
オフィス向け複合機 総合カタログ（Gen3 2nd Edition）



あなたにいちばんの使いやすさを。

オフィス適応性管理性 信頼性画質生産性操作性
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＊ 2018年夏対応予定。

シンプル・マネジメント。
使いやすさの追求だけでなく、管理性を高める多彩な機能を加え、

より簡単で便利な「シンプル・マネジメント」を追求。

User-Centric品質をあらゆるシーンへ広げていく、「2nd Edition」の登場です。

2nd Edition

アドレス帳やMFP本体の設定情報だけでなく、
MEAPアプリケーションの設定情報も含めて
定期的かつ自動的に安全なクラウド環境にバックアップ。
万一のHDD故障時などには、
バックアップデータからリストアすることで確実に復旧でき、
利用時間のダウンタイム削減が可能です。
運用管理の安心感・安全性を高めます。

社員の誰もが使用するiR-ADVの操作パネルを活かし、
イベント告知や売上実績速報といった社内通達など
さまざまなビジュアルコンテンツを表示します。
コンテンツはアドバンスドボックスやファイルサーバーに格納。
操作開始前のログイン時、オートクリア時の画面に表示することで、
効果的な情報コミュニケーションを実現します。

多彩なコンテンツ表示で、情報伝達を活性化する
「ビジュアルメッセージ」

設定データ

■ビジュアルメッセージ例

イベント告知

売上実績速報

会議室にて

社内献血
活動

設定データの自動保存で、運用の安心感を高める
「バックアップサービス」＊

バックアップ
データから
復旧

故障発生時
自動

バックアップ

通常時

部門別売上推移
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画面も操作も、一人ひとりに合わせて。

シンプルに、直感的に操作できる新タッチパネルで、

各自が使いやすいように画面表示や設定をカスタマイズ。

一人ひとりの業務効率を確実にアップさせます。

操作のしやすさを追求した「新操作パネル」

10.1inchにワイド化、フルフラット化された

新操作部を採用しました。画面では、一般的な

スマートフォンやタブレットと同様に軽くて快適

な操作感を実現。フリックやピンチイン・ピンチ

アウトにも対応しています。

操作性

〈 フリック操作 〉

〈 ピンチイン・ピンチアウト操作 〉
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CさんBさん

英語圏の方のために
英語表示設定

記録資料を大量スキャン
するため、初期画面が
スキャン画面

Aさん

コピーをよく取るので、
初期画面がコピー画面

自分のアイコンタッチで「シンプルログイン」

本体にユーザー登録をしておけば、毎回ユーザー名やパスワード

を入力する必要なく、タッチパネル上のアイコンを選択するだけ

でログイン認証が簡単に行えます。プリントジョブを投げれば

自動的にユーザーアカウントがデバイスに登録されて、手軽に

パーソナライズ機能が利用可能です。

余分なページを自動削除する「白紙スキップ」

白紙スキップ機能を搭載。スキャン時に原稿内の不要な白紙

ページを自動で検知し、白紙を除いたファイルを生成します。

