
ご注意
●インクジェットプリンターは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。 ●印刷品質を保つためには、お客様によるプ
リントヘッドのクリーニングが必要です。 ●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。 ●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権
法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。 ●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただいたことによって生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。 ●本製品により作られた製作物に対して生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

「メタリックシルバーインク」、「ホワイトインク」に関するご注意
●使用には印刷前にインクカートリッジを攪拌する等の定期的なメンテナンスが必
要です。詳細は最寄りの当社営業所へお問い合わせください。●メタリックシルバー
インクおよびホワイトインクの耐候性は、条件によってはCMYKインクより劣るこ
とがありますので、ラミネート加工することを強くおすすめします。

出力物に関するご注意
●ECO-SOL MAXの3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインウェザーメーターで測
定し確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期掲出にはラミネート
等でメディアを保護されることをお勧めします。●ノンコート･メディアへ出力する場合、出力品質はメディアに
よってバラツキがあります。よってノンコート･メディアに出力する場合の出力品質は保証対象外となります。

年間保守契約内容
●本機は年間保守契約必須対象機種となります。 ●製品を最良な状態で快適にご利用いただけ
るよう、定期的にプリントヘッドを含む消耗部品の寿命による交換を無償で実施いたします。 
●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。 ●保守契約
条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

手軽にデザインデータを作成したい。そんなニーズにお応えするソフトウェアも標準付属。デジタルカメラの画像などを読み込み、テキストを自由に配置して、オリジナル
ウェアやステッカー製作が簡単。もちろんプリント＆カットや、切り文字カッティングにも対応しています。

512色もの
メタリックカラーを
ワンクリックで指定

オペレーティングシステム

CPU

メモリ

ビデオカードおよびディスプレイ

ハードディスク

ドライブ

その他

※最新の情報は当社ホームページでご確認ください。

ECO-SOL MAX 2インク
（ホワイトインク搭載タイプ用）

洗浄カートリッジ（ECO-SOL MAX2用）

ECO-SOL MAXインク
（4Colorタイプ、メタリックシルバー
 インク搭載タイプ用）

洗浄カートリッジ（ECO-SOL MAX用）
カッター（替刃）
カッターホルダー
光沢塩ビ（グレー糊付）
透明PET（糊付）
熱転写プリントシート
アプリケーションシート

シアン1個入り、220ml
マゼンタ1個入り、220ml
イエロー 1個入り、220ml
ブラック1個入り、220ml
ホワイト1個入り、220ml

）用使に時送輸（lm022、り入個1
シアン1個入り、220ml
マゼンタ1個入り、220ml
イエロー 1個入り、220ml
ブラック1個入り、220ml

メタリックシルバー 1個入り、220ml
）用使に時送輸（lm022、り入個1

2本入り
樹脂製（刃先突出量調整可能）
460mm×20m×1本
515mm×20m×1本
440mm×20m×1本

490mm×20m×1本、THT-440用転写シート

ESL4-CY
ESL4-MG
ESL4-YE
ESL4-BK
ESL4-WH
ESL4-CL
ESL3-CY
ESL3-MG
ESL3-YE
ESL3-BK
ESL3-MT
SL-CL

ZEC-U5022
XD-CH3
MV-G-18G
SP-CL-515T
THT-440
AP-490HT

7,000円（税抜）
7,000円（税抜）
7,000円（税抜）
7,000円（税抜）
11,000円（税抜）
6,500円（税抜）
7,000円（税抜）
7,000円（税抜）
7,000円（税抜）
7,000円（税抜）
21,000円（税抜）
6,000円（税抜）
6,000円（税抜）
7,000円（税抜）
9,000円（税抜）
18,000円（税抜）
35,000円（税抜）
10,000円（税抜）

