HP Indigo 8000
デジタル印刷機
さらなる生産性を追及した
ラベル・パッケージ用デジタル印刷機

ラベル生産におけるメインストリーム機
従来の印刷速度を倍増させたHP Indigo 8000デジタル印刷機は、
ラベル業界においてこれ
までの常識を覆す生産性を実現するロール給紙色のデジタル印刷機です。コンバーター
はHP Indigoデジタル印刷の活用により請け負うビジネスの範囲を小中ロットのみならず大
ロットにまで拡大します。
他には例を見ない生産性
この印刷機は広範囲に渡るラベル、
パッケージ印刷ジョブにおいて毎分最大80mを誇る高
い生産性を提供します。進化したカラーオートメーションや洗練されたカラーマッチング
ツールにより、印刷し始めてから終わりまで色の精度、一貫性、再現性を確保し、迅速かつ
簡単にブランドカラーに対応します。
業界をリードする印刷品質
HP Indigoは、高解像度と優れた見当精度を提供するグラビア印刷に匹敵する唯一のデジタルカ
ラー印刷方式です。コンバーターは最大7色のインキステーションとPANTONE®色域の最大97%
のカラーガモットを活用することにより、最も厳しいコーポレートブランドの要求を満たします。
ブランドオーナーが選択するHP Indigo
コカ・コーラ、
バドワイザー、
ネスレ、P&G、
オレオのようなグローバルブランドはHP Indigo シ
リーズを生産機として選択することにより、その高い印刷品質と幅広い適用性を活かした
企画を実現し、市場の課題への適応と高い競争力の維持を両立します。HP Indigoは、多品
種SKU対応、季節ごとのデザイン変更、
パッケージ在庫の適正化、そして売り上げを拡大さ
せるマス・カスタマイゼーション等のキャンペーンを実現します。バーコード、
テキスト、画
像 の 可 変 印 刷 、偽 造 防 止 対 策 、そして多 品 種 の 異なるデザインの 生 成を実 現する
HP SmartStream モザイクを含む可変データソリューションがブランドオーナーのアイディ
アの実現を支えています。
印刷アプリケーションの多様性
粘着ラベルやシュリンクスリーブを含む、12ミクロンから450ミクロンまでの素材への印刷
を1台の印刷機で対応する柔軟な印刷機です。また、
インラインプライミングユニットによ
り、市販の標準素材原反をインラインでプライミング処理することができ、原反に関連す
るコストを抑え、生産プロセスの高速化を実現します。また、
HP Indigoエレクトロインキプレ
ミアムホワイトによりワンパスで高い隠蔽度を提供します。
優れた環境適性
アナログからデジタルに生産を移行することにより、その
オンデマンド特性によって生産時の損紙ならびに不要な予
備在庫を大幅に削減し、結果的にカーボンニュートラルを
実現します。インターテック社によるグリーンリーフマーク
の環境認定も取得済みで、イメージングオイルを印刷機内
で再利用して循環する仕組みが取り入れられています。

CO 2 neutral

ワークフローソリューション
データから最終製品に至る過程において、HP Indigoを取り巻くワークフローソリューションとし
て、Esko社による自動化ワークフロー関連パッケージの他、MIS、
プリプレスそしてAB Graphics
社、Schober社を含む各種コンバーティング関連パートナーのソリューションが存在します。
プリントプロダクションの改革
HP PrintOSとは、
プリントプロダクションにおけるオペレーティングシステムを意味します。
これによりリアルタイムデータを活用した稼動効率の向上、印刷工程の簡素化と自動化を
実現します。オープンで安全性の高いクラウドベースのサービスであるため、いつどこに
いてもアクセス可能です。

