第42回 渡敬ビジネスフェア

キヤノン コンスーマキャンペーン商品
デジタルカメラ編

デジタルカメラ（一眼レフ）

光学式ファインダーを通した遅延なく自然な見え方で一瞬のチャンスを逃しません
入門機として
最適。小さいな
がらも十分な
機能と性能

防塵・防滴。
ずっしりとした
金属ボディで
剛性抜群

■
■
■
■

¥115,000

EOS 80D (EF-S18-55ISSTM ﾚﾝｽﾞｷｯﾄ): 1263C002

■
■
■
■

約2,420万画素COMSセンサー
オールクロス45点AF F8対応27点
デュアルピクセルCMOS AF
最高7.0コマ/秒の高速連続撮影

税別

EOS Kiss X90 (EF-S18-55ISII ﾚﾝｽﾞｷｯﾄ): 2726C002

小型でスッキリとした
デザイン。
オプションでEVF
つけられます

ファインダーを覗きな
がら片手で
ピント合わせができ
るのは便利！

デュアルピクセルCMOS AF 約2,420万画素
新・映像エンジンDIGIC7
デザインと操作性の両立
SNSへ簡単につながる

EOS M6 ﾌﾞﾗｯｸ (EF-M15-45 IS STM ﾚﾝｽﾞｷｯﾄ): 1724C014
EOS M6 ｼﾙﾊﾞｰ (EF-M15-45 IS STM ﾚﾝｽﾞｷｯﾄ): 1725C014

¥57,000

税別

一眼レフより小型・軽量。レンズ一体型のコンデジでは撮れない高い解像度
フルサイズとAPS-Cの2つのラインアップが完成しました

デジタルカメラ（ミラーレス）

■
■
■
■

約2,410万画素COMSセンサー
ファインダーの中を幅広くカバー 9点AF
Wi-Fiで、カメラとスマホがつながる
かんたん操作で使いやすい豊富な撮影モード

¥77,000

■
■
■
■

¥80,000

税別

フルサイズミラーレス

約2,410万画素COMSセンサー
より快適なピント合わせ。143点の測距点
Bluetooth搭載でスマホと常時接続
シリーズ最軽量・小型ボディ

税別

EOS Kiss M ﾌﾞﾗｯｸ (EF-M15-45 IS STM ﾚﾝｽﾞｷｯﾄ): 2682C002
EOS Kiss M ﾎﾜｲﾄ (EF-M15-45 IS STM ﾚﾝｽﾞｷｯﾄ): 2683C002

EOS R登場

大口径マウント×ショートバックフォーカス×新マウント通信システム
•大口径マウント
かつてない映像表現と撮影
領域拡大のために、RFマウ
ントはEFマウントの大口径
54mmを継承。F値の明る
い高画質レンズをはじめ、
ハイスペックなレンズ開発
が可能になりました。

・新マウント通信システム
12ピンの電子接点を採用す
ることで、通信速度が飛躍
的に向上。フォーカスや絞
り、手ブレ補正、諸収差な
どのレンズ情報を、瞬時に
カメラ側へ伝達できます。

・ショートバックフォーカス
RFレンズの性能を最大限に
発揮させるためには、ショー
トバックフォーカスの採用が
不可欠でした。その結果、ミ
ラーレス構造を選択。これに
より、光学設計の自由度を高
められます

New

New

■
■
■
■

■
■
■
■

約3,030万画素フルサイズCOMSセンサー
AF低輝度合焦限界EV－6
EVFにおいて高速0.05秒のオートフォーカス
最高8.0コマ/秒の高速撮影

¥194,000

小型軽量・フルサイズにバリアングルモニター搭載
約2,620万画素フルサイズCMOSセンサー
EVFにおいて高速0.05秒のオートフォーカス
約485gのコンパクトボディ

