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CAD 図面などの出力業務効率化とセキュリティー機能強化を実現
大判プリンター“imagePROGRAF iPF765 ／ iPF760”など4機種を発売

キヤノンは、大判インクジェットプリンター「imagePROGRAF（イメージプログラフ）」
シリーズの新製品として、CAD ／ GIS（地理情報システム）図面向けの“iPF765 ／
iPF760”と学校の教材／掲示物向けの“iPF750 School”、流通／小売業向けの“iPF750 
Poster”の計4機種を、2013年1月21日より発売します。

 新製品 “iPF765 ／ iPF760” は、A0ノビ（36インチ）用紙サイズに対応した5色モデルで、
CAD ／ GIS 図面やポスター、一般オフィスの掲示物など幅広い大判プリントニーズに対応します。
A0サイズを約46秒※1で高速出力できることに加え、印刷中も交換可能なインクタンクを採用し、
高い生産性を発揮します。新たに、図面出力ワークフローの効率化を実現するソフトウエアを
用意し、管理者向けのセキュリティー機能を強化することで、建設、製造、官公庁、出力センター、
大手企業などにおける大判プリント業務の効率性や利便性を向上します。

■ 簡単印刷とクラウド連携により図面出力ワークフローを効率化
新開発ソフトウエア「imagePROGRAF Direct Print & Share（DPS）」を用意し、PDF など

各ファイルをパソコンで開く際に、専用アプリケーションとプリンタードライバーを起動する
必要がなく、DPS のプレビュー画面で内容を確認し、簡単に印刷できます。さらに異なる形式
のファイル※2の印刷指示や用紙サイズ、給紙方法などの詳細印刷設定も一括で行えます。また
DPS からクラウドサービス※3上にファイルをアップロード／ダウンロードでき、遠隔地や複数
拠点にいる建築、設計会社およびその顧客らがモバイル端末などでも最新情報を即時に共有可能
です。これらにより図面出力ワークフローの効率化を実現します。

■ 管理者向けのセキュリティー機能を強化
従来機種「iPF755 ／ iPF750」（2009年4月発売）に搭載している「管理者モード」をさらに強化し、

ハードディスクドライブ内にあるファイルの再印刷や、インターフェース（USB、LAN）からプリン
ターへの不正アクセスを管理者が制限できます。これによりネットワーク環境でのプリンターの
不正使用や情報漏えいの防止など、情報セキュリティーの管理・運用を強力にサポートします。

製品名 価格（税別） 発売日 生産台数
imagePROGRAF iPF765 64万8,000円

2013年1月21日 2機種合計
2,000台／月imagePROGRAF iPF760 39万8,000円

※1  普通紙、「速い」モードにおいて。
※2  対応ファイル形式 : PDF、JPEG、TIFF。
※3  対応クラウドストレージ：Google ドライブ。（2013年1月現在）

● 報道関係者のお問い合わせ先 ：キヤノン株式会社　広報部　広報課　 03－5482－3912（直通）
● 一般の方のお問い合わせ先 ：キヤノンお客様相談センター 050－555－90063
● 報道関係者用ホームページ ： e-pr.canon.jp  ● imagePROGRAF ホームページ： canon.jp/imageprograf

2013 年 1 月 15 日

キヤノン株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

imagePROGRAF iPF765 ／ iPF760
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＜ iPF765 ／ iPF760の主な特長＞

1．簡単印刷とクラウド連携により出力ワークフローを効率化
・新開発ソフトウエア「imagePROGRAF Direct Print & Share（DPS）」を用意し、PDF や

JPEG、TIFF など各ファイルをパソコンで開く際に、専用アプリケーションとプリンター
ドライバーを起動する必要がなく、DPS のプレビュー画面で内容を確認し、簡単に印刷可能。
異なる形式のファイル※1 の印刷指示や、用紙サイズや給紙方法、印刷品質なども一括で
設定可能。これらにより図面の大量印刷、連続出力ワークフローを効率化。

・DPS からクラウドサービス※2上に簡単にファイルをアップロード／ダウンロードが可能。
遠隔地や複数拠点にいる建築、設計会社およびその顧客らがクラウドサービスを介してモバ
イル端末などでも最新図面情報を即時に共有可能。

・CAD 設計ソフトウエア AutoCAD ※3上のメニューから、PDF に変換した図面を直接 DPS へ
送信し印刷することができ、出力作業が最少2クリックで完了。

・大判コピーシステムセット「M25 ／ M40 MFP Tray」（別売）と組み合わせて使うことで、
手書きで修正を加えた図面をその場でスキャンし、簡単な操作でクラウドサービスを介して
関係者とそのデータを即時に共有でき、建築や設計の共同作業の効率化を強力にサポート。

