
　　　　純正品インクカートリッジ　アウトレット品　大バザール

キャノン 純正品 Ver.150703

メーカー型番 カラー 適合機種 在庫状況 定価 販売価格
BC-30/30e ﾌﾞﾗｯｸBJ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ お問い合わせ下さい。 ¥4,300 ¥1,800
BC-31/31e ｶﾗｰBJ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ お問い合わせ下さい。 ¥4,800 ¥1,800

BC-32/32e ﾌｫﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ
BJ F600/610/620/660/660V/6000/6100/6600、 ﾏﾙﾁﾊﾞ

ｽB-30
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥4,800 ¥1,800

BC-33/33e ｶﾗｰBJ ｶｰﾄﾘｯｼﾞ お問い合わせ下さい。 ¥6,000 ¥1,800
BC-34/34e ﾌｫﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ

在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥6,000 ¥1,800

BC-01 ﾌﾞﾗｯｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ
BJ-5/10/10ｖ/15ｖ

/15B/15vPro/10vSelect/10vCustom/10vLite/20/300,ｽ
ﾀｰﾗｲﾀｰ80、CW-a40/45/50/60/60B/65B/65W/70

在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥2,800 ¥1,280

BC-02 ﾌﾞﾗｯｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥2,800 ¥1,280

BC-05 ｶﾗｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥2,800 ¥1,280

BC-06 ﾌｫﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ 在庫品 ¥3,000 ¥1,280
BC-09F 蛍光ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 在庫品 ¥3,500 ¥1,280
BX-3 ﾌﾞﾗｯｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ B300 B405 B500 お問い合わせ下さい。 ¥3,500 ¥1,280
BX-20 ﾌﾞﾗｯｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ B600 B610 B650 B660

在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥3,300 ¥1,280

BC-10/10e お問い合わせ下さい。 ¥4,200 ¥1,800
BCI-10Black お問い合わせ下さい。 ¥1,500 ¥500
BC-11e お問い合わせ下さい。 ¥4,800 ¥1,800
BCI-11e Black お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥400
BCI-11e Color 在庫品 ¥2,000 ¥600

BC-20 ﾌﾞﾗｯｸ
BJ F200シリーズ、BJC-400シリーズ、BJC-5500J、

MultiPASS　B-10/20/25
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥3,300 ¥1,280

BC-22e ﾌｫﾄ 在庫品 ¥3,500 ¥1,280
BC-29F 蛍光ｶｰﾄﾘｯｼﾞ 在庫品 ¥4,800 ¥1,280
BC-60 ﾌﾞﾗｯｸ 在庫品 ¥4,200 ¥1,480
BC-61 ｶﾗｰ　 お問い合わせ下さい。 ¥5,500 ¥1,800
BCI-61Color ｶﾗｰ　 お問い合わせ下さい。 ¥2,300 ¥980
BC-62e Photo ﾌｫﾄｶｰﾄﾘｯｼﾞ 在庫品 ¥5,800 ¥1,800
BCI-62e Photo ﾌｫﾄｶﾗｰ　 在庫品 ¥3,200 ¥1,080

BJ F800,BJC-700J

BJ F300/360/600/610/620/660/660V/6000/6100/6600、 ﾏﾙ
ﾁﾊﾞｽB-30

BJ F300/360 ,CANONFAX B-30

BJ F100,BJC-100/200JC/210J/220JS/220JCⅡ/220JS
Ⅱ/240J/250J、CW-J5/J5Ⅱ/J10/J10Ⅱ

BJC-30ｖ/35v/35vⅡ/80ｖ/50ｖ/50ｖ
Ti/M70/M70PW/M40、CF-H1CL/H2CL/H3CL/H3CLⅡ
/H5CL/H7CL、CW-J1/J1C/J1HX/J1VX/J1VG

BJ F200シリーズ、BJC-400シリーズ、BJC-5500J、
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BJI-201C ｼｱﾝ お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300
BJI-201M ﾏｾﾞﾝﾀ お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300
BJI-201Y ｲｴﾛｰ お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300
BJI-201BK ﾌﾞﾗｯｸ お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300

BJI-481 ﾌﾞﾗｯｸ
BJ-20/20A/25/50A/55/130A/130J/558、NX-

550S/400S/400X
お問い合わせ下さい。 ¥2,000 ¥600

BJI-642 ﾌﾞﾗｯｸ BJ-300J/330J/330V お問い合わせ下さい。 ¥2,000 ¥600
BJI-643BK ﾌﾞﾗｯｸ お問い合わせ下さい。 ¥3,000 ¥800
BJI-643C ｼｱﾝ お問い合わせ下さい。 ¥3,500 ¥900
BJI-643M ﾏｾﾞﾝﾀ お問い合わせ下さい。 ¥3,500 ¥900
BJI-643Y ｲｴﾛｰ お問い合わせ下さい。 ¥3,500 ¥900
BC-21e ブラック・カラー
ヘッド・インクセット

