刻々と変 化する市 場で成 功を収めるためには、
顧客 価 値の向上や、競 争 優 位の確 立が不 可 欠です。
理想 的なビジネスを追 求するうえで、
経営から現 場にいたる企 業 全 体に表 面 化する多 様な課題に対し、
解決 策を提 供できるソリューションパートナーとして、
ともに歩んでいきたいと考えます。

※写真はiR C3380F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。

スマートなデータハンドリングを実現し、オフィスの情報共有をサポートする「iR C3380/C2880」。
ドキュメントの入出力から共有･配信までを柔軟にサポート。先進機能をコンパクトなボディに搭載した「iR C3380/C2880」。
オフィスのネットワークとシームレスにつながり、効率的なデータハンドリングを実現。ビジネスの最前線で、情報の有効活用を支援します。

快適なパフォーマンスで、スムースに情報をコントロール。

＊

多様なニーズに応え、日常のワークフローをサポート。

＊

■ 連続複写速度

■ 連続複写速度

＊

＊

■ ファーストコピータイム カラー8.9秒、
モノクロ5.9秒

■ ファーストコピータイム カラー8.9秒、
モノクロ5.9秒

■ ウォームアップタイム

■ ウォームアップタイム

iR C3380:30秒以下 iR C3380F:38秒以下

※写真はiR C3380F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。

COPY

iR C3380
iR C3380F

BOX

PRINT

SCAN

SEND

FAX

Option

Option

Option

Option

Option

MEAP

DADF 自動両面 Network USB2.0
Option

iR C2880:30秒以下 iR C2880F:38秒以下

※写真はiR C2880F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。

COPY

iR C2880
iR C2880F

BOX

PRINT

SCAN

SEND

FAX

Option

Option

Option

Option

MEAP

DADF 自動両面 Network USB2.0
Option

Option
＊カラーは「カラー」モード設定時。モノクロは「白黒」モード設定時。ともにA4ヨコ。

01

3-4
経 営ビジョンを実現する価値の連 鎖を起こします。

多様化する経営課題に、
複 合 的なアプローチで解決策を提供します。
理想的な経営を実現するために、経営者にはCSR＊の推進、コンプライアンスの徹底、
コーポレートガバナンスの確立など、明確な経営ビジョンの策定が求められています。
そのビジョン実現に向けて、人材・物資・コスト・情報・時間という「ビジネス資源」の

BUSINESS PROBLEM
＆
BUSINESS SOLUTION

8つの課題に応える
ソリューション

5-6
COPY

幅広いニーズに応える
多機能コピー

BOX

データの一時保管･共有を
サポート

的確なコントロールに加え、ビジネス現場をとりまく多様な課題をクリアする必要があります。
「ナレッジマネジメント」、
「ドキュメントマネジメント」、
「TCO削減」、
「セキュリティ」、
「ネットワーキング」、
「運用管理」、
「適正配置」、
「ユーザビリティ」などの課題に対し、
複合的なアプローチから解決策を提供できるソリューションが必要と、キヤノンは考えます。
＊ Corporate Social Responsibility : 企業の社会的責任

課題解決のためのコア･プラットフォーム
「Color imageRUNNER」

7-8
PRINT

9-12
SCAN & SEND

ネットワークと連携した
ドキュメント配信

WEB

インターネットとの連携で
情報活用を推進

情報の「入力」
・
「出力」
・
「管理」
・
「保管」
・
「生成」
・
「配信」という6つの機能を一台に集約・統合した
Color imageRUNNER。優れた機能がシームレスに連携するとともに、MEAP・WEBという

さまざまな環境に
スマートにフィット

インターフェースを実装し、多彩なシステム・ソフトウェア・インターネットサービスとの
柔軟なコラボレーションを実現。ビジネス現場の多様な課題を解決する
ソリューション･コア･プラットフォームとして、お客様のビジネスをバックアップします。

13-14
FAX

ネットワークを活かした
先進のFAX機能

課題解決にむけて、新しいアイデアや発想を可能にするJavaプラットフォームを提供します。

インターネットやネットワーク上の情報をダイレクトに活用できるウェブブラウザを搭載しています。

15-16
ACCESS MANAGEMENT

柔軟な権限設定が可能

DEVICE MANAGEMENT

情報保護を推進する充実機能

OPERATION SUPPORT

管理負荷を軽減する
運用サポート

省エネ ル ギ ー 基 準をクリアし「 ENE RGY STA R 」に 対 応

17-18

エネルギー消 費を効 率 的に抑える機能を備えた製品の
開 発・普 及を目的としたプログラムである、
国 際エネルギースタープログラムの基 準に適 合しています。

MEAP

カスタマイズによる
柔軟なワークフローを実現

地 球 にや さし い 性 能を追 求し「 エコマ ーク」認 定を取 得

06117031

財 団 法 人 日 本環境協会により、待機時・使用時のエネルギーが少ない、
部 品 を 再 使 用・再資源化でき、廃棄物が少ない等、環境保全に役立つと
認 め ら れ た 製品に与えられる「エコマーク」の認定を取得しています。

19-20
ENGINE
CONTROLLER

コンパクト化とスピードを両立

環境 へ の 負荷 低 減 に 貢 献し「グリー ン 購 入 法 」に 適 合

SCANNER & DADF

スムースな情報の入出力をサポート

IMAGE CONTROL

鮮明なカラー再現力を提供

国 等による環 境物品等の調達の推進等に関する法律「グリーン購入法」。
i R C 3 3 8 0 / C 2 8 8 0は、低消費電力や紙資源節約、古紙（ 再生紙 ）対応などにより、
「グリーン購 入法」の定める基準に適合しています。

6 品目の 有 害 物 質を完 全 撤 廃 す る「 J - M o s s グリー ン マ ーク」
このマークはJIS C 0 9 5 0で規定された「J- M o ss グリーンマーク」です。
キヤノンは、EU（ 欧州連合 ）Ro HS指令に対応した製品に
「J - M o s s 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。

快適なデータハンドリングを実現

21-22
USABILITY

ユーザ視点で追求された操作性

PAPER HANDLING

多彩なニーズに応える
給排紙オプション

canon.jp/ecology
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新しいナレッジの創造

【ナレッジマネジメント】
活
用

共
有

ナレッジの効果的なマネジメントは、
日常業務にフィットしたシステムで、個人の知識がベースとなるドキュメントワークと連動して行われる
ことが理想的です。Color imageRUNNERは、情報を利便性や汎用性、検索性に優れたデータフォーマットに変換し、
ナレッジをパートナーと

ナレッジマネジメント

共有・活用できる空間を提供。グループや部署、組織の枠を超え、共通のナレッジに基づいたコミュニケーションを可能にし、新たな価値の

ドキュメントワーク

創造をサポートする情報ポータルとして機能します。

蓄
積
ナレッジワーカー

管理

検索

【ドキュメントマネジメント】
共有
電子ドキュメント
決済
変換

効率のよいドキュメント管理のためには、検索しやすいフォーマットで電子化し、
スムースに活用できる環境の構築が必要です。Color
imageRUNNERは、紙文書をスキャンする際に文字情報を抽出し、検索性や管理効率を高めるとともに、
ソフトウェアやインターネットサービス
などの文書管理システムとの連携により、紙文書と電子文書のスマートな相互活用を実現。誰が、
いつ、
どの文書に、
どこからアクセスし、

紙文書

出力したか、
という情報の追跡管理システムも構築できます。
追跡

効率アップ

【TCO削減】
一
元
化

トータルコストの削減には、
イニシャルコストはもとより、
ランニングコストを抑えるために現場を的確に把握し、管理効率をできる限り高める

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン

連
携

運用が必要です。Color imageRUNNERは、情報機器を統合することで作業効率を向上させるとともに、機器管理の一元化・ワークフローの
簡略化を実現。また、操作性・機能性の向上により、作業の停滞など「見えないコスト」を軽減する環境までも提供。ビジネスの効率化と
ともに、
さまざまな視点からTCO削減を支援します。

機能性

電
子
署
名
電子ドキュメント

有をセキュアに実現。リスクが高い紙文書については、入出力時の管理に着目し、文書の取り違えや放置などを未然に防ぐ出力環境を

連
携

集
約

【 セ キュリティ】

のセキュリティ対策が必要です。Color imageRUNNERは、暗号化などの技術により、機密性の高いドキュメントのネットワーク配信や共

管
理
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン

集
約
操作性

情報の漏えい、改ざんなどの不正を抑止するためには、情報機器のみならず、文書の生成から管理、通信方法まで、
トータルな視点から

一
元
化

暗
号
化

情
報
保
護

ハ
ッ
キ
ン
グ

デ
ー
タ
改
ざ
ん

紙文書

構築できるほか、情報の出力や複写を監視することも可能です。
不正コピー抑止
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送信先

人材

【ネットワーキング】

物資

時間

情報

コスト

加速するビジネス環境の変化に対応するには、情報の流通基盤となるネットワークを余すところなく活用することが不可欠です。
Color imageRUNNERは、
ネットワークとの緊密な連携により、
グループ間・部門間などの枠にとらわれないコミュニケーションを実現。

ナレッジワーカー

インフラの違い、時間や場所といった物理的な制約を越え情報を共有できる基盤を提供します。さらに、
ネットワークの先で別のナレッジ
ワーカーとスムースに連携が図れる環境を構築することも可能です。

PC

サーバ

FAX

モバイル

ナレッジワーカー

【運用管理】

管理者

リモート管理

システム運用の負荷を軽減するには、管理者にとって負担の大きい「監視」や「設定」などを中心に、業務を効率化する必要があります。

監
視

問
い
合
せ

集
計

適
正
化

対
応

Color imageRUNNERは、情報機器の統合により管理を一元化し、
リモート操作での「監視」や「設定」を実現。また、機器管理から

ア
ド
バ
イ
ス

ユーザ・コスト・セキュリティ管理まで、運用管理を総合的に効率化するシステムや、情報の安全管理に配慮した仕組みを提供することも
現場

可能。優れた運用管理をベースに、情報システムをフル活用したビジネスを支援します。
持ち出し

スキャナ

コピー

FAX

プリンタ

【適正配置】

情報機器の活用度を高めるには、
その稼働状況や利用状況に基づいて、業務・用途・人員に応じた配置を行うことが大切です。Color

適
正
化

imageRUNNERは、
ジョブやアクセスの集計をもとに稼働状況や利用状況を速やかに分析することが可能。これにより、要求に応じた
パフォーマンスを発揮できる適正な配置をサポートします。また、情報機器の統合により、
それぞれに発生していた管理コストやメンテナンスの
タイムロスも軽減。コストと時間を抑えながら、
オフィスにおける人とIT資産の連携を支援します。

利便性向上

【 ユ ー ザ ビリティ】

多くの人が活用できる情報機器であるためには、使う人の視点に立った操作性や機能性も欠かすことのできない重要な性能です。Color

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

快適な
操作性

imageRUNNERは、
「Human Centered Design−人間中心のデザイン」というコンセプトに基づき、直感的に操作できるように
設計されています。日常の業務に合わせたカスタマイズで、作業のさらなる効率化も可能。また、 人間中心 の思想は機能性にも活かされ、
うっかりミスや思い違いなどによるリスクも減らせるよう配慮されています。
機能性
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【コピー】

カラーもモノクロも、
ビジネスニーズに応える快速性能

コピー設定に応じて2種類の操作画面を使い分け

カラー30枚/分、モノクロ33枚/分（ともにA4ヨコ）の連続コピースピード＊1と、9600dpi

コピー操作画面を2種類から選択可能です。
「シンプル」画面では基本的な設定情報

相当×600dpiの高解像度を両立させました。コンパクトなボディで、カラー・モノクロ

のみを大きく表示して簡単にコピー。
「クイック」

いずれのニーズにもすばやく美しく対応します。また、
カラーオンデマンド定着方式の採用で、

画 面では各 種 設 定ボタンを同 一 画 面 上に

＊2

モノクロ5.9秒（ともにA4ヨコ）のファースト
ウォームアップタイム30秒 を実現。カラー8.9秒、
＊1

配 列し、少ない 画 面 切 替で目的 に応じた

コピータイム と併せ、欲しい一枚をスピーディに出力可能。急ぎのコピーニーズにも応えます。

設定が行えるよう配慮。さらに、頻繁に使用

さらにスマートなドキュメント作成を推進し、用紙コストも削減できる「両面コピー」機能も

する設定は「お好みキー」に最大10個＊4まで
登録すれば、手間のかかる設定・操作のショート

標準装備しました。

カットを実現します。

■ ファーストコピータイム
23.9

カラー

iR C3170 / iR C2570
iR C3220 / iR C2620

13.1
8.9

iR C3380 / iR C2880

コピーを部数ごとにまとめて出力する「自動ソート」機能をはじめ、用途に合った「仕上げ」
機能により、仕分けやステイプルなど手作業で行っていた業務をサポートします。

8.0
9.8

モノクロ

ソート

グループ

コピーを部単位で出力。大量の資料を
作成する際でも、
コピー後に仕分けの
必要がありません。

原稿別に指定枚数を出力。単ページの
資料を、
まとめてコピーする際に便利
です。

5.9
0秒

5

■ 「クイック」画面

資料作成の仕上げまでを、
スピーディに実現

10

15

20

25

簡単な操作で訴求力をアップする、多彩な「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」が設定可能。
簡単な操作でアピール度をアップさせます。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、ニーズに適したクオリティを提供
します。