最も高い生産能力を持つラベル生産機
優れた印刷品質と高い生産性の両立
高解像度印刷 微細インキ粒子で構成されたHP Indigoエレクトロインキを用いるHP Indigo
の液体現像（LEP）技術は、
インキと原反との間に極めて薄いインキ層を形成し、鮮明な線
画、魅力的な画像再現と滑らかな写真表現を提供します。
幅広いデジタルカラーガモット 印刷機内の標準4色CMYKもしくはHP IndiChrome 6色目、7
色目を追加することによりPANTONE® カラーを再現します。また、特色は製造をオーダーい
ただくことが可能です。それに加え、
HP IndiChromeインキミキシングシステムを用いること
によりご自身で調合することもできます。
ワンショット技術 エレクトロインキを印刷素材に転写する際に、複数に積み重なったイン
キ層の転写を1サイクルで同時に行うワンショットカラーテクノロジーは、
グラビア印刷の
精度をはるかに上回るHP Indigo特有の優れた見当精度を提供します。
進化したカラーマネジメント カラーオートメーションパッケージは色の精度を高め、一貫
性を保持させます。印刷機に内蔵する分光光度計とソフトウェアにより、
カラーマネジメン
トのプロセスを簡素化するため、高価なソフトウェアやハードウェアの導入を不要とし、単
純明快なプロセスでPANTONEカラーに適合するカラープロファイルを生成します。異なる
場所やタイミングにかかわらず一貫したカラーを提供します。
生産強化モード(EPM) EPM機能を活用することにより印刷機の生産スピードを33%高め、
消費電力を25%削減することができ、迅速な納期対応とコストの最小化に貢献します。
あらゆる生産環境に適合 HP Indigo 8000デジタル印刷機は製品ポートフォリオ上
HP Indigo WS6800デジタル印刷機とHP Indigo 20000デジタル印刷機の間に位置づけられ、
それぞれを補完する役割を持ち既存の環境にシームレスに適合します。

卓越した生産性と多様性
プレミアムホワイト HP Indigoエレクトロインキプレミアムホワイトは、多目的に使用される
隠蔽度の高いホワイトインキです。シングルプロセスで重ねることによりシルクスクリーン
印刷に相当するまでの仕上がりを提供します。
対応素材の柔軟性 12ミクロンの薄い素材から450ミクロンの厚い素材まで1台の印刷機で
柔軟に対応することができるため、様々な商材の開発を実現します。また、
インラインもし
くはオフラインのプライミング
（アンカー処理）
ソリューションを活用することにより、
プライ
ミング済みの原反のみならず、
市販の標準素材原反に対しても印刷することができます。
無限のデザイン HP SmartStreamモザイク可変デザイン技術は、商品に付加価値を与え、
印象に残る顧客体験を演出するソリューションです。基となるいくつかのシードパターンか
ら自動的に数百万パターンもの異なるデザインを自動で生成します。最新バージョンで
は、色の配列も変更できる機能も追加されています。
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革新的な新インキ シュリンクスリーブ印刷向けHP IndigoエレクトロインキホワイトはCoF
（摩擦係数）
を減らすことにより、
シュリンクスリーブに対して印刷する際に求められる滑り
性を大幅に改善し、印刷後の後加工ラインでの製造効率を最大化します。HP Indigoエレク
トロインキ耐光イエローとHP Indigoエレクトロインキ耐光マジェンタにより、屋外での使用
を想定した耐光性が求められるアプリケーションの生産を可能とします。
インラインプライミングユニット 市販の標準素材原反をインラインでプライミング処理
することができ、原反に関連するコストを抑え、生産プロセスの高速化を実現することがで
きます。また、幅広い原反の選択が可能となることでより柔軟性が増し、突発的なジョブへ
の対応力も増します。
セキュリティ印刷 グラビア印刷をはるかに上回る0.7ptものマイクロテキストを高い印刷
品質で再現します。また、可変印刷技術と組み合わせることにより、
クライアントが求める
高いレベルのセキュリティ要件を満たす堅牢なソリューションを提供します。

