
求められる性能に、驚きの進化を。

あらゆるビジネスシーンに    e p s o n . j p / s u r e c o l o r

大判インクジェットプリンターカタログ 9colors

1,620,000円 標準価格（税別）
SC-P20050X

798,000円 標準価格（税別）
SC-P10050

948,000円 標準価格（税別）
SC-P1005PS

1,590,000円 標準価格（税別） 
SC-P2005PS



1,620,000円 標準価格（税別）

ONYX RIPバンドルモデル

9
colors

64
Inch

epson.jp/surecolor/scp20050/
epson.jp/surecolor/scp10050/詳しくはWEBをご覧ください。

次 世 代 の 生 産 性 、高 画 質 。
その圧倒的な生産性は、プリントの現場を加速させる。その群を抜く高画質は、厳しい要求に軽々と応える。

従来機の約3.8倍※のスピードを実現する2.6インチヘッド、正確な着弾とより滑らかな階調表現を可能にするPrecisionCore技術。

さらに低TCOや安定性、使いやすさなどあらゆる領域にエプソンの高いテクノロジーが息づいています。

新たな水性顔料の大判インクジェット、SC-P20050/SC-P10050シリーズ。それは、新たな常識を生み出すために誕生しました。

シアン ライト
シアン

ビビッド
マゼンタ

イエロービビッド
ライトマゼンタ

ライト
グレー

グレーダーク
グレー

フォト
ブラック

マット
ブラック

出力スピード※1

ランニングコスト
対応
OS※2

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/
Windows Vista®/Windows® XP（32/64bit）/Mac OS X10.6.8以降

4.6分（きれい）
約301円（きれい）

B0プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>、
双方向印刷オン、700mlカートリッジ使用時

※1：「きれい」600dpi×600dpi。※2：対応OSの詳細につきましてはエプソンのホームページにてご確認ください。※3：94%のカバー率を達成し認証を得ています。 「PANTONE®」はPantone LLCの米国およびその他の国における登録商標です。
※4:SC-P10050＊フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて自動切り替えとなります。＊SC-P20050X／SC-P2005PSにつきましては、プリンタードライバーもご用意しています。

※：比較条件 SC-P20050X、SC-P2005PS、SC-P10050：B0プロフェッショナルフォトペーパー きれい（600dpi×600dpi） PX-20000（従来機）：B0プロフェッショナルフォトペーパー きれい（720dpi×720dpi）

1,590,000円 標準価格（税別）

PostScript®対応モデル

64
Inch

B0
puls

SC-P20050 Series
SC-P10050 Series

※3

798,000円 標準価格（税別）
9

colors
B0
puls 948,000円 標準価格（税別）

PostScript®対応モデル

※4



大判プリントをさらなる高みへ。



高生産性×高画質で、厳しい要求に応える。 

4.6分 /B0を実現する、2.64インチヘッド。
総ノズル数8,000の新開発2.64インチヘッドを搭載。従来機※との比較で、

約3.8倍の高速印刷を可能にしました。
＊同一サイズの当社機種における比較。＊比較対象機種：PX-20000。
＊［比較条件］SC-P20050/SC-P10050シリーズ：B0プロフェッショナルフォトペーパー　きれい（600dpi×600dpi）