ステイプルソート＊5
コピーを部単位で出力。さらに、
フィニッシャーに合わせて、
コーナー
とじ、2カ所とじ、中とじといったステ
イプルが可能です。
コーナーとじ

２ヵ所とじ

中とじ

定型からズームまで、縮小/拡大コピーも簡単
「自動変倍」や「定型変倍」はもちろん、
「ズーム」など合計7種類の「変倍」機能を

■ 2色カラー

搭載。目的に合わせて縮小/拡大コピーが簡単に行えます。

第三者による不正コピーを抑止する「地紋印字」
原稿の下地に地紋をつけてコピーする「地紋印字」＊6。地紋のついたコピーを再コピーする
原稿

と地紋が浮き上がり、二次的なコピーであることを知らせます。印字できる情報は、
スタンプ/

結果
■ カラー選択画面

日付/部数/シリアル番号などのほか、個人認証利用時にはユーザ名も印字可能。また、管理
者設定により「地紋印字」の強制実行も行え、紙文書による情報流出を抑止します。

コピーワークの効率をさらに高める「メモリコピー」
最大6,000ページの原稿データを一時本体に記憶させて処理する「メモリコピー」で、

■ 地紋印字

地紋印字コピー

原稿

結果

多彩な機能との連携が可能です。最大10件の「予約コピー」、大量コピーの前に一部
出力して設定を確認できる「試しコピー」、動作中のコピーを一時中断させ急ぎのコピー

地紋印字

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際に
自動で画像を回転させる「オートタテヨコ回転」＊3などの出力設定も行えます。

【ボックス】

ドキュメントの有効活用を手軽に実現する「ボックス」機能

■ ユーザボックス機能

ボックス機能は、本体のハードディスクにスキャンデータやプリントデータ、受信ファクスデータ
などを一時保管することで、
ドキュメントのハンドリングを大きく向上させる機能です。
「ユーザ
＊10

ボックス」は、
スキャンデータを一時保管して後で呼び出してプリント/送信

することができ

ます。また、
プリンタドライバからの操作でパソコンからの印刷データの保存や、
ウェブブラウザ

PDF
SEND to BOX
（ボックスに保存）

出力

PDF

Webサーバ

iR C3380
スキャン

イントラネットサーバ

ウェブブラウザ
からの保存
（PDF）

G4 FAX

ユーザボックス

機能との連携によってインターネット/イントラネット上のPDFファイルをダウンロードして「ユーザ

G3 FAX

ボックス」に保管することもできます。
「ユーザボックス」のほかにも、
ファクスのメモリ受信

PC

文書や送信エラー文書を保管し、
プリント/送信＊10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」＊10、
全3種類のボックスを搭載しています。
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ボックスに保存

インターネットFAX
リモートUIで
プレビューダウンロード

データベース

＊1 カラーは「カラー」モード設定時。モノクロは「白黒」モード設定時。iR C2880の連続コピースピードはカラー26枚/分、モノクロ28枚/分。 ＊2 iR C3380/C2880の場合、iR C3380F/C2880Fは38秒以下。 ＊3 拡大コピー時は回転しません。 ＊4 「シンプル」
＊7 パフォーマンスが低下することがあります。 ＊8 オプションの「Send拡張キット・N1」が必要です。 ＊9 「ジョブ結合」との組み合わせはできません。 ＊10 オプションの「スーパーG3FAXボード・W1」、
「Send拡張キット・N1」などが必要です。 ＊11 PSプリント

より多彩なドキュメント作成を「応用モード」がサポート
1束目はカラー片面コピー、2束目は片面原稿をカラー

設定の異なる原稿束を
一度にまとめてコピー

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。また、厚紙や色紙などの用紙にコピーして指定ページに挿入する「表紙/合

コピーが終わると電子メールが届く
「ジョブ終了通知」＊8

コピーの終了を
電子メールでお知らせ

機能を搭載。大量のコピーをする際もその場で待つこと

なく別の作業を進めることができ、時間を有効に活用できます。
■ ジョブ終了通知

紙/章紙」機能などとの連携や、ページ番号の印字、ステイプル＊5なども可能です。
コピー終了
■ ジョブ結合

メールで終了通知
ジ
ョ
ブ
結
合

フルカラー片面

フルカラー両面

サイズや形状の異なる原稿を
効率よくコピー

モノクロ4 in1

サイズの異なる原稿も「原稿サイズ混載」を選択し、
まとめてDADFにセットしてコピーが行えます。
「連続

読込」機能を使えば、紙文書や冊子など形状の異なる原稿のコピーもスムース。また、
文字色や文字サイズ、すかし印字などを選択し、
コピー

日付やページなどを
付加情報として印字＊7

「読込画像確認」を選択すれば、原稿を読み込むたびに画像を出力して確認できます。

に文字や日付を印字できる「スタンプ/日付印字」を

搭載。また、
「ページ印字/部数印字」により、
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することもできます。
冊子のような仕上がりを
可能にする製本モード

画像に多様な効果を与える
イメージクリエイト

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

原稿を自動的に面付けして両面コピーを行う
「製本」モー

画像を繰り返しコピーする「イメージリピート」を搭載。また、
プレビューを見ながらタッチペン

ドを搭載。サドルフィニッシャー装着

でトリミングやマスキングを行う「エリア指定」も可能です。

時は二つ折りにして冊子のように仕上げることもできます。さらに、原稿の

そのほかにも、便利な機能を満載

枚数が多い場合には複数の冊子に分割して製本することも可能。また、
用紙の厚みにより生じる画像のズレを補正する機能も備えています。

■ 製本出力

■

書籍などの見開きを１ページずつコピーできる「ページ連写」

■

ニュアンスや色相など繊細な画像調整も可能

■

コピーと同時にユーザボックスに一時保管、同じ設定で簡単コピー＊9

■

連続コピーしたOHPフィルムの間に用紙を挟みこむ「OHP中差し」

■

一枚の用紙に複数枚の原稿をコピーする「縮小レイアウト」

■

ジョブの進捗状況を知らせる「コピー時間表示」

■

画像とフォームデータを合成できる「イメージ合成」＊7

■

3つ前までのコピー設定を呼び出せる「コール」機能

■

よく使用するコピー設定を最大9件登録できる「モードメモリ」

■ 製本モード
1

2

3

4

7 8

1 2
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1

6
5

6

7
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影の削除や画像の移動を
手軽な操作で実現

5 6

4

3

2

5

7

3 4

パンチ穴や書籍のとじ部分など、
コピー時に生じやすい
不要な影を削除する「枠消し」機能を搭載。また、
「移動」

や「とじしろ」を選択すれば、左右上下やコーナーなどに画像を移動させてコピーし、用紙に
余白を設けたり、位置を調整することができます。

キヤノンの大判プリンタと連携し、POPやポスターを作成

■ imagePROGRAF連携拡大コピー
＜Color imageRUNNER＞

iR C3380/C2880のUniversal Send機能を活用

＜imagePROGRAF＞

Send機能を拡張すれば、iR C3380/C2880にセットしたB4やA3サイズの原稿を、
キヤノンの
大判プリンタimagePROGRAFでA1やB0サイズに拡大コピー可能。フォト＆アート/POP＆
ポスター/サイン＆ディスプレイなど、
さまざまなシーンへの活用の可能性が拡がります。
しかも、
imagePROGRAFに標準添付されたプリンタドライバの機能で行えるので、特別なソフトウェ
アも必要ありません。imagePROGRAFシリーズは、A2〜60インチの対応用紙サイズ、5色
/6色/12色のインク色数など豊富なラインアップからお選びいただけます。

iR C3380/C2880に
拡大コピーしたい原稿をセットする。

定型業務ボタンにあらかじめ登録した
設定を選択し、スタートボタンを押す。

用紙サイズに合わせて
フルカラー拡大コピー。

※対応機種、動作環境、およびimagePROGRAFシリーズについての詳細は、imagePROGRAFカタログまたはcanon.jp/imageprografをご確認ください。

「ユーザボックス」で文書編集や情報配信を効率化

＊8

文書の保管先を知らせる「URL送信」

最大100個まで、
トータル1,500文書/6,000

あらかじめボックスの設定項目に任意のメールアドレスを登録することで、ボックスへ

ページの一時保管ができるユーザボックス。

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自動送信します。スムースな

各ボックスには、名称・暗証番号・保存期間

文書検索を可能にし、情報活用をサポートします。

も設定できます。文書を保管する際はコピー
機能と同等の読取機能が利用でき、保管し

■ ボックス画面

「リモートUI」でパソコンからボックスに快適アクセス

た文書はプリント設定を変更･保存したり、

ボックス内の保管文書は、
「リモートUI」

他のユーザボックスに移動/複製することも

を使用してパソコン上にプレビューを

可能。また、他文書との結合、指定ページ

表 示 可 能 。文 書 の 内 容を確 認し、

挿入、不要ページ削除といった編集を、本体

デスク上から必 要な情 報に素 早く

パネル上で1ページずつプレビューしながら

アクセスすることができます。さらに、

行えます。さらに、
ウェブブラウザとの連携で

ボックス内文書の複製、
プリント指示、

インターネット上のPDFを本体内に保管でき、

データのバックアップやリストア＊1 1

送信機能＊8との連携により本体で生成した

も行えます。

各種PDFなどのデータ送信も実現します。
■ プレビュー表示

■ リモートUI画面

画面では最大2個までとなります。 ＊5 オプションの「フィニッシャー・Z1」または「フィニッシャー・Y1」、
「サドルフィニッシャー・Y2」が必要です。 ＊6 オプションの「地紋拡張キット・A1」と「iR 512MB拡張RAM･C1」が必要です。パフォーマンスが低下します。
サーバ装着時はバックアップ/リストアに未対応です。

06

【プリント】

＊2

効率のよいデータ処理を実現する「LIPS LX」

美しく読みやすい文字を再現する「ERS」
＊1

■ ロードバランシング概 念図

1200dpi×1200dpi の高解像度フルカラーデー

キヤノン独自のプリンティングシステム

パソコン

タの画像処理を可能にする「ERS」
（Effective
Resolution System ）
を搭載し、線の太さや

UFR

間隔を均一に美しく再現。600dpiでの出力と

iR C3380

「LIPS LX」に対応。
「LIPS LX」は、
プリントデータの処理に掛かる負荷を

プリンタ
ドライバ

Display List

パソコンと効 率 よく分 散させる
「ロードバランシング」を採 用し、

比較して小さな文字のプロポーションを美しく保ち、
ページレイアウト

読みやすいドキュメントの出力が可能です。

600dpi

高 速データ処 理を実 現 。快 適な

1200dpi
LIPS LX

さまざまなオフィス環境にフィットする「マルチPDL」対応

プリンタ
ドライバ

グラフィック処理

インタプリタ

プリントパフォーマンスを提供します。

画像処理

多 彩なページ記 述 言 語（ P D L ）と複 数 のネットワークプロトコル の 共 存を実 現 。
®

Windows やMacOSなど異なるOSを使用するオフィスでも、既存のネットワーク環境に
スムースに導入できます。ページ記述言語は、
キヤノン独自の「LIPS LX」、
「LIPS V」を
®

®

はじめ、
「互換PS」、
「Adobe PostScript 3 ™」などから幅広く選択可能。オフィスの
資産を活かしながら、快適なプリンティング環境を提供します。
■ ネットワークプロトコル

アプリケーションを起動したり、
プリンタドライバを使うことなく出力できる「ダイレクトプリント」。
PDF/TIFF/JPEGに対応し、
「リモートUI」や「LPRコマンド」でファイルを転送するだけで

LIPS LX

LIPS LX

LIPS LX

スムースに出力をサポート。さらに、ウェブブラウザ機能と連携し、Webサイトのページ

LIPS V

LIPS V

互換PS

イメージやインターネット上のPDFファイルを印刷することも可能です。

PostScript 3

Win

Win

ダイ
レク
トプリン
ト概念図
■■ダイ
レク
トプリン
ト概念図

Win

Win

Win
Win

Win

＊6

シンプル操作で手早く出力できる「ダイレクトプリント」

Mac

Win
Win

通常のプリント

Mac

ファイル指定

Mac
Mac

Mac

Mac

Win

■

SMB

■

IPP

■

WSD

■

LPR

■

Port 9100

AppleTalk

■

プリント指定

プリンタドライバ
で出力

ダイレクトプリント

Mac

TCP/IP

アプリケーション
を立ち上げる

ファイル指定

LPRコマンドで
ファイル転送

リモートUI

ファイル指定

PAP

■ マルチPDL
＊2

LIPS LX

ダイレクト
＊6
プリント

＊4

同じネットワークで異なるOSを共有できる「互換PS」
®

LIPS LX LIPS V

・PDF

LIPS V拡張

・TIFF
・JPEG

一般オフィス向けに最適なプリント環境を提供
®
対応OS：
［Windows 2000/XP/Sever 2003/Vista/MacOS X］
＊3

®

Windows / Mac 共存オフィス向けLIPSソフト資産を継承
®
対応OS：
［Windows 98/Me/2000/XP/Sever 2003/Vista/Mac OS 9.1/X］

