THE POWER TO EXCITE
Introducing TrueVIS VG2 Printer/Cutters

VG2 Series

新開発の TR2 インク採用
CMYKLcLmLkWh に加え、新 色 のオレンジにも対 応しました。オレンジ色を
プロセスカラーとして処理する新しい マルチプロセスカラー機能 を搭載。表現
できる色域が大きく広がるとともに、見る人の心に響く色彩豊かな表現が可能に
なりました。また、出力加工品の耐用年数を保証する 3M 社の MCS 保証プログラ
ムにも対応し、長期間掲示するサイングラフィックスの製作も安心です。
8 Colors : CMYKLcLmLkOr

PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG

8 Colors : CMYKLcLmLkWh
4 Colors : CMYK（CMYKを各2本）

新境地を切り拓く
「 True Rich Color 」搭載
VG2 シリーズの持つ優れた色再現性と TR2 インクの広い色域を最大限に
引 き 出 す 新しいカラー 設 定「 True Rich Color 」を 新 開 発。鮮 や かで
豊かな色彩と、滑らかなグラデーションなど、自然で美しい質感が共存する
ワンランク上の表現を可能にしました。人の目を一瞬でとらえる存在感
と、心を動かすリアルな臨場感を兼ね備えた特別なサイングラフィックス
を描き出します。

進化したプリント & カット
プリント & カット機能もさまざまな進化をとげました。新しく開発された自動
ピンチローラーは、印刷からカッティング動作に入る際にミドルピンチロー
ラーを自動制御。オペレーターの手間が掛からない上、常に最適な状態で
プリント & カットを行います。また、ラミネート後のカッティングをより正確に
行うために新しいクロップマーク機能を搭載しました。

質の高い仕事をより短時間で
＊
「BLI Pick Awards2019」
を受賞した前モデルの優れた基本性能を継承。高速

かつ高精度なインク吐出機能を持つプリントヘッド
「 Roland DG FlexFire 」
は、すべ ての 印 刷 モ ードにお い て、ニュートラルなグレー表現、鮮やかな
発色、滑らかな肌の質感までを、イキイキと表現します。また、オプションの
メディア自動巻き取り装置を一新。2 種類の巻き取りモードを搭載し、さまざま
なタイプのメディアに合わせて最適な巻き取りを行います。
＊ VG シリーズはキーポイントインテリジェンス社の「BLI Pick Awards 2019」
を画質と生産性の 2 部門で受賞しています。

最新の出力ソフトウェア VersaWorks 6
見る人を感動させるために。サイングラフィックスの理想とする表現に、いま一台のプリンターが限りなく近づいた。

VG2 のパフォーマンスを最大限に引き出す最新の RIP & Print マネジメント

新色オレンジを含む色彩豊かな TR2インクに加え、ハードとインクのポテンシャルを最大限に引き出す

ソフトウェア「VersaWorks 6」を標準付属。ハーレクインのデュアルコアエンジン

印刷設定「 True Rich Color 」を新たに搭載。かつてない広い色再現性、鮮やかさと自然さが共存する唯一無二の表現力、

を搭載し、PDF2.0 および 64bit 処理にネイティブ対応。透明やぼかしなどの
特殊効果を使った複雑な PDF データもスムーズに出力します。新しいユーザー

そして細部へのこだわりがもたらす進化した確実性が、あなたのクリエイティブに新たな生命を吹き込む。

インターフェースを採用し、視認性の高いフラットデザインと分かりやすいアイ

手にするのは、見る人の心をとらえ、動かす、特別な力。TrueVIS VG2シリーズ誕生。

コンで、より快適な操作環境を提供します。

Prepress
General

VG2 Series

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。

年間保守契約必須対象製品
●

VG2-640

標準価格 2,680,000 円（税抜）

本体、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。

VG2-540

標準価格 2,480,000 円（税抜）

主な仕様

VersaWorks 6 推奨システム条件
VG2-640
ピエゾインクジェット方式

印刷方式

メディア

315〜1,625mm

厚み

CPU

インテル® Core™2 Duo 2.0GHz以上

台紙を含め最大1.0mm（印刷時）、台紙を含め最大0.4mmかつ台紙を除き0.22mm（カッティング時）

メモリ

2GB以上

ロール外径

最大210mm

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

ロール重量

最大40kg

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フォーマット）

芯径※1

76.2mm（3インチ）および50.8mm（2インチ）

ドライブ

DVD-ROMドライブ

最大1,600mm

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、Ethernetポート

275〜1,371mm

最大30kg

最大1,346mm

種類

TrueVIS INK 500mlパウチ（ホワイトのみ250ml）

色

8色（シアン、マゼンタ、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、ホワイト）
8色（シアン、マゼンタ、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、オレンジ）
4色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）

解像度

サプライ品
品名

最大1,200dpi

カッティング速度
カッター圧

Windows® 10（32/64ビット版）
Windows® 8.1（32/64ビット版）
Windows® 7 Ultimate/Professional（32/64ビット版）

幅

印刷／カッティング幅※2

インク

オペレーティングシステム

VG2-540

10〜300mm/s
30〜500gf

※3

カッター

種類

CAMM‐1 シリーズ用カッター

オフセット

0.000〜1.500mm

TrueVIS INK

品番

価格

仕様

TR2-CY

12,000円(税抜)

シアン 500ml

TR2-MG

12,000円(税抜)

マゼンタ 500ml

TR2-YE

12,000円(税抜)

イエロー 500ml

TR2-BK

12,000円(税抜)

ブラック 500ml

TR2-LC

12,000円(税抜)

ライトシアン 500ml

TR2-LM

12,000円(税抜)

ライトマゼンタ 500ml

ソフトウェア分解能（カッティング時）

0.025mm/step

TR2-LK

12,000円(税抜)

ライトブラック 500ml

距離精度（印刷時）※4 ※5

移動距離の±0.3%以下または±0.3mmのうち大きい値

TR2-OR

12,000円(税抜)

オレンジ 500ml

距離精度（カッティング時）※4

移動距離の±0.4％以下または±0.3mm以下のうち大きい値
距離補正をした場合（〔カッティングメニュー〕
〔キャリブレーション〕
を設定した場合）
：
移動距離の±0.2％以下または±0.1mm以下のうち大きい値

TR2-WH

8,600円(税抜)

ホワイト 250ml

TR2-CL

6,000円(税抜)

洗浄インクパウチ 500ml

反復精度（カッティング時）※4 ※6

±0.1mm以下

ZEC-U5032

6,000円（税抜）

蛍光・反射・一般シート用刃用、2本入り

ZEC-U5025

22,000円（税抜）

蛍光・反射・一般シート用刃用、5本入り

XD-CH2

8,000円（税抜）

アルミ製

XD-CH3

7,000円（税抜）

樹脂製

印刷とカッティングの位置合わせ精度

※4 ※7

カッティング用カッター(替刃）

±0.5mm以下

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※4 ※8

メディア移動距離の±0.5％以下または±3mm以下のうち大きい値

メディアヒーティングシステム

プリントヒーター 設定温度：30〜45℃、
ドライヤー 設定温度：30〜50℃

※9

洗浄カートリッジ

カッターホルダー

インターフェース

Ethernet（100BASE-TX/1000BASE-T自動切替）

オプション

省電力機能

自動スリープ機能

メディア自動巻き取り装置

電源条件
消費電力

動作音

AC100V ±10%、8.0A、50/60Hz
動作時

約1,060W

スリープモード時

40W

動作時

63dB(A)以下

待機時

53dB(A)以下

TU4-64 ［VG2-640用］標準価格140,000円（税抜）
TU4-54 ［VG2-540用］標準価格135,000円（税抜）
メディアの巻き取り装置をオプションでご用意。長尺ものを
プリントする場合にも、成果物にキズやシワを付けることなく
巻き取れます。夜間の無人運転の際も安心です。

外形寸法（スタンド取り付け時）

×730mm（奥行）
×1,310mm（高さ） 2,685mm（幅）
×730mm（奥行）
×1,310mm（高さ）
2,945mm（幅）

質量（スタンド取り付け時）

204kg

環境

付属品

拡張ドライヤー&ブロアー

DU2-64 ［VG2-640用］標準価格335,000円（税抜）
DU2-54 ［VG2-540用］標準価格300,000円（税抜）

188kg

動作時

温度：20〜32℃、湿度：35〜80%RH（ただし結露のないこと）

非動作時

温度：5〜40℃、湿度：20〜80% RH（ただし結露のないこと）

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。

専用スタンド、電源コード、
メディアホルダー、セパレーティングナイフ、
カッター、
カッターホルダー、
洗浄液、廃液ボトル、RIP&PRINT マネジメントソフトウェア（VersaWorks）、取扱説明書ほか

※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／カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。※3 500gfは瞬間最大カッター圧です。カッター圧は、
メディアの厚さ等に応じて調整が必要
です。※4 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。メディア幅に対して使用できるピンチローラーをすべて使用している場合。サイドマージン：左右とも25mm以上。メディアの伸縮は除く。プリントヒーターまたは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。※5 1ｍ印刷時 ※6〔サキオクリ〕
メニューが「ユウコウ」に設定されていること。反復精度保証範囲 幅610mmを越えるメディアの場合：長さ4,000mm。幅610mm以下のメディアの場合：長さ8,000mm ※7 メディア送り方向の長さが3,000mm
以内であること。メディアの斜行、伸縮による影響を除く。※8 データサイズ：
［64インチモデル］
メディア送り方向1,000mm、キャリッジ移動方向1,600mm。
［54インチモデル］
メディア送り方向1,000mm、キャリッジ移動方向1,346mm。ラミネート加工なし。メディア再セット時にクロップマーク4点を自動検出する。
カッティング時、
〔サキオクリ〕
メニューが「ユウコウ」に設定されていること。メディアの伸縮、
メディアの再セットによるずれを除く。※9 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分程度必要です。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。

「ホワイトインク」に関するご注意

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

年間保守契約内容

出力物に関するご注意

●TureVIS 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。

●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。
●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。

●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
寿命による交換を原則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。

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/

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。
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●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。●3M、MCSは3M社の商標です。●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。

2019年 4月現在

