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研究室の皆様へ

冬号

キヤノン製品のご案内

（キヤノン注文品）

A4モノクロレーザー複合機 MF236n のスペシャルプライスモデル

台数限定

ネットワーク対応のベーシックモデル！ ※両面印刷・無線LANは未対応。
コンパクトながら、業務効率の改善に貢献します

※商品がなくなり次第、終了させて頂きます

A4モノクロレーザー複合機

MF236nS

側面

正面

物r

■商品コード：1418C156

税込組価：

23,980円

通常品のMF236nより
約27%OFF

本体価格21,800円/消費税2,180円

連続
印刷

モノク
・ハイスペックモデル MF249dw（税込組価：47,000円）
もお勧めします
ロ

A3カラー LBP841Ｃのスペシャルプライスモデル
k
W
h

台数限定

※商品がなくなり次第、終了させて頂きます

A3カラープリンター

LBP841CS

A3

● 手差しトレイを使用し、最長1,200mmの長尺印刷も可能。

物r

■商品コード：0128T079

税込組価：

W

使いやすさ・省電力を追及
コストパフォーマンスに優れたA3カラーモデル
連続印刷
モノクロ

● プリント1枚(A4片面）あたり、カラーで約11円、
ppm
30
モノクロで約2.7円の低ランニングコストを実現。
● LIPS LXに対応。プリントパフォーマンスを最適化。
優れた環境力。徹底して省エネ。
kWh/年
●

kWh

58,000円

通常品のLBP841Cより
約35%OFF

本体価格52,728円/消費税5,272,円

（区分名：C）

W

●サイズ：545×591×361mm
k
W
h

台数限定

●重量：約34kg

標準保証：12ヶ月間（訪問修理）

●USBメモリーからダイレクトプリント
W

※A3カラーモデルとしては過去最小サイズ

A3
カラーレーザープリンター

LBP853Ci

物r

連続印刷
モノクロ

カラーレーザービプリンター
kWh

ppm

LBP851C

商品コード：1830C010

商品コード：1830C005

税込組価： 267,520円

税込組価：
141,350円
W

●最大1,200mmの長尺からB6ハーフサイズまで
幅広い用紙サイズ（POPやチラシ、ポスター）に対応

kWh/年
（区分名：C）

本体価格 243,200円/消費税 24,320円
・大きさ：556（幅）× 608（奥） ×403（高）mm
・重 量： 38 ｋg

本体価格 128,500円/消費税 12,850円
・大きさ：556（幅）× 608（奥） ×403（高）mm
・重 量： 38 ｋg

標準保証：12ヶ月間（訪問修理）

A4 カラーレーザー複合機（エントリーモデル）

A4 カラーレーザープリンター

MF644Cdw

LBP621C（片面印刷専用モデル）
LBP622C（両面印刷対応モデル）

プリント・コピー・ファックス両面同時スキャンに対応したコンパクトモデル

※1 LBP622Cのみ

ADF両面同時読取り
※1

※1

※1

● 重量：LBP621C 約12.8kg
LBP622C 約14.0kg

・無線／有線LANに標準対応
・ダイレクト接続&モバイル連携

標準保証：12ヶ月間（訪問修理）

LBP621C

■商品コード：3104C010

LBP622C

■商品コード：3104C006

※主な上位モデルとの違いは、印刷スピードと給紙容量
になります。（例：手差し給紙トレイ／MF644Cdwは１枚）

MF644Cdw

■商品コード：3102C007

税込組価： 26,400円

税込組価： 52,800円

税込組価： 65,780円

本体価格24,000円／消費税2,400円

本体価格48,000円／消費税4,800円

本体価格59,800円／消費税5,980円

※LBP161は有線LANのみ
● 重 量： 約7kg
● 標準保証：12カ月間（持込修理）
※※ 接続にはアクセスポイントが必要です。
有線LANと無線LANは同時に使用できません

税込組価： 16,280円
本体価格14,800円／消費税1,480円

コンパクトでありながら高速印刷

最大4段カセット（2,660枚給紙）
LBP321
LBP322i（内蔵フォント搭載・ROM拡張性可） 従来機に比べ体積は36％の小型化を実現

LBP161（有線LANのみ）
LBP162（無線LAN対応モデル）

■商品コード2438C017

（本体寸法：451×460×413mm）

●重量：約22.5kg

A4 モノクロ レーザープリンター

A4 モノクロ レーザープリンター

LBP161

●占有スペース：451×1011×689mm

LBP162

■商品コード：2438C015

税込組価： 18,480円
本体価格16,800円／消費税1,680円

・A4片面43枚／分（両面36ページ／分）の高速プリントにより
大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します
・リカバリータイム3秒、ウォームアップタイム約3秒以下で
待ち時間を短縮し、プリント業務を開始できます。