Windows とMacOSが混在するネットワーク環境で、PS互換に対応するプリント環境を
構築する「互換PS」。
「LIPS LX」や「LIPS V」との共存も可能です。

®

LIPS LX LIPS V 互換PS
LIPS V拡張/PS拡張
PostScript 3

Windows / Mac 活用オフィス向け同一ネットワークに異なる
＊4
OSの共存環境を実現
®
対応OS：
［Windows 98/Me/2000/XP/Sever 2003/Vista/Mac OS 9.1/X］

わかりやすい簡単操作で、便利な機能を手軽に活用

＊5

DTP/PODユース向けMac環境に適したプリント環境を提供

PSプリントサーバ

「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。用紙選択やフィニッシング
方法、
「試し印刷」などの多彩なプリント機能を
簡単に使いこなせるように配慮しました。また、

デバイス情報を探索・取得するプロトコル、ＷＳＤに対応

®

Windows 環境では「PageComposer」

™

「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・
＊7

WSD（Web Services for 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。

を活用し、
「プレビュー」を確認しながら文書
結 合などの「 編 集 」が 行えます 。さらに、
ユーザインターフェースを統 一し、複 数 の
P D Lが共 存する環 境でも同じ操 作 手 順で
プリント設定ができます。

■ PageComposer

「リモートUI」で、出力を効率化する設定や用紙登録
ダイレクトプリント時の用紙サイズやフィニッシング指定、各種プリント機能の設定、設定
情報のバックアップ＆リストアも「リモートUI」で行えます。さらに、セットされた用紙を、A4
■ WSD（Web Services for Devices）

XPを受け継ぐ使いやすいOS「Windows Vista ™」に対応
™

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件まで登録可能（本
体からも可）。用紙を間違えずに効率よく選択できます。

™

「Windows Vista 」にLIPS Ⅳ、互換PS、LIPS LXで対応。Windows Vista 環境での出
力を可能にしました。さらに、LIPS LX拡張時には、Windows Vista

™

XPSプリンタドライバ

に対応予定（2007年末）。操作しやすい新ユーザインターフェースで、
いちだんとスピーディ

他メーカーのプリンタに柔軟に対応する
＊2
「BMLinkSプリントサービス」 をサポート

■

な「Vista Ready」を実現します。
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＊1「LIPS LX」、
「互換PS」、
「PSプリントサーバユニット・J1」にて対応。 ＊2「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1」
（iR C3380F/C2880Fは標準装備）が必要です。 ＊3「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1」
（iR C3380F/C2880Fは標準装備）、
「LIPS
＊6 「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1」
（iR C3380F/C2880Fは標準装備）、
「ダイレクトプリント拡張キット・F1」、
「iR 512MB拡張RAM･C1」が必要です。 ＊7 「LIPS LX」、
「LIPS V」、
「互換PS」にて対応。 ＊8 キヤノン製プリンタドライバを利用
機能拡張キット・A4」、
「ICカード認証クライアントソフウェア・A1」などが必要です。 ＊11 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。 ＊12 オプションの「地紋拡張キット・A1」と「iR 512MB拡張RAM･C1」が必要です。

＊8

ドキュメントの機密性を高める「セキュアプリント」

個人認証と連携し、ユーザ別にプリントジョブを制限

印刷時にプリンタドライバからセキュ

プリントジョブを制御する「プリント」

アプリントを選択してユーザ名とパス

タブを装備し、セキュアプリントの

ワードを入力すると、
プリントデータを

ジョブ操作などを行えます。
「プリント」

本体内に待機させることが可能です。

タブでは、個人認証時に自分の印刷

待機させた文書は本体パネルから

ジョブのみ選択可能。他ユーザの

選択してパスワードを入力することで

ジョブ名はアスタリスクで表示し、

初めてプリントアウトを開始。出力し

操作できません。ネットワークで共有

たプリントの放置を抑止し、機密性

するプリンタとしての情報保護に

を高めます。

配慮しました。
■ パスワード入力画面

■ 「プリント」タブ
＊12

通信経路でのデータ改ざんを抑止する「暗号化セキュアプリント」

不正コピーを抑止する効果を発揮する「地紋出力」

オプションの「暗号化セキュアプリントキット・A1」を装着することでプリントデータを

地紋が印字された文書をコピーすると、複写したコピーに地紋が浮かび上がります。

暗号化し、通信経路でのデータ改ざんや情報漏えいのリスクを軽減できます。
「セキュア
＊9

原本 か コピー かの識別を可能にし、第三者による不正コピーを抑止。部数や

プリント」と同様に、本体パネルで該当文書を選択してパスワードを入力 するとプリント

プリセットスタンプ、機械番号などから１つを選び、ジョブごとに地紋印字のON/OFF

アウトを開始。また、
「ICカード認証拡張キット・A4」やICカードリーダライタなどを使用

を選択できるほか、強制的に地紋を印字する設定も可能です。

することでユーザ名とパスワード入力の手間を省き、
スムースな認証による「暗号化セキュア
＊10

プリント」 が可能になります。
■ 強制地紋出力

■ 暗号化セキュアプリント
＊9 ＊11

パスワードによる暗号化セキュアプリント
ユーザ名

ユーザ名

XXXXX

パスワード ＊＊＊＊＊＊＊＊

XXXXX

パスワード ＊＊＊＊＊＊＊＊
XXXXX
＊＊＊＊＊＊＊＊

PDLデータ暗号化

＊10 ＊11

ICカードによる暗号化セキュアプリント
PIN

＊＊＊＊＊＊＊＊

出力

PIN

＊＊＊＊＊＊＊＊

地紋印字プリント

＊＊＊＊＊＊＊＊

PDLデータ暗号化

コピーすると

出力

ICカード

デザイン現場などの要求に応え、
創造的プリンティング環境を強力支援。
®

®

Adobe PostScript 3 ™を搭載した「PSプリントサーバユニット・J1」をオプションでご用意しました。多彩なプロト
コルや幅広いファイルフォーマットに対応、
さまざまなネットワーク環境にもスムースにフィットし、
クリエイティブなプ
リンティング環境を提供。グラフィックデザインやDTPなどを業務とするオフィスのニーズに的確に応えます。
■PSプリントサーバユニット・J1

地紋出力をよりバリエーション豊かに
＊13
「imageWARE Trust Stamp」

地紋印字

別売の「imageWARE Trust Stamp」を使えば、
地 紋にホスト名、I Pアドレス、ジョブ名やジョブI D、

背景に
地紋を印刷

日付と時刻といった多彩な項目から3つを選択可能。

コピー

また、地紋出力の使用をジョブごとにユーザが指定
できます。

望みのフィニッシングを的確にサポート
＊14
「imageWARE Publishing Manager」
アプリケーションに依存することなくデータ統合を可能

ドラッグ＆ドロップ

データ出力

紙原稿のスキャンデータ

PDF

にし、ビジネスドキュメントの 作 成・印 刷を支 援する
「imageWARE Publishing Manager」。複数のファイル
をドラッグ＆ドロップで取込み、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レイアウト・出力。
ビジネスドキュメント作成に関わる時間を大幅に短縮

ドラッグ＆ドロップ

印刷

MS officeファイル、PDF等

両面、N in1、製本等

することができます。

V拡張キット・Q1」が必要です。 ＊4 「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1」
（iR C3380F/C2880Fは標準装備）、
「LIPS V/PS拡張キット・Q1」、
「iR 512MB拡張RAM･C1」が必要です。 ＊5 LIPS LX、LIPS V、互換PSとの同時拡張はできません。
する必要があります。
（互換PSのMacドライバは未対応） ＊9 「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1」
（iR C3380F/C2880Fは標準装備）、
「暗号化セキュアプリントキット・A1」が必要です。 ＊10 パスワード方式のオプション装着に加え、
「ICカード認証
パフォーマンスが低下します。キヤノン製プリンタドライバを利用する必要があリます。 ＊13 Windows®環境でLIPS LX/Vドライバ使用時に利用可能。本体に「iR 512MB拡張RAM・C1」が必要です。 ＊14 別売。
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【スキャン＆送信】

＊1

情報を複数の宛先へ配信できる「Universal Send」 機能
さまざまな通信手段を利用して、複数の宛先に紙文書の一斉同報送信＊2を可能にするのが

■ Universal Send

「Universal Send」機能です。配信先は宛先表などから最大256件まで指定でき、FAXや

公衆回線

インターネットFAXの送信をはじめ、
スキャンデータを添付したE-Mailの送信、SMBやFTP
などの各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。送信業務に費やす

G4 FAX

ISDN回線
iR C3380

スキャン

G3 FAX

ボックス
出力

時間や手間を削減するとともに、
サーバレスで直接パソコンにデータ配信が行えたり、
ボックス
インターネットFAX

機能と連携して送信データの保存・活用ができるなど効率的なネットワーク配信を実現します。
送信する原稿はまとめてDADFにセットでき、
毎分44枚/分（A4ヨコ、
300dpi）のスキャンスピードで

Internet
カラーイントラネットFAX

スムースにファイルデータを生成。E-Mailの添付ファイルやフォルダに送信するデータは

カラーインターネットFAX

最大でフルカラーA3、高解像度600dpiに対応し、
ファイル形式はPDF/TIFF/JPEGから

クライアントPC

任意に選択することができます。また、
スキャンデータに自動的に年月日時分秒をファイル名

PC

E-MAIL

として付与することも可能です。
WebDAVサーバ
NetWareサーバ

FTPサーバ

＊1

さまざまな「ファイル」送信 が行えるマルチプロトコル対応
SMB、FTP、NCP、WebDAVの各プロトコルに対応したファイル送信により、ネットワーク
やインターネットを利用して、社内外で情報共有が可能です。

＊1

本体からダイレクトに設定できる「電子メール」送信

パソコンを使わずに、
スキャンした文書を添付した「電子メール送信」が行えます。パソコン
同様に、
「重要度」設定や「TO/CC/BCC」
の指定、
「件名」や「本文」の入力が可能な

オフィス内でサーバレスの
情報共有ができる「SMB送信」

SMBプロトコルを利用してドキュメントをパソコンの
共有フォルダに配信。サーバレスで社内情報の

共有を実現します。
「SMB参照」や「ホスト名検索」、
「アクティブディレクトリ参照」などにより、
送信先指定もスムースに行えます。

ほか、添付「ファイル名」の入力や「返信先」
の設定も可能。また、個人認証時にはログイン
ユーザのメールアドレスを返信先に自動的に
設定可能です。ユーザのメールアドレスが
ワンタッチで宛先にセットされる「自分へ送信」

■ SMBプロトコルによるファイル送信

■ 送信画面

も便利な機能です。
大容量の文書も一度に
送信できる「メール分割」

容 量の大きな文 書をE - M a i lで送 信する時に、
容量制限を越えた文書を複数のメールに分割して

送信可能です。分割方法は、ページ単位で制限値を越えないように分割する「ページ分割」
LAN

SCAN

と、ページ数に関係なく容量単位で分割する「容量分割」＊3の2種類から選択できます。
情報を保護するための
セキュリティ機能も充実

POP before SMTP/SMTP認証/APOPといった
サーバ認証や通信経路のSSL暗号化、送信許可

ドメインの指定など、
セキュリティ機能も充実しています。
＊4

「NCP送信」や
「FTP送信」にも対応

「NCP送信」ではノベル社のディレクトリサービスで
提供されるディレクトリをデータの保存先に指定で

きます。
「FTP送信」では2バイトコードに対応し、
日本語名のフォルダへの送信が可能です。
ネット上でセキュアな環境を
構築できる「WebDAV」対応

WebDAVサーバやC-Cabinetをはじめとする社外
ストレージサービスなどを使用してインターネット上で

のファイル共有が可能。通信経路が暗号化され、
セキュアな環境が構築できます。

送信操作をサポートする「宛先表」

最大1,600件の送信先を登録でき、200件を
ワンタッチボタンに登録することも可能です。
また、LDAPサーバからメールアドレスやファクス
番号を直接取得することで、簡単に宛先を
指定することもできます。さらに「定型業務
ボタン」には、宛 先に加えて送 信 設 定まで

■ WebDAV送信

最大18件登録可能です。
■ 定型業務ボタン画面
WebDAVサーバ
社外ストレージ等

＊4

外出先から
ファイルにアクセス

情報配信を幅広くサポートする「送信設定」

指定時刻に送信を開始する「タイマー送信」や、送信の終了を指定したアドレスにE-Mailで

HTTP Proxy

知らせる「ジョブ終了通知」、送信する原稿を事前に確認できる「プレビュー」、
スキャンした
原稿にスタンプを印字する「済みスタンプ」など、便利な機能を搭載。また、
「コール」機能を
iR C3380

