
サテラ モノクロレーザビームプリンタ複合機カタログ�

コストを削減できる両面印刷機能をオフィスで共有。�
高機能ネットワーク複合機新登場。選べるサテラMFシリーズ。�

つながればビジネスは変わる。�
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ネットワークの構築で高機能を共有。�
両面印刷やSEND Lite機能など、高度な機能を共有して、オフィスのさまざまな業務を効率化。�
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S p a c e
S a v i n g

C o s t
S a v i n g

T i m e
S a v i n g

省スペース・低コスト・ハイスピードを基本に�
さまざまな高機能で快適な生産性を追求した�
世界最小幅＊1のレーザビームプリンタ複合機「サテラ」に、�
ネットワーク機能搭載機がついに登場。�

効率性と快適性を求める�

これからのスモールオフィスに�

最適なフォルムとコンパクトサイズ。�

ウォームアップレスでファーストコピーが速く�

一刻を争うビジネスの現場で�

仕事のタイムロスを低減。�

世界最小幅＊1

390mm
最大1/4

＊2

ファーストコピー�

8.5秒＊3

390mm
最大1/4

＊2

8.5秒＊3

あらゆるオフィス環境、ビジネスシーンに対応するために、ネットワーク上のどのパソコンからでも�

両面印刷が可能となるなど、さまざまな高機能をオフィス全体で活用できるネットワーク機がいよいよ登場。�

ラインアップがさらに拡充した世界最小幅＊1のモノクロレーザビームプリンタ複合機「サテラ」。�

もちろん全機種に省エネ・省電力で環境に配慮したキヤノン独自のオンデマンド定着技術を採用。�

省スペース・低コスト・ハイスピードで操作性に優れた「サテラ」が、�

ワークグループやスモールオフィスの仕事をスマートにこなし、�

ビジネスを力強く支えます。� 用紙コスト�

世界最小幅＊1

ファーストコピー�

用紙コスト�

＊1 MF4000シリーズ。ガートナーデータクエスト定義におけるフラットベッドタイプレーザー複合機Segment 1（11-20ppm）クラス、 2006年12月4日時点において（GJ06506）。キヤノン調べ。　＊2 MF4680/MF4150/MF4130/MF4120で両面印刷機能と2in1コピーを組み
合わせた場合。　＊3 MF4680のコピー開始から終了までの時間。原稿台使用時、節約モードからの復帰直後と電源投入後を除く。MF4150/MF4130/MF4120は9秒以下。�
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両面印刷で用紙の使用量を節約。�

オンデマンド定着による省電力と相まって�

コスト削減にも貢献。�

プリント、コピー、ファクス受信時に両面印刷が可能。�
用紙の使用量を減らして書類や資料もスッキリ。�

両面印刷機能で書類や資料をスリムに。�

マルチな複合機ながらスリムで洗練されたフォルムを採用。�
仕事の流れに最適な場所に、手軽に設置。�

手軽に置けるフラット・フォルム。�

ファーストコピータイムが速いので、�
窓口業務など、お客様への対応がスムーズ。�

素早いファーストコピーでタイムロスを低減。�
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両面印刷機能も共有できる�
ネットワーク標準装備の高機能モデル。�

連続コピー：20枚／分＊1�

600dpi×600dpi＊2

オンデマンド定着方式　�

連続プリント：20枚／分＊3�
1200dpi相当×600dpi＊2

スーパーG3ファクス  A4／送受信＊10�
両面ファクス受信（A4）�

ネットワーク標準対応＊6

自動原稿送り装置（ADF）：約35枚 �
カセット給紙：約250枚�

両面コピー＊4・両面プリント：5枚（10ページ）／分＊5�

600dpi×600dpi＊2
両面コピー＊4・両面プリント：5枚（10ページ）／分＊5�

600dpi×600dpi＊2
両面コピー＊4・両面プリント：5枚（10ページ）／分＊5�

600dpi×600dpi＊2

カラースキャナ：600dpi×1200dpi＊2カラースキャナ：600dpi×1200dpi＊2

連続プリント：20枚／分＊3�
1200dpi相当×600dpi＊2

スーパーG３ファクス  A4／送受信＊10�
両面ファクス受信（A4）�

自動原稿送り装置（ADF）：約35枚 �
カセット給紙：約250枚�

高速＆高品質で仕事を効率化する�
両面印刷機能搭載の多機能モデル。�

連続コピー：20枚／分＊1�

600dpi×600dpi＊2

連続プリント：20枚／分＊3�
1200dpi相当×600dpi＊2

連続コピー：20枚／分＊1�

600dpi×600dpi＊2

両面コピー＊4・両面プリント：5枚（10ページ）／分＊5�

600dpi×600dpi＊2

連続プリント：20枚／分＊3�
1200dpi相当×600dpi＊2

連続コピー：20枚／分＊1�

600dpi×600dpi＊2

オンデマンド定着方式　�

両面印刷機能を標準搭載。�
ADF付きのハイパフォーマンスモデル。�

オンデマンド定着方式　�

カラースキャナ：600dpi×1200dpi＊2

自動原稿送り装置（ADF）：約35枚�
カセット給紙：約250枚�

デスクトップで使いやすい�
両面印刷機能搭載コンパクトモデル。�

オンデマンド定着方式　�

カラースキャナ：600dpi×1200dpi＊2

カセット給紙：約250枚�

P.13 P.13 P.14
オープン価格※�オープン価格※�オープン価格※�オープン価格※�

P.14
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資料の用意も余裕でおまかせ。�
デスクサイドで両面＆高速コピー。�

企画書も書類も思いのまま。�
きれいでスピーディなプリントアウト。�

PDFファイル作成もOCRも簡単に実行。�
パソコンで資料を一括管理。�

大量の送信もアッという間。�
スーパーG3で高速電送。�

機能も情報も仕事も共有。�
ネットワーク構築でビジネスに機動力。�

コピー�

プリンタ�

ファクス�

スキャナ�

ネットワーク�

連続プリント：20枚／分＊8�

1200dpi相当×600dpi＊2

スーパーG３ファクス　A4／送受信＊10�

カラースキャナ：1200dpi×2400dpi＊2

ネットワーク標準対応＊9

自動原稿送り装置（ADF）：約50枚  �
カセット給紙：約250枚�

プリンタ共有でオフィスを活性化。�
ネットワーク対応の高性能モデル。�

連続コピー：20枚／分＊7�
1200dpi相当×600dpi＊2

オンデマンド定着方式　�

身近に使える�
ハイコストパフォーマンスモデル。�

連続コピー：20枚／分＊7�
600dpi×600dpi＊2

オンデマンド定着方式　�

連続プリント：20枚／分＊8�
1200dpi相当×600dpi＊2

カセット給紙：約250枚�

カラースキャナ：600dpi×1200dpi＊2

ビジネスに必要な機能を凝縮した�
ロングセラーのスタンダードモデル。�

連続コピー：14枚／分＊7�
1200dpi相当×600dpi＊2

オンデマンド定着方式　�

連続プリント：14枚／分＊8�
1200dpi相当×600dpi＊2

自動原稿送り装置（ADF）：約50枚�
カセット給紙：約250枚�

スーパーG３ファクス  A4／送受信＊10

ユーザビリティ�

製品�

オプション･消耗品�

仕様一覧・動作環境�

サービス＆サポート�

※オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合せください。　＊1  A4等倍時。片面コピー時のみ。　＊2  コピー/プリント/スキャナの解像度表記はコピーが書き込み解像度、プ
リントがプリント解像度、スキャナが光学解像度（原稿台使用時）。　＊3 片面プリント時/標準カセットからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。　＊4  ADFか
らの読み込みは、片面のみ対応。　＊5  A4等倍時。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。　＊6  PCからのスキャン操作（MF Toolboxを使用した操作）の共有はできま
せん。　＊7  A4等倍時。MF5770/D350のADF利用時は同一原稿のみ。　＊8  標準カセットからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。　＊9  スキャナ機能の
共有には対応していません。　＊10  ファクス受信は（MF4000シリーズにおける両面印刷ファクス受信を含め）A4/レターサイズのみの対応となります。�

￥118,000
（税別）�希望小売価格�P.15

￥49,800
（税別）�希望小売価格�P.15

￥108,000
（税別）�希望小売価格�P.16

P.05

P.06

P.07

P.08

P.09

P.11

P.13

P.16

P.17

P.19



資料の作成などに便利なズーム機能を搭載。50％～200％まで1％刻みでの縮小

拡大。また、B5→A4やA4→B5などが選べる定型倍率＊7による縮小拡大の設定に

も対応しています。�

2枚以上にわたる原稿を複数部コピーする場合に、コピーした用紙をページ順

に並べて仕分けることができます。ADF（自動原稿送り装置）を標準装備した

MF4680/MF4150/MF4130/MF5770/D350は、原稿をADFにセットしてソート機能を選

べば、読み込んだ原稿順に出力されます。また、MF4120/MF3220でも、原稿を一旦本体

メモリに読み込ませることにより、ページ順に仕分けることができます。�

記録用や保管用の資料は、できるだけコンパクトにファイリングしたいもの。

2in1コピー機能を活用すれば、Ａ4サイズ2枚の原稿を、それぞれＡ5サイズに

縮小して本体メモリに一旦保存。Ａ4サイズ1枚の用紙にまとめてコピーでき

ます。さらに、MF4000シリーズでは両面コピー機能と組み合わせれば、Ａ4表

裏で4in1のコピーもできます。�

コピーやプリンタの使いやすさの追求、省エネルギー化から生まれたのが、キヤノン独自のオンデマンド（SURF）

定着技術です。『サテラ』はレーザビームプリンタ複合機に不可欠な定着器にこのオンデマンド定着方式

を採用。用紙が通過する間だけ瞬時に加熱するため、ウォームアップレスで立ち上がりにもほとんど時間

がかかりません。またスタンバイ時の余熱が不要なので、余分な消費電力をカットし、省エネルギーの促進を

します。待機時間（スリープ時）の消費電力も、MF4680/MF4150/MF4130/MF4120

は約3W以下、MF3220が約5W以下、D350が約6W以下と低消費電力です。�

※写真はMF4150です。�

ドキュメントをムダなく効率的に作成できる両面コピー機能＊1標準搭載。�

ウォームアップレスで低消費電力のオンデマンド定着方式。�

原稿を連続読み取り。�
ADF（自動原稿送り装置）＊1標準装備。�

両面印刷機能で用紙を節約しながら、鮮明で美しい資料や書類を、�

スピーディに出力するコピー機能。�

さまざまなビジネスドキュメントをスムーズに作成し�

オフィスワークを強力にサポートします。�

■オンデマンド定着方式�

定着フィルム�

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と�
　ローラ定着方式の温度変化�

プリント�
時間�

プリント�
時間�

スタンバイ�
状態�

印刷時間の差�

0

50

100

150

200

オンデマンド�
定着方式�

従来までの�
ローラ定着方式�

時間�

温度（℃）�
�

両面コピー機能を標準搭載したMF4000シリーズなら、用紙量を低減できます。独立した両面コピーボタンで

操作も簡単。コストを削減しながらムダのないビジネス文書の作成を可能にします。しかも、コンパクトボディな

がら、キヤノン独自の紙搬送構造により両面コピー時にも用紙はカールしにくくなっています。両面コピー機能

に2in1やソート機能を組み合わせて使えるなど、美しいスマートな書類作りをサポートします。�

■2in1コピー機能� ■4in1コピー機能（両面コピー＋2in1コピー機能）�

A4原稿2枚� A4原稿4枚�

A4サイズに�
縮小コピー�

A4原稿1枚に�

=

A4原稿1枚に�

=

A4サイズに�
縮小コピー�

コピーワークを多彩にサポートする便利な応用機能。�

2in1コピー機能 / 4in1コピー機能＊6

A4毎分20枚＊2の高速コピー。�
さらにファーストコピーもスピーディ。�
�

■ファーストコピータイム＊3

対応機種�

対応機種�

対応機種� 対応機種�

対応機種�

大量の資料を急いでコピー。そんな場合でもA4毎分20枚＊2の

高速出力により余裕で対応。また、MF4000シリーズのファー

ストコピータイム＊3は9秒以下＊4。MF3220、D350は約11秒＊4。

このスピードを実現したのは薄型、軽量、省電力が特長のCIS

（コンタクトイメージセンサー）とオンデマンド定着方式。エネル

ギーのロスを抑えながら、素早く立ち上がり、コピーを開始します。�

連続コピーに便利なADF（自動原稿送り装置）

を搭載。MF5770 /D350は最大50枚、

MF4680/MF4150/MF4130は最大35枚（共

にA4サイズ）の連続コピーが可能。さらに、

MF4680/MF4150/MF4130は異なる原稿も

毎分20枚のスピードで連続コピーできます。�

ズーム機能＊7

ソート機能�

約11秒�

約9秒�

MF3220�
D350

MF4680�
MF4150�
MF4130�
MF4120 以下�

＊5

■両面印刷経路図�

給紙経路�

両面印刷時経路�
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＊1 ADFの読み込みは両面原稿に対応しておりません。　＊2 D350を除く。MF5770、MF3220は、A4等倍時/ADF利用時は同一原稿のみ。MF4000シリーズは、A4等倍時/片面コピー時のみ。　＊3 コピー開始から終了までの時間。　＊4 原稿台の場合、節約モードか
らの復帰直後と電源投入時を除く。　＊5 D350はA4毎分14枚。（A4等倍時/ADF利用時は同一原稿のみ。）　＊6 MF4680/MF4150/MF4130/MF4120のみ。　＊7 2in1コピー機能との組み合わせはできません。　�
�



■ CARPS2概念図�

PC
アプリケーション� GDI プリンタドライバ�

プリンタ�
プリンタコントローラ�エンジン�

従来のPDL

CARPS2 GDIコマンド�

GDIコマンド� PDL

高圧縮ビットマップ� ビットマップ�

ビットマップ�
レンダリング�

レンダリング�
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MFシリーズとパソコンとのインタフェースは、ＵＳＢケーブル＊10１本で容易に

接続ができるＵＳＢ2.0 Hi-Speed＊11を採用。ＵＳＢ2.0 Hi-Speedに�

対応したパソコンと接続すれば、出力データを高速で伝送します。�

MFシリーズならＡ４サイズの原稿を毎分20枚＊8もの高速でプリントアウト。また、

MF4000シリーズは両面印刷も毎分5枚（10ページ）＊9のプリントアウトが可能。

プリントスピードが速いので、会議資料を最後までじっくりと練ることができます。

さまざまな大量のビジネスドキュメントを効率良く、高速に処理します。�

プリンタドライバには、パソコン側のＣＰＵで印刷データを圧縮し、スピーディなデータ処理を実現するCARPS（Canon Advanced Raster Printing System）CARPS 2（Canon Advanced Raster 

Printing System 2）を採用。しかも、さまざまな機能を簡単

なオペレーションで実現。最大16枚分の原稿を1枚の

用紙にまとめて印刷したり、逆に1枚の原稿を16枚に

拡大して印刷したりできるページレイアウト機能。ペー

ジ枠やヘッダー、フッターを付けて印刷できるページ

修飾機能。ドキュメントへのスタンプ機能など、さまざ

まな印刷設定が可能です。�

会議の資料や書類を両面印刷すれば、�

ページは半分に削減できます。�

パソコンのドライバ画面で任意のページを選択して、�

両面印刷を指定するだけの簡単操作。�

また、2in1機能と組み合せれば、A4表裏で4in1のドキュメントも

完成。書類のスリム化とコスト削減のお手伝いをします。�

プリント出力も高画質。600dpiでデータ処理し、1200dpi相当×600dpi

の高解像度。さらに、文字や図形の輪郭部のギザギザを自動検知し、スムー

ジング処理を行う「スーパー・スムージング・テクノロジー」を搭載。小さな

漢字も、微妙なグラフィックデータも鮮やかに再現します。また、トナーだ

から表現できるリアルブラックの美しさも大きな特長です。�

書類もコストもスリム化。�
スマートに仕事ができる両面印刷機能。�

パソコンからのデータを高速処理。�

A4毎分20枚のスピードでプリントアウト。�

高精細な文字や鮮やかなグラフィックを駆使した�

美しいドキュメントの仕上がりが、ビジネスの飛躍を加速させます。�

会議資料も快適にプリントアウト、�
A4毎分20枚＊8。�

■印刷設定画面（例）�

文字も写真も高精細に表現する、1200dpi相当×600dpiの高画質。�

■スーパー・スムージング・テクノロジー概念図�

スムージングOFF スムージングON

さまざまな印刷機能を容易に使いこなせるＣＡＲＰＳ/ＣＡＲＰＳ 2 ドライバ。�

対応機種�

対応機種�

対応機種�

対応機種�

対応機種�

重いデータも高速伝送。�
スムーズにプリントアウトできるUSB2.0 Hi-Speed。�

■両面印刷概念図�

コストもスペースも�

1/2に!

コストもスペースも�

1/4に!

〈両面印刷〉を設定の場合�

〈両面印刷＋2in1〉を設定の場合�

表�
裏�

＊12 ＊12 ＊12 ＊12

＊8 用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。MF4000シリーズは片面プリントの場合。　＊9 A4等倍時。用紙やサイズデータ量により遅くなることもあります。　＊10 USBケーブルは本体同梱。　＊11 USB2.0 Hi-Speedインタフェースを標準装備したすべて
のPC環境での動作を保証するものではありません。なお、USB2.0 Hi-SpeedはUSB1.1の上位互換ですので、USB1.1としてもご使用いただけます。　＊12 MF4150/MF4130/MF4120/MF3220にオプションの「プリントサーバ」（別売）を装着することで、プリント機能を
ネットワークで共有可能です�



MF4680/MF4150は8件、MF5770は12件、D350は30件のワンタッチダイヤル。そして、

MF4680は192件、MF4150/MF5770/D350は100件の短縮ダイヤルにより、必要な相手先にす

ぐにファクス送信ができます。さらに、MF4680は最

大201件、MF4150は最大124件、MF5770は最

大113件、D350は最大140件までの同報送信が

可能。大型の操作パネルにより操作も簡単です。�

外付け電話機の接続時に、電話着信とファクス受信を自動的に切り替えられる、

鳴り分け機能を装備。電話着信時は外付け電話機のベルを鳴らし、ファクスの場

合は、自動受信します。�

MF4680/MF4150なら、あらかじめファクスの受信を両面記録に設定しておけば、受信した文書を

用紙（A4/レター）の両面に印刷して出力することができます。�

これにより、ファクスの受信でも、用紙コストを削減できます。�

ADFに通らない本や雑誌などかさばる資料も、フ

ラットベッドを使用することで、そのままファクス

送信できるA4 Bookレーザファクス。もちろん、

ADFを使用すれば、最大約50枚＊5までの原稿

を送信できます。�

パソコンで作成したデータをダイレクトに送信できるPCファクス送信。これまでのように、

紙にプリントアウトして

からファクス送信する

手間がいらず、時間と

用紙コストが削減でき

ます。（ファクス送信は

モノクロになります。）�

大量通信や遠距離通信の多いビジネスで通信コストを削減できる、スー

パーG3ファクス。モデムスピード33.6Kbpsにより、A4標準原稿を約３秒＊1

での高速電送が可能です。�

ファクスの受信時に用紙が切れていた場合でも、大容量メモリにより、MF4680はA4標準原

稿を最大で約512枚＊2、MF4150/MF5770は 約256枚＊4までメモリ受信することができます。�

対応機種�

対応機種�

原稿の読取400dpi相当、記録600dpiの高画質出力で送信元のさまざまな原稿クオリティに

対応。さらに受信画像のギザギザを補正処理する「ハイパージェネシス・スムージング」によ

り標準モードで送られてきた原稿も鮮明に再現します。�

対応機種�

対応機種�

対応機種�

＊8＊9＊8＊9 ＊8

＊3

対応機種�

対応機種�

対応機種�

■スーパーG3（33.6Kbps）�

■従来G3 FAX（14.4Kbps）�

約61秒�

1秒�

約27秒�

3秒� 3秒� 3秒� 5秒�6秒� 6秒� 6秒�6秒�3秒�14秒� 6秒�

7秒�
 2�
 秒�
台�

 2�
 秒�
台�

 2�
 秒�
台�

 2�
 秒�
台�

 2�
 秒�
台�
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受信文書も両面印刷できる両面ファクス受信機能と�

スーパーG3ファクスの高速電送により、�

用紙代と通信費などのコストを大きく削減。�

スピーディな通信で、ファクス業務を効率化します。�

本や冊子も送信できるA4 Bookレーザファクス。�

※写真はMF4150です。�

送信先をすぐに選べる、ワンタッチダイヤル＆短縮ダイヤル。�

音声着信とファクス受信を�
一回線で共用できる、鳴り分け機能＊7。�

受信文書も自動で両面印刷できる両面ファクス受信。�

通信コストを削減する�
高速電送のスーパーG3ファクス。�
�

用紙切れでも安心。最大約512枚＊2までのメモリ受信。�

小さな文字もつぶれにくい、読取400dpi相当/記録600dpi。�

ペーパーレスで直接送信が可能。�
パソコンからダイレクトにデータを送る、PCファクス送信＊6。�

■両面ファクス受信�

■ファクス受信時� ■電話着信時�

R
R
R

※写真はMF4150です。�

■PCファクス送信�

直接ファクス送信が可能�

受信�
文書作成�

一度プリントアウトしてからファクス送信�

公衆回線�

従来�

PCファクス送信�

受信2枚（両面）� MF4680

送信4枚�

＊1 33.6Kbpsの場合。　＊2 MF4680の場合。搭載メモリをファクス受信にのみ割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。　＊3 MF4150は電源を切るとメモリ内のデータが消えてしまいます。　＊4 搭載メモリをファクス受信に割り当てた場合の
容量であり、他機能との併用により変動します。D350は最大約250枚。＊5 MF4680/MF4150は最大約35枚。　＊6 PCファクス受信機能はありません。　＊7 FAX/TEL切り替え時にメッセージは流れません。　＊8 接続する電話機の種類によっては発信や着信が正常
に動作しない事もあります。　＊9 本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を含む、金属ベル内蔵電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります。（黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機
の総称です。）�



同梱のスキャンユーティリティソフト（コントロールツール）MF Toolbox

により、本体操作パネルでのボタン操作だけでなく、パソコン画面から

も直接スキャニングできるワンタッチスキャン機能を搭載。スキャンした

原稿を、パソコン上で整理したり、加工したりするなど、迅速に活用でき

る便利な機能です。（詳細は下記をご覧ください。）�

スキャンデータを素早くメール送信したい。そんなときに便利なのがScan to 

E-Mail添付機能。自動的にEメールソフトが起動し、スキャンしたデータが新

しいメッセージに添付されます。スキャニングと、そのデータをメールソフトへ

添付するまでの一連の動作をスキャンソフトの操作で簡単にできます。�

綴じられていない大量の定型文書や帳票類を高速でス

キャニングできるADFを搭載。Ａ4サイズの原稿を

MF5770は最大約50枚、MF4680/MF4150/MF4130

は最大約35枚までセットできます。�

MF5770は1200dpi×2400dpi、MF4680/MF4150/MF4130/MF4120/MF3220は600dpi×1200dpiの光学解像度でスキャニング。カラー画像のデータ化はも

ちろん、帳票のテキストデータ化や書類の文書管理に威力を発揮します。また、MF5770はＣＣＤセンサ＊10を採用しているため、フラットベッドでのスキャニング時に、

本などの厚みがあり読み取り面から多少浮いてしまうような原稿でもきれいにスキャンします。�

MF Toolbox

高解像度でカラードキュメントをクリアにスキャン。�

カラードキュメントをオフィスの共有データとして�

十分に活用するために、PDF作成やOCR処理も�

簡単操作で実行できる高解像度のカラースキャナ機能。�

画像のデータや文書管理を容易に行えます。�

カラーのスキャンデータも高速伝送できる�
USB2.0 Hi-Speed＊11。�

※写真はMF4150です。�

※写真はMF4150です。�

本体とパソコンのどちらからでも、ワンタッチカラースキャン＊14。� E-Mailソフトへ自動で画像添付。�
簡単に送信できるScan to E-Mail添付機能。�

多量の書類も高速で読み取る�
ADF（自動原稿送り装置）＊13標準装備。�

●メール/OCR/保存/PDFの多彩な目的別プリセットボタン�

製品同梱のスキャンユーティリティソフト（コントロールツール）。読み込みから、PDFファイル作成、保存、メール添付、OCR処理まで、�
パソコン画面上のボタンをクリックするだけで、スキャン機能をトータルに、操作できるコントロールツールです。（Windows®のみ対応）�

●カスタマイズスキャン�

複数ページPDFを作成する際に、保存前ならサムネイルを見ながらペー

ジ順の入れ替えが可能です。また既存のPDFファイルの最終ページに

新たなPDFファイルのスキャン画像を追加することもできます。�

OCR処理により原稿の文字部分を
テキストデータとして認識。文書作
成のために二次活用したり、文中の
単語でのキーワード検索が可能です。�

スキャンしたドキュメントをまとめてひ
とつのPDFファイルに保存。1画像
データではない、複数ページPDFの
ファイルが簡単に作成できます。�

カラードキュメントも扱いやすいデー
タサイズに高圧縮してPDF化。効
率的な管理を実現するとともに、デー
タ共有もメール送信も容易です。�

パソコン画面上のアイコンをクリックするだけで、スキャン画像の

保存、PDFファイルの作成、OCRで文書のテキスト化、メール添

付など、目的に応じた機能の操作が簡単に行えます。�

目的のボタンを押すだけで機能を実行できる、イージーオペレーションのMF Toolbox。�

スキャンデータを有効に活用するためのさまざまなPDF作成機能。�

テキスト付きPDF 高圧縮PDF 複数ページPDF

対応機種�

対応機種�

対応機種�

対応機種� 対応機種�

対応機種�

USBケーブル＊12でつなぐだけの手軽さで、スキャンしたデータをパソコンに

高速で伝送するUSB2.0 Hi-Speed＊11に対応しています。カラードキュメント

といった大容量のデータも快適なスピードでスムーズに扱えます。�

目的に合わせて、スキャンデータを簡単に活用することが可能です。「メール」は、スキャン後にメールソフトが起動

し、自動添付。「OCR」は、スキャン画像をOCRソフトで起動。「保存」は、パソコンのフォルダに任意のファイル

形式で保存。「PDF」は、多彩なPDFを作成することができます。�

業務上、頻繁に使用するアプリケーションを自分流に割り当

てることができます。�

関連ソフトと連携、高度なスキャニング操作をアシスト�

文書管理や検索に効率的なデータが作れる高機能PDF 複数ページPDF作成時に、�
ページの追加＊15や入れ替え＊15が可能。�

＊15

※写真はMF4150です。�

対応機種�

対応機種�

08

＊10 MF4680/MF4150/MF4130/MF4120/MF3220はCISセンサ。　＊11 USB2.0 Hi-Speedインタフェースを標準装備したすべてのPC環境での動作を保証するものではありません。なお、USB2.0 Hi-SpeedはUSB1.1の上位互換ですので、USB1.1としてもご使用いただ
けます。　＊12 USBケーブルは本体同梱。　＊13 読み取りは片面のみ対応。　＊14 MF4150/MF4130/MF4120/MF5770/MF3220にオプションの「プリントサーバ」(別売)を装着することで、スキャナ機能をネットワークで共有が可能です。　＊15 ページの追加および入れ
替えは、「MF Toolbox4.9」以降で作成されたPDFファイルでのみ可能です。MF5770には、「MF Toolbox4.7」が同梱されています。「MF Toolbox4.9」はキヤノンwebサイトよりダウンロードできます。�
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決まったデスクではなく、快適な場所で自由に仕事を進め

られる理想の環境へ。MF4680/MF5770はネットワークボー

ドを標準装備。手軽にLAN環境を構築して、それぞれのパ

ソコンからプリントが可能となります。ワークグループで共

有できるマシンとして活躍し、仕事の効率化をサポートします。

また、EthernetでPCファクスやリモートUIが利用できます。�

MF4680とMF5770はネットワーク機能を標準装備。�

接続されたすべてのパソコンでプリンタ機能/スキャナ機能＊1を共有すれば、�

オフィスやショップで、1台のマシンを複数のスタッフが自由に活用できます。�

共有のプリンタとして活用できる�
ネットワークボード標準装備＊2。�
対応機種�

SEND Lite機能やファクスによる情報漏洩を防ぐためにセキュリティ機能を強化。部門ごとに可能な操作を管理

して、第三者によるマシン利用を制限できる部門管理機能。部門IDとパスワードの入力で認証されると操作でき

ます。部門ごとに部門IDと暗証番号を登録＊4することにより、IDと番号を入力した場合のみ本製品が使えるよう

に設定できます。各部門内ではコピー/スキャン/プリントのジョブごとに処理できる枚数の上限値（制限枚数）を

設定できます。また部門内で処理された各ジョブの枚数情報を確認することができます。�

また、MF4680はファクス送信時に番号を2回入力させる二度入力送信機能や、ワンタッチダイヤル/短縮ダイヤル/宛先

表に登録されていない非登録先への送信を禁止する機能もついているため、操作ミスによる誤送信を防止できます。�

部門管理機能搭載。ファクス誤送信対策など、�
出力や送信の制限により情報漏洩を防止するセキュリティ管理が可能＊3。�
対応機種�

スキャンデータの閲覧、管理、活用を手軽に行える「ファイル管理革命Lite」＆「読取革命Lite」を標準同梱。（Windows のみ対応）�
�

原稿の読み込みから整理、閲覧、�
検索が容易な「ファイル管理革命Lite」�
�

ファイル管理革命Liteと連携、紙文書を�
テキストデータ化し活用できる「読取革命Lite」�
�

「読取革命Lite」�

「読取革命Lite」�「ファイル管理革命Lite」�

画像データ�

取り込み� 変換�

連携�

保存�

Word/テキストファイル�

スキャニングした画像データはもちろん、形式の異なる画像データや文書ファイルをま

とめてファイリングできる「ファイル管理革命Lite」。スキャナ機能と連携し、ドライバ

を立ち上げなくてもスキャンを実行。読み込んだ画像や文書ファイルの内容確認、移

動、並び替え、検索が簡単な操作で行えます。専用のアプリケーションを開かなくても、

サムネイル表示や拡大表示（ビューアー）で内容の確認が可能。また、フォーマットの

異なるファイルも、サムネイル上でクリップ止めの表示でグループ化して整理すること

もできます。�

スキャナから読み込んだ画像データの文字部分をOCR処理し、編集可能なテキストデー

タへ変換。Wordファイルやテキストファイルで保存することもできるので、文書作成やデー

タの整理などを素早く効率的に行えます。�

また「ファイル管理革命Lite」との連携も図れています。メイン画面から「読取革命Lite」

を起動し、編集後は「ファイル管理革命Lite」のテキストエリアに反映することができます。�

起動�

更新�

ドラッグ＆�
ドロップ�

編集�

スキャナ連携�

サムネイル表示でページ送り�ビューアー表示�

バインダ機能�

対応機種� 対応機種�

■部門管理�

＊1 MF4680は、PCからのスキャン操作（MF Toolboxを使用した操作）の共有はできません。MF5770はスキャナ機能の共有には対応しておりません。　＊2 MF4150/MF4130/MF4120/MF3220にオプションの「プリントサーバ」（別売）を装着することで、ネット
ワーク接続に対応します。 ＊3 デフォルトはOFF。設定をONにすることによって管理可能となります。　＊4 登録できる部門数は最大30です。　＊5 白黒画像送信時のみ可能。カラー画像は1宛先のみ。 ＊6 SEND Lite機能使用時において、スキャン・送信する
データ（画像）によっては、ADFの１枚ずつの読み込み及び送信に時間がかかることがあります。また、読み込んだデータが大きい場合、送信する相手のメールサーバーの容量によって送信できない場合があります。　＊7 サポートするUSBメモリのファイルシステム

コピー�

プリント�

スキャン�

ファクス（送信）�

コピー�

プリント�

スキャン�

コピー�

プリント�

group CCgroup AA group BB

■PCファクス機能�
（PCからファクスを送信）�

出力�

出力�

出力�

受信�

公衆回線�

■リモートUI�
（印刷設定画面）�

groupA ： コピー/プリント/スキャン全て○（制限枚数の設定が必要）�
groupB : コピー/プリント○（制限枚数の設定が必要）、スキャン×（利用枚数0枚の設定）�
groupC : コピー/プリント×（利用枚数0枚の設定）、スキャン○（制限枚数の設定が必要）�

■ネットワーク機能概要�

ファクス（送信）� ファクス（送信）�

※写真はMF4680本体背面の�
100Base-TX/10Base-Tポートと�
USBポート。�

スキャン�
＊9 ＊9 ＊9
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対応機種�

重要な書類や資料も紙文書のままの状態では、保存、共有、伝達といった面で非効率的です。SEND Lite機能なら、パソコンを起

動させる必要もなく、スキャンした紙文書のデータを、MF4680本体の操作だけで有効に活用できます。たとえばあらかじめ設定した

複数の送信先に、E-Mailに添付をしてスキャンデータの送信が可能です。さらに、ファイルサーバ（SMB・Server Message Block）

送信で、任意のパソコンの共有フォルダに配信したり、USBメモリへの保存もできます。また、ファイル形式は、PDF/JPEG/TIFFから

選べます。特にカラードキュメントの送信データは高圧縮PDFに対応。データ共有も送信もスムーズです。�

 

資料を取り急ぎ取引先に送信しなければならない。

社内のスタッフに一刻も早くデータとして送りたい

紙文書がある。そんなときに便利なのが、SEND Lite

機能の「Scan to E-Mail」。パソコン操作の必要

なしに、スキャンしたデータをE-Mailの添付ファイル

として、インターネットや社内LANにより社内外に

送信できます＊6。原稿をセットし、宛先を指定、ファイル

形式や解像度を選んでスタートボタンを押すだけで

送信が完了します。�

本体に装着したUSBメモリ＊7＊8にスキャンデータを直接格納。Scan to USB機能。�

ネットワーク外のパソコンとも、簡単に情報の共有をしたい。そんなときに、シンプルな操作

で情報を共有したり受け渡しできるのが「Scan to USB機能」。USBメモリ＊7＊8を本体

のUSBメモリポートに接続すれば準備は終了。本体の簡単な操作だけで、スキャンした

原稿を直接USBメモリに保存できるので会議や打ち合わせの資料をデータ化して持ち運

ぶのに便利です。選べるファイル形式はPDF/JPEG/TIFF。特にカラー原稿は、独自

の技術により約1/10まで圧縮する高圧縮PDFに対応。メモリが節約できます。�

プロジェクトについての情報をスタッフ全員でもれなく

共有したい。そんなときに、円滑な情報共有を実現する

のが、SEND Lite機能の「Scan to ファイルサーバ

（SMB・Server Message Block）」。本体の操作だけ

で、スキャンした原稿をネットワーク上のパソコンの

共有フォルダに直接保存できます＊6。原稿をセットし、

ワンタッチダイヤルもしくは短縮ダイヤルで送信先を

指定、ファイル形式や解像度を選んでスタートボタンを

押すだけ。サーバレスで情報を共有できます。�

SEND L i te機能�

USBメモリ�

データ化�

E-Mail

E-Mail

E-Mail

■Scan to USB機能�

■Scan to ファイルサーバ（SMB）�

■Scan to E-Mail

■ファイル形式�

（最大容量）は、FAT16（2GB）とFAT32（4GB）です。　＊8 セキュリティ機能付のUSBメモリやUSB接続のメモリカードリーダ、延長ケーブルを使ってのUSBメモリ、USBハブ経由でのUSBメモリ、USB規格に準拠していないUSBメモリはサポートしていません。
また、それ以外でもお使いのUSBメモリによっては正しく画像を保存できない場合があります。　＊9 ファクス受信の管理はできません。　＊10 高圧縮PDF設定時は、300×300dpi固定になります。　＊11 ファクス送信はモノクロになります。�

■SEND Lite機能概要�

スキャン�

PCファクス送信�

社内LAN環境�
共有フォルダ�

直接�
パソコンの�
フォルダへ�

スキャン�

USBメモリー�

公衆回線�

インターネット網�
社内LAN

データ化�

CA B

対応機種�

本体の操作で原稿をスキャンし、�
ネットワークで共有（送信）できるSEND Lite機能。�

■PC ファクス機能�
→詳細はP07へ�

受信�

パソコンを起動せずにスキャンデータを直接送信。＊6�
Scan to E-Mail

パソコンの共有フォルダや自分のフォルダにスキャンデータを直接保存。＊6�

Scan to ファイルサーバ（SMB・Server Message Block）�

SEND Lite機能とは、スキャン

して電子化した情報の保存、

送信を本体の操作で可能に

する機能です。�

たとえばA社にはスキャンデータ

を添付してE-Mailを送付。B社

にはそのままファクス。自分のパ

ソコンに送り保存するなど、情

報をいろいろな宛先

に同報送信＊5が可

能。社内外を問わず

スタッフ全員への情

報共有が円滑に図

れます。�

スキャン�

データ化�

JPEG高圧縮PDF

PDF TIFF

〈カラー〉�
 電子メール/�
 ファイルサーバ（SMB）�

〈白黒〉�
 電子メール/�
 ファイルサーバ（SMB）�

200×200dpi、300×300dpi、100×100dpi、
150×150dpi

200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、
600×600dpi、 150×150dpi、200×100dpi