¥135,000

税別

税別

EOS R (ボディ): 3380C001

EOS R (ボディ): 3075C001

デジタルカメラ（コンパクト）

■
■
■
■
税別

¥42,000

軽量ボディ＆高画質
1.0型大型CMOSセンサー
光学3倍ズーム
3.0型TFTタッチパネル
PowerShotG9xII ブラック：1717C004
PowerShotG9xII シルバー：1718C004

■ PCへ写真データを自動送信
■ 約2,030万画素DIGIC8
■ 光学40倍ズーム
■ 最高約10.0コマの連続撮影
税別 PowerShotSX740HS ブラック：2955C004

¥38,000

PowerShotSX740HS シルバー：2956C004

■ 光学8倍ズーム
■ 約2,000万画素CCD

¥11,000

税別
IXY200 シルバー：1807C004
IXY200 レッド ：1810C004

第42回 渡敬ビジネスフェア

キヤノン コンスーマキャンペーン商品
インクジェットプリンタ編

インクジェットプリンタ

写真印刷はやっぱりPIXUS。
Wi-FiでPCはもちろんスマホやカメラから簡単印刷

大型タッチパネルで
見やすい！
インクのコストが安く
印刷が多い方に。

¥38,000

■ ワンランク上の写真画質
プレミアム6色ハイブリッドインク
■ 新色フォトブルーインクで粒状感低減
■ L版写真1枚約12.5円低ランニングコスト
■ 4.3型タッチパネル USB＆Wi-Fi

コピー・スキャンは
A4でもA3プリント
可能。狭い場所
でも設置できる

¥32,000

税別

XK80：2987C061

TR9530ブラック：2994C001
TR9530ホワイト：2994C021

専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」
シンプル機能で
オフィスのサブプリン
タに向きます。インク
が大きくコストが安い

¥18,000

税別

■ プリント専用
■ 背面給紙
■ A4ﾓﾉｸﾛ約8.8ipm
カラー約5.0ipm
■ USB接続

物件情報や
宣伝チラシ

MB5430 ：0971C001

PosterArtistは、一般オフィスはもちろん、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプ
レートを豊富に収録しています。アイデアからデザイン・レイアウト、そして印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても
誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。

ボトルインクの複合機。
染料のカラーインクと顔
料ブラックで写真印刷
もキレイ

■ プリント・スキャン・コピー
■ 背面給紙
■ A4ﾓﾉｸﾛ約8.8ipm
カラー約5.0ipm
■ USB・Wi-Fi対応

¥28,000

キヤノンビジネスインクジェットプリンタ
なら低コストで高効率の作業が可能です

タブレットからの
印刷もスマート

顔料インクで文
字もくっきり

¥23,000税別

MB5130：0960C001

パンフレットや
簡単チラシに

壁際にピッタリ設置
省スペース

社内の離れた場所に設置してもステータスやエラー
を通知する「ステータスの通知メール」
プリンターの使用実績を把握できる「使用実績表示」

¥18,000

MB2730 ：0958C001

税別

¥15,000 税別

MB2130 ：0959C001

製品のご注文・お問い合わせは

株式会社 渡敬 ○○○○支店

¥14,000 税別

iB4130：0972C001

担当：

税別

G3310：2315C001

お客様への説明は
やっぱりカラーで

プリントコスト
を低減「大容量
＆独立インクタ
ンク」

ビジネス資料や配布用
プリントなど、急ぎの
印刷物をスピーディー
に出力。

¥28,000 税別

プリント・スキャン・コピー※スキャン・プリントはA4
A3プリント対応ADFハイスペックモデル
有線LANに対応。ADF搭載
名刺やPOPなどの制作もローコスト
4.3型の大型タッチパネルモニタ

特大容量のボトルインクならインクコストも安価
A4普通紙モノクロ約0.3円、カラーも約0.8円

G1310：2314C001

オリジナルチラシ
配りたいときに作りたい

■
■
税別 ■
■
■

住所：
TEL：0000-00-0000
■ 製品仕様は必ず専用カタログでご確認ください。

