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2

富士フイルムグループの最新技術の結集によって、インクが浸透しにくいオフセット印刷用紙にも
プレコートなしで美しいプリントを実現。
これまではオフセット印刷が主流だった書籍や雑誌の世界にも、
機動性に優れたインクジェットの活躍の場が広がります。
11000 Inkjet Pressが、プリントビジネスの可能性を大きく広げます。

オフセット印刷に
ひけをとらない美しさで、
高速・大量プリント。
クオリティーを追求した
高速ロール紙インクジェットプリンター登場。



3

オフセット印刷に
匹敵する高画質を
インクジェットで実現

ビジネスニーズに
応える

高速・大量プリント

プレコートなしで
オフセット印刷用紙に

プリント

※写真はオプションの巻取装置、検査装置を接続しています。

11000 Inkjet Pressの
おもな特長
● オフセット印刷用紙対応のインクを新開発
● 信頼の1200 dpi SAMBAヘッド搭載
● 最高150 m/分*¹の高速プリント(A4換算*²1968ページ/分)
● 赤外線方式*³とヒートドラム方式の2つの乾燥機
● オンザフライでスピーディーにプリント
● 強力なプリントサーバーで1200×1200 dpi、8 bitデータ処理
＊1 速度優先モード（非コート紙）。
＊2 A4ページを2列配置で両面プリント。
＊3 補助乾燥機。オプション。
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High Quality

オフセット印刷に匹敵する高品位なプリントをデジタルで実現。

新開発の高画質水性顔料インクを採用
色再現性、階調性に優れた新開発の水性顔料インクを採用。画像定
着剤を添加し、さらに用紙表面での濡れおよび広がり特性の精緻な
設計によって、これまでプレコート無しでは難しかったオフセット印
刷紙から、インクの浸透性の大きく異なる上質紙まで、幅広い種類の
用紙にプリントが可能になりました。

SAMBAプリントヘッドによる高精度印字
産業用インクジェットヘッドのトップメーカーであるFUJIFILM 
Dimatix社の高精細プリントヘッドSAMBAを搭載。1200×1200 
dpiのプリントを実現します。1ドットを最大4段階*¹で階調表現でき
るので、よりなめらかに濃度変化を再現します。
SAMBAのノズルやインク流路は、加工精度が高いMEMS*²プロセ
スによって生産されており、微小インクドロップの滴量均一性と、吐
出方向の正確性を実現しています。そしてVersa Drop技術*³により、
高速プリントでも微小滴から大滴まで幅広い調整を可能にし、ザラツ
キ感の少ない優れた粒状性と高濃度印刷を両立しました。さらに滴
量混合の新スクリーン技術により、吐出状態の悪いノズルで発生する
ランダム筋の低減および階調特性の向上を実現しています。
＊1 標準モード、速度優先モードは3階調、画質優先モードは4階調。
＊2 Micro Electro Mechanical Systems（微小電気機械システム）。
＊3 SAMBAヘッドのPZT（チタン酸ジルコン酸鉛）アクチュエーターに印加する吐出波形の連続

パルス数を可変とすることで吐出液滴量を広範囲に制御する技術。

プリントヘッドのノズル詰まりを防ぐインク循環機構
吐出ノズル内のインクを常に循環させることで、インクの固化による
ノズル詰まりを防ぎます。これにより、インク吐出の休止後の印字抜け

（かすれや筋）を発生しにくくします。

不吐補正・濃度ムラ補正
調整印刷を行うと本体内蔵のインラインセンサーがテストプリント画
像を読み取り、インクの吐出状態が悪いノズルによる筋や、滴量のば
らつきによる濃度ムラを検出します。そして本番印刷時には、画像処
理によって筋やムラを補正することで、品質を維持したプリントが可
能です。

不吐補正機能の概要

従来ヘッド

乾燥固化が進行

新ヘッド

増粘インクを排出し、乾燥固化を抑制

インク循環

不吐補正あり

補正された白筋

不吐補正なし

不吐出による白筋

書籍・文庫 コミックダイレクトメール
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Productivity