原稿の下地と文字やイメージなどの輪郭を読み取る2種類の

検知方法を使用する事で、裏写りされた文字や薄い文字に

ついても正しく判別します。

放置プリントを抑止する「留め置き印刷」

印刷データを本体内に留め置き、ログイン時に画面に表示。部数

やステイプルなどの設定を、印刷前に確認・変更することができ

ます。印刷完了までの時間も、文書情報や設定に基づいて予測

可能。放置プリントを抑止するとともに、ミスプリントによる無駄

なコストを削減します。また、複数ページを並べて表示し、仕上が

りを事前に確認できるプレビュー表示も充実。フリック操作でな

めらかなページ送りが行えます。

印刷設定変更画面

アイコンを押すだけでログイン

名前と写真の変更も可能

ユーザー12 清水

〈 白紙スキップ機能 〉

P.1 P.2 P.3 P.1 P.2

〈 原稿検知機能 〉

イメージ薄い文字

あ

白い紙 色紙 再生紙 裏写り

あ白紙と判断

文字や
イメージと
判断

プリント指示

ユーザー12

業務効率を高め、管理者の負荷も軽減する
「パーソナライズ機能」
初期画面や表示言語を自分用にカスタマイズし、各自が使いや

すいように個別の設定を登録、さらに、自分専用または所属グ

ループのアドレス帳を表示することができます。例えば、初期

画面を、コピーをよく取る人はコピー画面に、大量にスキャン

する人はスキャン画面に、英語圏の人は英語表示に。一人ひと

りのワークフローに柔軟に対応し、業務効率を高め、生産性の

向上に貢献します。さらに、パーソナライズした設定を、同一

ネットワーク内の一台をサーバーとして、他のiR-ADV＊1に同

期することも可能です。業務効率のさらなる向上とともに移動

コストを削減し、管理者の負荷も軽減します。

印刷プレビュー画面

＊1 iR-ADV＝imageRUNNER ADVANCE / 搭載機種：C7500シリーズ、C5500シリーズ、C3500シリーズ、C356F Ⅱ、8500シリーズ、6500シリーズ、4500シリーズ
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生産性

いつもの業務を、すばやく、スムーズに。
待ち時間の少ない作業スタートや、

効率のよい原稿読み込み、そして多彩なフィニッシング。

速度や給紙容量にとどまらない、優れた生産性を提供します。

＊1 使用条件によっては検知できないことがあります。　＊2 検知領域に進入すると節電スイッチが点滅して人感センサーが反応していることを示します。

使う人を検知し、スリープ復帰時間を短縮する「人感センサー」＊1

使うために近づいてくる人を検知し、スリープモードから自動復帰する人感センサーを搭載しました。スリープ復帰にかかる待ち時間を

短縮し、業務を効率化します。人を検知する感度を設定することも可能です。距離検知式のセンサーにより、本体と人までの距離を測

定し、ユーザーが「近づく、離れる、滞在する」を認識します。

〈人感センサーが距離を検知〉 
・センサーから前方の物体までの距離を測定

〈センサーの検知範囲＊2〉

復帰領域
約30cm

検知領域
約60度
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スキャン生産性を高める「両面同時読み取りADF」＊3

