
UVインク・インクジェットプリンタ

1
NEW

UH

先進のUVで、洗練のリジット＆ロール。
UVインク対応ハイブリッドプリンタ、VJ-1626UH誕生。
リジットメディア、ロールメディアのハイブリッドプリンタで、UVインクへの対応を実現したのがVJ-1626UH。

インクはCMYK、またはこれに白とバーニッシュを加えた6色インクの選択が可能。

最大9.5㎡/hの生産性と合わせて、さまざまなビジネスに美しさと高効率で応えるVJ-1626UH、MUTOHから。
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あのVJ が、 

   UV を手に入れた。

1,625mm幅メディア対応
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●記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。●Windows Vista Business、
Windows Professional、Windows 7 Professionalは米国マイクロソフト社の米国およびその
他の国における登録商標です。●このカタログの希望小売価格および記載内容は2014年4月現
在のものです。●製品の仕様と外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意
商品を安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

印刷中の紫外線を直視することや、皮膚に直接さらさないでください。UVインクは皮膚刺激性が高くインクに触れる場合は必ず
ゴム手袋を着用ください。UVインクの廃液は水性生物に対し有害であるため、廃液業者に適切に処理を依頼してください。

今日・明日・未来  MUTOHプリンティング・テクノロジーの提案
●お問い合わせは

GREP 144E1-1 Y05TB

MUTOHのことがすべてわかる。www.mutoh.co.jp ISO9001  JVAC‐QM0045 開発センター・諏訪工場
ISO14001 JVAC‐EM0086 開発センター・諏訪工場

北海道
東　北
首都圏
中　部
関　西
中四国
九　州

ＴＥＬ（０１１）820‐2201
ＴＥＬ（０２２）２８３‐６１８１
ＴＥＬ（０３）6758‐７００２
ＴＥＬ（０５２）７６１‐５１７１
ＴＥＬ（０６）６８７１‐８６０１
ＴＥＬ（０８２）２３７‐２５４１
ＴＥＬ（０９２）４４１‐０３１６

ＦＡＸ（０１１）820‐2208
ＦＡＸ（０２２）２８３‐６１96
ＦＡＸ（０３）6758‐７０１１
ＦＡＸ（０５２）７６２‐５１９０
ＦＡＸ（０６）６８７１‐８０９１
ＦＡＸ（０８２）２３７‐２３８７
ＦＡＸ（０９２）４４１‐３９８０

東京都世田谷区池尻３‐１‐３ 〒1５４‐8560 TEL（03）6758‐7000（大代）

このカタログは環境に配慮し、古紙配合率100%再生紙、植物性インクを使用して印刷しています。
さらに、グリーン基準に適合した印刷資材を使用して、グリーンプリンティング認定工場が印刷した環境配慮製品です。

※使用するインク、洗浄液は別途ご手配ください。プリンタ設置時に4色もしくは6色を選択いただけます。設置後は4色、6色
の切り替えはできません。納入時には洗浄液を6本ご用意ください。洗浄に使用します。インクは4色仕様M、M、C、C、K、Y
の6本、6色仕様はK、M、C、Y、VA、WHの6本をご手配ください。

概　要 希望小売価格

■サプライ品

※オプションの測色器のSPECTROVUE VM-10 を使用することで、測色が可能になります。

　　　希望小売価格　　　

￥200,000 （別途消費税）

￥200,000 （別途消費税）

￥20,000 （別途消費税）

￥98,000 （別途消費税）

■オプション品

※フランジ部のジョイントを外すことで2インチ紙管も対応いたしますが、コシの強い2インチ紙管メディアはご遠慮ください。

注） インクの密着について： さまざまな素材に印刷は可能ですが、密着は事前にテストしてご確認ください。
注） 白インクについて： 白インクは沈降しますので1日1回必ず軽く振ってからご使用ください。