高い生産性、安定したプリント品質。

150 m/分の高速フルカラープリント
最高150 m/分*¹、A4カット紙換算*²で毎分1968ページのフルカ
ラープリントが可能です。給紙装置、および、巻取装置*³との組み合わ
せにより一度に数万ページの大量プリントにも対応。請求書のような
トランスプロモなどの、大量・短納期のプリント業務において安定し
た処理能力と高い生産効率を発揮します。
＊1 速度優先モード（非コート紙）。
＊2 A4ページを2列配置で両面プリント。
＊3 オプション。

プリントを止めずに簡単にインク補給
プリント稼働中でもインクを補給できるのでプリンターのダウンタイ
ムが生じません。大容量のインクパックによって、1個で約695000〜
945000ページ＊のプリントが可能です。
インクパックの蓋にパイプを挿入し、所定の位置に載せるだけで簡単
にインクパックの交換が行えます。
＊ A4像密度7.5 ％連続印刷時の参考値。インクの色によって標準プリント可能枚数が異なります。

簡単な操作でスピーディーに用紙セット
給紙軸/巻取軸の固定を、空気圧によって容易に行えます。重いロー
ル紙も簡単操作でリフトアップ/ダウン。用紙の位置合わせも、ボタン
操作だけで簡単かつスピーディーに行えます。

強力な乾燥機でさまざまな用紙にプリント
メイン乾燥機には、より大径のヒートドラムを採用。水性インクが浸
透し難いオフセットコート紙にも強力な乾燥能力でインクを定着し
ます。またオプションの補助乾燥機によって乾燥能力をさらに強化す
ると共に、オフセットコート紙で発生しやすい紙しわを軽減します。
※紙しわ軽減の効果は、用紙特性（水分の浸透性、用紙厚など）やインク量（画像密度、画像面積な

ど）によって変わります。用紙種類に応じて乾燥条件を設定できます。

調整中

メイン乾燥機補助乾燥機
※タワーA、タワーBとも同様の構造です。

カタログ・雑誌
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Image Processing

富士フイルムビジネスイノベーション独自設計のプリントサーバーによる 
高画質・高速処理。

オンザフライ＊でスピーディーにプリント
RIP処理の完了を待つことなくプリントを開始するオンザフライ方式
により、スピーディーにプリント業務を進められます。事前にRIP処
理のスピードを見積もり、オンザフライに適したプリントスピードを
設定できます。
＊ あらかじめラスターデータを作らずに、直接プリントすること。

1200×1200 dpi、8 bitの高画質データ処理
プリントサーバー内部で、1200×1200 dpi、8 bit（256階調）でRIP
処理を行い、高品質な画像データを生成します。

PDF出力に適したAdobe® PDF Print Engineに対応
Adobe® PDF Print Engineでは、PDFデータを直接RIP処理するた
め、透明効果やレイヤー機能などの情報が欠落することなく、より高
速で高品質な出力が可能です。ボカシやドロップシャドウ、光彩効果
も安心して使用できます。
※ AdobeⓇ PDF Print Engineは、ファイルタイプがPDFとJDFのジョブに対して使用可能です。

高精度なCMYKプロファイル
高精度なCMYKカラープロファイルを作成し、プリント色を基準とす
る印刷機の色に合わせることができます。
※ターゲットの印刷機との色再現域の違いにより、再現できない色がある場合があります。

バリアブルデータの高速大量出力
個人ごとにカスタマイズされた請求書、利用明細書などの高速かつ大
量データ処理が可能です。多様化するお客様の個々のニーズを捉える
One-to-Oneマーケティングのビジネスニーズに応えます。

● 幅広いバリアブルプリント言語に対応
バリアブルプリント言語の業界標準PPML*、PDF/VT-1、PDF/
VT-2をサポートしています。
＊ PPML：Personalized Print Markup Language

● Mercury RIPを搭載
バリアブルプリント時のレンダリングの適切化や、頻繁に使用される
デザイン要素データの取り出し迅速化などにより、RIP速度を向上し
ます。

OS用HDDの二重化で耐障害性を強化
プリントサーバー内のOS用ハードディスク・ドライブを二重化し、耐
障害性を高めています（RAID1構成）。1台のOS用ハードディスクに
障害が発生してもシステムを停止せずにプリントを継続できます。

