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Iridesse™ Production Press 
 オンデマンドプリンティングの表現力は、ここまで来た。
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これが、
オンデマンドプリンティングの最前線。

シルバートナー

CMYKトナー

ゴールドトナー

クリアトナー

CMYKトナー

手前:シルバートナー
下刷りによるメタリッ
クカラーのサンプル

奥:ゴールドトナー下
刷りによるメタリック
カラー&クリアトナー
のサンプル
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オンデマンド印刷にかつてない表現力をもたらす
1パス6色プリントエンジン

CMYKトナーに加え、最大2色の特殊トナーを搭載可能。特殊トナー
は、ゴールド/シルバー/ホワイト/ピンク/カスタムレッド/クリアト
ナーをご用意。ゴールドとシルバーの同時印刷など、複数の特殊色を
一度に出力できます。業界初の6色プリントエンジンから生まれる豊
かな色表現が、プリントビジネスの可能性を広げます。

特殊トナーの下刷りで、オフセットに迫る
メタリックカラーを実現

業界で初めてCMYKトナーの下に特殊トナーを刷ることを可能にし
ました。ゴールドもしくはシルバートナーを下刷りすることで、CMYK
トナーとの混色による光輝性の高いメタリックカラーが可能に。オフ
セット印刷による特殊インキや箔押しに迫る表現力が、オンデマンド
で手に入ります。

Iridescence (ìrədésns)　
貝殻、蝶やトンボの羽のように、
光の変化や見る角度、視点によって変化する
多様な色彩。虹色。

ゴールドやシルバー、メタリックカラーの輝きが目を引く、特殊色を活かしたデザイン。
これまでオフセット印刷が主役であったこれらの印刷表現を
業界初＊の6色プリントエンジン、IridesseTM Production Press がオンデマンドで叶えます。
プロダクション・フラッグシップモデルならではの高い生産性や高画質、
用紙汎用性や信頼性にかつてない表現力を加えたこの一台が、
お客さまのビジネスに確かな違いを生み出します。

常識を変える2つの業界初

オンデマンド印刷の可能性を、新たな次元に引き上げるために
生まれた Iridesse ™ Production Press。光輝性の高いメタ
リックカラーをはじめとした多彩かつ高品質の印刷表現は、
クリエイターはもちろんプリントビジネスに携わるすべての
方への付加価値となります。

連続プリント速度
120ページ/分

出力解像度
2400×2400 dpi

RIP解像度
1200×1200 dpi

用紙坪量
52~400 g/m2

用紙サイズ
98×148 mm～330×488 mm
長尺用紙に対応（オプション）：
最大330×1200 mm（片面プリント時）

主な特徴

6色プリントエンジン
CMYKトナー + 特殊トナー2色＊

＊  ゴールド/シルバー/ホワイト/ピンク/カスタムレッド/クリアトナーから 
お選びいただけます。

シルバートナー

CMYKトナー

ゴールドトナー

CMYKトナー手前:シルバートナー
下刷りによるメタリッ
クカラーのサンプル

奥:ゴールドトナー下
刷りによるメタリック
カラーのサンプル

Iridesse™

＊ 乾式電子写真方式。2017年10月現在。

※ 本カタログに掲載のサンプルには、別途、後加工が必要なものも含まれています。

イリデッセ
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特殊色を施した印刷物こそオンデマンドのスピードと手軽さで

オフセット印刷では手間とコストがかかる特殊色の表現を手軽かつ
スピーディーに実現します。
⃝ 多彩な印刷から後加工まで一括処理　複数のステップが必要になる

特殊色を使ったジョブの印刷から製本などの後加工までを本機
なら一括で出力。付加価値の高い印刷物を効率的に作成できます。

⃝ 多数の特殊色を手軽に使用可能　使用する特殊色ごとに印刷機に
セットする特殊インキと異なり、本機は、ゴールドもしくはシ
ルバートナーとCMYKトナーの掛け合わせでメタリックカラー
を生成するため、多数の特殊色を手軽に使用できます。

⃝ ユーザーによる特殊トナーの色交換が可能　ユーザー作業を可能に
し、全6色*の特殊トナーがさらに活用しやすくなりました。

＊ ゴールド/シルバー /ホワイト/ピンク/カスタムレッド/クリアトナー。

バリアブル印刷でこそ活きる特殊色を用いたデザイン

ダイレクトメールや招待状などのバリアブル印刷に、特殊トナーを
組み合わせることでOne to Oneマーケティングに求められる高い訴
求力などの付加価値を与えられます。FreeFlowⓇ VI Suite*との連携
なら、パーソナライズ文書の高速出力はもちろん、通常のCMYKト
ナーだけでも紫外線や赤外線に反応して見える文字などを印字可
能。ユニークな視覚効果で、簡易的な偽造抑止にも役立ちます。
＊ バリアブル印刷用ソフトウェア（別売り）。

ホワイトトナー、クリアトナー＊が広げるデザイン表現の可能性

濃色紙など、特徴ある用紙に映える白色度の高いホワイトトナーを
搭載。ホワイトトナーの下刷りによって、用紙の色に左右されない
CMYKの発色を引き出すことも可能です。クリアトナーはニスを
塗ったような光沢感を演出。目を引くデザイン効果が期待できます。
＊ 上刷りのみ。