サイズ設定操作を簡素化する
「用紙サイズ自動検知」＊6

手差しトレイに自動で用紙サイズを検知するためのフラグセン

サーを追加しました。これにより、手差しトレイからの印刷で用紙

がなくなった場合でも、補充後に用紙設定しなおす必要がなく、

画面確認のみで印刷を再開することができます。

コピーした後で、
すぐに綴じ直せる「マニュアルステイプル」＊7 

いつでも好きなときに原稿を綴じることができる便利なマニュ

アルステイプル機能を搭載しました。コピーするためにホチキス

を外した原稿も、スキャン後すぐに綴じ直すことができます。

原稿をセットするだけで、自動でステイプルされるので、スムー

ズに用紙を綴じることができます。子供の指が届かないように幼

児に対する安全対策が配慮されています。

一度の原稿搬送で表面と裏面を同時に読み取る、両面同時読み

取りADFを標準装備しました。スキャン生産性などの基本性能

を高めています。さらに、原稿分離性能の向上により重送やジャ

ムのリスクを低減し、原稿搬送の信頼性もアップさせました。

人感センサーによる検知をはじめ、ADF（自動原稿送り装置）へ

の原稿セット、原稿台やADFのオープン、手差しトレイへの用紙

セット、前カバーのオープン＊4など、スリープモードからの復帰ト

リガーを充実させました。速やかなスリープ復帰を実現し、作業

スタートまでの待ち時間を削減。使う人がストレスを感じること

のない、効率のよい業務をサポートします。

速やかに作業を開始できる、多彩な「復帰トリガー」

原稿の重送を抑止する「重送検知」＊3

ADF(自動原稿送り装置)に、重送検知機能を標準装備しました。

原稿が1枚ずつ搬送されているか、2枚重なっているか、超音波

センサーが発する音波の波形で高精度に判断して重送を検知。

複数原稿のコピーやスキャンのミスを抑止します。

主電源ONですばやく使える「高速起動」＊5

「主電源ON時の高速起動」を設定すれば、主電源OFF時の状態

をメモリに保持しておくことで、立上げ時に必要な主記憶装置

からプログラムをメモリにロードする処理や、初期化処理を

効率化しました。 主電源を入れてからの画面操作やスキャンが

待ち時間なくスムーズにスタートできます。

A4の用紙をセット

インナーフィニッシャー 外付けフィニッシャー

用紙サイズを
自動で検知

音波が減衰しにくい

〈 原稿が1枚の場合 〉

原稿 原稿

原稿間の空気層で
音波の減衰が大きい

〈 原稿が2枚の場合 〉

原稿間の
空気層を検知して
重送を判断

ADFに原稿をセット

原稿台カバー、ADFオープン時

手差しトレイに用紙をセット

前カバーをオープン＊4

〈その他のトリガー〉
・人感センサー ・節電キーを押下 
・タイマーを設定 ・FAXを受信

（給紙部）

（排紙部）

表面読み取り部

原稿搬送路

裏面読み取り部

＊3 iR-ADV C3500シリーズはiR-ADV C3530 Ⅱのみオプション対応。iR-ADV 4500シリーズはiR-ADV 4545 Ⅱ、4545F Ⅱ、4535 Ⅱ、4535F Ⅱのみ。 
＊4 iR-ADV C3500シリーズ、C356F Ⅱ、4500シリーズのみ。 ＊5 使用条件によっては、高速起動できない場合があります。 ＊6 iR-ADV C356F Ⅱは非対応。 
＊7 オプションが必要です。iR-ADV C356F Ⅱは非対応。 06



下地がある原稿もきれいに「ファクス送信」＊4

ファクス送信時に、原稿をカラーでスキャンします。これにより、

帳票原稿などの薄青原稿の下地を正しく除去する事ができ、

文字再現性を向上しています。また、下地が濃い原稿をスキャン

する時には、白と黒の濃淡識別の条件を見直し、判別分析法を

採用して最適処理を新たに設定することで、正しく文字再現する

ことができるようになりました。

薄紙コピー時の
品位を高める「裏写り除去」＊2

無彩色のハイライトのみを白に近づける

色変換が行えます。下地全体を飛ばす調

整方法とは異なり、カラー

クオリティーへの影響が

少ない裏写り除去が可能

です。裏写りしやすい薄紙

をコピーする際などに効

果を発揮します。

画質

株式会社○△□×
○○ ○○　様

講座への会員派遣について

「○△□×○△□×講座」
～○△□×○△□×について～

1245 発　第 15 号
平成 26 年 12 月 21 日

株式会社○△□×
　階調○○ ○○

拝啓　冬の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より本会会務運営に格別の誤配量を賜り、熱くお礼申し上げます。

さて、この度開催するイベントの一環として、今後の
さらなる交流を目的としたイベントを下記の通り開催いたします。

また、当日はは講演会後に懇親会を企画しております。
つきましては、同講座の主旨にご賛同いただき、会場の運営補助要員としまして
貴会会員のご派遣についてご協力賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

日時：平成 00 年 00 月 000 日（□）　00：00～00：00
場所：○□△×会館・0階特設ホール
主な内容：これからのビジネスに必要な考え方
講演：・「○×△□○××□」
　　　・「○×△□○××□」
主催：○×△□○××□×△□○××□
協力：○×△□○××□×△□○××□（予定）
協賛：××□△○株式会社、××□△○株式会社、

［お問い合わせ先］
○△□×事務局（担当　○△□×）
〒000-0000
○○△市×△□○××□×△□○××
TEL：00-000-00000　FAX：00-000-0000