PX-20000　　　　　　　　　　：B0プロフェッショナルフォトペーパー　きれい（720dpi×720dpi）

1 inch 2.64 inch

e  P r o インクは、4 つの系統のブラックインクを搭載。Ul t r aCh r ome

サイズ・ドット・テクノロジー）との相乗効果で、より滑らMSDT（マルチ・サ かな

求の厳しい作品プリントにも応えま階調表現を。要求 す。

驚くほど滑らかで、豊かな階調表現。

ックは用紙種類に合わせて切り替え。＊マットブ＊マットブラック、フォトブラッ

マットブラック

フォトブラック

ダークグレー
グレー
ライトグレー

連続印刷においても、圧倒的なスピードを。
新開発ヘッドによる印刷スピードの向上に加え、ジョブ間のタイムラグを極限

まで短縮。連続印刷時においても、印刷スピードの大幅な高速化を実現しました。

生産現場における大量出力をサポートします。

＊同一サイズの当社機種における比較。＊比較対象機種：PX-20000。
＊［比較条件］SC-P20050/SC-P10050シリーズ：A1プロフェッショナルフォトペーパー　きれい（600dpi×600dpi）
｠ PX-20000　 　 　 ：A1プロフェッショナルフォトペーパー　きれい（720dpi×720dpi）
＊ドライバー出力時。

■５枚連続印刷時の速度比較

PX-20000

SC-P20050/
SC-P10050
シリーズ

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 （s）

約28分短縮

※：SC-P20050シリーズのみとなります。すす
＊それぞれのメディア幅で出力した場合の印刷速度となります。すす

600×600dpi
8pass

1,524mm幅※
（60inch）

1,118mm幅
（44inch）

594mm幅
（A1）

■印刷速度（単一ページ）

13.7㎡/h19.5㎡/h

広いダイナミックレンジでより鮮明に。
Proインクは、色の明るさの幅であるダイナミックレンジがさらに拡大。UltraChrome 

色全体のコントラストがより鮮やかになり、色調豊かに表現しま色全体 す。

シアン ライト
シアン

ビビッド
マゼンタ

イエロービビッド
ライトマゼンタ

ライトグレーグレーダークグレーフォト
ブラック

マット
ブラック

Epson UltraChrome 
PRO Ink

Epson UltraChrome K3 
Ink with VM

PrecisionCoreプリントヘッド技術は、進化した薄膜ピエゾ技術と高精

度なMEMS※技術を融合した、次世代のテクノロジー。より真円に近いドッ

ト粒をより正確な位置へ着弾可能。高品位なプリントを実現します。
※：MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）：半導体加工技術などを応用して作られる機械駆動要素を有するデバイスのこと。

正確な着弾性能、PrecisionCore技術。

①真円で真っ直ぐなノズルチャネル ②真円なインク滴 ③MSDT

①

②
③

高い黒濃度が色空間全体を精緻に。
クは顔料粒子の色材配合が従来機新ブ新ブラ新 ラックックインク ※1

比約1比約1.5倍.5倍。※2 来従来※1のPX-K3インクに比べ用紙の表面

すく付近に付近に定定着しやす 、※3さらに重厚感のある「黒」の表現が

た。エプソン純正用紙はもちろん、幅広い可能可能になりました

し表現の自由度が広がりまメディアに対応し す。
ブラック※3:マットブラック※1：PX-20000※2:フォトブ

<フォトブラック＞ <マットブラック＞



ブラックインクの切り替え時間不要。
フォトブラックとマットブラックの切替えに時間がかからないため、タイム

ロスなくスムーズなオペレーションが可能です。

広げていく。

給紙動作を楽にするメディア検出センサー。
メディア検出センサーにより、用途に応じたメディア対応がより簡単になりました。

プリンターの天板とホルダーに設けられた透明窓により、印刷の進行状況と

用紙残量を手軽に確認できます。

進行状況を手軽に確認可能。

カットシート

厚紙
ロール紙

High Operability効率化に貢献する、高い操作性。

色生成の最適化で、低ランニングコストを実現。
マンセル色彩研究所とエプソンが生んだＬＣＣＳ（論理的色変換システム）

は、写真データをプリントするためのインク配分を論理的に算出する色生成

技術。数ある組み合わせの中から最適で無駄のない、効率的な組み合わせを

選び出すことにより、インク効率が向上しました。

High Economic  Efficiency納得の低 TCO、高い経済性。

SC-P20050/
SC-P10050
シリーズ ３０１円 PX-20000 512円

ランニングコスト

＊同一サイズの当社機種における比較。＊比較対象機種：PX-20000。
＊［比較条件］SC-P20050/SC-P10050シリーズ：B0プロフェッショナルフォトペーパー　きれい（600dpi×600dpi）
｠　　　　　PX-20000　　　　　　　　　　：B0プロフェッショナルフォトペーパー　きれい（720dpi×720dpi）
＊ドライバー出力時。