特殊トナー×CMYKトナーが
オンデマンドプリンティングの常識を変える

カラーパレットから選べる多彩なメタリックカラー

特殊トナーを使用して表現できる光輝性の高いメタリックカラー
があらかじめ登録されており、アプリケーションから簡単に指定可
能。 PANTONEⓇ METALLICS Coated・PANTONEⓇ PREMIUM 
METALLICS Coated*といった色見本に沿ったメタリックカラー
や、活用度の高い当社独自のメタリックカラーをご用意。ユーザー
による色のカスタマイズや作成も可能です。
＊ 下刷りにシルバートナーを使用。

富士ゼロックス メタリック色見本

ホワイトトナー下刷りによる
黒色紙のサンプル

ピンクトナーによる鮮やかな印刷

特殊トナーとしてピンクトナーを使用できます。デザインにピンク色
を使用することで、かわいらしさ、格好良さ、上品さなど、さまざまな
表現ができます。また、従来のCMYKでは再現できなかった、鮮やか
なオレンジやレッド、バイオレットなどの色をより忠実な色で印刷で
きます。これにより、冊子の表紙やPOPなど、目を引くデザインで強
いアピール力を発揮します。

＊   「ピンク分版用 ICC プロファイル」をバンドルしています。RGB データを CMYK ＋ピンクの 5 色版 
データに変換できます。

ピンクを活用したデザイン

従来のCMYKでは再現できなかった
鮮やかな色を印刷
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⾼い出力解像度で、⾼精細画質を実現

2400 × 2400 dpi の高い出力解像度によって、本機が表現する華や
かな色彩を、きめ細やかなドットで、美しいままに出力します。さ
らに進化した VCSEL ‐ ROS* によって、120 ページ / 分の高い生
産性と高精細画質を両立しています。
＊ マルチビームを発光できる面発光レーザー⾛査技術。

デザイン表現を引き立てる高画質

1200 dpiのRIPと10 bitの階調補正で
文字や細線、グラデーションも美しく

1200×1200 dpi のRIP処理と10 bit 階調補正により、原稿品質を
落とすことなく、文字、細線、グラデーションなどを滑らかに再現
します。プロダクション・フラッグシップモデルであるIridesse™ 
Production Pressの高いハードウェア性能との相乗効果で、当社最
高クラスの画質を誇ります。

デザインや写真に合わせた細かな色補正が可能

⃝ 各種CMYK色基準に対応　Japan Color、FOGRAなど印刷業界標準
の各種色基準に対応。お客さまが希望する色空間で、カラーシミュレー
ションできます。

⃝ ユーザー調整カーブで⾃由に色調整　CMYK各色の再現カーブを⾃由
に調整。ハイライト部の微調整も可能です。

⃝ 特色の中間色も調整可能　DIC、TOYO、PANTONE Ⓡなど印刷業界標
準の特色ライブラリーをご用意。特色の中間色も調整カーブや目標値
設定で補正できます。

⃝ 撮影状況や用途に応じた写真⾃動補正　写真のコントラストやカラー
バランスなどを⾃動補正。屋内撮影による色かぶり補正や、みずみずし
さ・精細感などの質感補正も⾃動で⾏えます。

3Dキャリブレーションで安定した色再現をサポート

キャリブレーションには、色変動の調整作業を自動化できるインラ
インセンサーと、X‐Rite社製分光測色器i1Ⓡ Pro 2を用意しまし
た。単色のみでなく混合色にも対応した高精度な3Dキャリブレー
ションとフィードバック機能で、安定した色再現性を⽀援します。

業界初の1パス6色プリントエンジンを可能にしたトナー技術

世界最小クラスを誇るSuper EA Ecoトナー*が、高い生産性や高
画質、用紙汎用性を保ちながら、6層のトナーを用紙に定着させる
という困難な技術を実現しました。分子レベルで制御された高粘弾
性と小径化により、高精細で画質もより滑らかに。また、従来トナー
を改良し、さらに光輝性を向上させたゴールド/シルバートナーな
ど、種類の異なるトナーを低温定着可能にしたことで、全色ムラな
く高精細に出力します。
＊ CMYKトナーに採用。

新CMS＊でオフセットインキに迫るメタリックカラーを表現

角度によって色味が変化して見えるメタリックカラーの特徴を当
社独自の新CMS（特許出願中）によって再現しました。複数の角度
における色再現性をカラーマネジメントする技術で、光輝性を高
めるとともに、さらにオフセットインキのメタリックカラーに近づけ
ています。
＊ Color Management System。

⼩さな文字や細線を鮮明に⾒やすく

⃝ エッジエンハンスメント処理　輪郭部のスクリーン処理によって、中間調
の⽂字や線で発生しがちなジャギーを抑制し、⽂字や線を鮮明に再現。

⃝ ⽩抜き強調・細線化⽂字　ポイント数が⼩さい⽂字について、⽩抜き⽂
字はつぶれを、⿊⽂字は太りを低減するように処理します。輪郭部分
のトナー量を段階的に調整できるため、お好みのバランスで、⽂字を
判読しやすくします。

