
|  キヤノン BCI-6用　詰め替えインク             | 

|  キヤノン BCI-3e用　詰め替えインク       | 

|  キヤノン BCI-3e用　交換インク       | |  BCI-9/BCI-7e　詰め替えインク用リセッター   | 

|  キヤノン BCI-9/BCI-7e用　詰め替えインク  | 

|  キヤノン BCI-325/326用　詰め替えインク  | |  BCI-325/326　詰め替えインク用リセッター   | 

キヤノンインクジェットプリンタ用詰め替えインク ■
アクセサリ
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マウス
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USBメモリ

SDメモリカード
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リーダライタ
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DVD
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AVケーブル
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スマートフォン用
アクセサリ

iPod/iPad用
アクセサリ

ADSL

カスタムPC
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4回詰め替えタイプ

THC-3EBK4N
4953103266483

ブラック染料

税込 ￥1,890
        本体 ￥1,800

4回詰め替えタイプ・3色セット

THC-6CSET4N40 C33

対応機種品番 お探しNo. 対応カートリッジ

PIXUS 990i、960i、860i、560i　　BJ F890、F860BCI-6C、BCI-6M、
BCI-6Y

4回詰め替えタイプ・3色セット

BCI-3eBK

BCI-3eC

BCI-3eM

BCI-3eY

THC-3EBK4N
THC-3EC4N
THC-3EM4N
THC-3EY4N
THC-3ECSET4N

44

42
43

0
0

C20

C23

C22

C21

C24

対応機種品番 お探しNo. 対応カートリッジ

PIXUS MP790、MP770、iP4100、iP3100、860i、850i、560i、550i

45
46 BCI-3eC、BCI-3eM

BCI-3eY

PIXUS 850i、550i、

BJ F360、S600、S530、S500

THC-3EBK8N
4953103266490

ブラック顔料

税込 ￥2,835
        本体 ￥2,700

PIXUS MP790、MP770、MP740、MP730、MP710、MP700、MP55、iP4100R、
iP4100、iP3100

THC-7ERESETN2
4953103266629

税込 ￥5,670
        本体 ￥5,400

BCI-9BK、BCI-7eBK、BCI-7eC、BCI-7eM、BCI-7eY、BCI-7ePC、BCI-7ePMTHC-7ERESETN248 C58

品番 お探しNo. 対応カートリッジ

THC-MP500SET1N
4953103266643

税込 ￥2,310
        本体 ￥2,200

ブラック（顔料）・ブラック・
シアン・マゼンタ・イエロー

THC-6PSET4N41 C34

対応機種品番 お探しNo. 対応カートリッジ

BCI-6PC、BCI-6PM PIXUS 9900i、990i、960i、860i　  BJ F890、F860

THC-MP500SET1N49 C92

対応機種品番 お探しNo. 対応カートリッジ

PIXUS MX850、MP970、MP960、MP950、MP830、MP810、
MP800、MP610、MP600、MP500、iP4500、iP4300

BCI-9BK、BCI-7eBK
BCI-7eC、BCI-7eM、
BCI-7eY

THC-MP610SETN250 C56

対応機種品番 お探しNo. 対応カートリッジ

PIXUS MX850、MP970、MP960、MP950、MP830、MP810、
MP800、MP610、MP600、MP500、iP4500、iP4300

BCI-9BK、BCI-7eBK
BCI-7eC、BCI-7eM、
BCI-7eY

THC-MG5230RSET
4953103268753

税込 ￥8,400
        本体 ￥8,000

ブラック（顔料）・ブラック・
シアン・マゼンタ・イエロー

THC-MG5230RSET51 C95

対応機種品番 お探しNo. 対応カートリッジ

PIXUS MG5230、MG5130、iP4830、MX883、iX6530、
MG8130、MG6130

BCI-325PGBK、BCI-326BK、
BCI-326C、BCI-326M、
BCI-326Y

THC-326RESET
4953103268746

税込 ￥5,670
        本体 ￥5,400

BCI-325PGBK、BCI-326BK、BCI-326C、BCI-326M、BCI-326Y、BCI-326GYTHC-326RESET52 C94

品番 お探しNo. 対応カートリッジ
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シアン・マゼンタ・イエロー

THC-6CSET4N
4953103266568

税込 ￥2,205
        本体 ￥2,100

  ■セット内容：インクボトル×各1本、
  注入口開け治具×1セット、L字キャップ×赤・1個、
  注入口栓×3個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

■セット内容:インクボトル×各1本、
注入口開け治具×1セット、L字キャップ×赤・1個、
注入口栓×2個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

