチャブルPDF」＊4

サーチャブルPDF

■ サーチャブルPDF

OCRデータ 

高圧縮PDF

合
　
　
成 

■ ネットワーク上でカラー情報の活用を促進する「高圧縮PDF」 
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が必要です。  ＊5 別売。  ＊6 オプションの「HDDデータ暗号化キット・B1」が必要です。  ＊7 オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」が必要です。  ＊8 別途お申し込みが必要です。 

■ リモートUI

本体状況の確認やジョブ操作、本体

の各種設定、バックアップ／リストア

などの管理業務が「リモートUI」でも

行えます。機器運用を効率化し、

負担を軽減します。 

■ 1台に登録された初期設定を最大100台まで一度に配信 
　 できる「機器情報配信」 

■ 入力したパスワード表示を秘とくする「機密情報伏字表示」 

■ ネットワーク接続を制御できる 
　 「MACアドレスブロック＆IPアドレスブロック」 

■ USB接続による不正出力を防ぐ 
　 「USBインターフェースのON/OFF」 

■ ジョブの状況や履歴表示をOFFにできる 
　 「システム状況画面の制御」 

■ いちだんと高度な文書管理を可能にする 
  「imageWARE Document Manager Enterprise」 

■ パーソナルワークの文書管理をサポートする 
  「imageWARE Document Manager Personal」 

■ imageWARE Document Manager

【マネジメント ＆ サポート】 

■ 「定型業務ボタン」画面 

送信操作をサポートする「宛先表」＊1

指定時刻に送信する「タイマー送信」や、送信終了をE-Mailで知らせる

「ジョブ終了通知」など、便利な機能を搭載。必要な宛先だけを表示できる

「アクセス管理番号」、登録外の宛先への送信を禁止する「新規宛先の

制限」など、セキュリティにも配慮しています。 

より効率的な情報配信をサポートする「送信設定」＊1

パソコンからも本体の管理や設定が可能 

本体のハードディスクに格納されたデータを暗号化し、ジョブデータの解析

を抑止します。「HDDデータ暗号化」は、セキュリティ機能の評価適性度

を保証するISO15408（コモンクライテリア）認証（EAL3）を取得した

＜Canon MFP Security Chip 1.00＞を搭載しています。 

ハードディスクからの情報流出を防ぐ「HDDデータ暗号化」＊6

■ ID管理画面 

部署やグループ別に最大1,000部

門まで、コピー／スキャン／プリント

それぞれの出力管理／出力枚数

制限が行えます。 

コピーやプリントの出力管理などが行える「部門別ID管理」 

本体の液晶タッチパネルから操作概要や設定方法を確認できるヘルプ

機能。イラスト表示をまじえたわかりやすい説明で、多彩な機能の有効

活用をサポートします。 

グラフィカルに操作をガイドする「かんたんナビ」 

■ 日本語／英語表示を切り替えられる「表示言語切替」 

パソコンから画像が読み込める「Color Network ScanGear」 

TWAIN対応のスキャナドライバ「Color Network ScanGear」に対応。

Windows®パソコンからの操作で最大A3サイズ、600dpiの高画質スキャン

が可能です。 

登録したデータを一括消去できる「全データ消去／設定の初期化」 

ハードディスク内の全ユーザデータを手動で一括消去。本体の移設や

入れ替え時などに便利です。また、ハードディスク内に生成される出力

データを、ジョブ終了と同時に自動的に完全消去する「残存データ自動

消去」＊7も可能です。 

ネットワークに対応しトータルな文書管理を実現 
「imageWARE Document Manager Workgroup」＊5

インターネットを利用して、本体状況を遠隔監視するオンラインサポート

システム。万一のトラブル発生時でも事前にトラブル箇所や内容を把握

できるため、カスタマーエンジニアがスピーディーに修理できます。 

本体の遠隔監視を実現する「NETEYE」＊8

Color imageRUNNER  
NEコントローラ・E1（本体内蔵型） 

お客様 

キヤノンサービス拠点 
訪問 

通知 
連絡 

トナー残量のお知らせ 

カウンター情報取得 

紙づまり情報 

サービスエラー通知 

HTTPS

■ NETEYE キヤノンネットアイセンターサーバ 

Internet

高度な検索／共有／セキュリティ／文書ハンドリング機能を備えた

ネットワーク対応文書管理システム。キャビネットに格納された文書は、

多彩な検索機能により

必要に応じてすばやく

見つけ出して利用でき

ます。 

最大1,600件の送信先を登録でき、200件までワンタッチボタンへの

登録も可能。宛先の登録や編集

は「リモートUI」を利用してパソコン

からも行えます。また、宛先や送信

設定などを最大18件登録できる

「定型業務ボタン」が、日常業務を

さらに効率化します。 
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＊1 1200dpi時はプリント時のみ対応。半速になります。  ＊2 IPSecには対応していません。  ＊3 3S＝Slim、Speedy、Silent  ＊4 CISセンサの特性により原稿台ガラスから離れた部分は画像が劣化する可能性があります。 