白抜き文字の強調 OFF 白抜き文字の強調レベル　強い

オブジェクトごとにスクリーンを選択し最適な画質に

さまざまなスクリーンを用意し、文字や写真などオブジェクトごと
に適したスクリーンを選択できます。また、モアレの発生には、当社
独自のFMスクリーンが効果を発揮。FMスクリーンに発生しがち
な粒状性の粗さもゼログラフィー特性に応じた適切なドット配置
で抑制し、滑らかな画質を実現します。

AM スクリーン FM スクリーン
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はがきから長尺用紙＊まで幅広い用紙サイズに対応

郵便はがきよりさらに小さい98×148 mmから最大330×488 mm
の用紙まで、幅広いサイズをサポート。さらに、長尺用紙＊への印刷も
可能で、新たなアプリケーションやビジネスの可能性が広がります。
＊ オプション。片面プリント：最大 330 × 1200 mm、自動両面プリント：最大 330 × 729 mm。

52 g/m2 の薄紙から 400 g/m2 の厚紙まで
業界トップクラスの対応力

折り込みチラシの薄さから、名刺並みの厚さまで幅広い印刷物をこれ
一台でカバー。用紙対応力の幅だけ、印刷物の可能性も広がり、
より多くのニーズに応えることができます。

厚紙や長尺用紙＊への印刷、
多彩な後加工もこの一台で

1

4

5

5 5
5

6
8

9

10

2

3

バラエティー豊かな印刷物を、スピーディーかつ安定的に

＊ オプション。

多彩な後加工をインライン＊で

筋入れ、冊子の三方断裁、角背仕上げなど、印刷物の価値を高める
後加工を印刷から一括して行えるので、手間がかからず、完成品
がスピーディーに作成できます。IridesseTM Production Press が
持つ高い表現力、幅広い用紙対応力と相まって、印刷物の価値が
さらに高まります。
＊ オプション。

用紙厚にかかわらず 120 ページ/分＊の⾼速プリント

52 g/㎡の薄紙から 400 g/㎡の厚紙まで、幅広いレンジでトップ
スピードを実現。6 色トナー使用時もスピードを落とすことなく、
高速出力します。表現力と生産性を高い次元で両立し、短納期や
柔軟な対応を求めるお客様のニーズにこたえます。
＊ A4 ヨコ出力時。

進化した自動調整機能により稼働時間を最大化

インラインセンサーで自動化できる各画像調整項目＊1 の中から、
マシン稼働開始時や用紙交換時など、日常の運用場面にあわせて
調整したい項目を任意選択。一括調整を指示できるため、メンテ
ナンスの手間やダウンタイムを軽減できます。さらに、予防保守に役
立つ項目は、診断結果を当社リモート保守サービス＊2 に送信可能です。

ビジネスを加速させる高い生産性

＊1  表裏レジ補正、面内濃度ムラ補正、階調補正、ハーフトーン、転写出力調整が一括調整可能。
＊2  詳しくはカタログ裏表紙の「プロダクションリモートサービス」をご覧ください。

長尺プリントの例

筋入れの例
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アテンションライト　
遠くからでもマシンの状態が確実
に把握できるよう最上部に配置。
CUD*に配慮したLED色を使用し、
多くの方に見やすい設計です。
＊ Color Universal Design。

大径2層中間転写ベルト　
高画質を実現するシームレス構造
の転写ベルトは、当社比約2倍の
ロングライフ化を実現しました。
⃝ ダブルフライホイール  転写部

に用紙が突入する際に生じる
転写ベルトの振動を抑制する
ことで、振動が大きく転写ムラ
が発生しがちな厚紙にも安定し
た転写が可能です。

リアルタイムカール補正＊　
用紙のカール量を目で確認しながら
リアルタイムに調整できます。
＊ オプションのインターフェイスデカーラー D1が

必要。

特殊トナー
下刷り用・上刷り用*に1本ずつを、
CMYKトナーの左右に搭載可能。
＊ クリアトナーは上刷りのみ。

オーバーコート感光体ドラム　
ドラム表面にオーバーコート処理を
施したロングライフ設計のオーバー
コート感光体ドラム。当社比約1.5
倍のさらなるロングライフ化で、安
定した高画質を維持します。

1 4

ベルトロール定着器
高速走⾏する用紙へ確実にトナー
を定着。ベルトに巻きつきやすい
薄紙コート紙の剥離性にも優れ
た機構を持ち、用紙を安定走⾏し
ます。

6

安定した用紙走行　
ストレートを基調とした用紙パス
設計により、高速走⾏する用紙の
ストレスを抑制。厚紙も安定した
用紙走⾏が可能です。
⃝ 高精度レジストレーション

高速で送られる用紙を常に同
じ経路を通るように誘導し、高
精度な表裏見当を実現します。

⃝ バリ取りロール　用紙走⾏時、
定着ベルトを傷つける用紙裁断
面のバリをロールでならし、ベル
ト傷による印刷ムラを防ぎま
す。

8

用紙冷却機構　
大型のヒートシンクを搭載。トナー
を熱定着させた用紙に対する高い
冷却効果により、スタック用紙同士
の貼り付きや、用紙の安定走⾏を妨
げるカールや波打ちを抑制します。