※1  対応ファイル形式 : PDF、JPEG、TIFF。
※2  対応クラウドストレージ：Google ドライブ。（2013年1月現在）
※3  対応バージョン : AutoCAD 2008 ～ AutoCAD 2013。

ファイル出力・共有ソフトウエア 「imagePROGRAF Direct Print & Share」 ワークフロー

ファイルから直接出力・共有
PDF、JPEG、TIFFなどの各ファイルを開く
際に、専用アプリケーションを起動すること
なく、簡単に出力・共有が可能です。

AutoCADファイルを直接出力・共有
AutoCAD上のメニューから、直接ファイルを
出力・共有することができます。

スキャンデータを共有
スキャンした図面などのデータを、
クラウドサービスで共有できる
Scan to Cloud＊に対応。
＊大判コピーシステムセット M25/M40 MFP Trayのみ

クラウドサービスと連携
クラウドサービスと連携し、DPS内
での簡単な操作でファイルのアップ
ロード／ダウンロードが可能です。

関係者とファイルを共有
クラウドサービスを介してファイルを関
係者間で共有することが可能です。
建設現場などのモバイル環境でも最
新の情報をチェックできます。

Cloud to Print
File to Print

Cloud to Print

 Scan to Cloud

TIFFJPGPDF

PC

PDFAutoCAD Plug-in

AutoCAD MFPMFP

印　刷

クラウド 
サービス

imagePROGRAF 
Direct Print ＆ Share

imagePROGRAF 
Direct Print ＆ Share
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2． さらなる大量／大容量データ印刷に対応
・市場で好評を得ている平面積載バスケットを採用。図面が折れたり丸まったりせず、出力した

順に整列積載され、大量印刷や複数人でプリンターを使用する際に、出力物の取り出しが容易。

平面積載バスケット

・新製品 “iPF765” は従来機種「iPF755」（2009年4月発売）に比べ約1.6倍※1の250GB 大容量
ハードディスクドライブ（HDD）を搭載。これによりパソコンからの印刷ジョブの転送を短
時間で完了。また、メモリーは従来機種に比べ約4倍以上の32GB ※2に増強し、より複雑な
データや大容量の画像データ印刷への対応力を強化。

※1  2009年4月発売時点での HDD 容量は80GB。2011年1Q 発売以降のモデルの HDD 容量は160GB。
※2  物理メモリーは256MB。

3．プリンター管理業務のワークフローをサポート
・設定リセット機能を搭載し、プリンターの各種設定やジョブ履歴を簡単な操作でリセット可能。

これにより、プリンターを他部門へ譲渡・移管する際や、レンタル業において貸出先から
回収した後にメンテナンス作業をする際、作業効率向上とセキュリティー強化に寄与。

・インクタンクが空になったことを音で知らせる機能を追加。従来から印刷を止めずにインク
タンク交換可能なことと併せ、交換タイミングを逃さず消耗品切れによる印刷の中断を防止。

4．管理者向けのセキュリティー機能を強化
・従来機種「iPF755 ／ iPF750」（2009年4月発売）から搭載している、プリンター管理者向け

の高度なセキュリティー機能「管理者モード」をさらに強化。HDD 内のファイルの再印刷や、
インターフェース（USB、LAN）からプリンターへの不正アクセスを管理者が制限可能。ネット
ワーク環境におけるプリンターの不正使用や情報漏えいの防止、アクセス制限を強化し、
情報セキュリティーの管理・運用を支援。
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＜ iPF750 School の主な特長＞

１. 学校の教材や掲示物などの作成・出力をサポート
・A0ノビ（36インチ）用紙サイズに対応した5色モデル。
・従来機種「iPF750」より同梱の高品位ポスター簡単作成ソフトウエア「PosterArtist Lite」に加え、

130点のテンプレートと520点のイラストを収録したコンテンツ CD「PosterArtist 学校向け
イラスト素材集」を用意。さまざまな校務において役立つ、効果的でわかりやすい教材や
掲示物などが簡単に作成可能。

・キヤノン製のフラットベッドスキャナー CanoScan（別売）を使い、原稿の一部だけ範囲指定
した拡大コピー、薄手原稿をスキャンしたときの裏写り防止、地色除去などの機能と組み
合わせて、教科書や資料集などの拡大大判プリントを、コピー感覚で簡単に作成可能。