〈解像度〉＊10

〈解像度〉�

＊11



全製品にウォームアップレス、省エネルギーのキヤノン独自のオンデマンド定着

方式を採用。最大消費電力はMF4680が約690W以下、MF4100シリーズが

約670W以下、MF3220が約540W以下。待機消費電力（スリープ時）は、

MF4000シリーズが約3W以下、MF3220が約5W以下の低消費電力を実現。

特に待機時間の長いファクスモデルは電気代の節約に大きく貢献します。ま

た、MF4000シリーズは両面印刷により用紙を節約するなど総合して環境に配

慮した複合機です。�

印刷直後にマーカーでなぞってもにじまない、

高品質の微粒子トナーを採用。また、水分に

強いため、ハガキの宛名印刷にも適しています。�

A4モノクロ１枚あたり約3.9円＊4という低ランニングコストを実現。さらに、オンデマ

ンド定着方式の採用により、ウォームアップレスの低消費電力設計となっています。�

操作パネルにトナー残量検知ボタンを装備。ボタンを押すだけでトナーの残量を容易に確認でき、突然トナー切れをおこすことも防げます。 

Ａ４からハガキサイズまで、�

さまざまな用紙を取り出しやすく�

するために、広い排紙口を�

採用しました。用紙を取り出す�

際の手の出し入れがスムーズにできます。�

冷却ファンを内蔵する必要のないファンレス設計を採用。横からの排気が無いため、両サイドを壁に近づけて設置することが

可能です。ファンレスなのでスタンバイ時には無音で動作時の稼働音もきわめて静かです。�

簡単に、そして、安心して使っていただける複合機。人の使いやすさ（操作性）を中心に考える、

ヒューマンセンタードデザインという設計思想。中心部をへこませた押しやすい操作ボタン。

操作やメンテナンス時に触れる場所の目印となり、指にかかりやすくしたドット処理。小さな用紙

を取り出しやすくした給紙口やハガキをトレイにセットするアダプタまで、細部にわたり使いやすさ

を追求。さらに、MF4680は液晶画面表示部にバックライトを採用。薄暗い室内においても電

気をつけずに画面を認識でき、操作性を向上しています。�

トナーと感光体の一体型カートリッジを採用。トナー

漏れによる汚れを抑止し、簡単にトナー交換がで

きる上、ドラムを傷つけるといったトラブルの心配

もありません。また、日常のメンテナンスがとても

楽です。�

スリムな本体にもかかわらず、約250枚の

用紙がセット可能。大量コピーやプリントも

余裕でこなします。�

�

■排紙口�

コピー、プリンタ、スキャナ、ファクスなどを一体化した複合機にも�

かかわらず、キヤノン独自の構造設計により大幅な省スペースを実現。�

しかもMF4000シリーズは世界最小＊1となる幅390mmのスリムな�

デザインで設置スペースを選ばず、スッキリと置くことができる�

スタイリッシュフォルムです。�
※写真はMF4680です。�

※写真はMF4120です。�

�
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オンデマンド定着技術や�
両面印刷による低消費電力設計。�

加筆ができて、マーカーもにじみにくい�
レーザビームプリント。�

経費の節減に貢献する低ランニングコスト。�

交換時期が確認できるトナー残量検知ボタン＊3。�

小さい用紙も取り出し�
やすい広い排紙口。�

音が静かなファンレス設計＊2で�
デスクワークに集中。�

使いやすさを徹底追求した、ヒューマンセンタードデザイン。�

交換が容易な一体型カートリッジ。� 約250枚がセットできる�
大容量カセットを標準装備。�

デザインと機能性を兼ね備えたスタイリッシュなフォルム。�

ヒューマンセンタードデザインの設計思想で細部まで考え抜かれた優れた操作性。�

さらに、低消費電力設計など、省スペースで低コストの複合機です。�

�

複合機ながらスリムな�
デザインの省スペース設計。�

※写真はMF4680です。�

※写真はMF4150です。� ※写真はMF4680です。�

■操作ボタン�

■バックライト付ディスプレイ�

※写真はMF4680です。�

※写真はMF4680です。�

＊1 MF4000シリーズ。ガートナーデータクエスト定義におけるフラットベッドタイプレーザ複合機Segment1（11-20ppm）クラス、2006年12月4日時点において（GJ06506）。キヤノン調べ。　＊2 MF4150/MF4130/MF4120のみ。　＊3 MF4680/MF4150/MF4130/ 
MF4120のみ。　＊4 A4モノクロ5％原稿使用時（用紙代含まず）。MF4680/MF4150/MF4120/MF5770/MF3220は3.9円、D350は約3.7円。ランニングコストは税別表示です。詳細は16ページをご覧ください。�
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スモールオフィス� 店舗・自営業� 営業所・オフィス�

P.13

P.15

P.13

P.14

P.16

P.14

P.15

手狭なオフィスにも余裕で置ける�
コンパクトサイズの複合機を。�
SOHOの限られたスペースを、�
できる限り有効に使いたいと�
考えているあなたに、�
デスクの上にも無理なく置ける�
コンパクトサイズの複合機を用意しました。�

仕事をスムーズにこなせる�
使いやすく多機能な複合機を。�
たとえば接客をする店舗カウンターや、�
各種業務を少人数でこなさなくてはならない�
オフィスに、両面印刷やADFといった�
便利な機能を１台に凝縮した�
多機能で使いやすい複合機を用意しました。�

情報を共有して機動力を高められる�
ネットワーク標準装備の複合機を。�
セクションやグループのチーム力を�
もっと高めたいと考えている営業所やオフィスに、�
プリンタの共有だけでなく、SEND Lite機能も搭載した�
デスクの上に無理なく置ける高機能な�
ネットワーク標準装備の複合機を用意しました。�

12

オフィスや業態に合わせて選べる、�
充実のラインアップ。�
あなたのオフィスにジャストフィットする１台が選べる�

キヤノンのモノクロレーザビームプリンタ複合機。�

オフィスのスペースや、スタッフ数、そして、業態など、�

働くスタイルに必要な機能に特化した�

最適な機種を選択できます。�

S a t e r a  M F P  L I N E - U P
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両面印刷機能を共有。SEND Lite機能も搭載。�
1台4役＋ADF標準装備の高機能ネットワーク複合機。�

商品コード�商　品　名� 希望小売価格（税別）� 備　考�

カートリッジ304 0263B005 7,800円 A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能�

■ トナーカートリッジ・オプション�

ファーストコピー�

8.5
ページ記述言語�

CARPS 2

読取方式�

CIS
MF Toolbox�

4.9

TEL/FAX＊12＊13＊14�
自動切替�

PCファクス�
送信�

セキュリティ�
部門管理�

メモリ�
バックアップ�

秒＊8
連続コピー（片面）�

1200dpi相当�
×�
600dpi

600dpi�
×�

1200dpi

600dpi�
×�
600dpi

読取400dpi相当�
×�

記録600dpi
スーパーG3

プリンタ共有�
スキャナ�
共有＊11

SEND Lite�
機能�

20枚/分＊6
連続コピー（両面）� ズーム�

50-200% ソート�

連続プリント（片面）�

20枚/分＊9

ワンタッチダイヤル�

8件�
短縮ダイヤル�

192件�

メモリ受信�

512枚�最大約�

同報送信�

201宛先�最大�

連続プリント（両面）�

5枚/分＊10（10ページ）�

5枚/分＊7（10ページ）�

■ 標準商品構成�
●MF4680本体　●トナーカートリッジ304（A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能）　●ユーザーソフトウェアCD-ROM　●電源コード
●USBケーブル（USB2.0 Hi-Speed）　●原稿トレイ　●モジュラージャックコード　●スタートアップガイド　●ユーザーズ（操作）ガイド
●保証書�

■ 同梱ソフトウェア�
●ドライバソフト�
●ユーティリティソフト（MF Toolbox 4.9）�
●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）�

■ 環境対応�

商品コード�商　品　名� 希望小売価格（税別）� 備　考�

カートリッジ304 0263B005 7,800円 A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能�

プリントサーバ NetHawk EP100 5237A101 16,800円�

プリントサーバ NetHawk WP100 5237A100 19,800円�

プリントサーバ AXIS 1650 0493V733 17,800円�

■ トナーカートリッジ・オプション�

390

45
5

45
5

450 （単位はmm）�

■ 標準商品構成�
●MF4150本体　●トナーカートリッジ304（A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能）　●ユーザーソフトウェアCD-ROM　●電源コード�
●USBケーブル（USB2.0 Hi-Speed）　●原稿トレイ　●モジュラージャックコード　●スタートアップガイド　●ユーザーズ（操作）ガイド
●保証書�

■ 同梱ソフトウェア�
●ドライバソフト�
●ユーティリティソフト（MF Toolbox 4.9）�
●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）�

■ 寸法図�

Windows®

Vista
Windows®

XP
Windows®

2000
Windows® ＊17

Me
Windows® ＊17

98

約3W以下�
待機消費電力�

Windows®

Server 2003

Mac OSX
（10.2.8～10.4.8）

＊2

対応OS＊1

基本性能�

コピー＊5

プリンタ＊5

カラー�
スキャナ＊5

ファクス�

ネットワーク�

対応�
A4 両面印刷�

両面印刷�

ファーストコピー�

9
ページ記述言語�

CARPS 2

読取方式�

CIS
MF Toolbox�

4.9

TEL/FAX＊12＊13＊14�
自動切替�

PCファクス�
送信�

秒＊8
連続コピー（片面）�

ソート�

1200dpi相当�
×�
600dpi

600dpi�
×�

1200dpi

600dpi�
×�
600dpi

読取200dpi相当�
×�

記録600dpi
スーパーG3

20枚/分＊6
ズーム�

50-200%
連続プリント（片面）�

20枚/分＊9

短縮ダイヤル�

100件�
同報送信�

124宛先�最大�

対応OS＊1

コピー＊5

プリンタ＊6

カラー�
スキャナ＊5

ファクス�

グリーン�
購入法適合�

■ 環境対応�

オープン価格※� 商品コード ： 1827B006　型番 ： MF4680

グリーン�
購入法適合�

05117029

ワンタッチダイヤル�

8件�
メモリ受信＊15

256枚�最大約�

両面プリント、両面コピー＆ファクス両面受信機能。�
１台４役＋ADF標準装備。�

オープン価格※� 商品コード ： 1483B005　型番 ： MF4150

※オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合せください。　＊1 詳細は18ページをご覧ください。　＊2 PowerPCの場合。Mac OSはスキャナには非対応となります。ドライバ本体非同梱web頒布（プリンタドライバ・ファクスドライバのみダウンロードでの提供）。　＊3  USB 
2.0 Hi-Speedでのご使用は、パソコン側がUSB2.0 Hi-Speedに対応している必要があります。また、USB2.0 Hi-Speedインタフェースは、USB1.1の上位互換ですのでUSB1.1としてもご使用いただけます。　＊4  A4モノクロ5%原稿使用時（用紙代含まず）。ランニングコストは税別
表示です。詳細は16ページをご覧ください。　＊5 コピー/プリンタ/スキャナの解像度表記はコピーが書き込み解像度、プリンタがプリント解像度、スキャナが光学解像度（原稿台使用時）。　＊6 A4等倍/片面コピー時。　＊7 A4等倍時/両面コピー時。　＊8 コピー開始から終了まで
の時間。原稿台使用時、節約モードからの復帰直後と電源投入後を除く。　＊9 片面コピー時/標準カセットからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。　＊10 両面コピー時/標準カセットからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。�

Mac OSはスキャナには非対応。�
プリンタドライバ・ファクスドライバのみダウンロードでの提供となります。（本体非同梱）�

Windows® ＊16

Vista
Windows®

XP
Windows®

2000
Windows® ＊17

Me
Windows® ＊17 

98

約3W以下�
待機消費電力�

Mac OSX
（10.2.8～10.4.8）

＊2

基本性能�

対応�
A4 USB2.0�

Hi-Speed＊3
ADF

最大35枚� 1枚�
手差しトレイ�

約250枚�
カセット給紙�

Mac OSはスキャナには非対応。�
プリンタドライバ・ファクスドライバのみダウンロードでの提供となります。（本体非同梱）�

連続コピー（両面）�

5枚/分＊7（10ページ）�

連続コピー（両面）�

5枚/分＊10（10ページ）�

390

45
5

45
5

442 （単位はmm）�

■ 寸法図�

ランニングコスト�
約3.9円＊4

オンデマンド�
定着方式�

USB2.0�
Hi-Speed＊3

Scan to�
USB機能＊18＊19

ランニングコスト�
約3.9円＊4

オンデマンド�
定着方式�

ADF
最大35枚� 1枚�

手差しトレイ�
約250枚�
カセット給紙�

05117029
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■ 標準商品構成�
●MF4130本体　●トナーカートリッジ304（A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能）　●ユーザーソフトウェアCD-ROM●電源コード
●USBケーブル（USB2.0 Hi-Speed）　●原稿トレイ　●スタートアップガイド　●ユーザーズ（操作）ガイド　●保証書�

■ 同梱ソフトウェア�
●ドライバソフト�
●ユーティリティソフト（MF Toolbox 4.9）�
●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）�

■ 標準商品構成�
●MF4120本体　●トナーカートリッジ304（A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能）　●ユーザーソフトウェアCD-ROM●電源コード
●USBケーブル（USB2.0 Hi-Speed）　●スタートアップガイド　●ユーザーズ（操作）ガイド●保証書�

■ 同梱ソフトウェア�
●ドライバソフト�
●ユーティリティソフト（MF Toolbox 4.9）�
●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）�

390

30
3

（単位はmm）�

■ 寸法図�

390

45
5

45
5

450 （単位はmm）�

■ 寸法図�

商品コード�商　品　名� 希望小売価格（税別）� 備　考�

カートリッジ304 0263B005 7,800円 A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能�

プリントサーバ NetHawk EP100 5237A101 16,800円�

プリントサーバ NetHawk WP100 5237A100 19,800円�

プリントサーバ AXIS 1650 0493V733 17,800円�

■ トナーカートリッジ・オプション�

商品コード�商　品　名� 希望小売価格（税別）� 備　考�

カートリッジ304 0263B005 7,800円 A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能�

プリントサーバ NetHawk EP100 5237A101 16,800円�

プリントサーバ NetHawk WP100 5237A100 19,800円�

プリントサーバ AXIS 1650 0493V733 17,800円�

■ トナーカートリッジ・オプション�

30
3

450

両面印刷�

両面印刷�

■ 環境対応�
グリーン�
購入法適合�

ページ記述言語�

CARPS 2

読取方式�

CIS
MF Toolbox�

4.9

1200dpi相当�
×�
600dpi

600dpi�
×�

1200dpi

連続プリント（片面）�

20枚/分＊9

コピー＊5

プリンタ＊5

カラー�
スキャナ＊5

ファーストコピー�

9
ページ記述言語�

CARPS 2

読取方式�

CIS
MF Toolbox�

4.9

秒＊8
連続コピー（片面）�

1200dpi相当�
×�
600dpi

600dpi�
×�

1200dpi

20枚/分＊6
連続プリント（片面）�

20枚/分＊9

コピー＊5

プリンタ＊5

カラー�
スキャナ＊5

ランニングコスト�
約3.9円＊4

オンデマンド�
定着方式�

両面プリント＆両面コピー機能を標準搭載。�
コピー、プリンタ、スキャナ機能にADF標準装備。�

オープン価格※� 商品コード ： 1483B026　型番 ： MF4130

両面印刷機能標準搭載。�
コンパクトなA4 20枚/分の高速コピー＆プリント。�

オープン価格※� 商品コード ： 1483B006　型番 ： MF4120

＊11 PCからのスキャン操作（MF Toolboxを使用した操作）の共有はできません。　＊12 接続する電話機の種類によっては発信や着信が正常に動作しない事もあります。　＊13 本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を含む、金属ベル内蔵型電話機の場合は、
呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります。（黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です。）　＊14 FAX/TEL切り替え時にメッセージは流れません。　＊15 電源を切るとメモリ内のデータは消えてしまいます。ご注意くださ
い。　＊16 ドライバは非同梱（web頒布）となっております。P18に記載されたURLよりダウンロードください。　＊17 USB1.1のみの対応となります。　＊18 サポートするUSBメモリのファイルシステム（最大容量）は、FAT16（2GB）とFAT32（4GB）です。　＊19 セキュリティ機能付
のUSBメモリやUSB接続のメモリカードリーダ、延長ケーブルを使ってのUSBメモリ、USBハブ経由でのUSBメモリ、USB規格に準拠していないUSBメモリはサポートしていません。また、それ以外でもお使いのUSBメモリによっては正しく画像を保存できない場合があります。�

対応OS＊1

Windows® ＊16

Vista
Windows®

XP
Windows®

2000
Windows® ＊17

Me
Windows® ＊17

98

約3W以下�
待機消費電力�

Mac OSX
（10.2.8～10.4.8）

＊2

基本性能�

対応�
A4

Mac OSはスキャナには非対応。�
プリンタドライバ・ファクスドライバのみダウンロードでの提供となります。（本体非同梱）�

ファーストコピー�

9秒＊8
連続コピー（片面）�

ソート�
600dpi�
×�
600dpi20枚/分＊6

ズーム�

50-200%
連続コピー（両面）�

5枚/分＊7（10ページ）�

連続コピー（両面）�

5枚/分＊10（10ページ）�

対応OS＊1

Windows® ＊16

Vista
Windows®

XP
Windows®

2000
Windows® ＊17

Me
Windows® ＊17

98

Mac OSX
（10.2.8～10.4.8）

＊2

基本性能�

対応�
A4

Mac OSはスキャナには非対応。�
プリンタドライバ・ファクスドライバのみダウンロードでの提供となります。（本体非同梱）�

連続コピー（両面）�

5枚/分＊7（10ページ）�

連続コピー（両面）�

5枚/分＊10（10ページ）�

ソート�
600dpi�
×�
600dpi

ズーム�

50-200%

■ 環境対応�
グリーン�
購入法適合�

ランニングコスト�
約3.9円＊4

オンデマンド�
定着方式�

USB2.0�
Hi-Speed＊3

ADF
最大35枚� 1枚�

手差しトレイ�
約250枚�
カセット給紙�

約250枚�
カセット給紙�

約3W以下�
待機消費電力�USB2.0�

Hi-Speed＊31枚�
手差しトレイ�

05117029

05117029



15

（単位はmm）�

■ 標準商品構成�
●MF5770本体　●スタータートナーカートリッジ（A4モノクロ5％原稿約1,500枚印刷可能）　●ユーザーソフトウェアCD-ROM　●電源
コード　●モジュラーコード　●USBケーブル（USB2.0 Hi-Speed）　●アース線　●カセット延長トレイ　●カセット上カバー　●セット
アップシート（本体設置編/ネットワーク・プリント編）　●ユーザーズガイド　●FAXガイド　●保証書�

■ 同梱ソフトウェア�
●ドライバソフト�
●ユーティリティソフト（MF Toolbox 4.7）�
●アプリケーションソフト（e.Typistエントリー・やさしくファイリングエントリー）�

486

44
2

477

44
2

商品コード�商　品　名� 希望小売価格（税別）� 備　考�

カートリッジU 8489A004 9,800円 A4モノクロ5％原稿約2,500枚印刷可能�

ペディスタルF 0271B001 18,000円 �

プリントサーバ NetHawk EP100 5237A101 16,800円 MF5770内蔵のネットワーク機能との併用は不可�

プリントサーバ NetHawk WP100 5237A100 19,800円 MF5770内蔵のネットワーク機能との併用は不可�

�

■ トナーカートリッジ・オプション�

449

36
9

487

36
9

（単位はmm）�

■ 標準商品構成�
●MF3220本体　●スタータートナーカートリッジ（A4モノクロ5％原稿約1,500枚印刷可能）　●ユーザーソフトウェアCD-ROM　●電源
コード　●USBケーブル（USB2.0 Hi-Speed）　●アース線　●カセット延長トレイ　●カセット上カバー　●排紙補助トレイ　●スター
ターガイド　●ベーシックガイド　●保証書�

■ 同梱ソフトウェア�
●ドライバソフト�
●ユーティリティソフト（MF Toolbox 4.9）�
●アプリケーションソフト（ファイル管理革命Lite・読取革命Lite）�

商品コード�商　品　名� 希望小売価格（税別）� 備　考�

カートリッジU 8489A004 9,800円 A4モノクロ5％原稿約2,500枚印刷可能�

プリントサーバ NetHawk EP100 5237A101 16,800円 �

プリントサーバ NetHawk WP100 5237A100 19,800円 �

プリントサーバ AXIS 1650 0493V733 17,800円 �

ペディスタルF 0271B001 18,000円 �

■ トナーカートリッジ・オプション�

コピーもプリントもA4 20枚/分。�
ハイスピードで低消費電力設計。�

希望小売価格 ： 49,800円（税別）�商品コード ： 0989B005　型番 ： MF3220

プリンタを共有できるネットワーク対応機。�
1台4役＋ADF標準装備で多彩な機能を搭載。�

希望小売価格 ： 118,000円（税別）�商品コード ： 9867A003　型番 ： MF5770

読取方式�

CCD
MF Toolbox�

4.7

TEL/FAX＊9＊10�
自動切替�

PCファクス�
送信�

メモリ�
バックアップ�

連続コピー�

1200dpi�
×�

2400dpi

読取400dpi相当�
×�

記録600dpi
スーパーG3

プリンタ共有�

20枚/分＊5
連続プリント�

20枚/分＊7

ワンタッチダイヤル�

12件�
短縮ダイヤル�

100件�

メモリ受信�

256枚�最大約�

同報送信�

113宛先�最大�

基本性能�

コピー＊4

プリンタ＊4

カラー�
スキャナ＊4

ファクス�

ネットワーク＊11

ランニングコスト�
約3.9円＊3

オンデマンド�
定着方式�

読取方式�

CIS
MF Toolbox�

4.9

連続コピー�

600dpi�
×�

1200dpi

20枚/分＊5
連続プリント�

20枚/分＊7

対応OS＊1

基本性能�

コピー＊4

プリンタ＊4

カラー�
スキャナ＊4

オンデマンド�
定着方式�

ファーストコピー�

13.8秒＊6 ソート�
ズーム�

50-200%
ページ記述言語�

CARPS
1200dpi相当�

×�
600dpi

1200dpi相当�
×�
600dpi

■ 環境対応�
グリーン�
購入法適合�

対応�
A4

約250枚�
カセット給紙�

約5W以下�
待機消費電力�USB2.0�

Hi-Speed＊2

ランニングコスト�
約3.9円＊3

ファーストコピー�

13.8秒＊6 ソート�
ズーム�

50-200%
ページ記述言語�

CARPS
1200dpi相当�

×�
600dpi

600dpi�
×�
600dpi

■ 環境対応�
グリーン�
購入法適合�

1枚�
手差しトレイ�

＊1 詳細は18ページをご覧ください。　＊2 USB2.0 Hi-Speedでのご使用は、パソコン側がUSB2.0 Hi-Speedに対応している必要があります。また、USB2.0 Hi-Speedインタフェースは、USB1.1の上位互換ですのでUSB1.1としてもご使用いただけます。　＊3 A4モノクロ
5%原稿使用時（用紙代含まず）。ランニングコストは税別表示です。詳細は16ページをご覧ください。　＊4 コピー/プリンタ/スキャナの解像度表記はコピーが書き込み解像度、プリンタがプリント解像度、カラースキャナが光学解像度（原稿台使用時）となります。　＊5 A4
等倍時。MF5770/D350のADF利用時は同一原稿の場合。　＊6 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時、節約モードからの復帰直後と電源投入後を除く。　＊7 標準カセットからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。　＊8 D350はUSB

Windows® ＊15

Vista
Windows®

XP
Windows®

2000
Windows® ＊12

Me
Windows® ＊12

98

対応OS＊1

約14W以下�
待機消費電力�USB2.0�

Hi-Speed＊2
ADF

最大50枚� 1枚�
手差しトレイ�

対応�
A4

約250枚�
カセット給紙�

Windows® ＊15

Vista
Windows®

XP
Windows®

2000
Windows® ＊12

Me
Windows® ＊12

98

■ 寸法図�

■ 寸法図�

05117029�
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商品コード�商　品　名� 希望小売価格（税別）� 備　考�

カートリッジW 7833A003 13,000円 A4モノクロ5％原稿約3,500枚印刷可能�

ペディスタルF 0271B001 18,000円 �

ハンドセットキット L6クールホワイト 0752A026 6,000円�

■ トナーカートリッジ・オプション�

（単位はmm）�

■ 標準商品構成�
●D350本体　●トナーカートリッジW　●ユーザーソフトウェアCD-ROM　●電源コード　●モジュラーコード　●アース線　●給紙トレイ
●給紙トレイふた　●原稿積載トレイ　●セットアップシート　●ユーザーズガイド　●FAXガイド　●FAXドライバガイド　●保証書�

■ 同梱ソフトウェア�
●ドライバソフト　�

Axis製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。�
アクシスコミュニケーションズ（株）�
http://www.axiscom.co.jp/　〈日本国内サポート〉http://www.axiscom.co.jp/corp/contact.htm�
問い合わせ窓口　03-6716-7853　�
受付時間〈平日〉10：00～12：00、13：00～17：00〈土日祝を除く〉　E-Mail：info@axiscom.co.jp

NetHawk製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。�
キヤノンイメージングシステムテクノロジーズ（株）�
http://www.canon-ist.co.jp/�
問い合わせ窓口　025-244-6445�
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等を除く〉�

543

45
3

45
3

457

耐久性に優れたタイトなボディに、�
コピー、プリンタ、ファクス機能を内蔵。�

希望小売価格 ： 108,000円（税別）�商品コード ： 8097A009　型番 ： D350

連続コピー�

14枚/分＊5
連続プリント�

14枚/分＊7

ADF
最大50枚�対応�

A4
約250枚�
カセット給紙�

約10枚�
手差しトレイ�

約6W以下�
待機消費電力�

対応OS＊1

基本性能�

コピー＊4

プリンタ＊4

USB
＊8

ランニングコスト�
約3.7円＊3

オンデマンド�
定着方式�

ファーストコピー�

11.2秒＊6 ソート�
ズーム�

50-200%
ページ記述言語�

CARPS
1200dpi相当�

×�
600dpi

1200dpi相当�
×�
600dpi

TEL/FAX＊9＊10＊17�

自動切替�
メモリ�

バックアップ�
読取400dpi相当�

×�
記録600dpi

スーパーG3
ワンタッチダイヤル�

30件�
メモリ受信�

250枚�最大約�
ファクス�

PCファクス�
送信�

短縮ダイヤル�

100件�
同報送信�

140宛先�最大�

■ 環境対応�
グリーン�
購入法適合�

ケーブルを別途ご購入ください。　＊9 接続する電話機の種類によっては発信や着信が正常に動作しない事もあります。　＊10 FAX/TEL切り替え時にメッセージは流れません。　＊11 スキャナ機能の共有には対応していません。オプションの「プリントサーバ」（別売）を
装着することで、スキャナ機能の共有は可能。その場合、MF5770内蔵のネットワーク機能との併用はできません。　＊12 USB1.1のみの対応となります。　＊13 TCP/IP対応。本体のUSBポートに接続、プリント機能およびスキャナ機能の共有が可能。　＊14 詳細は対応する
各社のホームページにてご確認ください。　＊15 ドライバは非同梱（web頒布）となっております。P18に記載されたURLよりダウンロードください。　＊16 MF5770は、内蔵のネットワーク機能との併用はできません。　＊17 D350の外付け電話の呼び出し音は鳴りません。�

Windows® ＊12＊15

Vista
Windows® ＊12

XP
Windows® ＊12

2000
Windows® ＊12

Me
Windows® ＊12

98

■ 寸法図�

カートリッジ304�

カートリッジU�

カートリッジW�

ペディスタルF�

ハンドセットキット L6クールホワイト�

プリントサーバ NetHawk EP100�

プリントサーバ NetHawk WP100�

プリントサーバ AXIS 1650�

�

0263B005�

8489A004�

7833A003�

0271B001�

0752A026�

5237A101�

5237A100�

0493V733

7,800円�

9,800円�

13,000円�

18,000円�

6,000円�

16,800円�

19,800円�

17,800円�

�

4960999409030�

4960999201733�

4960999113500�

4957792022900�

―�

4936767422358�

4936767422341�

4517677000623�

�

商品名� JAN商品コード�

CRG-304 �

CRG-U�

CRG-W�

―�

―�

―�

―�

―�

型番� 希望小売価格（税別）�

A4モノクロ5％原稿約2,000枚印刷可能�

A4モノクロ5％原稿約2,500枚印刷可能�

A4モノクロ5％原稿約3,500枚印刷可能�

備考�

●プリントサーバ NetHawk EP100＊13＊14＊16�

対応機種：MF4150/MF4130/MF4120/�
MF5770/MF3220

●プリントサーバ NetHawk WP100＊13＊14＊16�

対応機種：MF4150/MF4130/MF4120/�
MF5770/MF3220

●プリントサーバ AXIS 1650＊13＊14�

対応機種：MF4150/MF4130/MF4120/�
MF3220

●ペディスタルF�
対応機種：MF5770/MF3220/D350

●ハンドセットキットL6クールホワイト�
対応機種：D350

●カートリッジ304�
対応機種：MF4680/MF4150/MF4130/�
MF4120

●カートリッジU�
対応機種：MF5770/MF3220

●カートリッジW�
対応機種：D350

オプション・消耗品�

■ランニングコスト計算について�
A4モノクロ5％原稿を使用し、消費量を測定。算出された印刷可能枚数で、使用するカートリッジの希望小売価格を除した値をランニングコスト
として表記しております。コストは税別表示です。用紙代は含まれておりません。�

W510×D490×H671mm
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基本仕様�

※オープン価格商品の価格は、取扱販売店へお問い合せください。　＊1 インクジェット用のハガキを使用することはできません。　＊2 D350は往復ハガキに対応していません。　＊3 本体前面USBメモリ挿入口の場合。　＊4 コピー開始から終了までの時間。原稿台使用時。節約モー
ドからの復帰直後と電源投入後を除く。　＊5 ADFからの読み込みは両面印刷に対応していません。　＊6 用紙サイズやデータ量により遅くなることもあります。　＊7 USB 2.0 Hi-Speedでのご使用は、パソコン側がUSB 2.0 Hi-Speedに対応している必要があります。またUSB 2.0 Hi-
Speedインタフェースは、USB1.1の上位互換ですのでUSB1.1としてもご使用いただけます。　＊8 対応プロトコルはTCP/IPのみです。　＊9 USBケーブルは別途ご購入ください。　＊10 スターターカートリッジには、A4モノクロ5％原稿約1,500枚分のトナーが入っています。　＊11 標準
カセットの場合、用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。MF4000シリーズは片面時。　＊12 電送時間の条件はA4判原稿を標準的画質（8×3.85line/mm）33.6kbpsで送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。実際
の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。　＊13 搭載メモリをファクス受信のみ割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。メモリの増設はできません。　＊14 接続する電話機の種類によっては発信や着信が正常に動作しない事もあ

形式�

原稿台方式�

感光体種類�

複写方式�

定着方式�

読取方式�

複写原稿�

最大原稿サイズ 原稿台�

  ADF（自動原稿送り装置）�

ADF原稿セット可能枚数�

用紙サイズ�

カセット給紙可能サイズ�

型番�

商品コード�

JANコード�

希望小売価格（税別）�

先端6.5㎜、左右5.5㎜、後端6.5㎜� 先端5.5㎜、左右3.0㎜、後端5.5㎜�

約650W以下�

約21W以下�

約14W以下�

486×477×442㎜�

約15kg

約50枚（A4、80g/m2）�

20枚/分（片面コピー時）、5枚（10ページ）/分（両面コピー時）＊5

約20枚� 約50枚� 約100枚�

約35枚（A4、80g/m2）�

390×450×455㎜�

約13kg

390×442×455㎜�

約15kg

390×450×303㎜�

約12kg

約670W以下�

約10W以下�

約690W以下�

約12W以下�

13.8秒�

約60枚� 約100枚�

9秒�

●�

8.5秒�

A4/レター：普通紙（標準対応）�

A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/封筒（洋形4号/洋形2号/ISO-C5）/郵便ハガキ＊1/往復ハガキ�

11.0秒�

－�

－�

－�

－�

名称�

本体、電源コード、USBケー
ブル、原稿トレイ、ユーザーソ
フトウェアCD-ROM、カートリッ
ジ304、スタートアップガイド、
ユーザーズ（操作）ガイド、保
証書�

本体、電源コード、モジュラー
コード、USBケーブル、原稿
トレイ、ユーザーソフトウェア
CD-ROM、カートリッジ304、
スタートアップガイド、ユーザー
ズ（操作）ガイド、保証書�

本体、電源コード、モジュラー
コード、USBケーブル、原稿
トレイ、ユーザーソフトウェア
CD-ROM、カートリッジ304、
スタートアップガイド、ユーザー
ズ（操作）ガイド、保証書�

本体、電源コード、モジュラーコー
ド、USBケーブル、アース線、カ
セット延長トレイ、カセット上カ
バー、ユーザーソフトウェア
CD-ROM、スターターカートリッ
ジ＊10、セットアップシート、ユーザー
ズガイド、FAXガイド、保証書�

本体、電源コード、USBケー
ブル、ユーザーソフトウェア
CD-ROM、カートリッジ304、
スタートアップガイド、ユーザー
ズ（操作）ガイド、保証書�

本体、電源コード、USBケー
ブル、アース線、カセット延長
トレイ、カセット上カバー、ユー
ザーソフトウェアCD-ROM、
排紙補助トレイ、スターターカー
トリッジ＊10、スターターガイド、
ベーシックガイド、保証書�

本体、電源コード、モジュラーコー
ド、アース線、給紙トレイ、給紙
トレイフタ、原稿積載トレイ、ユー
ザーソフトウェアCD-ROM、カー
トリッジＷ、セットアップシート、
ユーザーズガイド、FAXガイド、
FAXドライバガイド、保証書�

�

�

�

A4/リーガル（最大216㎜×356㎜）�

約50枚（A4、80g/m
2
）�

デスクトップ�

固定式�

OPC�

間接静電転写方式�

オンデマンド定着方式�

�

シート・ブック原稿・立体物（最大2kgまで）�

A4（最大216㎜×297㎜）�

�

�

A4/B5/A5/レター/リーガル/エグゼクティブ/封筒（洋形4号/洋形2号/ISO-C5）/郵便ハガキ＊1/往復ハガキ＊2/不定型サイズ�

A5→A4、A5→B5、B5→A4�

�

�

�

1枚�

CCD

MF5770�

9867A003�

4960999245164�

118,000円�

MF4150�

1483B005�

4960999391120�

オープン価格※�

MF4680�

1827B006�

4960999413624�

オープン価格※�

MF4130�

1483B026�

4960999404776�

オープン価格※�

MF4120�

1483B006�

4960999391137�

オープン価格※�

MF3220�

0989B005�

4960999323435�

49,800円�

D350�

8097A009�

4960999191119�

108,000円�

1200dpi相当×600dpi

20枚/分（同一原稿の場合）�

20枚/分�

A4/リーガル（最大216㎜×356㎜）� A4/リーガル（最大216㎜×356㎜）�

CIS CIS

先端5.5㎜、左右4.0㎜、後端4.0㎜�

USB2.0 Hi-Speed＊7/�
100Base-TX/10Base-T＊8

A4/B5/A5/レター/エグゼクティブ/�
封筒（洋形4号/洋形2号/ISO-C5）�

A4/B5/A5/レター/エグゼクティブ/封筒（洋形�
4号/洋形2号）/郵便ハガキ＊1/往復ハガキ�

A4/B5/A5（横）/レター/リーガル/エグゼクティブ/�
封筒（洋形4号/洋形2号/ISO-C5）/郵便ハガキ＊1

USB2.0 Hi-Speed＊7/USB＊3/�
100Base-TX/10Base-T＊8 USB2.0 Hi-Speed＊7 USB2.0 Hi-Speed＊7 USB＊9