9

ツインデカーラー　
紙種や像密度などによって異なる用
紙カールを1ページずつリアルタイ
ムに判断。上向き/下向きカールを最
適な段階で⾃動補正することで、用
紙の安定走⾏を支えます。

10

11

12

12

2

3

インラインセンサー　
手作業で⾏う必要があった各種調
整を⾃動化。運用の手間を軽減し、
稼働率の向上や印刷品質の安定に
貢献します。
調整内容
⃝ 表裏レジ補正
⃝ 面内濃度ムラ補正
⃝ 階調補正
⃝ ハーフトーン
⃝ 転写出力調整
⃝ カラーキャリブレーション
　 （単色/混色）

11

5

確実な用紙フィード　
⃝ エアアシスト機構  空気を送っ

て1枚ずつ用紙をはがし、確実
にフィードします。

⃝ 重送検知装置　2枚以上の用紙
が重なって送られないようセン
サーで監視します。

運用効率を⾼めた操作画面　
プリンター操作画面からプリント
サーバーの操作も可能に。また、モ
ニターアームにより、様々な角度
から画面操作が可能になるなど、
ユーザビリティが向上しました。

7

7
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マシンだけじゃない。富士フイルムビジネスイノベーションだからできること 

ビジネスの幅を広げる多彩な選択肢

プリンターの生産性をフルに引き出す GX Print Server
1200 dpi、10 bit の高解像度ジョブも高速に処理。バリアブルなど
の大容量ジョブも次 と々こなし、プリンターの持つ高い生産性を最大限
に活かします。
高速処理を⽀える技術
⃝ 容量を抑えて処理を高速化「中間データフォーマット」  テキストやイメー

ジなどを⾃動判別し、オブジェクト単位で管理。本来、データ容量の大きい
高画質ジョブも容量を抑え、画質を保ちながら高速に画像処理します。

⃝ ハードウェアで高速処理「RIP アクセラレーターボード」 　ハードウェ
アレベルの高速化チューニングで、サーバーの物理スペック以上の高速
性を発揮します。

⃝ プリントサーバーからプリンターへ「高速シリアル伝送技術」 プリント
サーバーで処理したデータを 4.25 Gbps/チャネル * の広帯域でプリン
ターに高速送信します。

＊ 1 色で 2 チャネル使用。

ユーザーの好みに合わせてカスタマイズできる操作画面
操作画面はユーザーが使いやすいレイアウトに柔軟に変更可能。
表示する項目や表示の仕方もカスタマイズできるので、使用頻度や
ユーザーの習熟度に応じた操作画面にできます。また、消費統計
表示などを追加できるダッシュボード機能により、出力業務に関連
するデータ分析もサポートします。

リアルタイムにプレビューしながらジョブ編集が可能
⃝ Job Director　面付けやページ構成の操作、ビルドジョブ作成などの

編集は、論理ページ / 物理ページをプレビューしながらドラッグ＆ドロッ
プ操作で簡単に⾏えます。

⃝ Raster Image Viewer　RIP 済みデータをプレビュー表示し、調整前
と調整後のイメージを確認しながら、ユーザー調整カーブと明るさの調整
ができます。特殊トナーの出力状態も確認可能です。

用紙の銘柄・サイズ・坪量、後処理方法
など、同じ属性のジョブをまとめて出力す
ることで、用紙交換作業や、後工程の段
取り替えを最小化。多品種・小ロットに
対応するオンデマンド印刷の生産性を最
大限に引き出し、印刷物の短納期化に貢
献できます。

印刷ワークフローのさまざまな場面で、プリントビジネスの効率化に貢献します。

1

2

33

1 GX Print Server for the Iridesse™ Production Press

プリントサーバー

ジョブ入稿 同じ属性のジョブを
グルーピングして面付け

FreeFlow®Core＊ プロダクションプリンター

グルーピングした
ジョブを一括出力

Case1

B

C C

A A

A 上質紙/薄紙 100部 

上質紙/薄紙

マット紙/厚紙

上質紙/厚紙
A 上質紙/薄紙 250部 

B マット紙/厚紙 200部 

C 上質紙/厚紙 50部

C 上質紙/厚紙 80部

※ プリントサーバーのスタンドは、オプションです。

＊ ジョブ入稿からプリプレス、印刷、後処理までの印刷ワークフローを自動化・管理するソフトウェア ( 別売り ) です。

同じ属性のジョブをまとめて、　　　　
印刷業務を効率化
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マシンだけじゃない。富士フイルムビジネスイノベーションだからできること 

オフライン後処理機を使用して印刷物を
制作する場合も、後処理用バーコードに
よって製本業務を効率化。ユーザーの
習熟度に依存せず、乱丁 / 落丁などの
エラーを防止でき、印刷物の品質向上
に貢献できます。