容易なヘッドメンテナンス。
画質の劣化につながるメディアの紙粉や毛羽のクリー

ニングを容易に。都度サービスエンジニアを呼ぶ

必要がないので、プリントの中断時間を短縮できます。

ドット抜けを検出する、自動ノズルチェック。
自動ノズルチェックシステムがさらに進化。高速印刷を可能にする多ノズルの

ヘッドに対応して、従来機と同等以上のスピードでドット抜けを検出します。

ズレを検出・補正して、安定した紙送りを。
搭載した用紙送り量変動補正機能により、プリンター本体に内蔵された

カメラで紙裏を1秒間に60回撮影し、紙送りのズレを検出。次の紙送り

へフィードバックして補正します。

左右差を補正し、均一な紙送りを。
用紙送り左右差補正機能を

搭載。給紙動作中にメディア

をたわませることで、紙送りの

左右差を補正し、均一な紙送り

を維持します。 安定した紙送り

安定した
バックテンション

バックテンション
の左右差

High Stabilityさらに安定した稼働へ、さらに高い信頼性。

ATC control

ユーザー用紙設定。
本体パネルには純正メディアの設定値が

あらかじめ登録されている他、ご使用の

メディア毎に、プラテンギャップ設定や用紙

送り補正などをカスタマイズした用紙

設定を登録することが可能です。

PostScript®出力環境を実現するセットモデル。
セットモデルとして、ONYX RIP※バンドルモデルの「SC-P20050X」

と本体内蔵タイプのPostScript ®対応モデル「SC-P2005PS」、

「SC-P1005PS」をご用意。また、「EFI Fiery® eXpress 4.6」など、

さまざまな他社製ソフトウェアRIPにも対応し、ご利用用途や設置スペース

に応じた最適な出力環境と、従来通りのワークフローをご提供します。
※：SC-P2005PS、SC-P10050、SC-P1005PSはオプションとなります。
＊詳しくは、エプソンのホームページをご確認ください。

お問い合わせ先 ： 株式会社ソフトウェア・トゥー TEL：03-6757-3290

ONYX RIP Center

-2②

+2

①

紙送り量を自動補正②紙送りのズレを検出①



カタログコード：CLSUCP20D（2018年2月9日現在）

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー29階 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

●エプソンインフォメーションセンター
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の
　固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-585-8582までおかけ直しください。詳しくはホームページをご確認ください。　
●プリンター購入ガイドインフォメーション  製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。
　製品に関する技術的な質問など、お気軽にお電話ください。 050-3155-8100
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の
　固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-585-8444までおかけ直しください。詳しくはホームページをご確認ください。
●フォトギャラリー・フォトセミナー（エプサイト）　東京地区：新宿
　詳しくはホームページをご確認ください。epson.jp/epsite/
●消耗品は、お近くの取扱販売店またはエプソンダイレクトショップでお買い求めください。（epson.jp/shop/　0120-956-285）
電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

＊カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。＊カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコミ合成です。＊このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2018年2月9日現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合がありますがご了承ください。
＊会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。＊Intel、Core、Pentiumは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。＊Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。＊Adobe、PostScript3は、Adobe Systems Incorporatedの登録商標
または商標です。●このカタログの標準価格には、消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり実際の価格は取扱販売店にてご確認ください。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼
する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関するお問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

＊初めてインクカートリッジを装着した際はチューブ、プリントヘッドにインクを満たすために多くのインクを消費します。通常よりも早く
インクカートリッジが空になりますので予めご了承ください。＊本製品でご使用になるメディアを事前にご評価いただくことをお勧めいたします。