・最大18m の長尺印刷にも対応し、垂れ幕や横断幕などを使用する学校行事で活躍。

学校向けテンプレート、イラストを使用した大判プリント例

２. 高い生産性と利便性
・A0サイズを約46秒※で高速出力でき、授業の合間や休み時間中に教材などの大判プリントが

可能。また、印刷中も交換可能なインクタンク、すべての操作を前面から行えるフルフロント
オペレーションを採用することで、高い生産性と利便性を実現。

※  普通紙、「速い」モードにおいて。

製品名 価格（税別） 発売日
imagePROGRAF iPF750 School オープン価格 2013年1月21日

imagePROGRAF iPF750 School
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＜ iPF750 Poster の主な特長＞

１. 流通、小売業のポスター作成をサポート
・A0ノビ（36インチ）用紙サイズに対応した5色モデル。
・高品位ポスター簡単作成ソフトウエア「PosterArtist」を同梱し、飲食、小売店、サービス業など

でのポスターや POP の大判プリント作成、出力を支援する機能を充実。従来機種「iPF750」
に標準搭載していた「PosterArtist Lite」の機能に加え、強力なデザイン支援機能や高度な
編集機能を装備し、業種別に用意された約250点のテンプレートや約1600点以上の写真素材、
クリップアートを収録。さまざまな目的や用途に適したプロ品位のポスターや POP を簡単に
作成可能。

２. 高い生産性と利便性
・A0サイズを約46秒※で高速出力でき、タイムセールやイベントを告知するポスターを即時

にプリント可能。また、印刷中も交換可能なインクタンク、すべての操作を前面から行える
フルフロントオペレーションを採用することで、高い生産性と利便性を実現。

※  普通紙、「速い」モードにおいて。

製品名 価格（税別） 発売日
imagePROGRAF iPF750 Poster 39万8,000円 2013年1月21日

＜大判プリンターの市場動向＞　

CAD 図面のカラー化需要の高まりと、従来の出力センターにおける図面の集中出力から建設、
設計、製造など個々の現場での分散出力への変化が、昨今の CAD 市場の傾向として挙げられます。
この傾向を受けて、大判インクジェットプリンターによる CAD 図面の出力機会はますます高まりを
見せてきています。また、業務の効率改善、無駄の排除、即時性などを背景に、従来は外部に
委託していたポスターなどの大判出力物を内製化しようとするニーズも確実に広がりを見せて
います。これらを背景に、大判インクジェットプリンター市場はこれまで堅調な拡大を続けて
います。2009年は金融危機により一時的に低迷したものの、その後は回復に向かっています。
2011年の販売台数は世界で約23万1千台、国内で約2万6千台と推定しています。（キヤノン調べ）

imagePROGRAF iPF750 Poster
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＜主な製品仕様＞

機種 iPF765 iPF760 iPF750 School iPF750 Poster
インク 5色・染顔料リアクティブインク
ノズル数 合計15,360ノズル

インクタンク 各色130ml
＊初期同梱インクタンクの容量は90ml

解像度 最高2,400×1,200dpi

使用可能
用紙サイズ

手差し
（カット紙） A4 ～ A0、B4 ～ B1ほか

ロール紙 254 ～ 914mm（10 ～ 36inch）
インターフェース 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、Hi-Speed USB
メモリー 32GB ※1 256MB
ハードディスク 250GB ―

プリンター
ドライバー

Windows Windows 8/7/Vista/XP/Windows Server 2003/2008
Mac Mac OS X 10.4.11以降 Mac OS X 10.3.9以降

ポスター作成ツール PosterArtist Lite、Print Plug-In for Office、
CanoScan QuickCopy、Color imageRUNNER 連携コピー

PosterArtist、
Print Plug-In for 

Office、CanoScan 
QuickCopy、Color 

imageRUNNER
連携コピー

電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 動作時：約140W 以下、待機時（低電力モード）：5W 以下
大きさ（幅×奥行き×高さ） 1,304×887×1,062 mm（本体＋スタンド）

質量（消耗品含まず） 約65kg
（本体＋スタンド） 約64kg（本体＋スタンド）

※1　物理メモリーは256MB。

＜プリントスピード＞

iPF765 iPF760 iPF750 School iPF750 Poster

普通紙（速いモード） Ａ0：約46秒※2

※2  プリントスピードの測定条件は次の通りです。
使用パソコン：CPU: Pentium4 3.2GHz ／ RAM: 1GB、使用 OS：Windows XP SP2、
使用インターフェース：Hi-Speed USB、使用アプリケーション：Photoshop 7.0 
日本規格協会 SCID No.5を、A0サイズ 827×1,033.8mm に拡大して出力。