【エンジン & コントローラ】 

【イメージ コントロール】 

快速スピードとコンパクトサイズを両立した 
「SMART 4 LASER ENGINE」 

■ 多値誤差拡散処理「T-MIC」 

通常 
スクリーン 

T-MIC

イメージ図 

すばやく安定した定着を実現する 
「カラーオンデマンド定着」方式 

色調補正を入力時と出力時の両方で行う 
「デュアルダイレクトマッピング」 

「入力ダイレクトマッピング」機能で、スキャン画像の色再現性を高めます。

さらに「出力ダイレクトマッピング」機能で、入力時に補正されたRGB

信号を本体のCMYKデータに置き換え、優れた色再現性で出力します。 

文字／写真／グラフといった各要素それ

ぞれに適した中間調処理を行います。

粒状感／階調性を改善し、モアレやジャギー

の少ないプリントを実現します。 

 

文字や写真に適した処理を行う 
「T-MIC」 

■ SMART 4 LASER ENGINE

デュアルCPUと、画像処理をつかさどるグラフィックエンジンを1チップに

集積したSOC（システムオンチップ）によりエンジンパフォーマンスをフルに

引き出す、第3世代「カラーiRコントローラ」を採用しました。プリントやコピー、

ファクスなど集中するジョブのコンカレント処理（同時並列複合処理）を

実現し、快適なワークフローを提供します。 

セラミックヒーターで定着フィルムを直接加熱し熱伝導を高めることで、

すばやい立ち上がりを実現。定着フィルムの表面にはゴム層を採用して

トナー定着の安定化と省エネ化を両立させました。 

新しいインターネット・プロトコル「IPv6」に対応＊2

IPv6搭載製品の適合性や相互接続性をテストする、

全世界共通プログラムである「IPv6 Ready」認定を

受けたプロトコルスタックを採用しています。 

4in1レーザユニットと、小型化した4つのドラムユニットを斜めに並べるレイアウトで、

横幅を抑えコンパクト化を実現。カラー23枚/分、モノクロ25枚/分（ともにA4ヨコ）

の連続出力スピードを実現し、9600dpi相当×1200dpiの高解像度＊1にも対応

しています。 

優れたエンジン性能を支える第3世代「カラーiRコントローラ」 

■ QFカラートナー 

■ 逐次処理と同時並列複合処理 

ファクス 

ファクス 

スキャナ 

スキャナ 

ネットワーク 

ネットワーク 

保存 

保存 

送信 
送信 

プリント 

プリント 

より安定した画像を生成できる 
「オートレジストレーション補正」 

複合機内の温度変動などにより出力画像が変化するのを抑えるため、

転写ベルト上で画像のズレや傾き、倍率変化量を検出。その変化量に

応じて自動的にレジストレーション補正を行うことで、安定した高画質を

実現します。 

オイルレスで精細な出力に適した 
「QFカラートナー」 

トナーにワックスを微細に分散させることで、自然な

光沢のあるオイルレス定着を実現しました。出力後

すぐの加筆や捺印などのニーズにも対応します。 

■ SOC

定着フィルム 

セラミックヒータ 

加圧ローラ 

記録用紙 

■ オンデマンド定着方式 
定着フィルム 

セラミックヒータ 

遂次処理 
（Sequential） 

同時並列複合処理 
（Concurrent） 

 ■ デュアルダイレクトマッピング 

RGB 
データ 

補正された 
RGB 
データ 

出力用 
CMYK 
データ 

出力ダイレクト 
マッピング 

本体に記憶されている 
CMYKの色空間 
テーブルを用いて補正 

Copy

Send

C
I
S
か
ら
の
入
力
信
号 

入力ダイレクト 
マッピング 

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 

z
y

記憶色に 
直接割り当て 

x

z
y

記憶色に 
直接割り当て 

x
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【スキャナ & DADF】 

【ペーパーハンドリング】 

DADF・L1（標準装備） 

コピートレイ・J1

手差しトレイ 

給紙カセット 

スピーディーなスキャンに貢献する「リアルタイムACS」 高精度なフロースキャンが可能な 
「3S image Reader」＊3

iRC2550F

原稿 出力 

スキャン後に 
カラーとモノクロを判別 

モノクロ カラー 

スキャン プレスキャン 
なしで 

コピーの効率 

UP

■ リアルタイムACS

プレスキャンを不要にし、読み取りにかかる時間を大幅に短縮。スキャン

後に原稿の種類を瞬時に判断するため、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です。 

650枚×2段の給紙カセットと50枚積載の手差しトレイを標準装備。さらにオプションの2段カセットペディスタル（650枚×2）により、最大2,650枚の

給紙容量を実現します。給紙カセットにはプッシュボタンを採用し、片手で簡単に開閉可能です。 

DADFにより本体の読み取り部を固定

して原稿を搬送できるフロースキャン

（流し読み）に対応し、読み取り部には

ゴミ検知機能も搭載。センサには

高感度カラーCISモジュール＊4を採用し、

高精度と省電力を両立させました。 

■ フロースキャンDADF

用紙補給も簡単な5Way最大2,650枚（64g/m2紙）の給紙容量 

インナー2ウェイトレイ・D1

各カセットに650枚（64g/m2）、 
計1,300枚の給紙が可能。 
それぞれA3からA5Rの 
用紙サイズに対応します。 