＊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。本製品の故障またはその使用上生じた
お客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責に任じません。＊本カタログに掲載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様に
よっては一部制限がある場合があります。＊１色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。＊どのモードで使用する場合についてもすべての
インクカートリッジを装着する必要があります。＊プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止するように設計されております
ので、使用済みインクカートリッジ内にインクが残ります。＊このカタログに記載のプリンターの補修用性能部品は製造打切後６年間保有しています。

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯
装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要と

される用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェール
セーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで
弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力
制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しており
ませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認のうえ、ご判断ください。

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用されることをお勧めいたします。純正品以外の
ものをご使用になりますと、プリンター本体や印字品質に悪影響がでるなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

消耗品は、純正品をお勧めいたします。

epson. jp/surecolor製品からソリューションまで、シュアカラーのすべてがわかる。

搬入・設置のご案内

搬入のご案内
搬入作業では、製品の開梱と指定場所への配置及び組み立て、梱包材回収までの作業を行います。個別見積
もりとなります。尚お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただき、搬入経路の
確認をさせていただいた上で料金のご提示となります。

設置のご案内 配送・搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。
設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。

◆インクカートリッジ、用紙などの消耗品の交換または補充
◆製品に付随するプログラムデータ、記憶媒体、ソフトウェア保守など
◆故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因
　する製品の故障の修理調整
◆天災地変等の事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホールなどの大修理
◆製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い

◆他の機器への接続、適切でない設置環境、ならびに入力電圧の不適切な使用に起因
　する製品の故障の修理調整
◆使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整
◆保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス
◆市販RIPソフト・ドライバー関連サポート

＊保守サービスに関するお問い合わせは、お近くの取扱販売店およびエプソンサービスコールセンターまでお願いします。

◆保守サービスに含まれないもの

サービス内容 料金
出張基本料（1ヶ所1名あたり） 11,000円（税別）

技術料（1台あたり） 25,000円（税別）
交通費／部品代 所定料金による 

スポット出張修理料金

無償保証期間および有償保守サービスのご案内

対象機種
購入同時3年 購入同時4年 購入同時5年

型番 価格 型番 価格 型番 価格

SC-P20050X/SC-P2005PS HSCP20HS3 360,000円（税別） HSCP20HS4 480,000円（税別） HSCP20HS5 600,000円（税別）

SC-P10050/SC-P1005PS HSCP10HS3 216,000円（税別） HSCP10HS4 288,000円（税別） HSCP10HS5 360,000円（税別）

有償保守契約

無償保証期間

お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。
保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

万一の故障時にも優先してサービスエンジニアを派遣します。製品を最良な
状態で快適にご利用いただけるよう、保守契約加入を強くお勧めいたします。

＊365日24時間対応等についてもメニューを
ご用意しておりますので、詳しくはご販売店に
お問合せ下さい。

●1年間出張保証　●無償保証期間の対応時間：平日9:00～17:30
＊消耗品は保証期間の対象外となります。＊エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障は対象外と
なります。＊保証期間内であっても。離島・山間地に関しましては、別途交通費が必要となります。

■本体仕様

■インクカートリッジ・消耗品
型番 仕様 インク容量 標準価格（税別）

SC8BK70 フォトブラック

700ml 各22,000円

SC8C70 シアン

SC8GY70 グレー

SC8LC70 ライトシアン

SC8MB70 マットブラック

SC8VLM70 ビビッドライトマゼンタ

型番 仕様 インク容量 標準価格（税別）
SC8VM70 ビビッドマゼンタ

700ml 各22,000円
SC8Y70 イエロー

SC8LGY70 ライトグレー

SC8DGY70 ダークグレー

SC1MB メンテナンスボックス 6,000円

■メンテナンス商品
型番 商品名 標準価格（税別）

SC2CS クリーニング棒（50本入り） 2,500円

■オプション
型番 商品名 標準価格（税別）

SCPARFU44 自動巻取りユニット 150,000円
SCPRPA1 ロールペーパーアダプタ 12,000円
SCHDU2※1 ハードディスクユニット 60,000円
SCPSU1※2 Adobe®PostScript®3™拡張ユニット（PSユニット） 150,000円
USBCB2 USBケーブル 1,500円
SCSPB3 ペーパーカッター替え刃 15,000円
ONYXRCED ONYX RIP Center 180,000円
SW01635938 EFI Fiery®eXpress 4.6 Large 198,000円
※1：SCPSU1との同時使用はできません。※2：SCHDU2との同時使用はできません。