活用して３度前のジョブ設定まで呼び出せたり、万一に送信エラーが発生した場合でも、
エラー
HTTP Proxy

ネット上の
ファイルにアクセス

文書をメモリに保存して宛先変更/再送信が行えるなど、
スマートに送信業務をサポートします。
登録情報を保護する
セキュリティ機能

登録情報が流出するリスクを考慮して、登録時に
設定する「アクセス管理番号」を入力することで

必要な宛先だけを表示することができます。また、登録外の宛先への送信を禁止する「新規
宛先の制限」や、宛先表への登録者を制限する暗証番号設定など、
きめ細かなセキュリティ
機能を搭載しています。
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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/G4FAX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「Send拡張キット･N1」、
ションの「機器署名PDF拡張キット・A1」が必要です。 ＊8 オプションの「ユーザ署名PDF拡張キット・A1」が必要です。 ＊9 オプションの「機器署名PDF拡張キット・A1」および「ICカード認証機能拡張キット・A4」、
「ICカードリーダライタ・A1」などが必要です。

＊1

ニーズに合わせて、5種類のPDF生成をサポート

ますます多様化するドキュメントの活用シーンを見据えて5種類のPDF生成＊1をサポート。ビジネスニーズにあわせて幅広く選択することができます。

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」

データ容量の大きなカラー文書も約1/10の容量
にまで圧縮する「高圧縮PDF」。ネットワークや

ファイル開封時にパスワード入力が必要で、第三者

情報漏えいへのセキュリティを
高めた「暗号化PDF」＊6
®

による不正閲覧を抑止できる「暗号化PDF」。

®

Adobe Acrobat 7.0で採用された次世代標準暗号化方式AES（128bit）に対応し、情報

サーバへの負担を軽減し、快適なコミュニケーションを実現します。

の機密性をいちだんと高めました。さらに、閲覧者による印刷や画像抽出・文書変更などを
許可/不許可する設定も可能です。

■ 高圧縮PDF（標準モード）

■ 暗号化PDF

文字抽出

本体でパスワードを
設定

文字部専用圧縮

合
紙文書

成
背景抽出

下地部専用圧縮
高圧縮PDF

文字や図形の美しさの精度を
さらに高めた「アウトラインPDF」

高圧縮PDFの扱いやすさと、文字や図形の美しさ
を両立させた「アウトラインPDF」。図形や背景写

ファイルを開く時に
パスワードを要求

真の画質やデータサイズなどを、ユーザモードで細かく設定することで、最適で高精度なPDF
®

®

グラフィックデータの再利用
ファイルを生成できます。さらに、Adobe Illustrator により、
も可能です。
PDF生成時に証明書と秘密鍵を用いる「電子

文書作成者の特定が可能な
「電子署名PDF」

署名PDF」。
「電子署名PDF」を開いて署名を

検証することで、作成者の特定や原本から文書が変更されていないかを確認できます。
「ユーザ署名」＊8、
「ICカード
オフィスのセキュリティポリシーにあわせて「機器署名」＊7、
署名」＊9といった3種の方式から選択可能です。さらに、署名したファイルの作成時間を
保証するための「タイムスタンプ」＊10と「ICカード署名」を組み合わせることでe-文書法＊11
にも対応します。
高圧縮PDF

アウトラインPDF

■ PDF（アウトライン）設定画面

機 器 署 名
■ アウトラインPDF

ア
ウ
ト
ラ アウトライン
イ
レイヤ
ン
化

文字抽出

ラインアート抽出

背景抽出

PDFが生成された機器を特定できます。

ユーザ 署 名

文書作成者を特定することが可能です。

ICカード署名

個人が所有するICカード内に格納した秘密鍵と証明書から署名を生成。
保証水準が高くe-文書法でも推奨されている方式です。

タイムスタンプ スキャン時にタイムスタンプサーバより取得しPDF内に署名を付与
合
■ 電子署名PDF

成

機器署名

背景専用圧縮
アウトラインPDF
背景レイヤ

ユーザ署名（個人認証）
生
行い、
処理を
を付加
OCR
ト情報
ン時に
テキス
スキャ
PDFに
成する
とで
するこ

情報をスムースに検索できる
「サーチャブルPDF」＊5

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDFに
テキスト情報を付加することで、全文検索を可能

にする「サーチャブルPDF」。求める情報・必要な文字を素早くサーチして、
ドキュメント

ICカード署名

ード

ICカ

作成に活用できます。また、
「原稿向き自動検知」でページの向きを自動補正したり、
「文書名OCR」によりファイル名を自動的に付与することも可能です。

■ タイムスタンプPDFの作成から検証までの流れ

■ サーチャブルPDF

タイム
スタンプ局

ス キャン 時 に O C R 処 理 を

スキャン時にOCR処理を行い、生
成するPDFにテキスト情報を付加
することで

ス キ ャン 時 に
O C R 処 理を行
い 、生 成 す る
PDFにテキスト
情報を付加する
ことで、全 文 検
索を可能にする
「サーチャブル
P D F」。求める
情報・必要な文
字を素 早くサー
チして、

OCRデータ
ス キャン 時 に O C R 処 理 を

スキャン時にOCR処理を行い、生
成するPDFにテキスト情報を付加
することで

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDF
にテキスト情報を付加することで、全文検索を
可能にする「サーチャブルPDF」。求める情報
・必要な文字を素早くサーチして、
ドキュメント
作成に活用できます。また、
「原稿向き自動検
知」でページの向きを自動補正したり、
「文書
名OCR」によりファイル名を自動的に付与す
ることも可能です。スキャン時にOCR処理を行
い、生成するPDFにテキスト情報を付加するこ
とで、全文検索を可能にする

ス キ ャン 時 に
O C R 処 理を行
い 、生 成 す る
PDFにテキスト
情報を付加する
ことで、全 文 検
索を可能にする
「サーチャブル
P D F」。求める
情報・必要な文
字を素 早くサー
チして、

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDF
にテキスト情報を付加することで、全文検索を
可能にする「サーチャブルPDF」。求める情報
・必要な文字を素早くサーチして、
ドキュメント
作成に活用できます。また、
「原稿向き自動検
知」でページの向きを自動補正したり、
「文書
名OCR」によりファイル名を自動的に付与す
ることも可能です。スキャン時にOCR処理を行
い、生成するPDFにテキスト情報を付加するこ
とで、全文検索を可能にする

ス キャン 時 に O C R 処 理 を

合
スキャン時にOCR処理を行い、生
成するPDFにテキスト情報を付加
することで

成
ス キャン 時 に O C R 処 理 を

高圧縮PDF
スキャン時にOCR処理を行い、生
成するPDFにテキスト情報を付加
することで

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDF
にテキスト情報を付加することで、全文検索を
可能にする「サーチャブルPDF」。求める情報
・必要な文字を素早くサーチして、
ドキュメント
作成に活用できます。また、
「原稿向き自動検
知」でページの向きを自動補正したり、
「文書
名OCR」によりファイル名を自動的に付与す
ることも可能です。スキャン時にOCR処理を行
い、生成するPDFにテキスト情報を付加するこ
とで、全文検索を可能にする

ス キ ャン 時 に
O C R 処 理を行
い 、生 成 す る
PDFにテキスト
情報を付加する
ことで、全 文 検
索を可能にする
「サーチャブル
P D F」。求める
情報・必要な文
字を素 早くサー
チして、

スキャン時にOCR処理を行い、生成するPDF
にテキスト情報を付加することで、全文検索を
可能にする「サーチャブルPDF」。求める情報
・必要な文字を素早くサーチして、
ドキュメント
作成に活用できます。また、
「原稿向き自動検
知」でページの向きを自動補正したり、
「文書
名OCR」によりファイル名を自動的に付与す
ることも可能です。スキャン時にOCR処理を行
い、生成するPDFにテキスト情報を付加するこ
とで、全文検索を可能にする

ス キ ャン 時 に
O C R 処 理を行
い 、生 成 す る
PDFにテキスト
情報を付加する
ことで、全 文 検
索を可能にする
「サーチャブル
P D F」。求める
情報・必要な文
字を素 早くサー
チして、

サーチャブルPDF

時刻情報
検
証

時刻情報

「スーパーG3FAXボード・W1」などが必要です。 ＊5 オプションの「サーチャブルPDF拡張キット・B1」が必要です。 ＊6 オプションの「暗号化PDF拡張キット・C1」が必要です。AES方式を選択した場合は、
タイムスタンプとの組み合わせができません。 ＊7 オプ
＊10 オプションの「タイムスタンプPDF拡張キット・A1」及びタイムスタンプ局との契約が必要です。 ＊11 特定認証局が発行する証明書を利用する必要があります。
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【スキャン＆送信】

＊1

クオリティや効率を高め、ニーズに応じた画像生成

宛先表の編集などに便利な「リモートUI」

クオリティの高いドキュメントを生成するために、
スキャン時に生じる不要な影を消す「枠消し」

リモートUIを利用してパソコン

をはじめ、
「シャープネス」や「画質調整」、
「画質選択」、
「濃度調整」など多彩な機能を

から宛 先 の 登 録や 編 集が

搭載しました。
画像のサイズや解像度などを
任意に設定

行えます。さらに、ユーザ署名
「カラー選択」や「解像度設定」、原稿サイズの
設定が行え、読み取りサイズを入力することによ
り不定形サイズの原稿にも柔軟に対応。また、
「変

の証明書やタイムスタンプの
ライセンスを本体にインストール
することが可能です。

＊2

倍設定」により画像の縮小・拡大・自動変倍 も可能です。
「原 稿サイズ混 載」を選 択することで、A 4とB 5
サイズや形状の異なる原稿も
一度にスキャン

などサイズの異なる原稿でもまとめてDADFにセット
■ リモートUI画面

して一度にスキャンできます。また、紙文書や冊子

など形 状の異なる原 稿を一つのジョブとしてスキャン可 能な「連 続 読 込」や、書 籍
などの見開きをページごとに分割して画像を生成する「ページ連写」機能も搭載して
います。

パソコンのスキャナとして活用できる「Color Network ScanGear」
TWAIN対応のスキャナドライバ「Color Network ScanGear」に対応し、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。

【ウェブ】

効率のよいサイト閲覧やコンテンツ印刷を実現する
＊4
「ウェブブラウザ」＆「マルチウィンドウ」

多角的な視点からビジネスを支援する
＊7
キヤノンインターネットサービス「Canonet」

ウェブブラウザ搭載により、本体の液晶タッチパネルでWebサイトを閲覧できます。また、
タブによりマルチウィンドウ表示に切り替えれば、画面上に新たな画面が開いていくフロー

「Canonet」はビジネスを強力にバックアップするキヤノンのインターネットサービスです。

を快適に行え、検索しながらのサイト間の往来もスムース。
「ダイレクトプリント拡張キット・

インターネットを利用した新たなビジネス展開を支援する「共有ホスティング」。オフィス

F1」＊5の装着で、サイト内コンテンツの300dpi高速印刷にも対応します。

のコミュニケーションをサポートする「C-Office」。
ドキュメントを共有し一括管理を
実現する「C-Cabinet」。さらに、
インターネットマーケティングサービスや、
メールフィルタ
リング＆アーカイブ、
ウイルス対策などのセキュリティサービスまで、幅広いサポートを展開
しています。

営業支援

ビジネスツール
グループウエア
●C-Office

■ ウェブブラウザ

●広告メール配信サービス
●Salesforce.com（CRM）

ドキュメント共有サービス

■ マルチウィンドウ

インターネットマーケティングサービス

●C-Cabinet
＊6

Web上のファイルを幅広く活用できる「コンテンツ保存」

Canonet

Web上のPDFファイルをボックスに保存。印刷頻度の高いファイルを保存しておけば、毎回
Webにアクセスせずに効率よく印刷できます。さらに、Web上のカタログPDFファイルなどを
編集・統合したり、
日付を付け製本印刷することも可能です。

セキュリティサービス
●GUARDIANWALL ASP サービス
for Canonet

ウイルス対策
●Canonetウイルス対策サービス
（クライアント版）

セキュリティ

■ コンテンツ保存
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データセンターサービス
●共有ホスティング
●iRブラウザ連携 WebMail
●IDCサービス ●サーバ監視サービス

ネットワークインフラ

■ 保存先の指定

＊1 オプションの「Send拡張キット･N1」、
「スーパーG3FAXボード・W1」などが必要です。 ＊2 高圧縮PDF、アウトラインPDF、サーチャブルPDFでは自動変倍できません。 ＊3 別売。 ＊4 オプションの「ウェブブラウザ拡張キット・E1」が必要です。 ＊5 オプ
キット・F1」、
「iR 512MB拡張RAM･C1」が必要です。 ＊7 別途契約が必要です。

文書管理情報の入力業務を支援する
＊3
「imageWARE Scan Manager」

効率のよい文書管理を実現する
＊3
「imageWARE Document Manager」

定型帳票をフォーム登録することで、スキャンした書類を自

ドキュメントの入力/保存/共有/配信まで、
トータ
ルに文書管理をサポート。パソコンから情報の

動認識してスムースに文書管理情報（インデックスデータ）

内 容がサムネイルで確 認でき、多 彩な文 書 検

を作成。スキャンした書類上の特定領域からOCR処理によ

索 機 能により必 要な情 報をスムースに見つけ

りテキストデータを抽出し、インデックスデータの入力業務を

出すことが可能です。複数の異なる文書をひと

自動化することが可能です。

つの文 書に結 合したり、ページ単 位で分 割や

各ページごとにインデックスを抽出し、OCRを実行
1枚目

編集することもできます。アクセス制限などセキュ

2枚目

リティ機能も搭載しています。

3枚目

■ imageWARE Document Manager

大規模ネットワーク向けに機能を拡張した
「imageWARE Document Manager Enterprise」
操作ログや管理レポート、SDKによる他システムとの連携など、大規模なオフィスで
効率的な文書管理を可能にするソフトウェアです。
■ imageWARE Scan Manager