敬具
記

仕 入 帳 票

ビジネス文章 きれいに表現ファクス
送信

帳 票

候、ますますご
務運営に格別の
の度開催する
を目的としたイ
日はは講演会

色鮮やかにくっきりと
「高画質カラープリンティング」＊1

プリンター色域を拡大し、シャープネスコントロールを最大限に活

用することで表現力を高めた、高画質カラープリンティング。また、

モノクロ出力では自然でなめらかな階調再現を実現しました。

トナー転写効率を高める「新中間転写ベルト」＊2

安定した高画質を支える「新開発トナー」＊3

トナーの表面特性を改良し、優れた耐久性と転写性を両立させた新

開発トナーを採用。大量に出力しても色味変動を抑える安定した高

画質と、幅広い用紙対応力を実現しました。再生紙などでも、文字を

くっきり、図面やグラフも明瞭に再現します。さらに、トナーの溶融特

性の最適化を図り、定着特性も向上。多彩な用紙への高速プリント

を可能にし、生産性を高めています。

色彩豊かなプリントを
可能にするプリンター色域
の拡大で、発色よく表現

シャープネスコントロール
の活用で、芝や葉もくっきり
鮮やかに表現

〈コピー 〉

123
456
789

Gen3

従来

AB
CD

AB
CD

123
456
789

裏写りしている
薄紙原稿

新しい色設計による、再現性に優れたカラー高画質。
濃淡や明暗も自然な、階調性に優れたモノクロ高画質。
さまざまなドキュメントの訴求力を高めます。

カラーを鮮やかに、モノクロをなめらかに。

ベルト表層の材料や構造を一新することでトナーの分離性を高

め、転写効率をアップさせた新中間転写ベルトを採用しました。

用紙の平滑性に左右されにくい優れた転写性を実現し、画質の

向上に貢献します。また、ベルトの位置ずれを修正する寄り制御

機構を採用し、品質のさらなる安定化も図りました。

＊1 iR-ADV C7500シリーズ、C5500シリーズ、C3500シリーズ、C356F Ⅱのみ。 ＊2 iR-ADV C7500シリーズ、C5500シリーズのみ。 
＊3 iR-ADV C7500シリーズ、C5500シリーズ、C356F Ⅱのみ。 ＊4 FAXボードが必要です。 
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管理性

複合機に登録されている宛先表をCSVファイルでエクスポート

し、他の複合機に適用することができます。CSVファイルなら

宛先データの追加・編集が簡単に行えるため、メンテナンス

作業負荷を軽減します。

設置環境を問わずにネットワーク活用の幅を広げ、
モバイル連携も実現する無線LANを内蔵。
管理をサポートするオンラインシステムも利用できます。

活用の広がりと、管理のしやすさを両立。

エクスポート
（RUI）

インポート
（RUI）

編集
（PC）

情報活用の幅を広げる「モバイル連携」 宛先表のデータ移行・編集を簡単に

インターネット上のサーバーから、最新のファームウェアを自動

取得し、バージョンアップします。バージョンアップを行う時間帯

は、ご希望の時間帯を指定することができます。また、ログ解析が

必要なトラブルが発生した場合、動作ログをサーバーへ送信し、

解析・対応を行うことで、すばやく解決することができます。

ネットアイは、インターネットを利用して、imageRUNNER 

ADVANCEを遠隔モニタリングするシステムです。カウンター

の自動検針、エラーや紙づまり、トナー残量等の情報を、ネットアイ

センターやサービス実施店に自動通知します。またモニタリング

サービスにお申込いただく事で、障害発生時の復旧サポートの

ご提供と複合機から簡単な操作で修理依頼が可能です。

複合機の管理業務を削減

消耗品
少

エラー

修理依頼 コールセンターから
ご連絡・サポート消耗品を自動配送 キヤノン

サーバー 安定稼働

トラブルログ
自動送信

ファーム自動
アップデート

キヤノン
サーバー

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

QRコードにより接続設定をすれば、ダイレクト接続で、モバイル機

器からのデータ出力やスキャンデータの取り込みが行えます。さら

に、Bluetooth LE＊6を利用すれば、近くの複合機を検索して簡単に

接続可能。NFC＊6を追加すれば、モバイル機器を複合機にタッチし

て印刷できます。また、留め置き

文書の印刷指示ができるプリント

リリースや、モバイル機器のEメー

ルアドレスを使った宛先の送信に

も対応。多彩な連携により、情報

活用の幅を大きく広げます。

＊5 App Store、Google playから無償でダウンロードできます。 App Store、Google playへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。 ＊6 オプションが必要です。 
＊7 別途お申し込みが必要です（無料）。

ファームウェア自動アップデートサービス＊7お客様の管理業務を支援する
オンラインサポートシステム「NETEYE」＊7
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ファクス送信画像の自動保存
送信済のデータを画像化して、本体HDDや外部サーバへ自動で