4

4

5

5

6 6

6

7

7

8

8

9 10

9

102

3

給紙オプション 排紙オプション

＊ 大容量給紙トレイC3‐DSのオプション。

インターフェイスデカーラー D1 

インターポーザー D1

大容量スタッカー オフセットキャッチトレイ

リアルタイムカール補正 天地断裁
⼩口断裁 角背仕上げ

筋入れ

Z折り/三つ折り

ソート/スタック

パンチ＊1 中とじ/二つ折り＊2

ステープル

表紙/合紙挿入

5000枚平積み オフセット排出

ロングキャッチトレイ

長尺用紙排出

エアアシスト

スタッカーカート

重送検知

2台連結可能

表紙/合紙挿入 パンチ 平とじ 中とじ 二つ折り Z折り 三つ折り 筋入れ 小口断裁 天地断裁 三方断裁 角背仕上げ

後加工例

紙折りユニットCD2

フィニッシャーD6/
中とじフィニッシャーD6

天地トリマークリーサー D2 ⼩口トリマー
スクエアフォールドD1

※ 後処理加工を必要としない場合は、オフセット
キャッチトレイをご用意しています。

＊1  オプション。　
＊2  中とじフィニッシャー D6の場合。

※ 400 g/m2までの用紙は本体トレイから給紙。

FreeFlow®Core

Case2

プロダクションプリンター オフライン後処理機

カラー機

モノクロ機

モノクロ機

手差しトレイ＊

大容量給紙トレイC3-DS /
重連用大容量給紙トレイC1-DS

＊ 天地断裁と小口断裁で、三方断裁を行います。

作業指示書

表紙
（カラーページ）

本身
（モノクロページ）

オフライン後処理機との連携による、
製本業務の効率化

バーコードによる
表紙と本身の
マッチング・落丁検出、
製本。

作業指示書・後処理用
バーコードの生成

バーコード付き
作業指示書・ジョブの出力
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Iridesse™ Production Press主な仕様

基本機能 / プリント機能
項目 内容
形式 コンソールタイプ
カラー対応 フルカラー
書き込み解像度 2400×2400 dpi
階調/表現色 各色256階調（1670万色）
ウォームアップ・タイム 420秒以下（室温20℃）
連続プリント速度＊1 A4：120ページ/分、 A3：60ページ/分
用紙サイズ＊2＊3 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm～330×488 mm＊4

用紙坪量 52～400 g/㎡＊5

給紙方式/給紙容量＊6 標準：2100枚×2トレイ
オプション：
大容量給紙トレイC3‐DS 2100枚×2トレイ＋手差しトレイ250枚
重連用大容量給紙トレイC1‐DS 2100枚×2トレイ
最大：12850枚 [標準＋大容量給紙トレイC3‐DS＋手差しトレイ＋重連用
大容量給紙トレイC1‐DS]

出力トレイ容量＊6＊7 500枚
電源 単相AC200 V ± 10 %、44 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 9.0 kW

スリープモード時：100 W、レディー時：2800 W
大きさ＊8 幅2995×奥行1104×高さ1835 mm
設置スペース＊9 幅4475×奥行3436 mm
質量＊8 1540 kg
＊1: 同一原稿連続片面プリント時。52～400 g/㎡、非コート紙。データ等の出力条件、画質自動調整、用紙サイズや用
紙種類が混在したジョブ、給紙トレイ切り替えにより、連続プリント速度が低下する場合があります。　＊2: 画像欠け
幅:先端4.0 mm、後端2.0 mm、手前側2.0 mm、奥側2.0 mm。　＊3: 郵便はがき（日本郵便製）、たて182.0 mm未満の
用紙をセットする場合は、はがきセットガイド2を使用。　＊4: 長尺プリントは最大330×1200 mm（オプション）。　
＊5: 長尺プリントは82～300 g/㎡（オプション）。　＊6: 当社J紙。　＊7: オプションのオフセットキャッチトレイ装
着時。　＊8: プリンター本体のみ。排紙オプション未接続の状態。　＊9: プリンター本体＋オフセットキャッチトレイ

（最小構成）。

大容量給紙トレイC3‐DS（オプション）
項目 内容
用紙サイズ 大容量トレイ＊1 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm～330×488 mm
手差しトレイ＊2 定形サイズ：最大 A3、11×17"､  最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm～330×488 mm＊3

用紙坪量 大容量トレイ 52～350 g/㎡
手差しトレイ＊2 52～300 g/㎡＊4

給紙容量＊5/
給紙段数

大容量トレイ 2100枚×2トレイ
手差しトレイ＊2 250枚

電源 AC100 V ± 10 %、6 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 600 W
大きさ 幅988×奥行762×高さ992 mm
質量＊6 237 kg
＊1: 郵便はがき（日本郵便製）、たて182.0 mm未満の用紙をセットする場合は、はがきセットガイド2を使用。　
＊2: 手差しトレイは、大容量給紙トレイC3‐DS用のオプションです。　＊3: 長尺プリントは最大330×1200 mm（オプ
ション）。　＊4: 長尺プリントは82～300 g/㎡（オプション）。　＊5: 当社J紙。　＊6: 手差しトレイなし（トップカバー
付き）。オプションの手差しトレイ装備時、232 kg。

