鮮明な黒、驚きの速さ、多 彩な出力。
すべてはC A Dのために。
高 速 インクジェットプ ロッタ

■ A1 プリント約 33 秒

※普通紙ロール紙 / 高速モード時

■ G-COM による HP-GL 、HP-GL/2TM 出力
TM

■ 豊富な CAD 出力用紙に対応
■ 黒顔料による高濃度出力
■ 全周マージン 3mm( 拡張モード時 )、距離補正機能搭載

A1

HP-GLTM
HP-GL/2TM

JW331-06

278,000円 (税抜)
スタンドオプション

ロール紙給紙

ロール紙、カセット、上面手差し
に対応した3WAY給紙。

カセット給紙

ロール紙、カセット、上面手差しの 3WAY 給紙を実現。
A4 普通紙で最大 250 枚積載可能なカセットと、
ロール紙は同時搭載
できます。出力時にドライバソフトで給紙方法を選択するだけで自動
的に切り替えて給紙し、手作業による面倒な切り替え作業も不要です。

www.graphtec.co.jp

上面手差し給紙

主な仕様
項目
印字方式
印字モード
インク
ヘッドノズル数
解像度(dpi)
メモリ容量
距離精度
インク供給方式
給紙方法
ロール紙最大外径
セット可能用紙厚
最大用紙幅(*1)
最大印刷可能長
使用可能
カセット
用紙サイズ
手差し
（上面）
手差し
（前面）
ロール紙
最小用紙サイズ(*2)
マージン
ロール紙
(印刷可能領域) カット紙
マージン
(印刷保証領域)

ロール紙
カット紙

インタフェース
プリンタ言語
対応OS

定格電源
消費電力
稼動音
動作環境
外形寸法[W×D×H](約)
質量[重量](約)
付属ソフトウェア
保証期間
関連規格
標準付属品

JW331-06
バブルジェット方式
高速、標準、高品位
5色 (MBK、BK、C、M、Y)独立インク 各色 130ml (初期同梱インクは、各色 90ml)
MBK 5,120ノズル、BK/C/M/Y 各 2,560ノズル、計 15,360ノズル
最高 2,400×1,200 dpi
256MB
±0.1％以下 (ユーザ調整後。調整時と同一環境/用紙の場合)
チュービング方式
（据え置き各色分離型）
カセット、手差し
（上面）
、手差し
（前面）
、
ロール紙
Ø150mm
カセット：0.08〜0.3mm
手差し
（上面）
：0.07〜0.8mm/手差し
（前面）
：0.5〜1.5mm
ロール紙：0.07〜0.8mm
609.6mm(24inch)
ロール紙：18m、
カット紙：1.6m(ただし、画像、搬送性の保証は定型サイズまで)
ISO A4、A3、A3ノビ、A2、ARCH B、JIS B3、B4
（普通紙・トレーシングペーパー対応）
最小：203.2mm
（8インチ）
×279mm 最大：609.6mm
（24インチ）
×1,600mm
最小：203.2mm
（8インチ）
×520mm 最大：609.6mm
（24インチ）
×914mm
幅203.2mm
（8インチ）
〜609.6mm
（24インチ)
ロール紙：203.2mm × 203.2mm カット紙：203.2 × 279.0mm
先端3mm、後端3mm、左右辺3mm
カット紙 カセット：先端3mm、後端3mm、左右辺3mm
手差し
（上面）
：先端3mm、後端3mm、左右辺3mm
手差し
（前面）
：先端3mm、後端23mm、左右辺3mm
先端20mm、後端5mm、左右辺5mm
カセット：先端20mm、後端27mm、左右辺5mm
手差し
（上面）
：先端20mm、後端27mm、左右辺5mm
手差し
（前面）
：先端20mm、後端23mm、左右辺5mm
USB 2.0(High Speed)、Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
GARO(Graphic Arts Language with Raster Operations)１、HP-GL/2(*3)、HP-RTL(*3)
Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education)
Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise)
Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise)
Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium)
※最新OSへの対応は弊社WEBサイトにてご確認ください。
AC100〜120 V 50/60 Hz
動作時：100 W以下 省電力待機時
（低電力モード時）
：5W以下 電源オフ時：1W(*4)
動作時：約 52db(A)以下、待機時：約 35db(A)以下
温度：15〜30℃、湿度：10〜80％R.H. (ただし、結露なきこと)
本体のみ：997 × 810 × 344 mm、
スタンド込み：997 × 991 × 989 mm
本体のみ：51kg、
スタンド：17kg
Windows Driver、G-COM(*5)(HP-GLTM、HP-GL/2TM(*3)対応Utillity)
1年(保証書登録が必要です。)
国際エネルギースタープログラム、VCCI class B、グリーン購入法、RoHS指令

価格
本体価格 ※送料/搬入設置費が別途必要です 278,000円（税抜）
送料/搬入設置・ 送料
8,000円（税抜）
セッティングサービス 搬入設置
28,000円（税抜）
セッティングサービス
30,000円（税抜）
追加ドライバインストール １台につき2,000円(税抜)
備考
■ 送料：軒先渡し
■ 搬入設置費：現地配送、製品の開梱、指定場所への配置
及び組み立て、廃材回収 ■ セッティングサービス：セットアップ、付属アプリケーション
及びドライバソフトインストール
（1台）
、基本動作確認、簡易操作説明
（消耗品交換
方法、本体及びドライバ簡易操作説明）
オプション

品名
型名
価格
ロールホルダセット
RH2-24S
12,000円（税抜）
JW331用スタンド(バスケット付) ST-24S
50,000円（税抜）
※オプションスタンド
（ST-24S）
を単体でご購入の場合、別途送料(3,000円(税抜))がかかります。

消耗品
品名
プリントヘッド
インクタンク

メンテナンスカートリッジ
用紙(ロール紙)
普通紙
マットコート紙

仕様
交換用プリントヘッド色一体型
染料ブラックインク容量：130ml
染料シアンインク容量：130ml
染料マゼンタインク容量：130ml
染料イエローインク容量：130ml
顔料マットブラックインク容量：130ml
インク吸収用取替カートリッジ
594mm×50m
（2巻）
420mm×50m
（2巻）
610mm×50m
（1巻）
594mm×45m
（2巻）
420mm×45m
（2巻）
610mm×45m
（1巻）
594mm×50m
（2巻）
610mm×30m
（1巻）
420mm×594mm
（100枚）

価格
42,000円（税抜）
6,900円（税抜）
6,900円（税抜）
6,900円（税抜）
6,900円（税抜）
7,800円（税抜）
6,000円（税抜)
5,500円 (税抜）
4,400円 (税抜）
3,300円 (税抜）
11,000円 (税抜）
8,000円 (税抜）
6,500円 (税抜）
12,000円 (税抜）
25,000円 (税抜）
2,800円 (税抜）

＊1 環境による用紙の伸縮および裁断精度を考慮し、618mmまで通紙可能です。
＊2 ロール紙使用時の最小用紙長さは、203.2mm となります。
＊3 【HP-GL/2、HP-RTLについて】HP-GL/2 をサポートしているアプリケーションソフトウェアから印刷する場合は、付属ソフトウェア
「G-COM」
のご使用を推奨します。付属ソフトウェア
「G-COM」
では、HP-GL、HP-GL/2のサポートが可能です。
（HP-RTLは非対応）
Windowsのアプリケーションソフトウェアから印刷する場合は、付属のWindows Driverのご使用を推奨します。
本機に搭載しているプリンタ言語HP-GL/2とHP-RTLを使って印刷した際に、
ご希望通りの印刷結果を得ることが
出来ない場合は、付属ソフトウェア
「G-COM」
または付属のWindows Driverを使用して印刷を行ってください。
付属ソフトウェアを使用できないPCや環境での本機のご使用は弊社では保証致しておりません。
本機に搭載しているプリンタ言語は、HP-GL/2とHP-RTLであり、
プリンタ言語HP-GLには対応しておりません。
非常に大きなデータを印刷する場合、正しく印刷できない場合があります。アプリケーションソフトウェアの仕様/環境
（ラスターデータの出力形式）
により、
ラスターデータを正しく印刷できない場合があります。
＊4 電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に消費電力をなくすためには、電源をオフにしてから、電源プラグ
をコンセントから抜いてください。
＊5 64bit版ではご使用いただけません。

■ 電源コード ■ アース線 ■ ロールホルダーセット(2inch/3inch)
※
■ クリーナーブラシ ■ 排紙トレイ ■ カセット ■ メンテナンスカートリッジ
■ プリントヘッド ■ スターターインク90ml ■ Software CD-ROM(Windows Driver、G-COM(*5))
■ User Guide CD-ROM ■ クイックスタートガイド ■ リファレンスガイド
※
■ メニュールートマップ ■ 保証書 ■ サンプルロール紙(A1：10m)

安心のアフターケア

エココート紙
光沢フォト紙
普通紙

用紙(カット紙)

型名
IH-035
IJ-91001BK
IJ-91001C
IJ-91001M
IJ-91001Y
IJ-91001MBK
MC-16S
JC-A1R-PM-R2A
JC-A2R-PM-R2A
JC-24R-PM-R1A
JC-A1R-ST3-R2
JC-A2R-ST3-R2
JC-24R-ST3-R1
JC-A1R-RCT-R2A
JC-24R-WRP2-R1A
JC-A2L-PM-100-R1A

詳しくはWebにて

本プリンタは出力品質の維持安定のため、
自動的に電源投入時や出力始時及び印刷中などに印刷枚数にかかわらず、
全色のインクを定期的に強制吐出により消費します。
また、黒やグレーのみの出力を行う場合にもカラーインクを使用したり、
クリーニング動作時に全色のインクを消費します。
プリントヘッドは消耗品
（メンテナンス対象品）
となっております。製品に装着後1.5年が交換時期となります。

グラフテック サービスパック

ページをご覧ください。

グラフテックでは、いつまでも最良な状況でお使い頂くため、安心の保守サービス商品をラインナップいたしました

優先修理サービス + 保証期間中の修理代 無償
1

２

3

心

突然のトラブルでも安心優先サービスを
行います。

お 得

保証期間中の修理費は発生しません。
保守費用を予算化でき、
トータル
ランニングコスト削減に役立ちます。

安

簡

単！

4 選べるパック！

簡単な登録で安心サポート。
サービスパックにおいては契約更新不要
の長期保証です。

最長5年の長期保証のサービスパックから、
ヘッド保証プラスの安心パックまでお客様の
用途に合わせて購入できます。

サービスパック
（長期保証タイプ）
製品購入時に導入できる3年間・4年間・5年間の無償
修理パックです。

安心パック
（ヘッド保証プラスの経済タイプ）
サービスパックに、消耗品プリントヘッドをプラスした
安心保証パックです。

ギャランティパック
（年間保守タイプ）
サービスパック未導入のお客様、
サービスパック継続
ご希望のお客様対象の年間保証です。

定期交換サービスキット
長期使用ユーザ、
ヘビーユーザ向けのオーバー
ホールキット。交換目安はA1 15,000枚です。(*2)

保守サービス価格
種別
サービスパック
安心パック
ギャランティパック(*1)
定期交換サービスキット(*2)

3年
4年
5年
3年
4年
5年
点検無
点検1回付
点検2回付

＊1 保証期間は1年です。設置日から3〜5年ご使用のお客様は、購入時に別途
点検が必要です。機器故障中の場合はご購入できません。
＊2 交換目安は予測値です。プリンタ設定環境や用紙サイズ、印字パターンにより
早く交換が必要になる場合があります。
定期交換サービスキットと定期交換サービスキットカッターの単体販売は行って
おりません。定期交換サービスキットと定期交換サービスキットカッターは、
サービスマンによる交換対応となり、保守サービス商品未購入のお客様は
保証期間内外を問わず有償対応となります。
安心パック、
サービスパック、
ギャランティパックご購入のお客様は、保証対象と
なり無償対応となります。
■定期交換サービスキットの交換が必要になる場合には交換を施すメッセージ
が表示されます。またサービスマンが交換作業するまで、印字ができなくなる
場合があります。
■定期交換サービスキットの交換による品質維持は、JW331-06は１回となります。

※このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2018年6月20日現在のものです。 ■ このカタログに記載されている価格には消費税は含まれておりません。別途そのときの税率で消費税を頂きます。
■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。

■ 外 為 法 に 基 づ く 注 意 事 項：

価格
42,000円（税抜）
63,000円（税抜）
74,000円（税抜）
66,000円（税抜）
102,000円（税抜）
122,000円（税抜）
36,000円（税抜）
61,000円（税抜）
86,000円（税抜）
50,000円（税抜）

RoHS指令対応製品

当社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、
輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

機 器 を 正 し く 、安 全 に お 使 い い た だ く た め に

■ ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
■ 故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

■お問い合わせは下記へ

お電話によるお問い合わせは

担当は

詳しい商品情報はこちら

☎ （03）
5847-5201

西日本担当 ☎ （06）6821−8821

北 海 道 全 域・青 森・岩 手・秋 田・山 形・宮 城
福 島・新 潟・長 野・茨 城・栃 木・群 馬・埼 玉
東 京・千 葉・神 奈 川・山 梨・静 岡

静 岡・愛 知・三 重・岐 阜・富 山・石 川・福 井・大 阪
京 都・滋 賀・奈 良・和 歌 山・兵 庫・広 島・岡 山
山 口・島 根・鳥 取・愛 媛・香 川・高 知・徳 島・福 岡
佐 賀・大 分・熊 本・長 崎・鹿 児 島・宮 崎・沖 縄

東日本担当

〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

JW331-06_JJ10424_5P