ｶﾗｰ
BJ F200シリーズ、BJC-400シリーズ、BJC-5500J、MultiPASS
B-10/20/25

お問い合わせ下さい。 ¥5,500 ¥1,480

BCI-21BK 黒
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥800 ¥200

BCI-21C ｶﾗｰ
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥1,500 ¥450

BCI-24BK 黒 お問い合わせ下さい。 ¥800 ¥250
BCI-24C ｶﾗｰ お問い合わせ下さい。 ¥1,500 ¥550
BC-22e フォトカラー フォト BJ F200シリーズ、BJC-400シリーズ、 お問い合わせ下さい。 ¥3,500 ¥1,280

BCI-15BK 黒
対応機種：PIXUS iP90 / iP90v / 80i / 50i /ファクスフォンCF-
PL95 / PL95W / PL90 / PL90W

お問い合わせ下さい。 ¥1,500 ¥300

BCI-15Color ｶﾗｰ PIXUS 80i／50i お問い合わせ下さい。 ¥2,500 ¥500
BCI-16Color ｶﾗｰ SELPHY DS810 / DS700 / PIXUS mini220 / iP90 / iP90v / お問い合わせ下さい。 オープン ¥500

ファクスフォンCF-PL95 / PL95W / PL90 / PL90W お問い合わせ下さい。 オープン

BCI-17BK 黒
ファクスホンCF-H10CL／H11CL／H11CLW／H15CL／H15CLW
／H20CL／H30CL／H31CL／H50CL／H55CL／D1CL／VL1／
VL2W／VL10／VL20

お問い合わせ下さい。 オープン ¥500

BCI-19BK 黒 PIXUS iP100 お問い合わせ下さい。 オープン ¥500
BCI-19Color ｶﾗｰ PIXUS iP100 / mini360 / mini260 お問い合わせ下さい。 オープン ¥500
BC-310ブラック 黒 お問い合わせ下さい。 オープン ¥1,280
BC-311 3色カラー　 ｶﾗｰ お問い合わせ下さい。 オープン ¥1,480
BC-70/71BK 黒 お問い合わせ下さい。 オープン ¥1,080
BC-90/91 ｶﾗｰ お問い合わせ下さい。 オープン ¥1,380

PIXUS MX350 / MP490 / MP480 / MP270 / iP2700

PIXUS MP470 / MP460 / MP450 / MP170 / iP2600 / iP2500
/ iP2200 / iP1700

BJI-600J/600S/600C/610JW/620JW/680J

BJC-820J/880J

BJ F200シリーズ、BJC-400シリーズ、BJC-5500J、

BJ /S330/S300/S200　　PIXUS 320i/MP10
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BCI-9BK　顔料 黒

PIXUS MX850 / MP970 / MP610 / MP520 / iP4500 / iP3500
/ iX5000 / iP7500 / iP4300 / iP4200 / iP3300 / iP5200R /
MP960 / MP950 / MP830 / MP810 / MP800 / MP600 /
MP510 / MP500

在庫品 オープン ¥450

BCI-7eBK 黒

PIXUS MX850 / Pro9000MarkII / Pro9000 / MP970 / MP610 /
iP4500 / iP7500 / iP6600D / iP5200R / iP4300 / iP4200 /
iP9910 / iP8600 / iP8100 / iP7100 / iP6700D / iP6100D /
iP4100 / iP4100R / MP960 / MP950 / MP830 / MP810 /
MP800 / MP600 / MP500 / MP900 / MP790 / MP770

在庫品 オープン ¥250

BCI-7eY イエロー 在庫品 オープン ¥380
BCI-7eM マゼンタ 在庫品 オープン ¥380
BCI-7eC シアン 在庫品 オープン ¥380
BCI-7ePM フォトマゼンタ

在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。

オープン ¥380

BCI-7ePC フォトシアン
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。

オープン ¥380

BCI-７eR レッド PIXUS iP9910/iP8600/iP8100
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 オープン ¥380

BCI-7eG グリーン PIXUS iP9910/iP8600
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 オープン ¥380

BCI-320PGBK　顔料 黒
PIXUS MP990 / MP640 / MP560 / MP550 / iP4700 / MP980
/ MP630 / MP620 / MP540 / MX870 / MX860 / iP4600 /
iP3600

お問い合わせ下さい。 オープン ¥500

BCI-321BK 黒 在庫品 オープン ¥450
BCI-321Y イエロー お問い合わせ下さい。 オープン ¥450
BCI-321M マゼンタ お問い合わせ下さい。 オープン ¥450
BCI-321C シアン お問い合わせ下さい。 オープン ¥450
BCI-321GY グレー PIXUS MP990/MP980 お問い合わせ下さい。 オープン ¥450