【ご使用にあたっての注意事項】
●インクジェットプリンターは非常に精密なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行うため、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。●本製品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。保守サービスに加入されていない場合、ヘッド交換が有償となりますので、予めご了承ください。●本製品を用いて作
成された印刷物を以下のような環境で掲示する場合、印刷物や掲示環境を良好に保つため、あらかじめラミネート加工処理をおこなってから掲示してい
ただくことをお薦めします。・防水掲示板等の密閉された環境に掲示する場合・ガラスやポリカーボネイド等を印刷面に密着させた状態で掲示する場合。

対象機種 搬入内容 型番 価格

SC-P20050X/SC-P2005PS 個別見積となります。お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただき、搬入経路
の確認をさせていただいた上で料金のご提示となります。なお、搬入作業の同時お申し込みが必須となります。

SC-P10050/SC-P1005PS
搬入 PX44HN 50,000円（税別）

時間指定搬入 PX44HNJ 70,000円（税別）

対象機種 設置内容 価格
SC-P20050X/SC-P2005PS
SC-P10050/SC-P1005PS 本体設置 30,000円（税別）

SC-P20050X 本体設置、ソフトウェアインストール（ＰＣの設定変更含む） 70,000円（税別）
＊設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。＊設置作業は、インクカートリッジ取り付け、同時に購入したオプション類の
組み付けを含み、プリンター単体および組み付けたオプションの基本動作確認、製品へのネットワークプロトコルの設定、クライアント1台へのドライバー
インストール、製品同梱のエプソン製ユーティリティーソフトのインストールをいたします。ただしお客様のネットワーク環境が構築されていること、
事前にネットワークプロトコルをお知らせいただくことが前提となります。＊離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。

＊弊社サービス拠点（拠点がない場合は県庁所在地）よりお客様までの
片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費がかかります。＊上記
料金は、月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）の日中内（9:00～17:30）の
料金です。＊離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。

SC-P20050X、SC-P2005PS SC-P10050、SC-P1005PSSC P20050X、SC P2005PS SC-P10050、SC-P1005PS
2,415mm

1,145mm

760mm

1,879mm

1,145mm

760mm

【ポスター出力】印刷速度測定環境およびランニングコスト測定条件
■印刷速度測定環境（ポスター出力）
＊印刷速度はホストとのデータ処理、転送時間は含まない右のカラーグラフィックスデータAを
印刷した場合。エプソン調べ（2018年2月現在）＊印刷速度はデータ容量・サイズ・アプリケーション
ソフトによって異なります。
■ランニングコスト測定条件（ポスター出力）
＊ランニングコストは右のカラーグラフィックスデータAを印刷した場合。ただし用紙代・消費税は
除く。エプソン調べ（2018年2月現在）＊ランニングコストは弊社プリントテスト環境下での値で
あり、お客様の使用状況に応じて変動します。なお、ヘッドの保護および印刷品質を最適に保つため、
電源投入時ならびに印刷中にも定期的に各色インクは消費されます。

日本規格協会SCID

出力画像サイズA3（289mm×361mm）
A2（414mm×517.5mm）
A1（588mm×735mm）
A0（835mm×1,043.8mm）
B0（1,024mm×1,280mm）

カラーグラフィックスデータA

■寸法図

機種名 SC-P20050X
ONYX RIPバンドルモデル

SC-P2005PS
PostScript®対応モデル

SC-P10050 SC-P1005PS
PostScript®対応モデル

標準価格（税別） 1,620,000円 1,590,000円 798,000円 948,000円
印字方式/解像度 フォトマッハジェット方式　2400dpi×1200dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×600dpi、300dpi×300dpi 
コントロールコード体系 ESC/Pラスター（コマンドは非公開）

ノズル配列
ブラック 4,000ノズル（800ノズル×5色）
カラー 4,000ノズル（800ノズル×5色）

印刷速度※1 カラー ＜プロフェッショナルフォトペーパー<薄手光沢>/B0サイズ＞ 600dpi×600dpi、レベル2、双方向印刷オン：4.6分
必要マージン ロール紙：左右0mm、上3mm、下3mm　単票紙：左右0mm、上3mm、下14mm ＊アプリケーション、用紙種類により異なります。
距離精度 ±0.26mmまたはベクター長の±0.2%
インターフェイス USBインターフェイス（Hi-Speed USB/USB）※3　1000Base-T/100Base-X/10Base-T
紙送り方式 ロール紙：1本装着　単票紙：1枚ずつ手差し給紙
ロール紙外径 170mm

インク 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
（フォトブラック、マットブラック、ダークグレー、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン, ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ ）

用紙

単 票 紙：用紙サイズ：A4縦～B0プラス
　　　   用紙幅：210mm～1,118mm
　　　   用紙厚：0.08mm～1.5mm
ロール紙：用紙幅：254mm～1,626mm
　　　   用紙厚：0.08mm～0.5mm

単 票 紙：用紙サイズ：A4縦～B0プラス
　　　   用紙幅：210mm～1,118mm
　　　   用紙厚：0.08mm～1.5mm
ロール紙：用紙幅：254mm～1,118mm
　　　   用紙厚：0.08mm～0.5mm

印刷可能最大長※2 15m
内蔵メモリー 1.5GB 1GB
ハードディスク 320GB（オプション対応）
環境条件（動作時） 温度10℃～35℃、湿度20％～80％（非結露）
電源電圧 AC100V、50/60Hz
消費電力 約95W（動作時）、約2.8W（待機時）
外形寸法（W×D×H） 2,415mm×760mm×1,145mm  1,879mm×760mm×1,145mm
質量 約171kg（インクカートリッジ含まず） 約126kg（インクカートリッジ含まず）

同梱品
インクカートリッジ（110ml）※4 各1本（フォトブラック、マットブラック、ダークグレー、グレー、ライトグレー、イエロー、
シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ）約50mm・約76mm紙管ロール紙兼用ロールペーパー
アダプタ、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、スタンド、排紙バスケット、ロール紙仮置き台

稼動音 動作時　51.1dB（A）以下 動作時　50.5dB（A）以下

環境ラベル グリーン購入法適合 グリーン購入法適合、国際エネ
ルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合

関連規格 　　VCCIクラスA情報処理装置
※1：印刷速度測定環境については下記をご確認ください。ドライバー出力時。※2：用紙長は各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに
依存します。※3：印刷品質を保つため、Hi-Speed USBの使用を推奨します。※4：初期充填用です。

■SC-P20050X（ONYX RIPバンドルモデル） ソフトウェアRIPインストールPC動作環境

動
作
環
境

CPU Intel Core i7 3GHz相当以上

メモリー 最小：8GB以上　推奨：16GB以上

HDD 最小：1基（250GB以上）　推奨：2基（1基当たり：250GB以上）　※RAID環境は推奨しません。

USB2.0ポート ドングル専用×1個必須・プリンターとUSB2.0接続する場合には計2個必須

プリンターとの接続 ネットワーク（Gigabit Ethernet推奨）、またはUSB2.0

ビデオ 推奨　1920×1080ピクセル、約1,677万色（最小　1280×1024ピクセル以上、16bit Color以上）

対応OS Windows® 7 Professional,Enterprise,and Ultimate(64bit)、Windows® 8.1 Pro and Enterprise(64bit)
Windows® 10 Pro and Enterprise(64bit)　ご注意：32bit OSでは動作しません。
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