保存します。ファイル名には、送信日時、受付番号、送信元情報、

送信結果の情報が自動で付加されます。保存先のフォルダーも

日付・送信元情報ごとに自動で作成され、さらに、ファイルを自動

振り分けして保存できます。

HDD暗号化標準搭載
FIPS140-2 認証取得のハードディスク暗号化チップが標準

搭載されており、データは自動的に暗号化されるためハード

ディスク抜取りによる情報漏えいを防止します。

セキュリティーに配慮した「HDDデータの上書き消去」
データ消去機能により、データセキュリティーをさらに高め

ます。ジョブの処理中または終了と同時に、複合機内に一時

保管されたイメージデータを自動的に上書きして消去します。

また、データの消去方法は4段階から選択でき、セキュリ

ティーレベルに合った方法が選択可能です。

管理負荷を低減する「通信管理レポートの電子化」
送信／受信やボックスへの保管の履歴情報である通信管理レポー

トをプリントするだけでなく、CSVファイルに電子化してパソコン

で管理し、手軽に編集・加工することができます。管理負荷を低減

し、スムーズな履歴確認により問い合わせなどにも迅速に対応。ま

た、プリントする際には最大2000件までを指定して一括出力が可

能です。紙で保管する際の手間も軽減します。

本体の情報漏えいリスクを低減すること、
送信したFAX文書を履歴として自動的に保存できること。
安心して使うための機能が、信頼性を向上させます。

安心してお使いいただくために。

信頼性

通常のジョブによる
データ消去の場合 出力後に

管理情報
のみを消去

0データまたは
ランダムデータ
を上書き

HDD
上書き消去機能
使用時

実際のデータは
ハードディスクに
残っている

残存する
ジョブデータを
消去する

管理情報

実際の
データ

実際の
データ

管理情報
101011
101135
005020
104500

実際の
データ

管理情報

実際の
データ

消耗品の交換操作をアシストする
「操作パネルの動画表示」
トナーや回収トナー容器などの交

換手順、清掃方法、さらにジャムリ

カバリー方法などを、操作パネル

に動画でわかりやすく表示。動画

を確認しながら、迷うことなく作

業を進めることができます。

送信日時、受付番号などの情報を付記

自動で保存して
データ振り分け

送信した
FAXを
データ化

PC

編集
加工

CSVファイル

動画で手順を表示

ファクス送信
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環境に配慮し、安全で便利に「針なしとじ」＊1

環境に優しく安全な「針なしとじ」機能を搭載。用紙圧着方式を

採用し、最大5枚の用紙を綴じることが可能です。紙を圧着して

綴じるため、用紙を重ねた時も紙がかさばりません。また、

綴じ部をこするだけで簡単に剥がすことができます。

新・静音設計フィニッシャー＊1

フィニッシャー稼働音を可視化して、効果的に音源分析を行い

静音性を実現しました。稼働トレイにベルト駆動を採用し音源

位置を下部へ配置、イニシャライズ動作の削減、静音駆動方式

搭載による動作時の突発的な衝撃音の低減等の対策により、

大幅に稼働音を低減しています。

コンパクト設計で省スペース化＊1

フィニッシャー機内に複数あった用紙経路を共通化することで、

装置の小型化を実現しました。また、フィニッシャーに搭載されて

いるパンチャーも小型化・内蔵化し、システムとしてコンパクト

でありながら、多彩なニーズに対応します。

省エネルギー設計、各種基準への適合など、
ビジネスを支えていく複合機として環境に配慮。
静音・省スペース化で、オフィスの快適性も高めます。

環境に優しく、快適なオフィスへ。

オフィス適応性

〈 音源の可視化 〉＊3

共振音

音の発生源

コンパクト化

紙経路を共通化 パンチャーユニットを
内蔵環境対応ニーズに幅広く応える「各種基準への適合」

●「国際エネルギースタープログラム」に適合しています。
●RoHS 指令に対応評価するための社内基準を採用しています。
●グリーン購入法の配慮事項について満たしています。
●環境負荷を低減する「バイオマスプラスチック」を採用しています。

手が汚れにくく交換しやすい「IAPトナーボトル」＊2

従来製品よりも手を汚さずにトナー交換が行える、供給口の小さ

いIAPトナーボトルを採用。供給口付近のボトル容積を変化させ、

そこで生じる空気の力を活かすエアーアシスト方式により、小さ

な供給口でありながら安定したトナー供給を実現しました。さら

に、保護キャップをなくすことで、

交換時の工程を減らして操作効

率を向上させるとともに、廃棄物

削減にも貢献します。

圧力でとじる消耗品不要 スマートな
見た目

重ねても
かさばらない

そのまま
シュレッダー

＊1 オプションが必要です。 iR-ADV C356F Ⅱは非対応。
＊2 iR-ADV C5500シリーズ、C3500シリーズ、C356F Ⅱ、4500シリーズのみ。　＊3 グラフはイメージです。