異なるジョブの振り分けを行い、 
出力の混載を抑止します。 

※写真はiR C2550Fに、オプションの「インナー2ウェイトレイ・D1」、 
　「2段カセットペディスタル・Y3」、「コピートレイ・J1」を装着したものです。 

「インナー2ウェイトレイ・D1」と 
併せて装着することで、 
3ウェイ排紙を実現します。 
標準価格 6,000円（税別） 

A3からB6までの原稿サイズに対応。 
異系列原稿の同時読み取りも 
実現します。 

ハガキ（100×148mm）から 
SRA3（320×450mm）まで 
幅広い用紙サイズに対応。 

標準価格 10,000円（税別） 

標準価格 150,000円（税別） 

650枚（64g/m2）×2段の給紙 
カセットです。最上段カセットは 
B4サイズまで対応します。 

2段カセットペディスタル･Y3

本体幅で装着できる省スペース設計。 
50枚（64g/m2）ステイプルに対応し、 
コーナーとじ、2カ所とじが可能です。 

標準価格 120,000円（税別） 

フィニッシャー・Z1

 



●お求めは信用のある当社で 

0208SZ100 00334982

キヤノンお客様相談センター 

キヤノン カラーイメージランナー 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〉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。 

カラー複合機 
（Color iR） 

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6
2008年2月現在 

キヤノンは、Jリーグの 
オフィシャルスポンサーです。 

安全にお使い 
いただくために 

●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。 
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 

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・郵便ハガキ。 
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。 

●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2008年2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、Windows Vista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は米国アップル社の商標です。　●Adobe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、Satera、NetSpot、imageWARE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。　●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。 

■ LIPS LXプリンタ機能の仕様（標準装備） 

■ スーパーG3FAX機能の仕様（標準装備） 

■ プッシュスキャン機能の仕様（オプション） 

■ 自動原稿送り装置の仕様（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/質量 

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（80g/㎡、42g/㎡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㎜（幅）×538㎜（奥行）×122㎜（高さ）/約8.5kg

名称 
形式 
プリントサイズ 
 
連続プリント速度 
解像度 データ処理 
 プリント 
ページ記述言語 
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 

LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q2 
内蔵型 
コピー仕様に準ずる。 
ただし不定型サイズは99㎜×140㎜～320㎜×630㎜まで＊1 
コピー仕様に準ずる 
1200dpi×1200dpi＊2、600dpi×600dpi 
9600dpi相当×1200dpi（半速）、9600dpi相当×600dpi 
LIPS LX 
TCP/IP（LPD・Port9100・WSD・IPP・IPPS・SMB・FTP）、
IPX/SPX（NDS・Bindery）、AppleTalk（PAP） 
Windows®2000/XP/Server 2003/Windows Vista™、Mac OS X（10.2.8以降） 
なし 
標準：BMLinkS 
USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠） 
全周5㎜（印字領域は305㎜×620㎜） 
プリンタドライバにてエンジン欠け幅を選択可能 

＊1 長尺プリントはサービス担当による設定が必要です。　＊2 テキスト/ラインのみ。 

■ Pullスキャン機能の仕様（標準装備） 
名称 
形式 
最大原稿読み取りサイズ 
読み取り解像度（主走査×副走査） 
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi） 
インターフェース 
対応プロトコル 
対応OS 
ドライバ 
表示解像度 
画像モード 

LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q2 
カラースキャナ 
コピー仕様に準ずる 
75、150、200、300、400、600dpi（75～600dpiまで1dpi単位の設定可能） 
カラーモノクロとも44枚/分 
100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠） 
TCP/IP 
Windows®98/Me/2000/XP/Windows Vista™ 
TWAIN準拠 
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 

名称 
適用回線＊1 
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 
ファクスドライバ インターフェース 
 対応プロトコル 
 対応OS 
備考 

＊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 暗号化（SSL）通信に対応して 
います。　＊3 オプション。 

名称 
形式 
最大原稿読み取りサイズ 
読み取り解像度（主走査×副走査） 
 
原稿読み取り速度（A4ヨコ、300dpi） 
インターフェース 
対応プロトコル 
 
対応OS SMB 
 
 
 FTP 
 
 WebDAV 
 
 SMTP 
 
 NCP 
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 

Send拡張キット・N1 
カラースキャナ 
コピー仕様に準ずる 
100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、
200×400dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 
カラー/モノクロとも 44枚/分（DADF利用時） 
100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠） 
SMB（TCP/IP）、FTP（TCP/IP）、SMTP（TCP/IP）＊1、
NCP（IPX）、WebDAV＊2 
Windows®XP/2000Professional（SP4以降）/ 
2000Server（SP4以降）/Server2003（SP1以降）/Windows 
Vista™、Samba 2.2.8/3.0（Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0） 
Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0、 
Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0、日本語Solaris Version2.6以降 
Microsoft Internet Information Server Version 5.0/5.1/6.0、Apache2
（Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0、日本語Solaris Version10以降） 
Microsoft Exchange Server2000（SP3）、Windows®Server 
2003（SMTP Service）、Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5 
Novell NetWare 5.1J /6.0J/6.5J 
TIFF（MMR）/JPEG/PDF 
TIFF（MMR）/PDF 
文字、文字/写真、写真 
高圧縮PDF生成機能、アウトラインPDF生成機能、サーチャ
ブルPDF生成機能（OCR）＊3など 

■ インターネットFAX送信、イントラネットFAX送受信機能（オプション） 

＊1 SMTP認証及び、SMTP送受信時の暗号化（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 相手先設定（受信機の能力設定）により可能。 

名称 
通信プロトコル インターネットFAX 
 イントラネットFAX 
通信モード 
 
通信可能用紙サイズ 
解像度 モノクロ 
 
 カラー 
 
対応メールサーバ 

Send拡張キット・N1 
SMTP＊1（送信）/POP3＊2（受信） 
SMTP＊1（送受信） 
Simpleモード、Fullモード（ITU-T T.37及びW-NET FAX準拠、
カラー対応） 
A3、B4、A4（A3、B4は相手先設定により可能） 
200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi＊3、 
300×300dpi＊3、400×400dpi＊3、600×600dpi＊3 
100×100dpi＊3、200×200dpi＊3、300×300dpi＊3、 
400×400dpi＊3、600×600dpi＊3 
Microsoft Exchange Server2000（SP3）、Windows® Server 
2003（SMTP Service）、Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5

■ 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 
 
 
 画像欠け幅 
ウォームアップタイム（室温20度） 
ファーストコピータイム 
 
連続複写速度 A3 
 B4 
 A4 
 B5 
複写倍率 定型 
 
 ズーム 
給紙方式/給紙容量 カセット 
（64g/㎡紙） 手差し 
連続複写枚数 
電源 
最大消費電力 
大きさ 
質量 
機械占有寸法＊3 

メモリ容量 
付加機能 

iR C2550F 
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 
最大A3サイズまで：シート、ブック原稿、立体物（約2kgまで） 
305㎜×457㎜、320㎜×450㎜（SRA3）＊1、A3、B4、A4、A4R、B5、
B5R、A5R、郵便はがき＊1、郵便往復はがき＊1、郵便4面はがき＊1、
封筒、不定型サイズ（99㎜×140㎜～320㎜×457㎜）＊1 
先端：4㎜　後端左右：2.5㎜ 
38秒以下 
モノクロ 5.9秒　フルカラー 8.9秒（A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、モノ
クロは白黒モード・カラーはカラーモード選択時、センタートレイ下段排紙） 
モノクロ 15枚　カラー 15枚 
モノクロ 17枚　カラー 17枚 
モノクロ 25枚　カラー 23枚 
モノクロ 25枚　カラー 23枚 
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 
25～400％（1％刻み） 
650枚×2＋650枚×2（2段カセットペディスタル・Y3＊2） 
50枚（連続給紙可能） 
999枚 
AC100V　15A　50Hz/60Hz共通 
1.5KW以下 
565㎜（幅）×760㎜（奥行）×913㎜（高さ） 
約125kg 
868㎜（幅）×760㎜（奥行） 
RAM 標準：1GB　最大：1.5GB　HD 80GB 
自動用紙選択、自動ソート、オートタテヨコ回転、予約コピー（10件）、
割り込みコピー、カラー選択（カラー/モノクロ自動、フルカラー、
単色カラー（6色）、2色（Bk＋6色）、白黒）、画質選択（文字/
写真/地図、印刷写真、印画紙写真、文字）、濃度調整（自動、
マニュアル）、仕上げ（ソート、ステイプルソート、グループ）、両面、
ページ連写、表紙/合紙/章紙、OHP中差し、縮小レイアウト
（2in1/4in1/8in1）、移動、とじ代、枠消し、ジョブ終了通知＊2、
原稿サイズ混載、連続読込、読込画像確認、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/エリア指定）、画質調整
（地色除去/裏写り防止/カラーバランス/彩度/色相/濃度微調整）、
ワンタッチ調整（鮮やかに/落ち着いた/軽く/重く/ハイライト再現/
レトロ調モノクロ）、シャープネス、イメージ合成、ページ印字/
部数印字、スタンプ/日付印字、ジョブ結合、ボックス保存、コール
（3つ前まで）、モードメモリ（9個）、お好みキー（シンプル画面
2個/クイック画面10個）など 

＊1 手差しトレイのみ給紙可能。　＊2 オプション。　＊3 手差しを最大限伸ばした状態。 

※ Windows Vista™には順次対応予定です。 

iR C2550F …本体標準価格（税別） 1,450,000円 

スーパーG3 FAXボード・W2（1回線ボード） 
一般加入電話回線、PSTN×1、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） 
USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠） 
TCP/IP（LPD・Port9100・SMB）、IPX/SPX（NDS・Bindery） 
Windows®98/Me/2000/XP/Server 2003/Windows Vista™、Mac OS X（10.2.8以降） 
ワンタッチボタン：200件＊2、宛先表：1600件＊2、同報送信：最大256宛先、
通信予約：最大64ジョブ、送信機能：回転送信、手動送信、メモリ送信、
ダイレクト送信、回線指定、発信元記録、発信人名称（50件）、ジョブ終了
通知＊3、FAX番号確認入力、Fコード、パスワード、受信機能：回転受信、
両面記録、カセット選択、画像縮小、受信記録、2in1記録、TEL/FAX
自動切換え、手動受信＊3、オンフック、リモート受信、排紙トレイ設定など 

＊1 VoIP（Voice over IP）回線において、データはパケット単位で伝送されますが、パケットロスにより、FAX通信
がエラーになることがあります。詳細は担当セールスにお問い合せください。　＊2 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。　＊3 オプション。 

＊ A4ヨコ、原稿台ガラスにセット、最上段カセット給紙で等倍コピーした場合。モノクロは白黒モード時。 

※写真はiR C3080Fに、オプションの「インナー2ウェイトレイ・D1」、 
　「2段カセットペディスタイル・Y3」を装着したものです。 

【拡張可能な主な機能】 

■ 「LIPS V」や「互換PS」などの活用も可能で 
　 さまざまなオフィス環境にマッチする 
　 「マルチPDL」への対応 

■ 不正閲覧を抑止する「暗号化PDF」や 
　 文書作成者を特定できる「電子署名PDF」の生成 

■ サイト閲覧やコンテンツ印刷を実現する 
　 「ウェブブラウザ」＆「マルチウィンドウ」機能 

■ 多彩なシステムやソフトウェアとの連携を 
　 実現する「MEAPアプリケーション」への対応 

■ 大量ドキュメントニーズに応える 
　 給排紙オプション「サイドペーパーデッキ」＆ 
　 「サドルフィニッシャー」 

■ ファーストコピータイム＊
 

■ 連続複写速度 

■ ファーストコピータイム＊
 

■ 連続複写速度 

■ 本体標準価格（税別） ■ 本体標準価格（税別） 

※写真はiR C3580Fに、オプションの「フィニッシャー・Z1」、 
　「2段カセットペディスタイル・Y3」を装着したものです。 

1,800,000円 
1,400,000円 

iR C3580F
iR C3580

1,650,000円 
1,250,000円 

iR C3080F
iR C3080

35ppmBLACK&WHITE 
COLOR 30ppm

30ppmBLACK&WHITE 
COLOR 28ppm

5.9秒 BLACK&WHITE 
COLOR 8.9秒 

5.9秒 BLACK&WHITE 
COLOR 8.9秒 