● 重 量： 約11.5kg
● 標準保証：12カ月間（訪問修理）

※無線LAN未対応

LBP321

■商品コード：3515C002

LBP322i

■商品コード：3515C001

税込組価： 54,560円

税込組価： 67,100円

本体価格49,600円／消費税4,960円

本体価格61,000円／消費税6,100円

（キヤノン注文品）

コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ

PowerShot SX740 HS

PowerShot G7 Ｘ MARKⅢ

自分撮りも簡単な光学40倍が更に進化

商品コード：3637C004（ブラック）
商品コード：3638C004（シルバー）

税込組価： 95,700円
本体価格 87,000円/消費税 8,700円

1.0型 積層型CMOSセンサー・F1.8-F2.8レンズ搭載
・キヤノン初の積層型CMOSセンサーを採用
・約30.0コマ／秒の連続撮影を実現
・撮影しながらペアリングしたスマホやタブレットへ画像を自動送信

ポータブルプロジェクター

光学4.2倍
24-100mmレンズ
軽量の 約304g

本体ブラック／商品コード：2955C004
本体シルバー／商品コード：2956C004

・大きさ（幅・高さ・奥行き）：110.1 × 63.8 × 39.9mm
・質量（バッテリーおよびメモリーカード含む）：約299g
・同梱品：本体・リストストラップ WS-800
バッテリーパック NB-13L
バッテリーチャージャー CB-2LH

税込組価：48,180円
本体価格43,800円/消費税4,380円

2.5kgと軽量ボディーで3,200lmの明るさ

LV-Ｘ320

幅120mm・奥行き120mm高さ33mm・重さ410gでバッグにすっきり収まるコンパクトサイズ

・MHL接続対応により、スマートフォンやタブレットから、
直接投写可能。
投写映像内に時間経過を知らせるタイマーを表示できます
商品コード： 0910C001
・大きさ：282（幅）× 232（奥） ×115（高）mm
・重 量： 2.5 ｋg

税込組価：

本体

■C-13W オープン価格
商品コード：3629V515

54,670円

税込組価：54,780円

本体価格49,700円/消費税4,970円

長時間ランプ&多機能プロジェクター

プロジェクター

＜主な特徴＞
・明るさ130lmで、HDMI接続時の最大入力解像度は、Full HDに対応
・Android OS搭載により本体だけでインターネット検索が可能
・HDMI端子/4GBの内蔵メモリーを搭載し、本体だけで映像投写
・電源アダプターを接続せずに最長2時間のバッテリー駆動
・電源のない場所でも、モバイル機器を充電

LV-WX370

本体価格49,800円/消費税4,980円

A4 大容量インクジェット（FAX機能付モデル）
G7030 複合機

■オープン価格

※インク代）モノクロ：約 0.4円 ／カラー：約 0.9円（A4印刷時）

商品コード：3851C001

税込組価：95,700円
本体価格87,000円/消費税8,700円
・液晶パネルであるLCDの採用により、ディスプレイなどの色表現に近づけた映像表現を実現
・約10,000時間耐久の長時間ランプを採用 ※目安）8時間/日で約5年間のご使用が可能
・HDMI×2、映像出力端子（ミニD-sub15ピン）×1など、コンパクトな筐体ながら様々な
ニーズに応える豊富な端子を用意
・USBメモリーを差すことで静止画や動画をループ再生可能
・大きさ：345（幅）× 261（奥） ×99（高）mm
・重 量： 3.2 ｋg

A0版 imagePROGRAF

大判プリンター

※ハードディスク付きモデル

既存機

・ スマートスピーカー対応により、音声でプリントが可能です
「キヤノンプリンターで〇〇をプリントして」と伝えれば、
いろいろなコンテンツがプリントできます。

税込組価： 49,500円

※対応スマートスピーカー：Amazon Alexa、Google Assistant

TR9530

本体価格45,000円／消費税4,500円

※インク代）モノクロ：約 3.4 円 ／カラー：約 9.6 円（A4印刷時）

USBメモリー（PDF・JPEG）
からのダイレクト印刷
※読取り原稿サイズは最大A4ですが、
A3原稿を2回に分けてスキャンした後、
自動合成しA3出力も可能です。
※Windows・Mac ・Linux 各OS に対応

商品コード：キヤノン営業問合せ

税込組価： 348,000円
紙原稿を
拡大印刷

商品コード：3114C001

A3 ビジネスインクジェットプリンター

TM-305

対応用紙幅：
最小203mm～最大917mm
（36inch／A0ノビ）
外形寸法：
1,289×757×1,060mm
重量：60kg
(スタンド標準装着、バスケット閉時)

※Windows及びMac OSに対応

・重 量： 約9.6kg

※搬入/設置費含む
本体価格316,364円 / 消費税31,636円

製品・消耗品のご購入・ご相談は、
大学生協までお願いいたします。
チラシ有効期間 ： 2020年3月25日まで

本体ブラック／商品コード：2994C001
本体ホワイト／商品コード：2994C021
外形寸法 （横幅×奥行き×高さ）468×366×193（mm）
質量（プリントヘッド、インクタンクを含む） 約9.7㎏

税込組価：38,390円
本体価格34,900円/消費税3,490円