概　要

ヘッド部

最大メディア幅

最大印刷幅

インク

印刷解像度

インターフェイス

対応メディア

紙管対応

UVランプ

電源

動作音

使用環境

消費電力

本体外形寸法（W）×（D）×（H）

梱包サイズ（W）×（D）×（H）

本体質量

無償保証期間

希望小売価格

印刷方式

ヘッド高さ

ピエゾインクジェット方式

自動検知（最大15 mm）

1,625 mm（ロール材、ボード材）

1,615 mm（ロール材、ボード材）　最小182 mm（ロール材、ボード材）

4色： K・C・M・Y　白： Wh　バーニッシュ： VA計6色

各： 220 mLパック

）ドーモ6全（ipd 027/080,1/044,1

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX

ロール材： 外径φ150 mm以下、質量30 kg以下　  リジット： 15 kg以下

3インチ、2インチ※

LED-UV

AC100～120 V±10%、50/60Hz±1 Hz

64 dB以下

温度： 22～30 ℃、湿度： 40～60 %（結露無き事）

動作時： 318 W以下　待機時： 55 W以下　巻き取り装置： 19 W以下

）む含台送搬（ ｍｍ 203,1×037,2×896,2

本体： 2,880×1,150×851 mm　264 kg

搬送台F、R共： 1,770×1,160×215 ｍｍ 57 ｋｇ

脚部： 2,245×395×250 38 kg

巻き取り装置： 2,336×341×409 ｍｍ   30 kg

本体168 ｋｇ、脚部34 kg、搬送台F,R43 ｋｇ、巻き取り21 ｋｇ

なし（1年目より保守にご加入ください）

￥4，480，000 （別途消費税） ＜RIP含む＞ 

色数

容量

VJ-LUH1-BK220U インクカートリッジ ブラック（220 mL）
VJ-LUH1-CY220U インクカートリッジ シアン（220 mL）
VJ-LUH1-MA220U インクカートリッジ マゼンタ（220 mL）
VJ-LUH1-YE220U インクカートリッジ イエロー（220 mL）
VJ-LUH1-WH220U インクカートリッジ ホワイト（220 mL）
VJ-LUH1-VA220U インクカートリッジ バーニッシュ（220 mL）
VJ-LUH1-CL220U 洗浄液（220 mL）
クリーンスティック クリーンスティック（100 本入り）
POLYNITW ポリニットワイパ（300 枚入り）
VJ1608-FB-SO20 フラッシングボックス用吸収材（20枚入り）
VM-WRP 測色用ホワイトリファレンス

VJ-1604J用巻き取り装置

VJ-1617H-TBL ボード材搬送台

VJ1617H-RLR ボード搬送台の補助バー

ＳＰＥＣＴＲＯＶＵＥ ＶＭ-10　測色器

■配送・現地調整費（全国一律）
組立付き配送

現地調整費

RIP教育費

￥9,000 （別途消費税）
￥9,000 （別途消費税）
￥9,000 （別途消費税）
￥9,000 （別途消費税）
￥9,000 （別途消費税）
￥9,000 （別途消費税）
￥9,000 （別途消費税）
￥18,000 （別途消費税）
￥8,500 （別途消費税）
￥12,000 （別途消費税）
￥3,000 （別途消費税）

￥120,000 （別途消費税）

￥60,000 （別途消費税）

￥80,000 （別途消費税）

■保守契約
年間保守

メンテナンスパック3年

メンテナンスパック5年

￥500,000 （別途消費税）

￥1,250,000 （別途消費税）

￥1,900,000 （別途消費税）

ステータスモニタでは、MUTOHプリンタに対して以下の
情報が確認できます。
■印刷の進行状況　■インク残量
■プリンタの最新ファームウェア情報など

さらに便利なオプション製品も用意。
●カラーマネジメントの手間を大幅に削減する
　測色器「SPECTRO VUE」。
●大量・長尺出力に不可欠な巻き取り装置。

VSMをダウンロードするには
ユーザ登録が必要です。
https://mbss.mutoh.co.jp/
mutoh/guser/

＜ValueJet Clubにご加入ください。＞

1 UH

作業効率の向上と省電力化を実現した
UVインクとLED -UVランプ。

ビジネスのスタイルに合わせて
選べる4色/6色仕様。

設置時に「CMYK」の4色仕様、または「CMYK＋白イ
ンク＋バーニッシュ」の6色仕様が選択可能。バーニッ
シュは、UVインク特有の凹凸感を低減し、光沢感、上
質な触感を提供。厚盛り印刷も可能にします。

リジットメディアをメインに、
ロールメディアにも柔軟に対応。

3本のゴムローラを採用することで、さまざま
なリジットメディアへの対応力を実現。ヘッド高
さ可変機構により、最大15mm厚のリジットメ
ディアに印刷できます。もちろん、ロールメ
ディアにも柔軟に対応します。

プリンタの状況がリアルタイムで
把握できるＶＳＭ。

ストッェジーュリバ（rotinoM sutatS teJeulaV
テータスモニタ：VSM）は、ご使用のMUTOHプリ
ンタの状態をパソコンやスマートフォン上で、確認
できるソフトウェアです。

いっそうの美しさを提供する
独自の高画質テクノロジー。

VJ-1626UHはUVインクに最適なエフェク
ト I - W e a v e - U V を 搭 載しました。最 高
1440dp i高画質、滑らかな諧調表現を可能
にするバリアブルテクノロジーを使用し、最高
速度9.5㎡の生産性と共に、より速く、より美し
い印刷を表現します。

地球環境の保全に貢献する
UVインクとLED-UVランプ。

UVインクなら揮発乾燥装置が不要。UVイン
クの硬化には新開発のLED-UVランプを使う
ことで省電力と長寿命を実現しました。

LARGE FORMAT INKJET PRINTER
VJ-1626UH

※時間指定・階段担ぎ上げは別料金です。 ※納入後の保証はありません。納入時より保守契約をお奨めします。
※サプライ品に該当する部品は含まれません。
※各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれません。
※プリンタの保守対応期間は納入後5年間となっております。
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