■セット内容：インクボトル×4本、注入口栓×1個、
ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1枚

■インク容量：40ml（THC-3EBK4Nのみ40ml×2本）
  ■セット内容：インクボトル×1本（THC-3EBK4Nは2本）、注入口開け治具×1セット、L字キャップ×赤・1個（THC-3EBK4Nは黒・1個）、注入口栓×1個、ポリ手袋×1セット、取扱説明書×1枚

THC-3EM4N
4953103266520

マゼンタ

税込 ￥1,050
        本体 ￥1,000

■インク容量：各40ml 

  ■セット内容：インクボトル×各1本、
     注入口開け治具×1セット、 L字キャップ×赤・1個、
     注入口栓×3個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

47

※「交換インク」だけでは詰め替えできません
　必ず最初に弊社「詰め替えインク」を
　ご購入ください

■インク容量：ブラック（顔料）／20ml、
ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー／各10ml 
　　　　　　　   ■セット内容：インクボトル×各1本（ブラック（顔料）は2本）、
注入口開け治具×1セット、L字キャップ×2個、
注入口栓×5個、ポリ手袋×1セット、
共通説明書×1

■インク容量：ブラック（顔料）／80ml、
  ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー／各40ml
■リセッターコネクタ形状：USB（B）メス ※電源供給のみ 
■リセッター外寸：W49.8×D84.7×H47.7mm ※ガイド含む 
■リセッター質量： 32.6g　
■リセッター電源：USB電源（PC側供給） 
■セット内容：インクボトル×各1本（ブラック（顔料）は2本）、
リセッター×1個、注入口開け治具×1セット、
L字キャップ×2個、注入口栓×5個、ポリ手袋×1セット、
共通説明書×1
■インク残量検知機能を無効にするリセッター付き

［仕様］  
■コネクタ形状：USB（B）メス※電源供給のみ　■電源：USB電源（PC側供給）
■ W100×D45×H58mm　■質量：32.6g　■セット内容：ガイド×1、取扱説明書×1

■インクカートリッジのICチップと本製品のピンを接触させる
  だけでインク残量をリセット可能
■お持ちのプリンタ用ケーブル（A-Bタイプ）に接続して給電可能　
■電池切れの心配がなく安定した動作を実現
※最新の対応情報は弊社HPでご確認ください

［仕様］  
■コネクタ形状：USB（B）メス※電源供給のみ　■電源：USB電源（PC側供給）
■W101.5×D40.4×H58.2mm　■質量：39.5g　■セット内容：ガイド×1、取扱説明書×1

■インクカートリッジのICチップと本製品のピンを
  接触させるだけでインク残量をリセット可能
■お持ちのプリンタ用ケーブル（A-Bタイプ）に
  接続して給電可能　
■電池切れの心配がなく安定した動作を実現
※最新の対応情報は弊社HPでご確認ください

■インク容量：ブラック（顔料）／65ml、
ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー／各30ml
■リセッター外寸：W101.5×D40.4×H58.2mm ※ガイド含む 
■リセッター質量： 39.5g 
■リセッター電源：USB電源（PC側供給）

■セット内容：インクボトル×各1本（ブラック（顔料）は2本）、
リセッター×1個、注入口開け治具×1セット、
注入口栓×5個、ポリ手袋×1セット、共通説明書×1

■インク残量検知機能を無効にするリセッター付き

■インク容量：各40ml ■インク容量：各40ml フォトシアン・フォトマゼンタ

4回詰め替えタイプ・2色セット

THC-6PSET4N
4953103266605

税込 ￥1,785
        本体 ￥1,700
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THC-3EC4N
4953103266506

シアン

税込 ￥1,050
        本体 ￥1,000

THC-3EY4N
4953103266537

イエロー

税込 ￥1,050
        本体 ￥1,000

42 43 44

シアン・マゼンタ・イエロー

THC-3ECSET4N
4953103266513

税込 ￥2,205
        本体 ￥2,100

8回詰め替えタイプ

各1回詰め替えタイプ・5色セット

45

46

■インク容量：160ml（40ml×4本）

48

49

51
52

THC-MP610SETN2
4953103266650

税込 ￥9,870
        本体 ￥9,400

ブラック（顔料）・ブラック・
シアン・マゼンタ・イエロー

各4回詰め替えタイプ・5色セット＋リセッター

50

各5回詰め替えタイプ・5色セット＋リセッター

THC-3EBK8N47 C52

対応機種品番 お探しNo. 対応カートリッジ

BCI-3eBK