パーソナルワークの文書管理をサポートする
「imageWARE Document Manager Personal」
紙文書と電子ドキュメントの一元管理、文書の表示や編集、出力まで、個人ベースの
文書管理に特化して軽快なオペレーションを実現するソフトウェアです。

総合的なインターネットサービスを
提供する「共有ホスティング」

サーバスペースの 提 供をはじめ、独 自
ドメインの 電 子メールサービスやメール

さまざまなドキュメントを一元管理し
活用できる「C-Cabinet」

さまざまなアプリケーションで作 成した文
書やスキャンデータ、受信FAX文書など、

データ管理、ホームページ開設、
メールウイルスチェックなど多彩なツールを提供し、

多様なドキュメントを一元管理できるドキュメント共有ASPサービスです。シンプル

社内インターネット環境の総合的な管理・運営を実現。共有ホスティングの標準機能

な操作でオフィス内外の情報共有をサポート。受信FAXを出力せずにC-Cabinet

であるCanonet WebMailは本体からも利用でき、内容表示や添付ファイルの閲覧・

上で共有したり、PDFの閲覧・プリントアウトも可能です。

プリントアウトも行えます。
■ Canonet WebMail

mobile

office

サーバスペース

home
■ C-Cabinet
■ C-Cabinet
「Web DAV」プロトコルで
PDFファイルを送信

スキャン

円滑なグループワークを
サポートする「C-Office」

iR C3380

PDF

スケジュール、回覧板、伝言、所在、

外出先で

設備予約など、
オフィスでのコミュニ

出力

ケーションを促進する便利な21の

自宅で

機能を備えたグループウェアです。
ドキュメント共有ASPサービス

オフィスで

■ スケジュール

ションの「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1」
（iR C3380F/C2880Fは標準装備）および「iR 512MB拡張RAM･C1」が必要です。 ＊6 オプションの「LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1」
（iR C3380F/C2880Fは標準装備）および「ダイレクトプリント拡張
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【ファクス】

＊1

＊5

スムースなFAX環境を構築できる「スーパーG3FAX」

不要なプリントアウトを軽減する「ペーパーレスFAX」

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

アプリケーションで作成した文書をWindows /MacOS＊6を問わずパソコンから直接

®

G3FAX」に対応。送信側の設定に依存せずに、受信画像を補正し、

FAX送信できます。FAX送信のためにプリントする必要がないため用紙コストを削減で

読みやすい文書を出力可能なスムージング機能も搭載しています。

きるとともに、汚れやかすれのない鮮明な書類の送信が可能。
「カバーシートエディタ」
により、
オリジナルのカバーシー
トを作成して送信文書に添
付することもできます。さらに、
Outlook ExpressやMAPI、
■ スーパーG3FAXボード・W1

本体の宛先表に登録された
送 信 先 を アド レ ス 帳 に
インポート可能です。

＊2

FAXの2回線利用を可能にする「マルチポートFAX」

2回線を利用してスーパーG3FAXの送受信が可能な「マルチポートFAX」に対応。
どちらか一方を受信専用・送信専用といった設定にすることで、受信中でも空いてる
回線で送信が行えます。

■ ペーパーレスFAX

■ マルチポートFAX
FAX

＊5

便利で多彩な送受信機能

送

受信
公衆回線

信

原稿の向きをFAXに適した方向に回転して送信する「回転送信」、ハンドセット

FAX
送信

で通 話した後に送 信する「手 動 送 信」＊3 、原 稿をメモリ保 存してから送 信する
「メモリ送信」、回線接続後に原稿の読み込みを開始して送信する「ダイレクト送信」＊3、
指定したアドレスに送信の終了を電子メールで知らせる「ジョブ終了通知」などが
行えます。
＊3

1つの回線で電話も使える「FAX/TEL自動切換」

受

信

「FAX/TEL自動切換」機能を装備し、
別売のハンドセットや
電話機と接続することで1回線でFAXと電話を共用する

原稿サイズに合わせ自動で用紙を選択し出力する「回転受信」、ハンドセットで通話

ことができます。FAX受信時は本体が自動受信し、電話

した後に受信する「手動受信」＊3、FAX情報サービスから出力する「オンフック」＊3、

着信時はハンドセット･電話機が着信音を発信します。

電話で通話後にFAXを受信する「リモート受信」＊3などが行えます

出

■ ハンドセット
■ FAX/TEL自動切替

力

受信文書を両面にプリントし用紙を節約できる「両面記録」、受信文書を縮小出力する
「画像縮小」、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。

iR C3380
FAX

FAX受信

記

公衆回線

録

送信時に原稿のヘッダに発信元・宛先・ページ数などが印字される「発信元記録」、
発信元記録に印字される発信元を登録した50件のなかから選んで指定できる
電話

電話

「発信人名称」＊5、受信した原稿のフッタに日付などの情報を印字できる「受信記録」
が行えます。

セキュリティ
＊4

1秒台の高速送信を実現する「G4FAX」への拡張も可能
ISDN通信網に接続して、1秒台の高速通信（A4標準原稿）が

番 号 確 認 入力」＊8が可 能 。

行える「G4FAX」の拡張にも対応しています。通信時間前後の

「Fコード」や「パスワード」＊3

制御時間が短くスピーディなファクス送信を実現するとともに、

を付 加して 送 信 することも

通信コスト削減にも大きく貢献。FAX活用の頻度が高いオフィスに

できます。

おいて真価を発揮します。

■ G4FAXボード・E1

13

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

■ FAX番号確認入力

＊1 iR C3380F/C2880Fに標準装備。iR C3380/C2880はオプションの「スーパーG3FAXボード・W1」が必要です。 ＊2 オプションの「マルチポートFAXボード・J1」が必要です。 ＊3 スーパーG3FAX機能の拡張が必要です。 ＊4 オプションの「G4FAXボード・E1」が必要
対応。 ＊7 ファクス機能の拡張および「Send拡張キット・N1」などが必要です。 ＊8 スーパーG3FAX機能又はG4FAX機能の拡張が必要です。 ＊9 オプションの「サーチャブルPDF拡張キット・B1」が必要です。 ＊10 インターネットFAXは「宛先」、
「Fromアドレス」、
「件
Color imageRUNNERおよび、ITU-T T.37に準拠しているダイレクトSMTP送受信可能な機器と通信可能です。 ＊14 「ファクスボックス」から送信は行えません。

＊7

受信した情報を指定した宛先に配信できる「FAX転送」

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-

■ FAX転送

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

Mailや共有フォルダなどへ自動的に転送。例えば、受信したFAXを出力せずに、指定の
その他 FAX

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です。パソコンへの転送ファイル形式はTIFF、PDF、

A社

iR C3380

FAX

JPEGから選択可能。またPDFは自動的にOCR処理＊9することもできます。転送条件は
最大150件設定可能で、受信FAXの「着信回線」や「相手先電話番号」、
「Fコード」、
「パスワード」の条件＊10に従って任意の宛先に転送します。転送条件にあわない

B社

FAX
自動転送

受信FAXも「条件無し転送」として転送先を指定可能。さらに、曜日ごとに転送する

D社 インターネットFAX
C社からの
インターネットFAX

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」機能、転送が終わったことをメールで知らせる「転送終了
通知」などの機能によりFAXの利便性を向上します。
C社 インターネットFAX

クライアント1

クライアント2

A社フォルダ

B社フォルダ

クライアント3
その他フォルダ

＊11

高画質カラー通信が可能な「インターネットFAX/イントラネットFAX」
W-NET FAXフルモードに対応し、フルカラー/600dpiで文書を送受信可能な

■ インターネットFAX/イントラネットFAX

カラーインターネットFAXに対応＊12。相手先の環境にあわせた「相手先条件設定」

受信
受信

や、相手先の受信完了を確認できる「送達確認」機能によりスムースな通信を
実現します。カラーデータ送信時は、
ネットワークの容量制限に応じてデータ量単位
での分割送受信にも対応 。また、カラー対応のイントラネットFAXも可能＊13 。
通 信コスト削 減をサポートするとともに、メールサーバを介さずに 機 器 間で
SMTPプロトコルを利用するため、高画質&スピーディな通信を実現します。さらに、

Intranet

情 報 保 護に配 慮し、
「S S L 暗 号 化」通信や「SMTP認証」などにも対応して
います。

送信
送信

iR C3380

＊5

「ボックス機能」と連携し、受信FAXを有効活用

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。
「システムボックス」はメモリ受信のスケジュール設定が可能で、
時間外や休日のFAX出力を禁止しセキュリティを強化できます。また「ファクスボックス」は最大50個まで
名称をつけて、転送条件をもとに受信したFAX/インターネットFAX文書を保管できます。ボックスに保管された
文書は本体からはもちろん、
「リモートUI」から選択してプリントや送信＊14、データ消去が行えます。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。
■ 出力スケジュール設定
月〜金／9:00〜18:00

月〜金／18:00〜9:00、土日
FAX

受信
出力

FAX

BOX

受信

■ システムボックス

BOX保管

です。 ＊5 iR C3380Ｆ/C2880Fに標準装備。iR C3380/C2880はオプションの「スーパーG3FAXボード・W1」または「マルチポートFAXボード・J1」、
「G4FAXボード・E1」装着時に利用可能。 ＊6 Windows®98/Me/2000/XP/Server2003/Vista、MacOS X（10.2.8以降）に
名」の条件に従って転送します。 ＊11 オプションの「Send拡張キット・N1」が必要です。 ＊12 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。 ＊13 カラーインターネットFAX機能を搭載した
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【認証・アクセス管理】

＊2

コピーやプリントの枚数を制限できる「部門別ID管理」

利用機能を制限できる「Access Management System」

部署やグループ別に、
最大1,000部門の

個人認証（SSO）と連携して、ユーザ

コピー、
スキャン、
プリントそれぞれの

ごとにコピー、ボックス、SEND、
ブラウザ、

出力管理･出力枚数制限が可能。

MEAPアプリケーションの5機能について

部門別IDと暗証番号の入力による

5段階のロールを与えることができます。

方式のほか、
オプションの「カードリーダー・

管理者により、各ユーザの業務や雇用

C１」
を装着し、
カードによる管理環境も

形態にあわせて5段階のロールを付与する

構築できます。

ことで包括的なアクセス制御を実現。
ジョブの集中を軽減でき、業務フローや
■ 機能制限アラート画面

コストの適正化が図れます。

■ ID管理画面

制 限 可 能 な 機 能

機 能
コピー

ユーザ別にアクセス権限を付与できる「個人認証」
ユーザ名と暗証番号入力による「個人

印刷の可／不可、
カラー／2色カラー／モノカラー／白黒、強制両面、強制Nup（1、2、4）

ボックス

印刷の可／不可、
カラー／白黒、強制両面、強制Nup（1、2、4）

スキャン

スキャンの可／不可、
カラー／白黒

認証」が可能。認証方法はActive
SEND

Directoryサーバやデバイス本体の
登録情報と認証するSSO（Single

アドレス帳

新規宛先の利用についての許可／不許可、宛先ドメイン指定の許可/不許可
プロトコル（電子メール、
インターネットFAX、FAX、SMB、FTP、NCP、WebDAV）の
種別
宛先の追加・変更・削除といった編集の許可/不許可など

Sign On）
とSDL（Single Device Login）
を採用。SSO利用時にはオプションの
「ICカード認証拡張キッ
ト・A4」
を装着し、
ICカードによる個人認証＊1も行えます。

■

＊3

機器の動作を制限できる「管理キー」に対応

■ SSO認証画面

【デバイス管理】

複数マシンの設定・登録をスムースに行える「機器情報配信」
複数のColor imageRUNNERがネットワーク接続されたオフィスで、1台のリファレンス

■

機に登録した転送設定、定型業務ボタン、部門IDなどの初期設定をSOAP/XMLで

■

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」

配信 。ネットワーク上の他のマシンに（ 最大100台 ）簡単に配布でき、本体の設定･

ネットワーク上の不正アクセスを抑止する
「MACアドレスブロック＆IPアドレスブロック」

登録を繰り返す手間を大幅に軽減します。

■

外部機器を接続した不正使用を抑止する
「USBインターフェースのON/OFF」

＊5

ジョブデータの解析を抑止する「HDDデータ暗号化」

■

ジョブ状況・履歴を表示させないシステム状況画面の制御

ボックス内に保管した文書や宛先表などの登録情報、一時的に蓄積されるジョブデータ
など、本体のハードディスクに格納されたデータを暗号化。万一に盗難などが起きても、
ハードディスクから情報が流出するのを抑止します。
「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

統合的なデバイス管理を実現する
＊7
「imageWARE Enterprise Management Console」
ネットワーク上のデバイスを集中管理できる大規模企業向けのユーティリティです。