（A4等倍）�

（原稿台）�

両面印刷�両面印刷� 両面印刷� 両面印刷�

文字/写真モード�

600dpi×600dpi

600dpi×600dpi300dpi×300dpi（文字写真モード＋時：600dpi×600dpi）�

600dpi×400dpi

－�

－�

－�－�

20枚/分（片面コピー時）、5枚（10ページ）/分（両面コピー時）�

600dpi×600dpi 600dpi×600dpi

約100枚�

約3W以下�

スピード＊6

約650W以下�

約11W以下�

約6W以下�

543×457×453㎜�

約16kg

約540W以下�

約7W以下�

約5W以下�

449×487×369㎜�

約11kg

拡大/縮小コピー、2in1コピー、電子ソートコピー他�

AC100V、50Hz/60Hz電源�

最大消費電力�

待機消費電力 通常スタンバイ時�

 スリープ時�

本体寸法（幅×奥行き×高さ）�

本体重量（カートリッジ含む）�

付加機能�

同梱物一覧�

600dpi×600dpi�

�

�

256階調�

�

�

�

�

1：1±1.0%�

A4→B5、B5→A5、A4→A5�

�

50%～200％（1%刻み）�

約250枚�

�

�

1枚�

自動濃度調整およびマニュアル�

1～99枚�

600dpi×600dpi�

�

�

1200dpi相当×600dpi�

�

11.2秒�

�

14枚/分�

14枚/分（同一原稿の場合）�

�

�

A5→A4、B5→A4�

�

�

�

約10枚�

�

�

�

約50枚�

自動両面印刷可能用紙サイズ�

コピー時欠け幅（最大）�

コピー時解像度 読み取り 文字モード�

  写真モード�

  �

 書き込み�

階調�

ファーストコピータイム＊4（原稿台）�

両面印刷機能＊5�

コピー 原稿台�

 ADF�

複写倍率 等倍�

 縮小�

 拡大�

 ズーム�

給紙方式 カセット A4（普通紙）�

   郵便ハガキ�

 手差しトレイ A4（普通紙）�

   郵便ハガキ�

濃度調整�

連続複写�

排紙容量�

インタフェース�
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■プリンタ機能の主な仕様�

■ネットワーク機能の主な仕様�

■スキャナ機能の主な仕様�

■ファクス機能の主な仕様�

■動作環境（推奨） OSが問題なく動作できる環境である事�

■機種別対応OS一覧＊28＊29

■同梱ソフト一覧 （Windows®のみ対応）�

■ハードウェア環境�
・Windows®対応パソコンまたはWindows®互換パソコン�
・Macintosh:MacOS X 10.2.8以降のOSが動作するPowerPC搭載機またはMacOS X 10.4.4以降のOSが動作するIntelプロセッサ搭載機�
  （プリンタドライバ・ファクスドライバのみweb頒布にてのご提供。スキャナには非対応となります）�
・CD-ROMドライブまたは、CD-ROMへのアクセスが可能なネットワーク環境�

ります。　＊15 本製品に接続する電話機が、黒電話（600型、601型等）を含む、金属ベル内蔵型電話機の場合は、呼び出し音が小さかったり、呼び出し音が鳴らない可能性があります。（黒電話とは、以前に一般家庭で普及していた旧式の黒い電話機の総称です。）　＊16 FAX/TEL
切り替え時にメッセージは流れません。　＊17 D350の外付電話の呼び出し音は鳴りません。　＊18 MF4150は、電源を切るとメモリ内のデータが消えてしまいます。ご注意ください。　＊19 ナンバーディスプレイには対応していません。　＊20 PCからのスキャン操作（MF Toolboxを使用し
た操作）の共有はできません。　＊21 スキャナ機能の共有には対応しておりません。　＊22 管理者権限でのログオンを推奨。　＊23 USB 2.0Hi-Speed使用の場合、Service Pack4以降。　＊24 USB 2.0 Hi-Speedでご使用の場合は、次のOS環境が必要です。Windows® XP SP1以
降/Windows® 2000 SP4以降　＊25 MF4680/MF5770のみ対応。　＊26 MF5770は、MF Toolbox4.9をキヤノンwebサイトよりダウンロードが可能です。　＊27 ドライバ非同梱（web頒布）。上記URLよりダウンロードください。　＊28 USB対応は、Windows® Vista/Windows® 

XP/Windows® Me/Windows® 98/Windows® 2000をプレインストールされたパソコンが対象です。　＊29 USB/USB 2.0Hi-Speed対応は、そのインタフェースを標準搭載しているパソコン（Windows® /Macintosh）が対象です。　＊30 TWAIN準拠/Windows® Vistaは32bit版のみ対応。�

● Macintosh:MacOS X10.2.8以降のOSが動作するPowerPC搭載機またはMacOS X 10.4.4以降のOSが動作するIntelプロセッサ搭載機。�
詳細は右記のアップル社ホームページヘ。　http://www.apple.com/jp/

MF5770/MF3220MF4680/MF4150�
MF4130/MF4120 D350

動作モード�

解像度 データ処理�

 プリント�

印字範囲 用紙�

 封筒�

スムージング処理�

連続プリント速度＊11�

プリントサイズ�

給紙方法�

�

600dpi×600dpi�

1200dpi相当×600dpi�

�

�

スーパー・スムージング・テクノロジー�

基本仕様に準ずる�

基本仕様に準ずる�

基本仕様に準ずる�

上余白5.0㎜、下余白6.0㎜、左右余白4.0㎜�

CIS�

600dpi×1200dpi�

�

8bit/8bit

CIS�

600dpi×1200dpi�

―�

8bit/8bit

MF5770＊21MF4680
インタフェース�

対応プロトコル�

共有機能� プリンタ/PCファクス/リモートUI

100Base-TX/10Base-T×1�

TCP/IP

プリンタ/スキャナ＊20/PCファクス/リモートUI

MF5770
MF4150�
MF4130 MF4120MF4680 MF3220

型式�

読取方式�

光学解像度 原稿台�

（主走査×副走査） ADF�

階調（入力/出力） グレースケール�

  カラー�

カラースキャナ�

�

�

―�

MF5770MF4150MF4680 D350
型式�

適用回線�

走査線密度�

符号化（データ圧縮）方式�

通信モード�

最大送信原稿サイズ�

受信原稿サイズ�

電送時間�

ハーフトーン�

メモリ受信�

送信機能 ワンタッチダイヤル�

 短縮ダイヤル�

 グループダイヤル�

 同報送信�

 その他�

�

通信管理�

その他＊19

通信速度�

送受信兼用機 

G3�

A4�

A4/LTR�

約３秒＊12（スーパーG3時）�

256階調�

電話帳ダイヤル、メモリ送信、オートリダイヤル�

最大約250枚（4MB）＊13

30ヶ所�

�

最大129宛先�

最大140宛先�

タイマー送信、�
電話帳ダイヤル、�

メモリ送信、オートリダイヤル�

上下左右余白5.0㎜�

上下左右余白5.0㎜�

上下余白6.0㎜、左右余白5.0㎜�

上下余白10.0㎜、左右余白7.3㎜� 上下左右余白10.0㎜�

CCD�

1200dpi×2400dpi�

300dpi×300dpi�

16bit/8bit

CARPSCARPS 2

600dpi×600dpi

MH、MR、MMR MH、MR、MMR、JBIGMH、MR、MMR、JBIG

192ヶ所�

最大199宛先�

最大201宛先�

最大約512枚�
（システムトータル128MB）＊13

8dot/㎜×3.85line/㎜（標準）、�
8dot/㎜×7.7line/㎜（ファイン）、�
8dot/㎜×15.4line/㎜（スーパーファイン）、�
16dot/㎜×15.4line/㎜（ウルトラファイン）�

8dot/㎜×3.85line/㎜（標準）、�
8dot/㎜×7.7line/㎜（ファイン）、�
8dot/㎜×15.4line/㎜�
　　　（スーパーファイン）�

8dot/㎜×3.85line/㎜（標準）、�
8dot/㎜×7.7line/㎜（ファイン）、�
8dot/㎜×15.4line/㎜�
　　　（スーパーファイン）�
16dot/㎜×15.4line/㎜�
　　　（ウルトラファイン）�

12ヶ所�

最大111宛先�

最大113宛先�

デュアルアクセス、�
FAX/TEL自動切替＊14＊16＊17、�
留守番電話接続機能、�
リモート受信、�
メモリバックアップ�

デュアルアクセス、�
FAX/TEL自動切替＊14＊15＊16、�
留守番電話接続機能、�

リモート受信�

デュアルアクセス、�
FAX/TEL自動切替＊14＊15＊16、�
留守番電話接続機能、�
リモート受信、�
メモリバックアップ�

デュアルアクセス、�
FAX/TEL自動切替＊14＊16、�
留守番電話接続機能、�
リモート受信、�
メモリバックアップ�

対応OS CPU

Windows® Vista

● Windows® 

Windows® XP Windows® 2000 Windows® ME/�
Windows® 98 Windows® Server 2003

日本語Windows®

X

Mac OS

メモリ�
MF4680�

MF4150�

MF4130�

MF4120�

MF5770�

MF3220

MF4680�

�

MF4150/MF4130�

MF4120�

MF5770�

�

MF3220�

�

D350

D350

Windows® Vista＊22�

�

�

Windows® 2000＊22＊23�

Windows® ME�

Windows® 98�

�

Windows® Vista＊22�

Windows® XP＊22�

Windows® 2000＊22�

Windows® ME�

Windows® 98

Windows® XP＊22

USB2.0 Hi-Speed＊24�

USB1.1�

USB2.0 Hi-Speed＊24�

USB1.1�

USB2.0 Hi-Speed＊24�

USB1.1�

USB2.0 Hi-Speed＊24�

USB1.1�

USB1.1

●　 �

●　 �

●＊27�

●＊27�

●＊27�

●＊27�

●＊27�

●＊27�

●＊27

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

×�

●�

×�

●�

×�

●�

×�

●�

●�

●�

●�

×�

×�

●�

●�

×�

×�

×�

×�

×�

×�

×�

×�

1GHz以上のCPU�

Pentium Family 300MHz以上のCPU�

Pentium Family 300MHz以上のCPU�

Intel Pentium 133MHz以上のCPU�

Intel Pentium 150MHz以上�

Intel Pentium 90MHz以上�

133MHz以上のCPU�

1GHz以上のCPU�

Pentium Family 233MHz以上�

Intel Pentium 133MHz以上�

Intel Pentium 150MHz以上�

Intel Pentium 90MHz以上�

最低512MB（推奨1GB）以上�

最低128MB（推奨256MB）以上�

最低64MB（推奨128MB）以上�

最低64MB（推奨128MB）以上�

最低32MB（推奨64MB）以上�

最低32MB（推奨64MB）以上�

最低128MB（推奨256MB）以上�

最低512MB（推奨1GB）以上�

最低64MB（推奨128MB）以上�

最低64MB（推奨128MB）以上�

最低32MB（推奨64MB）以上�

最低32MB（推奨64MB）以上�

ハードディスク空き容量�
115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

115MB（推奨200MB）以上�

インタフェース�
USB2.0 Hi-Speed、USB1.1�

USB2.0 Hi-Speed�

USB1.1�

USB2.0 Hi-Speed、USB1.1�

USB1.1�

USB1.1�

USB2.0 Hi-Speed、USB1.1�

USB1.1�

USB1.1�

USB1.1�

USB1.1�

USB1.1

MF5770MF4680/MF4150/MF4130/MF4120/MF3220
ユーティリティソフト�

ファイリングソフト�

OCRソフト�

MF Toolbox 4.7＊26�

メディアドライブ（株）　やさしくファイリングエントリー�

メディアドライブ（株）　e.Typistエントリー�

MF Toolbox 4.9�

パナソニック ソリューションテクノロジー（株）　ファイル管理革命 Lite�

パナソニック ソリューションテクノロジー（株）　読取革命 Lite

動作環境�

■Windows Vista対応について�
詳細はキヤノンWEBサイトサポートページでご確認下さい。　http://cweb.canon.jp/e-support/os/satera-mfp.html

ビジネス環境を�
向上させながら、�
地球環境に配慮する。�
グローバル企業キヤノンの
責任です。�

●全国約3000拠点のカートリッジ回収協力店�
　canon.jp/ecology

お客様�

製品�

新品カートリッジ�
リサイクル工場�

集約倉庫�

宅配便�回収持込み�

Recycle
system

部品・材料�

販売店 キヤノンマーケティングジャパン�

開発･生産･販売のすべての分野で進めている
キヤノンの環境対策。�
詳細はホームページでも紹介しています。�「国際エネルギースタープログラム」�

基準に適合�

グリーン�
購入法適合�

05117029

48bit/24bit�
（RGB各色16bit/8bit）�

24bit/24bit�
（RGB各色8bit/8bit）�

1.6ms/line（600dpi）/�
3.2ms/line（1200dpi）�
1.6ms/line（600dpi）/�
3.2ms/line（1200dpi）�

4.5ms/line�
（600dpi）�

1.5ms/line�
（600dpi）�

24bit/24bit�
（RGB各色8bit/8bit）�

1.5ms/line（600dpi）�

4.5ms/line（600dpi）�

8ヶ所�

最大8宛先�

最大124宛先�

TWAIN準拠/WIA�
（Windows®XP/�
Windows®Vistaのみ）�

TWAIN準拠/WIA�
（Windows®XP/Windows®Vista＊27のみ）�

TWAIN準拠/WIA�
（Windows®XP/Windows®Vista＊27＊30のみ）�

33,600、31,200、28,000、26,400、24,000、21,600、19,200、16,800、�
14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400bps（自動フォールバック機能付き）�

〈同梱ソフトウェア購入前お問い合わせ先〉�

メディアドライブ（株）�
TEL：03-5720-7220�

パナソニック ソリューションテクノロジー（株）�
TEL：0570-00-8700

一般回線、ファクシミリ通信網（16Hz）、NCC回線�

100ヶ所�

通信管理レポート、送信結果レポート、受信結果レポート�

最大約256枚（4MB）＊13＊18

読取速度 グレースケール�
（転送速度含まず）�
 カラー�

ドライバ�

・PowerPC：�
　10.2.8～10.4.8�
・Intelプロセッサ： �
　10.4.4～10.4.8

私たちキヤノンは、リサイクルや省エネ
ルギーをとおして、地球環境との共生
に努めています。1990年、業界に先
駆けて開始した使用済みカートリッジ
の「リサイクルシステム」は、現在、世
界規模へと拡大。さらに、さまざまなテ
クノロジーによる省エネルギーの実現
など、各種環境規格に適合した製品
づくりを積極的に推進しています。現在、
多数のキヤノン製品が、各種環境関
連規格に適合、認定されています。�

Windows® Server 2003＊22＊25



●本製品はお客様持ち帰り・設置が原則となりますが、搬入設置の依頼があった場合は別途料金が必要になります。記載の価格には消費税は含まれておりません。本商品、ならびに関連する消耗品、サービス役務等につきましては、別途消費税を申し受けますので、ご了承願います。●製品改良の
ため予告なく外観、仕様の変更を行うことがあります。また、商品およびコピーサンプルの色調は印刷のため実物とは異なることがあります。カタログ内の画面は、基本的にハメコミ合成です。価格・電話番号等は2007年5月現在のものです。●「ファイル管理革命Lite」、「読取革命Lite」は、パナソ
ニックソリューションテクノロジー株式会社の登録商標または商標です。●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は、米国およびその他で登録された米国アップル社の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、Acrobatは、Adobe Systems 
Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Pentiumは米国インテル社の登録商標です。●記載された商品名、社名等は、各社の商標または登録商標です。●複写用紙は、紙厚、紙質により適さない場合もあります。（紙厚：64g/m2～
128g/m2、普通紙：64g/m2～90g/m2、厚手紙：91g/m2～128g/m2まで）詳しくは担当セールスにお問い合わせください。●ご購入の際は、購入年月日・購入店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。安心してお使いいた
だくためのPC保守サービスシステム：本製品を良好な状態でお使いいただくために、2種類のPC保守サービスシステムを用意しました。①スポットサービス方式：お客様のご要請に応じて、その都度、有料で保守サービスをお受けいたします。②
年間保守契約方式：一定の年間保守料金で、機械（カートリッジを除く）が故障した場合の保守サービス、ならびに必要ある場合の部品交換をお引き受けいたします。尚、無償保証期間は、ご購入日より1年間です。●料金方式、用紙等の価格
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。又、本機の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年間です。（補修用性能部品とは製品の性能を維持するために必要な部品です。）�
〔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も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・郵便ハガキ等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・写真などの著作権物は個人的に、又は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。�

＊1　修理代金：機器の点検、故障箇所の修理に伴う技術料及び使用した部品代金の合計です。製品によっては、故障内容にかかわらず一律料金としているもの
もございます。修理料金体系の詳細及び料金の概算につきましては、キヤノンサポートホームページをご覧ください。�
＊2　送付修理サービスご利用時のお願い：弊社サービス拠点に修理品をお送りいただく際には、お客様のお名前/ご住所/電話番号/修理依頼品の機種・機器及
び故障内容を記入したメモと保証書(保証期間中の場合)を添付してくださるようお願いします。�
＊3　宅配料金：故障した製品のお引取りからお届けまで、キヤノン指定業者が行う料金です。お預かりする製品の梱包もいたします。(修理料金は含まれません)�
�

キヤノングループは総力
を上げて、お客様にご満
足のいく、愛される製品
つくり・販売・サービス活�
動を展開しております。�CS推進活動�

（Customer Satisfaction）�

保証期間内�概　　要� 保証期間外�

サービス�
選択�

修理後�
返却�

サービス＆サポート�

■キヤノンサービスパック（CSP）�
　（MF4680/MF4150/MF4130/MF4120/MF5770/MF3220/D350共通）�

■スポットサービス　（MF4680/MF4150/MF4130/MF4120/MF5770/MF3220/D350共通）�

�
商品コード　7950A0073年パック�

4年パック�

5年パック�

18,000円�
�

商品コード　7950A018 27,000円�
�

商品コード　7950A027 36,000円�

訪問修理料金（税別）�
=（①＋②or③＋④）円�

商　品　名�

MF4680/MF4150/MF4130�
MF4120/MF5770/MF3220

D350

希望小売価格（税別）�

希望小売価格（税別）�

14,400円�

12,000円�

7,000円� 5,000円� 2,000円� 実費�

無し�

無し�

定期点検�

■キヤノンケアギャランティ（CCG）�

商　品　名�

①訪問料� ②技術料金� ③簡易点検料金�④部品代金またはユニット修理代�

※ ご購入につきましては、本体のお買い上げ店にご相談下さい。なお、CSPの登録有効期間は、本体のご購入後90日以内です。
上記キヤノンサービスパックには、消耗品（用紙、トナーカートリッジ等）の代金、本体およびオプション類の設置料金は含まれません。
別途指定の料金をお客さまにご請求させていただきます。また、定期点検はありません。�

※ 消耗品（用紙、トナーカートリッジ
等）の代金およびオプション類の設
置料金は含まれません。�

機器の故障発生時にキヤノンコールセンターにダイヤル、お客様IDとトラブル内
容をお知らせいただくだけで、エンジニアが訪問して状況を診断。必要な修理、部
品交換などを迅速に行う「キヤノンサービスパックCSP」。CSPご購入料金は、契
約期間中のサービス料金に相当するため予期せぬ出費を防ぎます。　�・�
●CSPとは、修理の際の訪問料・引取配送料・技術料・
部品代＊等がパッケージ化された保守サービス。サービス
期間は無償保証期間を含めて、3年間、4年間、5年間の
いずれかを選択していただきます。※ご購入につきましては、
本体のお買い上げ店にご相談下さい。なお、CSPの登
録有効期間は、本体のご購入後90日以内です。上記キ
ヤノンサービスパックには、消耗品(用紙、トナーカートリッ
ジ等)の代金、本体およびオプション類の設置料金は含
まれません。別途指定の料金をお客様にご請求させてい
ただきます。また、定期点検はありません。�

キヤノン サービス＆サポートは保証期間は無償で受けられる各種修理サービスメニューと点検や訪問修理をする有償サー
ビスがあります。お客様のご要望に応じて様々なサポートを提供いたします。�

万一トラブルが起きたら、まずはアクセス。キヤノン サービス&サポートページ�

エンジニアが訪問して定期点検や修理等を行う、�
より充実した有償サポートサービスがあります。�

商品をお預かりする修理サービスメニューです。保証�
期間内であれば、修理代金を無償でご対応いたします。＊�無償� 有償�

製品に関する充実したサポートを、キヤノンはホームページ

上でも展開しています。お客様から寄せられる多様なお問い

合わせ内容を整理した「Q＆A検索」や、Web上で修理のお

申し込みができる「オンライン修理受付サービス」。さらに、

最新のドライバやマニュアルを自由にダウンロードできるサー

ビスなど、きめ細やかなサポートをご用意しています。�

キヤノン製品、サービス全般に関する質問やご相談に、専門のスキルを身につけたオペレータが対

応いたします。平日はご自宅からでもご相談いただける20:00までの対応。さらに、土日祝日を含め

た年間フルサポート（1/1～3を除く）体制で、万全の安心をご提供します。�

［canon.jp/support］�

●あらゆるご相談に夜間20：00まで対応  お客様相談センター�

■ご要望に応じてお選びいただける修理サービスメニュー�

■ サービス&サポート　メニューラインアップ�

故
障
修
理�

出
動
依
頼�

修
理
依
頼�修理内容報告�

ご登録・ID通知�

障害コール�

お客様�

CE（カスタマ－̊・�
エンジニア）�

全国キヤノン�
サービスネット�

キヤノンコール�
センター（CSP専用）�

■サービス＆サポートトップ画面�
�

canon.jp/support

050-555-90024
 【受付時間】  〈平日〉9:00～20:00　〈土日祝〉10:00～17:00（1/1～3は休ませていただきます。） 

キヤノンお客様相談センター�
モノクロ複合機（Satera MFP）�

●お求めは信用のある当社で�

0507DP350 00310936

キヤノンお客様相談センター�

キヤノン サテラ 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〉9：00～20：00〈土/日/祝〉10：00～17：00（1/1～3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043-211-9627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。�

モノクロ複合機�
（Satera MFP）�

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6
2007年5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。�
●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。�

1年� 2年� 3年� 4年� 5年�

3年パック�

4年パック�

5年パック�

1年間�

1年間�

CSP

保証期間�
保証期間内1年間の無償修理サービス�
※ 宅配メンテナンスサービスの宅配料金及び送付の際の手数料はお客様のご負担となります。�

CCG

スポットサービス�

（キヤノンサービスパック）�

（キヤノンケアギャランティ）�

訪問修理（有償）�

1年間� 1年間� 1年間� 1年間�

CCGは、安定したシステム運用と予算化が図れる契約型の保守点検サービス
制度です。契約には点検サービス、修理の際の訪問料、技術料、部品代＊1が含
まれます。基本は1年契約、保守料金は年額払いですが、保守料金の月払い、
契約自動更新、点検回数の増減や時間外対応＊2の有無など、お客様にあった

内容でのカスタマイズ契約も可能。また、CSPとは異なり、無償保証修理期間後の契約も可能です。�

Canon�
Care�
Guaranty

＊ キヤノンマーケティングジャパンが別途定める特定の部品料金は�
　この限りではありません。�

＊取扱説明書他注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合のみ。�

送付修理�
サービス＊2

持込み修理�
サービス�
（お預かり）�

宅配�
メンテナンス�
サービス�

キヤノン指定の宅配便業者が、お客様のご
指定日時にお伺いして故障した製品をお預
かりし修理完了後にご自宅にお届けします。�

修理代金＊1は無償です。�
宅配料金＊3はお客様のご負担
となります。�

修理代金＊1及び宅
配料金＊3はお客様
のご負担となります。�
�

お客様ご自身で宅配または郵送により弊社
指定のサービス拠点にお送りいただき、修
理完了後お送りいたします。�

修理代金＊1は無償です。お送
りいただく際の送料・諸掛かり
はお客様のご負担となります。�

修理代金＊1及び送料・
諸掛かりはお客様のご
負担となります。�

修理品をお客様にお持込みいただき、一旦
お預かりして修理し、後日ご返却いたします。� 無償�

修理代金＊1はお客
様のご負担となります。�

修理サービス�
申込の流れ�

●パーソナル機器修理センター：050-555-99088（月～土 9：00～18：00）�
●お客様相談センター：050-555-90024（平日 9：00～20：00/土日祝 10：00～17：00 ）�
●キヤノンサポートホームページ http:/ /canon.jp/support

修理申込�故障・�
問合せ�

無償�

有償�

有償�

有償�

�

キヤノンサービスパック�
PFC タイプC 訪問修理�

選択された�
サービス�
メニューで�
修理�

宅配メンテナンス�
サービス�
�
送付修理サービス�
�
持込み修理�
サービス�

パーソナル�
機器修理センター�
�
お客様相談センター�
�
キヤノンサポート�
ホームページ�

修理窓口・問合せ先� サービスメニュー�

※CSPの登録有効期間は、本体のご購入後90日以内です。�

＊1   キヤノンマーケティングジャパンが別途定める特定の部品料金はこの限りではありません。　�
＊2 別途追加契約が必要になります。�

訪問修理�
（訪問料金のみ有償）�


