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コーニットデジタル日本販売代理店

一瞬でプリント：
特許自動前処理
システム搭載
事前の前処理工程が不要！

様々な生地、プリントサイズ、
カラーコンビネーションにも完璧に対応！

乾燥させて
できあがり

Tシャツを
セット

「プリント」
  ボタンを押す

エントリー機から
高速大量生産
モデルまで

豊富なサイズのパレット、
アップグレードなどのオプション

アクセサリー

アプリケーション

グローバルサポート*

すべてのシステムをコーニットに集約

ビギナーからハイレベルまで対応
するトレーニング、サポートと
研究開発

多言語サポート及び現場での対応

プリントシステム
様々なプリントサイズやプリント位置
に対応

インク&消耗品

ワークフロー&ソフトウェア
プリントデータ作成からカラーマネージメント、
プリント、データの収集・分析まで

特許のネオピグメント™インクセット使用
環境に優しくて、様々な生地
にプリント可能

製品の認証取得情報については弊社までお問い合わせください。

*メーカ保証 ６ヶ月 

Kornit Digital Ltd (Head Office)     Israel                 Tel: +972.3.908.5800    Email: kornit@kornit.com

Kornit Digital Asia Pacific Ltd         Hong Kong     Tel: +852.3977.9300     Email: apac@kornit.com



 

 

 

 

 
  

 
 

 

ColorGate ColorGate ColorGate ColorGateQuickP Designer / ColorGate QuickP DesignerQuickP DesignerQuickP Designer QuickP Designer

*4色： CMYK + WhiteのAvalanche HDK
（４色モデル）も選択可能

プリント解像度

インクカラー

インク循環システム

最大プリントサイズ

自動加湿コントロールシステム

使用OS

外形寸法

重量

エアー圧力

使用環境

スピードチャート = 枚/時間

推奨ソフトウェア(RIP)

Kornit DTG
システム概要：

QuickP 
Prodcution

ソフトウェア
付属

ビジネ
スの成長に

必要な保守契約
と付属品

自動前処理機
システム搭載

最大プリント処理能力*

インクボトル容量

カスタマーエンパワー
メントプログラム

*ハイプロダクションモード（前処理時間を含む）

ネオピグメントTM

150 ml

オプション

なし

なし

付属PC無し
(Windows 7, Windows 10に対応)

114 x 150 x 70 cm

コンプレッサー内蔵

35 x 45 cm

約210 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

4色：CMYK + White

濃色ボディ: 最大35枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ≥ 濃色ボディ+25%

最先端テクノロジーを
詰め込んだダイレクト・
トゥ・ガーメント
プリントのエントリー機

小さな投資で大きな利益
コーニットデジタルのベスト
セラーモデル

オプション

なし

なし

Windows 7

290 X 202 X 165 cm

濃色ボディ: 最大65枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ≥ 濃色ボディ+25%

4色：CMYK + White

50 x 70 cm

約1705 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

6 ‒ 8 bar

6色インクで30%も広い色域

Windows 7

290 X 202 X 165 cm

濃色ボディ: 最大85枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ≥ 濃色ボディ+25%

6色：CMYKRG + White

50 x 70 cm

約1705 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

6 ‒ 8 bar

搭載 搭載 搭載 搭載 搭載 搭載

搭載 搭載搭載 搭載搭載 搭載

中小規模プリントビジネス向け
最適なコストパフォーマンス

ネオピグメントTMエコラピッドインク
バルクインクシステム 4リットル

Windows 7

290 X 202 X 165 cm

6色：CMYKRG + White

50 x 70 cm

約1705 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

6 ‒ 8 bar

濃色ボディ: 最大55枚/時間 (33X33 cm)
淡色ボディ≥ 濃色ボディ+25%

最小のインク量で最高品質の印刷を可能にするHDテクノロジー

ありあり あり あり あり あり

ネオピグメントTM

バルクインクシステム 1.5リットル
ネオピグメントTM

バルクインクシステム 1.5リットル

中大規模プリントビジネス向け
最適なコストパフォーマンス

ネオピグメントTMエコラピッドインク
バルクインクシステム 4リットル

Windows 7

350 X 230 X 170 cm

6色：CMYKRG + White

60 x 90 cm

約2200 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

6 ‒ 8 bar

濃色ボディ: 最大130枚/時間 (33X33 cm)
淡色ボディ≥ 濃色ボディ+25%

新製品 新製品

ネオピグメントTMエコラピッドインク
バルクインクシステム 4リットル

Windows 10

2.5 X 3.3 X 1.8 M

6色：CMYKRG + White

60 x 90 cm

約2200 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

6 ‒ 8 bar

濃色ボディ: 最大160枚/時間 (33X33 cm)
淡色ボディ≥ 濃色ボディ+25%

大量生産向け
DTGプリント
ソリューション

中長期を見据えた
最も費用対効果の高
いプリントソリューション

ネオピグメントTMラピッドインク
バルクインクシステム 4リットル

Windows 7

735 x 212 x 345 cm

6色：CMYKRG + White

約6500 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

6 ‒ 10 bar

濃色/淡色ボディ: 
最大250枚/時間 (33X33 cm)

40 x 50 cm

業界唯一のデジタル抜染
インクジェットプリンター
抜染＋白引き印刷も可能

なし

ネオピグメントTM

バルクインクシステム 4リットル

オプション

なし

Windows 7 Windows 7

350 X 230 X 170 cm 350 X 230 X 170 cm

濃色ボディ: 最大75枚/時間 (A4サイズ) 濃色ボディ: 最大85枚/時間 (A4サイズ)
淡色ボディ≥ 濃色ボディ+25%

60 x 90 cm 60 x 90 cm

最高 1,200 dpi 最高 630 dpi 最高 1,200 dpi 最高 1,200 dpi 最高 1,200 dpi 最高 1,200 dpi 最高 1,200 dpi 最高 630 dpi 最高 1,200 dpi

約2200 kg 約2200 kg

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

18°C-30°C
湿度: 45%-65%

6 ‒ 8 bar 6 ‒ 8 bar

4色: CMYK + White + Discharge (抜染液）

特殊用途のDTGテクノロジー

ポリエステル向けの
最適なプリントソリューション

6色: CMYKRG + White

ネオピグメント™オリンピア
バルクインクシステム 4リットル

プリント対応素材 綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、デニム、麻、ウール、
その他

綿、ポリエステル、綿ポリ混、ライクラ、
レーヨン、絹、皮革、デニム、麻、
ウール、その他

ポリエステル、ポリ混

高品質ポリエステル向けの
革新的なインク

大量生産向けのインクセット

１つのインクセットで多数の生地
にプリント可能

基本的なDTG テクノロジー