するISO15408（コモンクライテリア）認証（EAL3）
を取得した

印刷デバイスの設定管理・監視をはじめ、宛先表やタスクの管理、デバイスの探索

〈Canon MFP Security Chip 1.00〉を搭載しています。
■ Canon MFP Security Chip 1.00

登録データを一括消去する「全データ消去/設定の初期化」

などに幅広く対応。管理者の負担を軽減し、セキュ
リティ強化やTCO削減を支援します。

ハードディスク内のすべてのユーザデータを手動で一括消去でき、本体の移設や入れ替え時
などに便利です。
また、
コピーやプリントなどを行った際、
ハードディスク内に生成される出力データを、

宛先表配布

閲覧

管理者PC

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＊6も可能です。
■ ジョブデータの消去
ジョブデータ

管理情報

通常のジョブによる
データの消去の場合

実際の
データ
「HDDデータ上書き消去
キット・A1」による
ジョブデータ消去の場合
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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
管理情報 またはランダムデータを
0101010101010 上書き
実際の
0101010101010
0101010101010
データ
0101010101010

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

ドライバ
配布/設定

宛先表
編集設定登録

サーバ

残 存する
ジョブデータを
消去します

クライアントPC

iR宛先表管理

ドライバインストール管理

タスク管理

印刷デバイス設定管理

デバイスの探索

印刷デバイス監視

＊1 オプションの「WPGW ICカードリーダライタ・A1」などが必要です。 ＊2 オプションの「Access Management System拡張キット・A1」が必要です。 ＊3 オプションの「管理キーユニット・A2」が必要です。 ＊4 別売。 ＊5 オプションの「HDDデータ暗号化
対応。 ＊9 別途お申し込みが必要です。

出力状況に基づいた運用プランを作成できる
＊4
「imageWARE Accounting Manager」

■ imageWARE Accounting Manager

ログ収集

プリント、
コピーにおけるユーザ/デバイスごとの出力枚数やFAXの出力枚数
を集計・分析。運用コストの把握や印刷ジョブの集中を低減し、効率的な

参照／集計

デバイス管理をサポートします。部門別の合計出力枚数や用紙サイズ別の

ログ収集

出力枚数などの集計や、
ログ管理などをパソコンから一括確認でき、集積結果
をもとにデバイスの適正配置を支援します。

imageWARE
Accounting Manager

ログ収集

紙文書の情報検索でセキュリティを高める
＊4
「imageWARE Job Archive System」
本体で行われた各ジョブのイメージ/テキスト/ログ情報をデータサーバに保存。

管理画面

■ imageWARE Job Archive System
誰が

iRエージェント

管理者のパソコンからデータサーバにアクセスし、保存されたジョブのコンテンツ

いつ

サービスプロバイダ

どこで

データサーバ

どんな内容

管理者PC
Job Archive Log

〈一時保存〉
コピー・プリント
スキャン・FAX

と属性情報に対してデータの属性検索/全文検索を行い、
ジョブを監視できます。

・イメージ
・テキスト
・属性情報

イメージ/テキスト
ログ情報

イメージログ情報

誰が、いつ、
どこで、
どんな情報をコピー、プリント、スキャン、FAXしたのか、

監視・検索

監視・追跡できるセキュリティシステムです。

ユーザ別に柔軟なアクセス制御を可能にする
＊4
「imageWARE Access Management System」

■ imageWARE Access Management System

Access Management System

imageWARE Enterprise Management Console
+ iWAMSプラグイン
ユーザ情報連携

プリントアウトを含め、ユーザごとの利用機能のアクセス制御を管理できます。

ユーザ/ユーザ
グループ毎の
アクセス制御
情報

Active Directoryを拡張するADAMに、
デバイス管理情報や各ロールのアクセス
制 御 情 報を格 納させて、多くのユーザを抱える環 境にも対 応することが

権限に
合わせた
利用機能

Active Directory

Access
Control
List

認証および
アクセス
制御情報

認証
ADAM

Print

可能です。
プリント時
iR C3380/C2880操作時 アクセス制御情報の取得

SA

プリンタドライバ
+ AMS Add-in

【運用支援】

＊9

パソコンから本体の管理業務が行える「リモートUI」

快適なビジネス環境を提供するオンラインサポートサービス「NETEYE」

本体状況の確認やジョブ操作、本体の各種

インターネットを利用して本体の状況を遠隔監視するオンラインサポートシステム。カウンタの

設定、バックアップ/リストアなどの管理業務が

自動検針や、
エラー、紙づまり、
トナー残量などの情報、
トラブルの状況などを監視センターへ

「リモートUI」で行え、機器運用の負担を軽減

自動通知することで、
メンテナンス対応を可能にしました。万一のトラブル発生時でも事前に

します。

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に修理することが
可能になります。
■ NETEYE

お客様

キヤノンネットアイセンターサーバ
サービスエラー通知

■ リモートUI

紙づまり情報

HTTPS

＊8

デスクにいながら本体操作を実現する「リモートオペレーション」

Internet

カウンター情報取得

通知
連絡

トナー残量のお知らせ

パソコン上に、
本体操作部と同様のインターフェース
を表示して本体操作が可能。例えば、本体操作

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

の問い合わせに対し、管 理 者は遠 隔 操 作で

キヤノンサービス拠点

スムースに対応できます。

操作ガイドを本体に表示する「かんたんナビ」
本 体 の 液 晶タッチパネルから操 作 概 要を
■ リモートオペレーション

機能の利用頻度にあわせて、機能タブを入れ替え可能

確認できるヘルプ機能が「かんたんナビ」です。
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。

機能タブの表示順をカスタマイズ可能 。
よく利用する機能タブを先に設定することで、
日常の操作性を高めます。

■ かんたんナビ

■ 機能タブ画面

■

日本語/英語表示を選択できる「表示言語切替」

■

動画と音声で操作手順を学習できる「チュートリアルCD」

キット・B1」が必要です。 ＊6 オプションの「HDDデータ上書消去キット・A1」が必要です。 ＊7 imageWARE製品の対応状況は担当セールスにお問い合わせください。 ＊8 オプションの「リモートオペレーションキット・A1」が必要です。Windows®2000/XPに
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【meap】

■ MEAPアーキテクチャ概念図

多彩なアプリケーションと連携し、
オフィスの声に応える「MEAP」

【MEAPアーキテクチャ概念図】
Native
Application
Printer
Fax
Scan
Send

「MEAP」
（Multifunctional Embedded Application Platform）
は、iR C3380/C2880に搭載された
アプリケーション・プラットフォーム。Java言語を使用して開発された専用の『MEAPアプリケーション』
を稼動させることができます。本体の優れた機能との連携により、
ドキュメントワークの利便性を
高めるとともに、新しいアイデアの実現を支援します。

MEAP
システムサービス
AVS
SMS
HTTP
・
・
・

︵ア
キプ
ヤリ
ノケ
ンー
製シ
ョ
︶ン

ア
︵プ
Aリ
社ケ
製ー
︶シ
ョ
ン

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

MEAPプラットフォーム

Device
Controller

OS

＊1

複数のジョブを組み合わせて登録しワークフローを効率化する「Workflow Composer」
日常的に行う業務を、実際の仕事の流れを追うように本体に登録し、複雑

■ Workflow Composer

なジョブもボタンひとつで操作できるようにカスタマイズ。日常のワークフロー
を効率化します。入力から編集、出力/送信までのジョブフローを1ユーザ
100件（個人認証時）
まで、共有ボタンと合わせて最大1,200件まで登録

SEND to
BOX

可能です。

BOX文書
ペ ージ編集

送

信

定既
型存
業Ｂ
務Ｏ
ボＸ
タ／
ンＳ
のＥ
よＮ
うＤ
に機
定能
義の
連
携
を

■ 登録画面

＊1

詳細な出力管理をサーバレスで実現する「imageWARE Accounting Manager for MEAP」
プリント/コピー/FAX/スキャナの使用状況を、部門別IDやWindows

®

■ imageWARE Accounting Manager for MEAP

ログイン名別にパソコンで集計。出力ページ数、両面用紙枚数、サイズ
別ページ数など、多角的な管理をサーバレスで手軽に実現します。ジョ

バックアップファイル

ブ履歴は10,000件まで本体のファイルに保存でき、データはウェブブラ
ウザでのダウンロード、共有フォルダ・FTPサーバへの自動送信が可能。

ジョブ履歴
Excelマクロで
ジョブ履歴の抽出

Color imageRUNNER複数台のデータを統合管理・集計することが
できます。

現在の
集計表

B単位ショップ
履歴ファイル
（1種類×iR台数）

予約時間の
集計表

データ収集アプリ
現在の集計 or 予約時間の集計表
（7機能×集計単位2種類×iR台数）
複数台の集計表を
CSVで取得
ジョブ履歴
集計表データは任意の
タイミングで一括取得
現在の
集計表

予約時間の
集計表

Excelマクロで
複数台の集計

SMB/FTPで日単位に自動送信
SMB/FTP/E-Mailで日単位に自動送信

■ imageWARE Accounting Manager for MEAP
＊1

紙文書の電子化・情報共有をサポートする「imageWARE Document Manager Client for MEAP」
文書管理システム「imageWARE Document Manager」との高度な

■ imageWARE Document Manager Client for MEAP

連携をサポート。原稿のセット・宛先の指定・スキャンの実行という簡単
iR C3380

操作で、紙文書を電子化し情報共有を実現します。また、FAX受信
スキャン

データの自動転送も

imageWARE
Document Manager
Server

可能。文書管理の
効率化はもちろん、
T C O の 削 減 にも
FAX転送

効果的です。

フォルダ

公衆回線

■ imageWARE Document Manager
Client for MEAP

Document Manager Client

＊1 別売。各MEAPアプリケーションの対応状況については、担当セールスにお問い合わせください。 ＊2 別売。 ＊3 「ICカード認証 for MEAP」、
「ICカード認証サーバアプリケーション」などが別途必要になります。 ＊4 「ICカード認証 for MEAP」と
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既存のICカードでユーザ認証を一元管理できる
＊2
「ICカード認証 for MEAP」
「ローカル認証サービス for MEAP」
入退室管理用の社員証など既存のカードを利用し、デバイスを管理できるシステム。

プリント出力がどこからでも必要なときに行える
＊3
「Anyplace Print for MEAP」
プリント指示重複による出力遅延、出力放置による情報漏えいといったトラブルやリスクを

