常識を覆すコストパフォーマンス。

SOFT WARE

PRODUCTIVITY
スタガー配列により、高い生産性を実現

従来から 45 ％削減＊したインクコストと革新的なスピードの両立。

生産性を最大限に追求し、7 種類のドット
（インク粒）
を
（千鳥格子）
打ち分ける 2 基のプリントヘッドをスタガー

使うほどに、驚くほどに、収益力に差が生まれる。新生 SOLJET EJ-640 誕生。

状に配列。高速かつ高精度なヘッドコントロールによ

ビルボード（540×360 ／ 2 パス）

＊ XF-640 との比較

り、圧倒的なスピードと画質を両立しました。4 色インク

高速（540×360 ／ 4 パス）

タ イ プ は 20m2/h、7 色 イ ン ク タ イ プ は 10m2/h を

標準（720×720 ／ 5 パス） 24 m2/h

ECONOMY
ランニングコストを低減し、収益力をさらに向上

インクコスト

A0 サイズの出力 1 枚あたりのコスト
（CMYK 印刷）

従来インクと同等のプリント画質を維持しながら、インクコスト
「EJ INK」に対応。ランニングコスト
を 45 ％削減＊した新インク

EJ-640

を大幅に低減し、収益力アップに貢献します。また、カートリッジ
は本体前面からセットでき、インクの交換作業も容易。カート
リッジは 1,000cc の大容量のため、出力作業を効率化し、長時間
連続運転も安心です。
＊ XF-640 との比較

XF-640

45%
DOWN

63 m2/h
30 m /h
2

13 m2/h

51 m2/h

最高速（360×360 ／ 2 パス）
ビルボード（540×360 ／ 4 パス）
高速（540×360 ／ 8 パス）
標準（720×720 ／ 10 パス）

31 m2/h
16 m /h
2

12 m2/h

のパフォーマンスを

ドロップシャドウ
メントソフトウェア「Roland VersaWorks Dual」を開発。
などの透明効果を含むデータも安心して出力できます。使いやすさで定評
のある
「Roland VersaWorks」のインターフェイスを採用し、従来機に慣れ
た方はもちろん、はじめての方でも直感的に迷わず操作できます。

高品質（720×1,440 ／ 18 パス） 6 m2/h

出力業務を快適にアシスト

や大量出力が求め
られる現場で、最高

発揮します。

EJ INK

102 m2/h

最高速（360×360 ／ 1 パス）

高品質（720×1,440 ／ 9 パス）

PostScript と PDF に両対応する新エンジンを搭載した RIP&PRINT マネジ

バナー出力時

バナー出力時

驚異的なコストパフォーマンスと生産性が、ビジネスの競争力となる。

標準モードで達成し、実用性をさらに向上。大型サイン

進化した RIP ソフト「Roland VersaWorks Dual」
を搭載

7 色（ CMYKLcLmLk ）

4 色（ CMYK ）

塩ビ出力時
高速（360×720 ／ 4 パス）

塩ビ出力時

30m2/h

高速（360×720 ／ 8 パス）

15 m2/h

視認性に優れた大画面と直感的なインターフェイスで快適な出力業務を

標準（720×720 ／ 6 パス） 20 m2/h

標準（720×720 ／ 12 パス） 10 m2/h

アシストする iPad 専用無料アプリ
「Roland Printer Assist」
を搭載。プリン

高品質（ 720×1,440 ／ 10 パス）12 m2/h

高品質（ 720×1,440 ／ 20 パス） 5.5 m2/h

ターから離れた場所でもプリント状況の確認

75 円

や使用頻度の高いメニューの操作が可能に

ECO-SOL MAX 2

135 円

出力条件 □ 出力ソフトウェア：Roland VersaWorks Dual □ 印刷モード：
標 準 □ 出 力 デ ー タ：日 本 規 格 協 会 SCID No.5 自 転 車 □ デ ー タ サ イズ：
2
1m（
1,118.0 mm × 894.4 mm ） □ 出力メディア : 塩ビ

COLORS

ARCHITECTURE

用途に合わせて選択できるインクタイプ

安定した出力をサポートする、堅牢ボディ

高速・高濃度印刷に最適な 4 色インクタイプと、豊か

高速で印刷されるメディアを安定して搬送するため、

な階調表現が求められる高品質なプリントにも対応で

新設計の「フィードアジャスター」を搭載。従来と同様

きる 7 色インクタイプをご用意。用途や目的に合わせ

のプリント速度でも、筋ムラを大幅に軽減します。さら

て導入時に選択できます。また、4 色仕様なら 1 色に

に、高画質と高速出力を両立するために、ボディ構造

なり、プリント業務の効率化を図れます。

ロードできます

SUPPORT
3 つの「 R 」でお客様をサポート
事例や課題解決など、ビジネスに役立つ情報

グリッドローラー

が得られるクリエイティブセンター、製品の

つき 2 本のカートリッジを

を刷新。本体レール、グリッドローラー、スタンドを強化

操作やソフトウェアの習得をサポートするアカ

セットでき、インク切れを

し、プリントヘッドの左右の動きを安定させることで、

デミー、長期間安心して製品をお使いいただく

心配することなく大量印刷

精密なインク着弾を実現しています。メディア自動巻

や長時間印刷が可能です。

き取り装置も標準装備し、大量出力をサポートします。

Roland Printer
Assist は、App
Store からダウン

フィードアジャスター

メディア自動
巻き取り装置

ためのアフターケアまで、当社独自のサポート
体制でお客様をバックアップします。

標準価格3,500,000円（税抜）
※掲載の写真はオプションの「拡張ドライヤー & ブロアー」
を装着しています。

加 速 さ せ る 、ビ ジ ネスの 競 争 力。

年間保守契約必須対象製品

標準価格3,500,000円
（税抜）

●本体、
メディア巻き取り装置、専用ソフトウェアが含まれます。 ●年間保守契約、
インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。
●お客様に安心してお使いいただくためのお得なサポートプラン「Roland DG Care pack」をご用意しました。詳しくは、当社ホームページをご参照ください。

主な仕様

Roland VersaWorks Dual推奨システム条件

印刷方式

メディア

ピエゾインクジェット方式

厚み

台紙を含め最大1.0mm

ロール外径

最大210mm

CPU

インテル® Core™2 Duo 2.0GHz

ロール重量

最大40kg

メモリ

2GB以上を推奨

芯径※1

76.2mm（3インチ）および50.8mm（2インチ）

ビデオカードおよびディスプレイ

1,280×1,024ピクセル以上の表示が可能なものを推奨

最大1,615mm

ハードディスク

40GB以上の空き容量（ファイルシステムにNTFSを推奨）

種類

1,000ccカートリッジ

ドライブ

DVD-ROMドライブ（Roland VersaWorks Dualインストール時に必須）

色

4色（シアン、マゼンタ、
イエロー、ブラック)
イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック）
7色（シアン、マゼンタ、

その他

Roland@NET、VersaWorksオンラインおよびRoland OnSupportを使用する
ためのインターネット接続環境

Windows® 7 Ultimate/Professional（32/64ビット版）

※最新の情報は当社ホームページでご確認ください。※本ソフトウェアは32ビットアプリケーションソフトのため、64ビット版Windows
ではWOW64（Windows 32-bit On Windows 64-bit）にて動作いたします。

解像度

最大1,440dpi

距離精度※3

移動距離の±0.3%以下または±0.3mm以下のうち大きい値

メディアヒーティングシステム※4

プリントヒーター／プリヒーター 設定温度：30〜45℃、
ドライヤー 設定温度：30〜55℃

インターフェース

Ethernet（100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替）

省電力機能

自動スリープ機能

動作音

AC100V±10%、11.0A、50/60Hz

拡張ドライヤー＆ブロアー

約1,450W

標準価格335,000円 (税抜）

スリープモード時

約75W

動作時

62dB（A）以下

待機時

45dB（A）以下

DU2-64

標準装備のヒーティングシステムに加え、
インク
乾燥をさらに促進する拡張ドライヤー＆ブロ
アーをオプションでご用意。高速印刷時の巻き
取りも、裏移りなく安心して行えます。