大容量スタッカー（オプション）
項目 内容
トレイ容量＊1 排出トレイ 500枚

スタッカートレイ 5000枚
用紙サイズ 排出トレイ 定形サイズ：最大 A3、11×17"、 最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm～330×488 mm＊2

スタッカートレイ 定形サイズ：最大 A3、11×17"、 最小 B5
非定形サイズ：203×182 mm～330×488 mm

用紙坪量 排出トレイ 52～400 g/㎡＊3

スタッカートレイ 52～300 g/㎡
電源 AC100 V ± 10 %、 1.5 A、 50/60 Hz共用
最大消費電力 150 W
大きさ 幅800×奥行725×高さ1042 mm
質量 155 kg
＊1： 当社J紙。　＊2： 長尺プリントは最大330×1200 mm（オプション）。　＊3： 長尺プリントは82～300 g/㎡（オプ
ション）。

重連用大容量給紙トレイC1‐DS（オプション）
項目 内容
用紙サイズ＊1 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm ～ 330×488 mm
用紙坪量 52～350 g/㎡
給紙容量/給紙段数＊2 2100枚×2トレイ
電源 AC100 V ± 10 %、5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 500 W
大きさ 幅988×奥行762×高さ992 mm
質量 235 kg
＊1： 郵便はがき（日本郵便製）、たて182.0 mm未満の用紙をセットする場合は、はがきセットガイド2を使用。　
＊2： 当社J紙。

インターポーザーD1（オプション）
項目 内容
用紙サイズ 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 A5

非定形サイズ：182×148 mm～330×488 mm
用紙坪量 52～350 g/㎡
トレイ容量＊1 250枚
電源 インターフェイスデカーラー D1から供給
大きさ 幅700＊2×奥行725×高さ1235 mm
質量 45 kg
※ 大容量スタッカー、フィニッシャー D6もしくは、中とじフィニッシャー D6が必要です。インターポーザー D1にセッ
トした用紙には印刷できません。　＊1： 当社J紙。　＊2： 機器接続時の用紙搬送部のみの幅は、165 mm。

インターフェイスデカーラーD1（オプション）
項目 内容
電源 AC100 V ± 10 %、2.5 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 250 W
大きさ 幅340×奥行725×高さ992 mm
質量 40 kg
※ 本体に大容量スタッカー、フィニッシャー D6もしくは、中とじフィニッシャー D6を接続する際に必要です。

オフセットキャッチトレイ（オプション）
コントローラー[GX Print Server for the Iridesse™ Production Press]
項目 内容
形式 外付け
CPU インテル® Xeon® プロセッサー E5‐2640 v4 （2.4‐3.4 GHz）×2
記憶装置 HDD：2 TB（System）＋2 TB×5（RAID0）、DVD Multiドライブ
メモリー容量 32 GB（最大32 GB）
サーバー OS名 Windows® 10 IoT Enterprise（64ビット）

搭載フォント 標準

PostScript:日本語7書体（リュウミンL‐KL™、中ゴシックBBB™、太ミン
A101™、太ゴB101™、じゅん101™、見出ミンMA31™、見出
ゴMB31™）、
欧文136書体

OpenType:日本語2書体（小塚明朝 Pr6N R、小塚ゴシック Pr6N M)、
簡体字中国語2書体、繁体字中国語2書体、韓国語2書体、
欧文19書体

オプション 日本語2書体（平成角ゴシック体™W5、平成明朝体™W3)
ページ記述言語 Adobe® PostScript® 3™、PDF/VT‐1、PDF/VT‐2、PPML、VIPP＊1

プリントデータフォーマット PS、PDF1.7、PDF/X‐1a、PDF/X‐3、PDF/X‐4、PDF/X‐5、
EPS、TIFF、JPEG

プリンタードライバー
対応OS＊2

Windows 10 （32ビット）
Windows 10 （64ビット）
Windows 8.1 （32ビット）
Windows 8.1 （64ビット）
Windows 7 （32ビット） 
Windows 7 （64ビット） 
Windows Server 2019 (64ビット)
Windows Server 2016 (64ビット)
Windows Server 2012 R2 （64ビット）
Windows Server 2012 （64ビット）
Windows Server 2008 R2 （64ビット） 
Windows Server 2008 （32ビット） 
Windows Server 2008 （64ビット） 
macOS 10.15 Catalina
macOS 10.14 Mojave
macOS 10.13 High Sierra
macOS 10.12 Sierra
OS X 10.11 El Capitan
OS X 10.10 Yosemite
OS X 10.9 Mavericks
OS X 10.8 Mountain Lion
Mac OS X 10.7 Lion
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Mac OS X 10.5 Leopard
Mac OS 9.2.2

インターフェイス Ethernet 1000BASE‐T / 100BASE‐TX / 10BASE‐T×2
USB3.0×4、USB2.0×4、シリアルポート×1