本体の使用制限などによりセキュリティの強化が可能になります。また、別売の「Anyplace

低減するために、
クライアントPCから送信したプリントデータを、Anyplace Printサーバへ

Print for MEAP」、
「Personal ListPrint for MEAP」と連携すれば、パソコンからの

アップロード。社内ネットワーク上のColor imageRUNNERへICカード＊4などによりログインし、

プリントジョブを一時的に保管し、必要な時に任意のマシンから認証を行って印刷する

Anyplace Printからマイジョブのみを出力できます。ジョブ表示はユーザ指示だけなので、

ことも可能。出力の取り忘れなどによる情報流出を抑止できます。

印刷データのタイトルも見られることなく出力。機密を保護でき、ログインしたその場で
出力するため出力紙の放置も抑止します。

■ ICカード認証 for MEAP

■ Anyplace Print for MEAP

社員証
○○○○
×××××××××

ICカード
ログイン

書誌情報サーバ

ICカード認証for MEAPによる
認証サーバでの認証

ログイン画面

【ユーザテーブル】
カード情報
ユーザ名
×××××
suzuki
○○○○○
yamada

ジョブリスト

自分の印刷ジョブのみが表示され、
印刷したいデータを選択

書誌情報
印刷指示

認証確認

印刷
指示

ログイン画面（キーボードなし）

社員証
○○○○

クライアントPC

×××××××××

印刷データ
送 信

仮想プリントサーバ

認証問い合わせ

HDD認証テーブル

ローカル認証サービスfor MEAPによる
ローカルテーブルでの認証

ICカード
ログイン
iR C3380

ICカード認証サーバ

サーバレスでセキュアな認証印刷ができる
＊1
「Personal ListPrint for MEAP」

本体ハードディスク内で情報共有をサポートする
＊1
「Capsulebrowser for MEAP」

本体の認証システムと連携し、プリントサーバレスでセキュアなプリント環境を構築 。

専用のソフトウェアをインストールすることなく、本体のハードディスクに カプセル と

クライアントPCでボックスへ印刷指示をした後、ICカード＊3で本体にログインしてボックスに

呼ぶ共有フォルダを作り、画像データをFTP送信して一時的に保管。ウェブブラウザにより

格納されているジョブを出力できます。本体画面にはユーザが指示したジョブが表示

インターネット感覚でアクセスし、
ダウンロードできます。ネットワークPCの共有フォルダや

されるので、機密が流出するリスクも軽減。また、印刷部数などの変更もその場で行えます。

アクセス権などを設定することなく、画像データを活用できます。パスワードによる利用者の
制限も可能。PDF、高圧縮PDF、

■ Personal ListPrint for MEAP

■ Capsulebrowser for MEAP

暗号化PDF、サーチャブルPDF、
TIFF、JPEGなどのファイル形式

クライアントPC

クライアントPC クライアントPC

に対応しています。
プリントサーバレス
で認証印刷を実現！

LAN

送信画面より本体HDDにファイルを格納

カード
リーダー

ICカード認証
サーバ

社員証
○○○○
×××××××××

ICカード

PDFファイルをダウンロード

USB接続
※ICカード認証と連帯した場合

アクセス

M E A P アプリケ ーションシリー ズ
ICカードを利用し、
セキュアな
出力環境を実現する
「SmartSESAME for MEAP DC」

紙文書をスキャンして
WordやExcelに変換する
「ScanToOffice Pro」

開発元：株式会社シーイーシー

開発元：パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社

＊5

帳票や名刺の有効活用を推進する
「MediaDriveGateway Pro FDP
1254 Powered」
開発元：フォーディーネットワークス株式会社

ICカードを利用してプリントデータを任意のタイミングで

紙文書をスキャンして、Word/Excel/PowerPointや

「ピタッとフォーム for MEAP v.2.0」などの別売

出力できます。出力物の放置を抑止したり、他ユーザ

一太郎データなどに自動コンバートすることができます。

ソフトと連 携し、文 字 入力できるフォームデータの

のジョブが秘とくされるなど、セキュアなプリントを

文字の向きや大きさなどを認識してOCR処理され、

生成やテキストデータの再利用、名刺のデータベース

実現します。

テキストや画像データの再利用が可能です。

作成などが行えます。

連係した場合。 ＊5 その他の各MEAPアプリケーションの対応状況については担当セールスにお問い合わせください。
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耐 久 性 、 信 頼 性 、 生 産 性 をカタチにした 新 開 発 エンジン
スピードアップとサイズダウンを両立した
新開発「SMART 4 LASER ENGINE」
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というレイアウトで、横幅を
抑えコンパクト化を実現した新開発の「SMART 4 LASER ENGINE」を搭載。カラー30枚/分、
モノクロ33枚/分（ともにA4ヨコ）の連続出力スピード＊1
を実現し、9600dpi相当×1200dpiの高解像度＊2にも
対応しています。
■SMART 4 LASER ENGINE

すばやい立ち上がりと省エネを実現する
「カラーオンデマンド定着」方式
セラミックヒーターで定着フィルムを直接加熱

高精度な技術で小型化に貢献する
「4in1レーザユニット」
レーザユニット内に4つのレーザチップを配置し、

■オンデマンド定着方式
定着フィルム

することで熱伝導を高め、
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
省エネ化を両立した「カラーオンデマンド定着」

1つの小型ポリゴンミラーで4本のレーザをそれぞれ
4つのドラムへ照射する「4in1レーザユニッ
ト」。オフィス

定着フィルム
記録用紙

空間の有効活用を促進するボディのコンパクト化に

セラミックヒータ

方式。
ウォームアップタイム30秒＊3とスリープ

貢献するとともに、1200dpiの高精細な画像生成を
セラミックヒータ

加圧ローラ

実現しています。

からの復帰時間15秒以下を実現しました。

■4in1レーザユニット

さらに、用紙サイズに対応する定着機冷却システムを設置し定着フィルム端部の温度
上昇を防ぐことで、B5サイズなどの用紙も速度を落とさずに出力可能になりました。

用紙搬送を制御し出力を
安定させる「APFM＊4 」

オゾンレスを実現した
「カートリッジ式小型ドラムユニット」

■APFM

※図はフィニッシャー・Z1装着時。

高速

給 紙カセットから用 紙をとらえると、

感光ドラムに帯電ローラを接触させるローラ

転写部まで高速搬送。転写や定着の

帯電方式を採用し、オゾンレスを実現。

過程は低速で確実に行い、再加速して

併せて感光ドラムを長寿命化、廃トナーも

排紙します。4つの区間で用紙搬送

低減しました。また、省スペースでの設置を

速度を的確にコントロールすることで、

可能にし、快適な空間設計に貢献します。

低速

高速

スムースで安定した出力を両立します。
■ドラムユニット

安定した画像転写に貢献する「中間転写ベルト」

オイルレスでスピーディに定着する
QFカラートナー

感光ドラム上で生成された画像を、

トナーの溶融特性を向上させ、オンデマンド定着方式に

ベルトの下面を利用して優れた転写

適したQFカラートナーを採用。
トナーにワックスを微細

効率で用紙に一括転写する「中間

に分散させることでオイルレス定着を実現。出力後すぐ

転写ベルト」方式を採用しました。

の加筆や捺印はもちろんのこと、自然な光沢のある出力

安 定したクオリティで効 率 の 良い

が可能です。

出力を実現します。
■QFカラートナー

■中間転写ベルト

優 れた エンジン パフォー マンスを 支える先 進 の 頭 脳

集中するジョブを軽快にハンドリングする
第3世代「カラーiRコントローラ」
新開発「SMART 4 LASER ENGINE」のパフォーマンスをフルに

Newインターネット・プロトコル
＊5
「IPv6」に対応
Windows Vista ™ のIPv6対応に伴う

■ 逐次処理と同時並列複合処理

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。その
心臓部となるのが533MHzと400MHzのデュアルCPUと画像

ユーザ環境の変化を見据え、
新しいインター
ファクス

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）
です。
さらに、
標準1GB（最

同時並列複合処理
（Concurrent）

スキャナ

対応と同時に、IPv6搭載製品の適合性

ネットワーク
送信
送信

スキャナ

大1.5GB）の拡張メモリ、1200dpi出力の画
像処理を効率的に行う専用チップも搭載。
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）
■SOC

ネット・プロトコル「IPv6」に対応。また、
や相互接続性をテストする、全世界共通
のプログラムにも合格し、

プリント

保存

ファクス
保存

遂次処理
（Sequential）

「IPv6 Ready」認定も
取得しています。

プリント

ネットワーク

を実現し、快適なワークフローを提供します。

＊1 iR C2880はカラー26枚/分、モノクロ28枚/分。 ＊2 1200dpi時はプリント時のみ対応。半速になります。 ＊3 iR C3380/C2880、iR C3380F/C2880Fは38秒。 ＊4 APFM＝Accelerated Paper Feeding Method
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＊5 IPSecには対応していません。

カラー スキャン の 精 度と効 率を 高 いレ ベ ル で 両 立
＊6

フロースキャン・ゴミ検知も可能な「3S image Reader」
原稿を読み取るリーダには、薄さ64mmを実現
したコンパクトな「3S image Reader」を採用。
DADF＊7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。読み取り部にはゴミ検知機能も備え、
快適なワークフローを提供する高性能リーダです。
センサには高感度カラーCISモジュール＊8
を採用し、高精度な色再現と省電力を両立
させました。
■ フロースキャンDADF

スキャンのスピードアップに貢献する
「リアルタイムACS」

■ リアルタイムACS
出力

原稿

プレスキャンを不要とする「リアルタイムACS」を搭載。原稿読み取りにかかる時間を

プレスキャン
なしで

iR C3380

大幅に短縮します。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

コピーの効率

スキャン

カラー

UP
モノクロ

スキャン後に
カラーとモノクロを判別

混在する原稿でもスムースにスキャンが行えます。

ビジネスコミュニケ ーションを 深 める、優 れたカラー 再 現 性
繊細なディテールまでも鮮やかに再現する
「AST（アドバンスド・スムージング・テクノロジー）」

安定した画像生成をサポートする
「オートレジストレーション補正」

スムージング処理をベタ部のみ

ドラムや部品の交換や複合機

ならず、ハーフトーン部でも行う

内の温度変動で、出力画像には

「AST」を採用することで、色の

変化が起こりやすくなります。そ

ついた文字や線の再現性が従来

こで、転 写 ベルト上に各 色の
白抜け部分が
ジャギーの原因に

より大幅に向上。繊細なディテール
までを再現できる独自の画像処理
システムです。

■ レジストレーション補正

パターンを形成し、主走査・副
走査方向のズレや傾き、倍率変

AST・ON

AST・OFF

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
正を行い、入 出力条 件に応じ

細かな文字や線も
クリアに再現する「T-MIC」
キヤノン独自の多値誤差拡散処理「T-MIC」

■多値誤差拡散処理「T-MIC」

色ズレ検知センサ回路基板

通常
スクリーン

入出力時の色調補正で再現性を高める
「デュアルダイレクトマッピング」

を本体側でサポート。
ドキュメント上の文字、
写真、グラフといった各要素に適した中間
調処理を行い、粒状感・階調性を改善する

レーザユニット

安定した高画質を実現します。

色調補正を入力時/出力時の両方で行います。
「入力ダイレクトマッピング」機能では、

T- MIC

スキャナ部の色差を低減してスキャン画像の色再現性が向上。
「出力ダイレクトマッピング」

とともに、モアレやジャギーの少ないプリント
を実現します。

イメージ図

機能では、入力時に補正されたRGB信号などを本体に記憶されているCMYKデータに
置き換えることにより、RGBデータの出力に対しても高い色再現性を実現しました。
■ デュアルダイレクトマッピング

手軽な操作で色味を安定させる「自動階調補正」
安定した色調再現をサポートする「自動階調
補正」。出力したテストパターンをスキャナ部
で計測して補正するフル補正モードに加え、高
精度濃度センサ「SALT」がトナー濃度の変
化を中間転写ベルト上に出力された色パッチ
で感知し、
本体内で補正を実行してくれるクイッ

C
I
S
か
ら
の
入
力
信
号

出力ダイレクトマッピング

z

記憶色に
直接割り当て

z

入力ダイレクトマッピング

y

出力用
CMYK
データ

Copy

y

記憶色に
直接割り当て

RGB
データ
x

補正された
RGB
データ

x

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

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

Send

ク補正モードも搭載しました。

＊6 3S＝Slim、Speedy、Silent

＊7 iR C3380/C2880はオプション、iR C3380F/C2880Fは標準装備。 ＊8 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。
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使う人 のさまざまな 視 点 から、使 い や すさと快 適さを 追 求

直感的な操作で多彩な機能を使いこなせる
「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 想をもとに設計された、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。さらに、従来からのColor imageRUNNER/imageRUNNERと操作感を
統一。すでにお使いの方も初めての方も、操作部を左から右に流れるように
直感的でわかりやすいオペレーションが行えます。

急ぎのジョブを優先して実行できる「優先プリント」

快適なオフィス空間に貢献する省スペース設計

システム状況画面から「コピー」
「ボックス」
「受信/ファクス」など、
どの機能のジョブを

他のジョブをスキップして、急を要するジョブを先行してプリント可能です。本体の
優先してプリントするか、
ジョブ単位で設定できます。
横幅を抑えたコンパクトボディ、
センター排紙などオフィススペースの有効活用を促進
する省スペース設計。さらに、
「インナー2ウェイトレイ・D1」や「フィニッシャー・Z1」と
いった排紙オプションも本体幅内に装着できるビルドイン設計を採用しています。

車イスをお使いの方の操作をサポートする「DADFハンドル」
コピー・スキャン時などに車イスをご使用の方が原稿台の開閉を簡単に行えるように「DADF
ハンドル」をオプションでご用意しました。座ったまま原稿サイズのガイド表示が見える

565mm

760mm

1,040mm

1,166mm

1,243mm

ようにDADFの形状にも配慮しています。

1,035mm

本体正面

本体左側面

■本体サイズ

：壁
：設置スペース

■設置スペース

大量出力のニーズにも余裕をもって応える
2
6Way最大5,650枚（64g/m 紙）の大容量給紙

■原稿サイズガイド

■DADFハンドル

操作をやさしくナビゲートする「音声操作＆音声ガイダンス」
オプションの「音声操作キッ
ト・A1」または「音声ガイダンス

650枚×2段の給紙カセットと

キット・B1」の装着により、
コピー、送信/FAX画面に

50枚積載のマルチ手差しを

おける基本機能の読み上げを音声でナビゲート＊2。

標準装備。さらにオプションの

操作はテンキーを用いて行えるので、
操作画面が見えにくい

2段カセットペディスタル（650枚

方でも簡単に利用できます。また、
「音声操作キット・A1」

×2）
と3,000枚積載可能なサイド

では、ユーザの声を認識しコピーの基本操作をサポート

ペーパーデッキにより、最 大

することも可能です。

■音声操作キット

5,650枚の大容量給紙を実現
します。給紙カセッ
トにはプッシュ

手を汚さずに簡単に交換できる「セットオン小型トナーボトル」

ボタンを採用し、
片手で簡単に

セットオン方式のため、
トナー交換をスピーディーに行えます。ブラックは約26,000枚＊3、

開閉可能です。

シアン・マゼンタ・イエローは各色とも約14,000枚＊3の印刷が可能です。

■大容量給紙

ジャムリカバリーも右サイドからのアクセスで簡単処理
万一の紙詰まりの際も、本体右側からのアク
セスのみで処理可能＊1。コーナーへの設置を

■トナー交換

可能にすることで、
オフィス空間の有効活用を

■トナーボトル（4色）

用紙コスト削減に貢献する
「スタックレス自動両面機構」

さらに推進します。

■

1 １枚目・表
1 １枚目・裏
2 2枚目・表

分厚くなりがちな会議資料などの用紙枚数を半減し、
用紙コストの削減をサポートします。

機能別に排紙先を指定できる
「排紙トレイ設定」

■

1

3 3枚目・表

1
3
2

■サイドアクセス
■

■スタックレス自動両面機構
給紙カセットを機能ごとに
使い分けられる「カセットのON/OFF」

＊1 フィニッシャー装着時除く。 ＊2 コピー（シンプル）画面の基本設定のみ可能。 ＊3 A4各色5％原稿時。 ＊4 積載性能を満たせない場合があります。
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目的に合わ せ て 選 べ る、バリエ ーション豊 か な 給 排 紙 オプション