無停電電源装置(UPS)＊1

停電などの予想外の電源トラブル時に、プリントサーバーへの電源供
給を一定時間保持し、その間にプリントサーバーを安全に終了させる
ことができます。サーバーOSの自動シャットダウンには、電源管理ソ
フトウェアPowerChute Network Shutdown＊2 が必要です。
＊1 別売。富士通が販売する商品です。2台必要。
＊2 別売。Schneider Electric社製の別売ソフトウェア。富士通が販売する商品です。2ライセンス

必要。

HDD1

障害発生

稼動継続

HDD2

同一データを
2台のHDDに
書き込み（二重化）
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高速化技術を凝縮したプリントサーバー GX Print Server

HDD

クライアント
コンピューター

プリント（紙）

GX Print Server

　新方式の
　圧縮データ

3
アクセラ
レーター

ラスターデータ
1200×1200 dpi

8 bit

ビデオデータ
1200×1200 dpi  2 bit

プリンター本体

中間データ1

   SSDオプション2

　高速シリアル伝送5

4

Adobe
RIP

ラスタ
ライザー

インター
フェイス
カード

PDLデータ

SSD2

高速化技術を凝縮したプリントサーバーGX Print Server

オンザフライでのプリントにデータ転送が間に合うよう
に、新方式の圧縮技術によって巨大なピクセルデータを小
さく抑え、メモリーまたはSSDの容量を減らし、データ転
送を高速化しています。

新方式の圧縮技術とハードウェア処理で
データ転送を高速化4

データ容量を小さく抑える当社独
自の中間データ技術により、高速
RIP処理を実現します。通常の
RIP処理では画像データが大きい
と演算に長い時間がかかります
が、テキストやイメージなどのオブ
ジェクトを自動判別し、データ量
の少ない中間データを作成。この
形式で処理することで、画質を落
とすことなく処理時間を大幅に短
縮します。

データ容量を抑えた中間
データで画像処理を高速化1

高速にデータ読み書きができる
SSDをデータスプール用に採用し
ました。半導体メモリーであるSSD
はデータアクセスの遅延が極めて
少なく、ハードディスクの約7倍の
高速化を実現。安定したオンザフラ
イプリントを可能にしました。
＊ SSD：Solid State Drive

SSD＊スプールで
高速データアクセス2

ソフトウェア処理では時間を要す
る画素単位の画像処理を、DRP＊

デバイス“DAPDNA-IM2A”を搭
載した専用アクセラレーターボー
ドで高速処理します。
＊ DRP：Dynamic Reconfigurable Processor
  (動的再構成可能プロセッサー)

高速アクセラレーター
ボードで画像処理

プリント用の巨大なラスターデータを、10 Gbps × 4チャン
ネルの広帯域でプリンターに高速に送信します。光ファイ
バーケーブルによる長距離伝送とともに、自動的にエラー
検知/訂正を行うなど、高い信頼性を確保しています。

高速シリアル伝送5

3



〈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。

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-1348 1901-4

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、およびFuji Xeroxロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

FUJIFILM、および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。

〒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。

●Microsoft、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、Adobe PDF、Adobe PDF Print Engine、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。●Intel Xeon、インテルは、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。その他の社名または商品名等は、各社の登録商標または商標です。
●記載内容及び商品の仕様、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。

※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。ただしGX Print Serverの保守期間は、 
GX Print Serverの納品日から最長7年間です。

11000 Inkjet Press の主な仕様
基本機能 / プリント機能
項目 内容
プリンター構成 Twin Engine Duplex
カラー対応 フルカラー
プリント方式 ピエゾ式ドロップオンデマンド・インクジェット方式
書き込み解像度 最高1200×1200 dpi

階調

速度優先モード - 非コート紙（150m/分）：1ドロップ3階調
速度優先モード - コート紙・マット紙（120m/分）：1ドロップ4階調
標準モード（80 m/分)：1ドロップ3階調
画質優先モード（50 m/分）：1ドロップ4階調