対応プロトコル TCP/IP（lpd / FTP / IPP＊3 / SMB / HTTP）、 AppleTalk＊4、 Bonjour
電源 AC100 V ± 10 %、5.7 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 0.6 kW
大きさ＊5 幅160×奥行562×高さ428 mm
質量＊5 23.0 kg
＊1： 別売りソフトウェアFreeFlow® VI Composeと組み合わせて利用。　＊2： 最新の対応OSについては、当社公式
サイトをご覧ください。　＊3： 当社FreeFlow®商品との連携にて使用。　＊4： Mac OS X 10.6 Snow Leopard以降
ではAppleTalkをサポートしていません。　＊5： プリントサーバー本体のみ。標準装備のモニター、キーボード、マウス
を除く。

項目 内容
用紙サイズ＊1 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm～330×488 mm 
用紙坪量＊2 52～400 g/㎡
トレイ容量＊3 500枚
大きさ 幅406×奥行393×高さ184 mm
質量 6 kg
＊1： オフセットする場合、定形サイズ 最大 A3、11×17"、  最小B5、非定形サイズ171×182 mm～297×488 mmです。
＊2： オフセットする場合は300 g/㎡まで。　＊3： 当社J紙。

ロングキャッチトレイ（オプション）
項目 内容
用紙サイズ 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm～330×1200 mm
用紙坪量 52～400 g/㎡＊1

トレイ容量＊2 300枚（用紙長さ488 mm以下）
100枚（用紙長さ489 ～729 mm）
10枚（用紙長さ730 ～1200 mm）

＊1： 長尺プリントは82～300 g/㎡（オプション）。　＊2： 当社J紙。
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※ すべての用紙について性能を保証するものではありません。使用に際しては当社の用紙を推奨いたします。その他
の用紙につきましては、当社営業にお問い合わせください。

※ 補修用性能部品の最低保有期間は、機械本体製造中止後7年間です。

※ 最大/最小構成の寸法図には、プリンター本体と各オプションの接続部の幅や突起物を含みます。

＊ 大容量給紙トレイC3-DSに、長尺用給紙延長キットを装着すると10292 mmになります。

1835

1235

9660*

最大構成 （単位：mm）

最小構成

881

1835

3401

992

552

992

紙折りユニットCD2（オプション）
項目 内容
Z折り 用紙サイズ A3、11×17"、B4

用紙坪量 60～90 g/㎡
三つ折り 用紙サイズ A4、レター

用紙坪量 60～90 g/㎡
トレイ容量＊1 30枚

電源 AC100 V ± 10 %、1 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 100 W
大きさ 幅235×奥行726×高さ992 mm
質量 55 kg
※ フィニッシャー D6および中とじフィニッシャー D6用オプション。　＊1： 当社J紙。

天地トリマークリーサーD2（オプション）
項目 内容
天地断裁 用紙サイズ 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 A4、レター

非定形サイズ：194×210 mm～330×488 mm
用紙坪量 52～350 g/㎡
断裁寸法 片側6～25 mm

筋入れ 用紙サイズ 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 B5
非定形サイズ：182×210 mm～330×488 mm

用紙坪量＊1 60～350 g/㎡
筋入れ本数 1～5本

電源 AC100 V ± 10 %、4 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 400 W
大きさ 幅605×奥行725×高さ992 mm
質量 128 kg
※ フィニッシャー D6もしくは、中とじフィニッシャー D6が必要です。　＊1： 中とじ/二つ折り時。中とじ/二つ折り時
以外は、157 g/㎡以上に対応。

小口トリマースクエアフォールドD1（オプション）
項目 内容
用紙サイズ 中とじフィニッシャー D6の中とじ/二つ折りに準ずる
用紙坪量
製本トレイ容量＊1 20部（15枚とじ以下）、15部（16枚とじ以上）
小口断裁 最大枚数＊2 中とじ：30枚、二つ折り：5枚

断裁寸法 2～20 mm
角背仕上げ最大枚数＊2＊3 30枚
電源 AC100 V ± 10 %、0.8 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 80 W
大きさ 幅1066×奥行725×高さ552 mm
質量 100 kg
※ 中とじフィニッシャー D6専用オプション。　＊1： 用紙の種類など使用条件によっては収容できない場合がありま
す。　＊2： 用紙種類、用紙坪量などによって処理可能枚数が減少します。　＊3： 二つ折りおよび5枚未満の中とじは、
角背仕上げ処理はできません。　

フィニッシャーD6/中とじフィニッシャーD6（オプション）
項目 内容

フィニッシャー D6 中とじフィニッシャー D6
トレイ形式 排出トレイ ソート/スタック

フィニッシャー
トレイ

ソート（オフセット可）/スタック（オフセット可）

製本トレイ — ソート/スタック
用紙サイズ 排出トレイ 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 郵便はがき（日本郵便製）

非定形サイズ：98×148 mm～330×488 mm＊1

フィニッシャー
トレイ

定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 A5
非定形サイズ：148×148 mm～330×488 mm

用紙坪量 排出トレイ 52～400 g/㎡＊2

フィニッシャー
トレイ

52～350 g/㎡

トレイ容量＊3 排出トレイ 500枚
フィニッシャー
トレイ

[ステープル無しの場合]
A4：3000枚
B4以上：1500枚
ミックススタック＊4：350枚
[ステープルした場合]
A4：200部または3000枚
B4以上：100部または1500枚