外形寸法（スタンド取り付け時）

2,750（幅）× 785（奥行）× 1,520（高さ）mm

質量（スタンド取り付け時）

220kg
温度：15〜32℃（20℃以上を推奨）、湿度：35〜80%RH（ただし結露のないこと）

動作時

環境

オプション

動作時

電源条件
消費電力

Windows® 8.1（32/64ビット版）

259〜1,625mm

印刷幅※2
インク

Windows® 10（32/64ビット版）
オペレーティングシステム

幅

非動作時

付属品

温度：5〜40℃、湿度：20〜80%RH（ただし結露のないこと）

拡張ドライヤー&ブロアー（補助乾燥装置 DU2-64） 主な仕様

専用スタンド、電源コード、
メディアクランプ、
メディアホルダー、
メディア切り離し用ナイフ替え刃、
ソフトウェアRIP、取扱説明書ほか

乾燥方式

加熱式（送風ファン併用）、設定温度：30〜55℃※4

電源条件※5

AC100V±10%、5.5A、50/60Hz

消費電力

約700W

インク
品名

品番

EJ INK

洗浄カートリッジ

価格

質量

仕様

EJ-CY

19,800円(税抜)

シアン 1,000cc

EJ-MG

19,800円(税抜)

マゼンタ 1,000cc

EJ-YE

19,800円(税抜)

イエロー 1,000cc

EJ-BK

19,800円(税抜)

ブラック 1,000cc

EJ-LC

19,800円(税抜)

ライトシアン 1,000cc

EJ-LM

19,800円(税抜)

ライトマゼンタ 1,000cc

EJ-LK

19,800円(税抜)

ライトブラック 1,000cc

SL-CL

6,000円（税抜）

洗浄カートリッジ 220cc

環境

付属品

26kg
動作時

温度：15〜32°C（20°C以上を推奨）、湿度：35〜80%RH（ただし結露のないこと）

非動作時

温度：5〜40°C、湿度：20〜80%RH（ただし結露のないこと）
電源コード、電源プラグアダプター、
アーム、ブッシュ、ケーブルクランプ、
ステイ、
六角レンチ、ボルト、
ワッシャー、ユーザーズマニュアル

※1 本機のメディアホルダーは、紙管内径3インチ専用です。
２インチのメディアを使用するには、オプション品のメディアフランジが必要です。
※2 印刷長さは、
アプリケーションソフトによる制限を受けます。※3 メディア種類：当社指定メディア、温度：25℃、湿度：50%、ロールメディア
を正しくセットする。
メディアの伸縮は除く。プリヒーター、プリントヒーター、
ドライヤーを使用する場合は保証対象外です。本機のすべての
補正／調整機能を正しい方法で補正／調整済であること。
１ｍ印刷時 ※4 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なります
が、5〜20分程度必要となります。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。 ※5 必ず専用の電源回路に接続
してください。お使いになられる電源ブレーカーの容量を必ずご確認ください。

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。

年間保守契約内容

出力物に関するご注意

●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。

●EJ INK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。

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

使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。
環境保全に向けた取り組みの一環として、使用済みインクカートリッジ
の無償訪問回収を行っています。回収したインクカートリッジは再資
源化を行います。

http://www.rolanddg.co.jp/supply/

商品の送料、
設置料等の関連役務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
●ローランド ディー.ジー. 製品のお求めは…

RDG90526B '15 DEC G-3 D-S

本社/〒431-2103 浜松市北区新都田1-6-4

0120 - 808 -232
平日AM10:00〜PM5:00
［ローランド ディー.ジー. クリエイティブセンター] （デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。
）

東京

〒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

大阪

〒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

名古屋

〒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

福岡

〒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

［サポートセンター］

札幌

仙台

東京

名古屋

大阪

広島

福岡

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。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあり
ます。●このカタログは印刷物のため、
写真の色調が実際の色と異なる場合があります。
●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の
国における登録商標または商標です。●PANTONE®は、PantoneLLCの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載の社名、製品名は
各社の商標もしくは登録商標です。
●カタログ使用のサンプルはハメコミ合成です。
●当社はTPLグループよりMMP技術のライセンスを得ています。

2015年 12月現在