サプライ品 品番 価格 仕様主な仕様
印刷方式

取付可能なメディア 

印刷/カッティング幅 ※2

インクカートリッジ

解像度（印刷ドット解像度）
カッター
カッティング速度、カッター圧
ソフトウェア分解能（カッティング時）
距離精度（印刷時）※3 ※4

距離精度（カッティング時）※3 ※5

反復精度（カッティング時 ）※3 ※6

印刷とカッティングの位置合わせ精度 ※3 ※7

メディア再セット時の印刷とカッティングの位置合わせ精度 ※3 ※8

プリントヒーター ※9

インターフェース
省電力機能
電源条件
消費電力
動作音
外形寸法/重量

環境

付属品

幅 ※1

厚み
ロール外径/ロール重量
紙管内径

種類

色

種類/オフセット

動作時/スリープモード時
動作時/待機時

動作時 
非動作時

付属ソフトウェア

※R-Worksはホワイトインク搭載タイプには非対応です。

Windows® 10（64ビット版）、Windows®  8.1（32/64ビット版）

Windows® 10（32/64ビット版）
Windows® 8.1（32/64ビット版）

東京

名古屋

大阪

福岡

札幌 仙台 東京 名古屋 大阪 広島 福岡

本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

［ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター]

［サポートセンター］

平日AM10:00～PM5:00
（デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。）

修理、 アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

〒105-0013
港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル1F
TEL：03（5733）4410 / FAX：03（5733）4412

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F
TEL：092（414）1133 / FAX：092（414）1102

〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪北ビル1F
TEL：06（6398）2686 / FAX：06（6398）2687

〒460-0003
名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F
TEL：052（253）9811 / FAX：052（253）9815

ピエゾインクジェット方式
150 ～ 515 mm
台紙を含め最大1.0 mm（印刷時）、台紙を含め最大0.4 mm かつ台紙を除き0.22 mm（カッティング時）
最大150 mm/最大6 kg
76.2 mm（3 インチ）および50.8 mm（2 インチ）
最大480 mm
ECO-SOL MAX 2：220ml カートリッジ　※ホワイトインク搭載タイプ
ECO-SOL MAX　：220ml カートリッジ　※4Colorタイプ、メタリックシルバーインク搭載タイプ
5色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、メタリックシルバーまたはホワイト）
4色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)
最大1440 dpi
CAMM-1 シリーズ用カッター/0.25 mm
10 ～ 150 mm/s、30 ～ 300 gf
0.025 mm/step
移動距離の± 0.3 % 以下または± 0.3 mm のうち大きい値
移動距離の± 0.4％以下または± 0.3 mm 以下のうち大きい値
± 0.1 mm 以下
± 0.5 mm 以下
メディア移動距離の± 0.5％以下または± 3 mm 以下のうち大きい値
温度：35℃（固定）
USB（Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 準拠）
自動スリープ機能
AC 100-240 V ± 10 % 、 1.0 A、50 / 60 Hz
約90 W/約5.5 W
62 dB (A) 以下/42 dB (A) 以下
1009（幅）× 582（奥行）× 293（高さ） mm /36 kg
温度：20 ～ 32 ℃、湿度：35 ～ 80%RH（ただし結露のないこと）
温度：5 ～ 40℃、湿度：20 ～ 80%RH（ただし結露のないこと）
電源コード、USBケーブル、カッター、カッターホルダー、Roland Software Package、
ソフトウェアRIP（VersaWorks)、取扱説明書ほか
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インテル® Core™2 Duo  2.0GHz 以上

2GB 以上

1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨

40GB 以上の空き容量（ファイルシステムにNTFSフォーマット）

DVD-ROMドライブ

インターネットに接続できる環境とWEBブラウザ、Ethernet ポート

Roland VersaWorks 推奨システム条件

サプライ品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。　Roland DG Online Shop 　https://www2.rolanddg.co.jp/supply/

Adobe®  I l lus t ra tor® やCore lDRAW®で作成したデザインデータを、高品位に出力できるプロ用RIPソフトウェアです。
複数のデザインデータを効率よく配置して出力できる機能や、データを自動分割してプリンターの幅を超えるワイドな出
力を実現する機能、さらには高品位なカラーマネージメントも備え、出力ビジネスをしっかりサポートします。



車のボディステッカー製作も、BN-20なら安心。
屋外看板にも広く使われている溶剤系の「エコソ
ルMAX/2インク」は、3年相当の屋外耐候性。雨
にも負けず、太陽にも負けない強力インクです。

※洗車時のこすれなどによってインクが剥がれる場合がありますので、ラミ
ネート加工が必要です。※CMYKインクに比べてメタリックインクの耐候性・
耐擦過性は劣ります。

詳細は裏面をご覧ください。

グラフィックソフトで作成したイメージをありの
ままにプリントできる「VersaWorks」を標準で付属。
本格的な色管理機能を備え、高効率な出力を実現。
プリントビジネスをパワフルにサポートします。