[ステープル無しの場合]
A4：2000枚
B4以上：1500枚
ミックススタック＊4：350枚
[ステープルした場合]
A4：200部または2000枚
B4以上：100部または1500枚

製本トレイ — 20部＊5

ステープル 最大ステープル
枚数

100枚＊6（90 g/㎡以下）

ステープル用紙
サイズ

定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 B5
非定形サイズ：182×182 mm～297×432 mm

用紙坪量 52～350 g/㎡
ステープル位置 1カ所＊7、 2カ所、 4カ所

パンチ＊8 パンチ数＊9 2穴/4穴または2穴/3穴（US規格）
パンチ用紙
サイズ

定形サイズ：最大 A3、11×17"、  最小 B5（2穴、3穴）、A4（4穴）
非定形サイズ：203×182 mm～297×431 mm

用紙坪量 52～220 g/㎡
中とじ/
二つ折り

最大枚数＊10 — 中とじ：30枚、 二つ折り：5枚
用紙サイズ — 定形サイズ：最大 A3、11×17"、  

最小 B5
非定形サイズ：182×257 mm～
330×488 mm

用紙坪量 — 60 ～ 350 g/㎡
電源 AC100 V ± 10 %、3 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 300 W
大きさ 幅855×奥行725×高さ1200 mm 幅892×奥行725×高さ1200 mm
質量 85 kg 105 kg
＊1： 長尺プリントは最大330×1200 mm（オプション）。　＊2： 長尺プリントは82～300 g/㎡（オプション）。　
＊3： 当社J紙。　＊4： 小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。　＊5： 17枚/部以上は最大16
部。　＊6： A4、レターを超えるサイズの場合は65枚。　＊7： 1カ所の奥斜め打ちが可能なのは、A4およびA3のみ。
＊8： オプション。　＊9： 処理可能なパンチ穴数は、用紙サイズによって異なります。　＊10： 用紙種類、用紙坪量など
によって処理可能枚数が減少します。



〈複製禁止事項〉　法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき（日本郵便製）など。●法律等で規定されている証紙類。
●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使
用するために複製する以外は禁じられています。

〈安全にお使いいただくために〉
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源、電圧でお使いください。●アース接続を確
実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。 ●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国ならびに他の国におけるAdobeの登録商標または
商標です。 ●インテルXeonは、米国およびその他の国におけるIntel Corporation の商標または登録商標です。 ●Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。 ●Mac OS、OS X、AppleTalk、Bonjourは、米国および他の国々
で登録されたApple Inc.の商標です。 ●App Storeは、Apple Inc.が運営するiPhone、iPad、iPod touch向けアプリケーションソフトウェアのダウンロードを行えるサービスの名称です。 ●その他の掲載されている社名、サービスまたは
商品名等は、各社の登録商標または商標です。 ●記載内容および商品の仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見える場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

アプリを起動し検索窓に「富士ゼロックス」を入力。結果から「富士ゼロックス紹介」を選択。 
カメラアイコンをタップして撮影モードに移動、     内の画像全体がガイドの中に
入るようにして撮影。送信するとコンテンツへアクセス。

カタログ内の にタブレットやスマートフォンでかざして撮影すると、関連情報がご覧いただけます。

❶ アプリのインストール

富士ゼロックスのSkyDesk Media Switchアプリをダウンロードしてご利用いただけます。詳しくは下記の手順をご覧ください。

App Store/Google PlayTMにアクセスし、
 「SkyDesk Media Switch」を検索、
アプリをダウンロードする。

❷ アプリのご利用方法

　

システムの情報を取得

リモートでサポート

富士フイルムビジネスイノベーション
リモートサポートセンター

オペレーター

＊ SSL/TLSによって通信のセキュリティーを確保。

「プロダクションリモートサービス」は、システムの状態をリモートサポートセンターから診断し、
トラブルの発生抑止と修理の迅速化によりダウンタイムを低減するサービスです。

・ 稼動ログ分析と予防保守 
・ トラブルのリモート解析と早期解決
・ プリントサーバーの操作支援 
・ お客様専用ホームページから修理要請
　およびシステムの使用状況を表示

当サービスはお申し込みが必要です。 
詳細は当社担当営業へお問い合わせください。

お客様サイト

システム

インターネット接続（SSL / TLS＊）

プロダクション
リモートサービス

SkyDesk Media Switch* ＊ SkyDesk Media Switchは、富士ゼロックスが提供するオンラインサービス「SkyDesk Media Switch」を利用するためのアプリ
ケーションです。マーク を撮影することで、マークに関連付けられたコンテンツを閲覧することができます。詳細につきましては、当社
公式サイトをご覧ください。

この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2021年4月現在のものです。　DGE-1321 1710-8

Validation Printing System|   31533 資機材 034-G-0014

本カタログは富士ゼロックスブランドの商品を含みます。
富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。
商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。
Xerox、Xeroxロゴ、Fuji Xeroxロゴおよび、Iridesse、FreeFlowは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは

0120-27-4100
受付時間：土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話
からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

FUJIFILM、およFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。