ウォームアップ・タイム＊1 20分以下（室温23℃）

連続プリント速度
速度優先モード：150 m/分（1968ページ/分＊2 ）
標準モード：80 m/分（1048ページ/分＊2 ）
画質優先モード：50 m/分（656ページ/分＊2 ）

用紙サイズ＊3 幅152.4 〜 520.7 mm
用紙坪量 64 〜 157 g/㎡、連量55 〜 135 kg（四六判）
給紙 給紙装置接続（最大ロール径：1270 mm）
排紙 巻取装置＊4接続（最大ロール径：1270 mm）
紙送り速度 最高 150 m/分

電源
三相AC200 V ±10 %、 200 A、 50/60 Hz共用（プリンター本体）
三相AC400 V ±5 %、 250 A、 50/60 Hz共用（プリンター本体）
三相AC200 V ±10 %、 250 A、 50/60 Hz共用（補助乾燥機＊4)

最大消費電力
63 kW（プリンター本体、三相AC200 V）
170 kW（プリンター本体、三相AC400 V）
81 kW（補助乾燥機＊4、三相AC200 V）

大きさ＊5 幅14405 × 奥行4719 × 高さ2340 mm
 幅16405 × 奥行4719 × 高さ2340 mm（検査装置＊4付き）

設置スペース＊5 幅16350 × 奥行6420 mm 
幅18350 × 奥行6420 mm（検査装置＊4付き）

質量＊5 18584 kg 
19434 kg（検査装置＊4付き）

コントローラー［GX Print Server for the 11000 Inkjet Press］
項目 内容
形式 外付け

CPU インテル®Xeon®Gold 6126プロセッサー (2.60 GHz)×1
インテル®Xeon®Gold 6130プロセッサー (2.10 GHz)×4

記憶装置
ハードディスク：標準1 TB×10 
SSD：標準1.6 TB×2、オプション1.6 TB×12、800 GB×8
DVDドライブ

メモリー容量 416 GB （最大416 GB）
サーバー OS名 Windows Server 2016 for Embedded Systems

搭載フォント

[PostScript®]
日本語12書体（リュウミンL-KLTM、中ゴシックBBBTM、じゅん101TM、
太ミンA101TM、太ゴB101TM、見出ゴMB31TM、見出ミンMA31TM、新ゴLTM、
新ゴMTM、新ゴBTM、平成明朝体TM W3、平成角ゴシック体TM W5）、欧文
172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、タイ語4書体、アラビア語/ヘブライ
語8書体、欧文19書体

ページ記述言語 Adobe®PostScript®3TM、PPML

プリントデータフォーマット PDF 1.7、PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4、PDF/X-5、PDF/VT-1、PDF/
VT-2、PS、EPS、TIFF、JPEG

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T
対応プロトコル TCP/IP (lpd / FTP / SMB)
電源 単相AC200 〜 240 V±10 %、32 A、50/60 Hz共用
最大消費電力 6.4 kW
大きさ 幅700 × 奥行1050 × 高さ2000 mm
質量 350 kg

インク供給装置 インク供給圧力制御ユニット 補助乾燥機制御盤 チラー（用紙クーリング） チラー（インク恒温）

幅1452 × 奥行908 × 
高さ761 mm*

幅1000 × 奥行908 × 
高さ1510 mm

幅1200 × 奥行500 × 
高さ1100 mm

幅954 × 奥行715 × 
高さ1420 mm

幅954 × 奥行715 × 
高さ1420 mm

付属ユニットの外観と寸法

＊1： 始業点検時間、パージ時間を除きます。設置条件により20分以上かかる場合があります。
＊2： A4ページを2列配置で両面プリント。同一原稿連続プリント時。データ等の出力条件によって連続プリント速

度が低下する場合があります。
＊3： 印刷禁止領域は左右各15.0 mmです。（ゴムコロを用紙端部に配置した場合）
＊4： オプション。
＊5： プリンター本体のみ。給紙装置（標準）と巻取装置（オプション）を接続。給紙ロール、排紙ロール、アテンショ

ンライトを除きます。インクを含みます。

＊インクパックおよびインク供給チューブを含む高さは1130 mm

資機材034-F-0005