原稿台カバー・タイプH

DADF-L1

中折れタイプの原稿圧板です。
標準価格 8,000円（税別）

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も実現します。
標準価格 200,000円（税別）

インナー2ウェイトレイ･D1

コピートレイ・J1

異なるジョブの振り分けを行い、
出力の混載を防ぎます。
標準価格 10,000円（税別）

「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）

手差しトレイ
ハガキ（100×148mm）から
SRA3（320×450mm）
と
幅広い用紙サイズに対応。

給紙カセット
650枚（64g/m 2 ）×2段の給紙カセットです。

サイドペーパーデッキ・Z1
2段カセットペディスタル･Y3

オフィスで使用頻度の高いA4サイズの
用紙を一度に3,000枚（64g/m 2 ）
セットすることが可能です。
標準価格 230,000円（税別）

各カセットに650枚（64g/m 2 ）、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。
標準価格 150,000円（税別）

※写真はiR C3380Fに、オプションの「2段カセットペディスタイル・Y3」、
「インナー2
ウェイトレイ・D1」、
「コピートレイ・J1」、
「サイドペーパーデッキ・Z1」を装着したものです。

フィニッシャー

フィニッシャー・Y1
最大2,000枚＊4の大量排紙を実
現し、50枚（64g/m 2 ）ステイプル
に対応。コーナーとじ、2カ所とじ
が可能です。
標準価格 240,000円（税別）

サドルフィニッシャー・Y2
「フィニッシャー・Y 1」の機 能に
加え、
自動中綴じ製本が可能です。
標準価格 380,000円（税別）

パンチャーユニット・L1
「フィニッシャー・Y1」または「サ
ドルフィニッシャー・Y2」に装着し
て、2穴パンチ機能を拡張します。
標準価格 60,000円（税別）

バッファパスユニット・E2
「フィニッシャー・Y1」、
「サドルフィ
ニッシャー・Y 2」を装 着するため
のユニット。
標準価格 30,000円（税別）

ペディスタル

フィニッシャー・Z1
本 体 幅で装 着できる省スペース
設 計 。5 0 枚（ 6 4 g / m 2 ）ステイプ
ルに対応し、コーナーとじ、
２ヵ所
とじが可能です。
標準価格 120,000円（税別）

iR用ペディスタル Type A

iR用キャスター Type A

用紙やオプションカセットなどを収容できる専用置台。
標準価格 40,000円（税別）

デスクサイドで椅子に座ったまま操作したり、車イスの
高さからパネル操作がしやすいように配慮されています。
標準価格 20,000円（税別）
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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

iR C3380/C3380F
iR C2880/C2880F
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）
＊1
305㎜×457㎜、320㎜×450㎜（SRA3）
、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
＊1
き＊1、封筒、不定型サイズ（99㎜×140㎜〜320㎜×457㎜）
画像欠け幅
先端：4㎜ 後端左右：2.5㎜
ウォームアップタイム（室温20度） iR C3380/C2880：30秒以下 iR C3380F/C2880F：38秒以下
ファーストコピータイム
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）
連続複写速度
A3
モノクロ 15枚 カラー 15枚
モノクロ 15枚 カラー 15枚
B4
モノクロ 17枚 カラー 17枚
モノクロ 17枚 カラー 17枚
A4
モノクロ 33枚 カラー 30枚
モノクロ 28枚 カラー 26枚
B5
モノクロ 33枚 カラー 30枚
モノクロ 28枚 カラー 26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）
給紙方式/給紙容量 カセット
650枚×2＋650枚×2（2段カセットペディスタル・Y3＊2）
（64g/㎡紙）
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･Z1＊2）
連続複写枚数
999枚
電源
AC100V 15A 50Hz/60Hz共通
最大消費電力
1.5KW以下
＊3
大きさ
iR C3380/C2880： 565㎜（幅）×760㎜（奥行）×791㎜（高さ）
＊4
iR C3380F/C2880F：565㎜（幅）×760㎜（奥行）×913㎜（高さ）
質量
iR C3380/C2880：約116kg iR C3380F/C2880F：約125kg
機械占有寸法＊5
868㎜（幅）×760㎜（奥行）
メモリ容量
RAM 標準：1GB 最大：1.5GB HD 80GB
付加機能
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、製本、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、地紋印字＊2、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

■ 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・Q1／LIPS V/PS拡張キット・Q1
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
解像度

対応OS
内蔵フォント

■ PSプリンタ機能の仕様（オプション）
名称
LIPS V/PS拡張キット・Q1
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
解像度

対応OS
内蔵フォント

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

欧文

■ PSプリントサーバの仕様（iR C3380/C2880用オプション）
名称
PSプリントサーバユニット・J1
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。

※ Windows Vista™には順次対応予定です。

データ処理
プリント

対応OS

内蔵フォント

和文
欧文

インターフェース
電源/最大消費電力
大きさ/質量
画像欠け幅

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

備考

ただし不定型サイズは99㎜×140㎜〜310㎜×630㎜＊
コピー仕様に準ずる
1200dpi×1200dpi（テキストのみ）、600dpi×600dpi
9600dpi相当×1200dpi（半速）、9600dpi相当×600dpi
Adobe® PostScript®3™
TCP/IP（LPD・Port9100・IPP・IPPS・SMB・FTP）
、
IPv6（LPD）
、
IPX/SPX（NDS・Bindery）、AppleTalk（PAP）
Windows ® 98SE/Me/2000/XP/Server2003（32bit）、
UNIX（LPRプリント）、Mac OS 9.2.2以降、Mac OS X（10.2.8
以降）
明朝体（リュウミンライト‐KL）、
ゴシック体（中ゴシックBBB）
136書体
Ethernet 100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
AC100V 4A 50Hz/60Hz共通/約57W
332㎜（幅）×93㎜（奥行）×287㎜（高さ）/約4.95kg
先端後端4㎜ 左右2.5㎜。ただし、A4サイズ以下は全周4㎜、
SRA3は先端後端4㎜ 左右7.5㎜（印字領域は301㎜×449㎜）
長尺プリントの印字領域は305㎜×622㎜

■ G4FAX機能の仕様（オプション）
名称
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
ファクスドライバ

備考

■ Pullスキャン機能の仕様（iR C3380F/C2880Fに標準装備、iR C3380/C2880はオプション）
名称
LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1
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（主走査×副走査） 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
インターフェース
100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル
TCP/IP
対応OS
Windows®98/Me/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16MB以上、推奨32MB以上）/
2000（最低64MB以上、推奨128MB以上）/
XP/Server 2003（最低128MB以上、推奨256MB以上）
HD容量
100MB以上の空き容量
表示解像度 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

iR C2880
iR C2880F

…本体標準価格（税別） 1,180,000円
…本体標準価格（税別） 1,610,000円

■ 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・N1
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（主走査×副走査）100×100dpi、150×150dpi、200×100dpi、200×200dpi、
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）
100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
インターフェース
＊1
対応プロトコル
SMB
（TCP/IP）
、
FTP
（TCP/IP）
、
SMTP
（TCP/IP）
、
NCP
（IPX）
、
対応OS

出力フォーマット
画像モード
付加機能

＊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。

■ 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）
名称
Send拡張キット・N1
インターネットFAX SMTP＊1（送信）/POP3＊2（受信）
通信プロトコル
イントラネットFAX SMTP＊1（送受信）
通信モード
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）
通信可能用紙サイズ
200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi＊3、
解像度
モノクロ
カラー
対応メールサーバ

●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2007年4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、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、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。

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

WebDAV＊2
Windows ®98/Me/XP/2000Professional（SP4以降）
/2000Server（SP4以降）/Server2003（SP1以降）/Vista、
Samba 2.2.8/3.0（Mac OS 10.4.X、RedHat Linux9.0）
FTP
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
WebDAV
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）
SMTP
Microsoft Exchange Server2000（SP3）、Windows®Server
2003（SMTP Service）、Sendmail8.12.8、Lotus Domino R6.5
NCP
Novell NetWare 5.1J /6.0J/6.5J
シングルページ TIFF（MMR）/JPEG/PDF
マルチページ 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、暗号化PDF生成機
能＊3、サーチャブルPDF生成機能（OCR）＊3、機器署名PDF生成機能＊3、
ユーザ署名PDF生成機能＊3、タイムスタンプPDF生成機能＊3など
SMB

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

＊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。

※ Windows Vista™には順次対応予定です。

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

G4 FAXボード・E1
ISDN
標準モード：
200dpi×100dpi（G4）、8dot/㎜×3.85ライン/㎜（G3）
ファインモード：
200dpi×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： 400dpi×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 標準モード JBIG送信時）
インターフェース USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル TCP/IP（LPD・Port9100・SMB）、IPX/SPX（NDS・Bindery）
Windows®98/Me/2000/XP/Server2003/Vista、Mac OS X（10.2.8以降）
対応OS
ワンタッチボタン：200件＊1、宛先表：1600件＊1、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、
メモリ送信、
ダイレ
クト送信、発信元記録、発信人名称（50件）、
ジョブ終了通知＊2、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、排紙トレイ設定など

＊1 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。 ＊2 オプション。

＊ 長尺プリントはサービス担当による設定が必要です。

画像モード

…本体標準価格（税別） 1,330,000円
…本体標準価格（税別） 1,760,000円

走査線密度

マルチポートFAXボード・J1（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）
インターフェース USB2.0 High-Speed、100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
対応プロトコル TCP/IP（LPD・Port9100・SMB）、IPX/SPX（NDS・Bindery）
対応OS
Windows®98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista、Mac OS X（10.2.8以降）
ワンタッチボタン：200件＊1、宛先表：1600件＊1、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＊2、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
リモート受信、排紙トレイ設定など
動切換え、手動受信＊2、オンフック、

＊1 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。 ＊2 オプション。

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
PostScript3互換
TCP/IP（LPD・Port9100・WSD・IPP・IPPS・SMB・FTP）、
IPX/SPX（NDS・Bindery）、AppleTalk（PAP）
Windows®98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista、
Mac OS 9.1以降、Mac OS X（10.2.8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、100Base-TX/10Base-T（IEEE802.3準拠）
全周4㎜（印字領域は305㎜×622㎜）
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。

＊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。 ＊3 ダイレクトプリント拡張
キット・F1拡張時。

iR C3380
iR C3380F

和文

エミュレーション
インターフェース
画像欠け幅

ページ記述言語
対応プロトコル

データ処理
プリント

データ処理
プリント

ページ記述言語
対応プロトコル

■ 自動原稿送り装置の仕様（iR C3380F/C2880Fに標準装備、iR C3380/C2880はオプション）
名称
DADF-L1
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：42〜128g/㎡ 両面原稿：50〜128g/㎡
原稿の収容可能枚数
50枚（80g/㎡、42g/㎡は10枚まで）
原稿交換速度
28枚/分（コピー時 カラー/モノクロ共）
電源/最大消費電力
本体より供給/約30W
大きさ/質量
565㎜（幅）×538㎜（奥行）×122㎜（高さ）/約8.5kg

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/Vista、Mac OS X（10.2.8以降）
なし
標準：BMLinkS オプション：TIFFダイレクトプリント/PDFダイレクトプリント＊3
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

適用回線

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

連続プリント速度
解像度

連続プリント速度
解像度

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

＊1 手差しトレイのみ給紙可能。 ＊2 オプション。 ＊3 原稿台ガラスまで。 ＊4 DADFを含む。
＊5 手差しを最大限伸ばした状態。

■ LIPS LXプリンタ機能の仕様（iR C3380F/C2880Fに標準装備、iR C3380/C2880はオプション）
名称
LIPS LXプリンタ＆スキャナキット・Q1
形式
内蔵型
プリントサイズ
コピー仕様に準ずる。

データ処理
プリント

ページ記述言語
対応プロトコル

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 V（LIPS LX、LIPS IV、LIPS III、LIPS II+）
TCP/IP（LPD・Port9100・WSD・IPP・IPPS・SMB・FTP）、
IPX/SPX（NDS・Bindery）、AppleTalk（PAP）
Windows®98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista、
Mac OS 9.1以降、Mac OS X（10.2.8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（EAN-128、CODE39、NW-7、JAN、郵便バーコード、OCRフォント）
ESC/P、N201、IBM5577、HP-7550B、HP-GL2、BMLinkS
USB2.0High-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

■ スーパーG3FAX機能の仕様
（iR C3380F/C2880Fに1回線ボードが標準装備、2回線ボード及びiR C3380/C2880はオプション）
名称
スーパーG3 FAXボード・W1（1回線ボード）

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。

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

2007年4月現在

東京都港区港南2-16-6

0407SZ100

00306143