10



C356FⅡ

0817SZ70 00538801

●お求めは信用のある当社で

●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。

安全にお使い
いただくために

2018年1月現在

imageRUNNER ADVANCEでは、サービス向けに右記の機能を実装し
ます。これらの機能は、万が一のトラブル発生時に迅速に対応するため
のものです。これらのツールは、お客様の了解のもと利用いたします。

◎サービスブラウザー ・・

◎アップデーター ・・・・・・

お客様のネットワークを通じてサービスがインターネット上から
技術情報を参照します。
お客様のネットワークを通じて、MFPの最新ファームウェアをダウンロードします。

サービスが利用する内蔵ツールについて

●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2018年1月現在のものです。　●Canon、Canonロゴ、
imageRUNNER ADVANCEはキヤノン株式会社の登録商標です。　●本カタログに記載されている会社名、商品名は、一般に各社の登録商標または商
標です。　●本カタログ内のコピーサンプルは実際の出力とは異なります。　●本カタログ内の画面は、ハメコミ合成です。　●Ⅱは2nd Edition（新システム
ソフトウェア搭載）を示します。

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。

※モバイルからも
製品情報をご確認
いただけます。

キヤノンお客様相談センター

キヤノン オフィス向け複合機 ホームページ

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

受付時間〈平日〉9：00～17：00 （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042-460-9565を
　ご利用ください。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

イメージランナー
アドバンス

〒108-8011　東京都港区港南2-16-6

※おかけ間違いのないようにご注意願います。

Gen3 2nd Edition 商品ラインアップ

COLOR A3

A3MONOCHROMECOLOR A4

C7500 Series C5500 Series C3500 Series

8500 Series ６500 Series 4500 Series

※「PODデッキライト・C1」、「バッファーパスユニット・M1」、「ペー
パーフォールディングインサーターユニット・K1」、「中綴じフィ
ニッシャー・V2」を装着したものです。

※「大容量カセットペディスタル・A1」、「中綴じフィニッシャー・Y1」、
「ペーパーデッキユニット・F1」を装着したものです。

■連続複写速度
C7580Ⅱ

C7570Ⅱ

C7565Ⅱ

BLACK & WHITE : 80ppm
COLOR : 65ppm
BLACK & WHITE : 70ppm
COLOR : 60ppm
BLACK & WHITE : 65ppm

COLOR : 60ppm
BLACK & WHITE : 60ppm
COLOR : 50ppm
BLACK & WHITE : 50ppm
COLOR : 40ppm
BLACK & WHITE : 40ppm
COLOR : 35ppm
BLACK & WHITE : 35ppm

■連続複写速度
C5560Ⅱ/C5560FⅡ

C5550Ⅱ/C5550FⅡ

C5540Ⅱ/C5540FⅡ

C5535Ⅱ/C5535FⅡ  

COLOR : 30ppm
BLACK & WHITE : 30ppm
COLOR : 20ppm
BLACK & WHITE : 20ppm

■連続複写速度
C3530Ⅱ/C3530FⅡ 

C3520FⅡ

※「iR-ADVキャスタープレート・G1」を装着したもの
です。

※「PODデッキライト・C1」、「中綴じフィニッシャー・
W1」を装着したものです。

※「PODデッキライト・C1」、「ペーパーフォールディ
ングインサーターユニット・J1」、「中綴じフィニッ
シャー・V2」を装着したものです。

※「大容量カセットペディスタル・B1」、「インナーフィニッ
シャー・J1」、「インナー2/4穴パンチャー・C1」を装着し
たものです。

COLOR : 70ppm

■連続複写速度
8505Ⅱ
8595Ⅱ
8585Ⅱ

BLACK & WHITE : 105ppm
BLACK & WHITE : 95ppm
BLACK & WHITE : 85ppm

■連続複写速度
6575Ⅱ
6565Ⅱ
6560Ⅱ

BLACK & WHITE : 75ppm
BLACK & WHITE : 65ppm
BLACK & WHITE : 60ppm

■連続複写速度
4545Ⅱ/4545FⅡ
4535Ⅱ/4535FⅡ
4525Ⅱ/4525FⅡ

BLACK & WHITE : 45ppm
BLACK & WHITE : 35ppm
BLACK & WHITE : 25ppm

BLACK & WHITE : 35ppm
COLOR : 35ppm

■連続複写速度
C356FⅡ

※「2段カセットペディスタル・AP1」、「インナー2ウェイトレイ・J1」を
装着したものです。