BCI-3eBK　顔料 黒

PIXUS iP4100 / iP4100R / iP3100 / BJ S530 / BJ S700 / BJ
S500 / BJ 535PD / BJ S600 / BJ S630 / BJ S6300 / BJ
F360 / BJ F300 / BJ F660 / BJ F620 / BJ F610 / BJ F600 /
BJ F6600 / BJ F6100 / BJ F6000 / PIXUS iP4100 / iP3100 /
6500i / 6100i / 860i / 560i / 865R / 850i / 550i / MP770 /
MP790 / MP730 / MP740 / MP710 / MP700 / MP55 /
MultiPASS B-30 / C50 / C70

在庫品 ¥1,100 ¥380

BCI-3eY イエロー 在庫品 ¥1,000 ¥300
BCI-3eM マゼンタ 在庫品 ¥1,000 ¥300
BCI-3eC シアン 在庫品 ¥1,000 ¥300
BCI-3ePM フォトマゼンタ

在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300

BCI-3ePC フォトシアン
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300

PIXUS MP990 / MP640 / MP560 / MP550 / iP4700 / MP980
/ MP630 / MP620 / MP540 / MX870 / MX860 / iP4600 /

iP3600

PIXUS MX850 / MP970 / MP610 / MP520 / iP4500 / iP3500
/ Pro9000MarkII / Pro9000 / iX5000 / iP7500 / iP6700D /
iP6600D / iP5200R / iP4200 / iP9910 / iP8600 / iP8100 /
iP7100 / iP6100D / iP4300 / iP4100 / iP4100R / iP3300 /
iP3100 / MP960 / MP950 / MP830 / MP810 / MP800 /

PIXUS MP970 / Pro9000MarkII / Pro9000 / iP7500 / iP6700D
/ iP6600D / iP9910 / iP8600 / iP8100 / iP7100 / iP6100D /

MP960 / MP950 / MP900

BJ S530／S700／S500／535PD／S600／S630／S6300／
F360／F300／F660／F620／F610／F600／F6600／F6100／
F6000／PIXUS 850i／550i／MP730／700／MP55／MultiPASS

B-30／C50／C70

BJ F360／BJ F300／BJ F660／BJ F620／BJ F610／BJ F600
／BJ F6600／BJ F6100／BJ F6000／MultiPASS B-30
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BCI-6BK 黒

BJ F930／BJ F900／BJ F890／BJ F890PD／BJ F870／BJ
F870PD／BJ F860／BJ F9000／BJ F850アップグレード／BJ
895PD／PIXUS 950i／9100i／860i／865R／900PD／960i／
990i／9900i

在庫品 ¥1,000 ¥300

BCI-6Y イエロー 在庫品 ¥1,000 ¥300
BCI-6M     マゼンタ 在庫品 ¥1,000 ¥300
BCI-6C シアン 在庫品 ¥1,000 ¥300
BCI-6PC フォトシアン

在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300

BCI-6PM フォトマゼンタ
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300

BCI-6R レッド PIXUS 9900i/990i
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300

BCI-6G グリーン PIXUS 9900i
在庫が少量の為、
お問い合わせ下さい。 ¥1,000 ¥300

BCI-325PGBK　顔料 黒 オープン ¥550
BCI-326BK 黒 オープン ¥480
BCI-326Y イエロー オープン ¥480
BCI-326M マゼンタ オープン ¥480
BCI-326C シアン オープン ¥480
BCI-326GY グレー PIXUS MG8230 / MG8130 / MG6230 / MG6130 オープン ¥480
BCI-350XLPGBK  顔料 オープン ¥700
BCI-350PGBK　　 顔料 オープン ¥650
BCI-351XLBK オープン ¥650
BCI-351BK オープン ¥600
BCI-351XLC オープン ¥650
BCI-351C オープン ¥600
BCI-351XLM オープン ¥650
BCI-351M オープン ¥600
BCI-351XLY オープン ¥650
BCI-351Y オープン ¥600
BCI-351XLGY オープン ¥650
BCI-351GY オープン ¥600

イエロー

グレー

BJ F930／BJ F900／BJ F890／BJ F890PD／BJ F870／BJ
F870PD／BJ F860／BJ F9000／BJ F850アップグレード／BJ

895PD／PIXUS 950i

PIXUS MG8230 / MG8130 / MG6230 / MG6130/ MG5330 /
MG5230 / MG5130 / iP4930 / iP4830 / MX883 / iX6530

BJ F930／BJ F900／BJ F890／BJ F890PD／BJ F870／BJ
F870PD／BJ F860／BJ F9000／BJ F850アップグレード／BJ
895PD／PIXUS 950i／9100i／560i／860i／865R／900PD／

960i／990i／9900i／MP740／MP710

お問い合わせ下さい。

黒
PIXUS MG7130, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS
MG5530, PIXUS MG5430, PIXUS MX923, PIXUS iP8730,

PIXUS iP7230, PIXUS iX6830

お問い合わせ下さい。

黒

PIXUS MG7130, PIXUS MG6530, PIXUS MG6330, PIXUS
iP8730

シアン

マゼンタ