進化したワークフローソリューション
強力なプリントサーバ HP SmartStream Labels and Packaging Print Serverは、Esko社により
HP Indigo専用に設計されたプリントエンジンです。各種プロファイルを迅速に作成する強
力なカラーエンジンに加え、業界最高レベルのジョブマネジメント機能はワークフローの
自動化を実現し、印刷機の持つ能力を最大限に引き出します。Adobe RIPエンジンを搭載し
た本プリントサーバは高い出力品質を維持することに加え、Eskoオートメーションエンジン
の他、様々なMISシステムにもシームレスに連結します。
PrintOS Print Beatは、印刷機のパフォーマンスに関する情報を可視化します。また、
リアル
タイムのデータ分析により、印刷業務の継続的な改善を促します。Print OS Site Flowは、1
日あたり数百から数千件のジョブを、送信から配送で効率的に管理します。PrintOS Boxは、
自動化、簡素化、および合理化されたプロセスにより、
ファイル、
データ入稿の利便性を向
上させます。そして複雑なモザイクキャンペーンなど、大量のバリアブルデータの生成が
求められる場合はPrintOS Composerを使いましょう。

保守サービス
HP認定エンジニアで構成されるサービスチームは、印
刷機導入サービスから稼働率を最大化するための
様々なサポートをリモートもしくはオンサイトにて提供
します。また、印刷機のオペレーション手法から、各種ト
ラブルシュート例が確認でき、迅速な問題解決を支援
する印刷機上のPrint Careツールもご利用いただくこと
が可能です。

コンバーティングソリューション ダイカッティングステーションを含むインラインからオフ
ラインのラベルコンバーティングソリューションはAB Graphics International社より提供され
ます。また、高品質なインモールドラベル（IML）のダイカット、スタッキングソリューション
は、Schober社より提供されます。
詳細はラベルパッケージワークフローパートナー各社にお問い合わせください。
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1. アンワインダー（巻出し機）

11. ブランケット

2. ウェブガイド

12. インプレッションシリンダー

3. インラインプライミングユニット 13. 内蔵分光光度計
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4. プライミングステーション

14. インキキャビネット

5. コロナ

15. 内蔵スキャナー

6.ドライヤー

16. バッファー調整ユニット

7. 高速レーザーライティングヘッド 17. 検知テーブル
8. チャージローラー

18. リワインダー（巻き取り機）

9. フォトイメージングプレート (PIP) 19. イメージングオイルリサイクルシステム
10. バイナリインキデベロッパー (BID)

技術仕様
印刷速度

4色最大60m/分（片面）、3色生産強化モード
（EPM）時カラー最大80m/分

印刷解像度

8ビット
（標準モード）
で 812dpi、HDI
（高解像度モード）
で2438×2438dpi

印刷線数

175、
180、
196、
210

印刷サイズ

イメージ最大311×980mm
（320mm幅までマーク等は印字可能）

対応素材の厚み*

厚さ：12〜450ミクロン

対応素材の種類

粘着ラベル、ペーパーボード、その他フィルム素材全般

ウェブ幅

最大ウェブ幅：340mm、最小ウェブ幅：200mm

アンワインダー（巻出し機）

最大ロール径：1000mm
コア内径:
・標準：76.2mm（3インチ）
・オプション：152.4mm
（6インチ）
最大ロール重量：270kg

インラインプライミングユニット

オンデマンドでのプライミング処理

リワインダー（巻き取り機）

最大ロール径：700㎜

プリントサーバ

HP SmartStream IN120 Labels and Packaging Print Server and Colour Engine, Powered by Esko

印刷機サイズ

横幅：12.5m、奥行き：2.4m、高さ：2.1m

印刷機重量

9,556 kg（インラインプライミングユニット含む）

HP Indigoエレクトロインキ
標準4色印刷

シアン、
マジェンタ、
イエロー、
ブラック

追加プロセスインキ

ホワイト、
プレミアムホワイト、
スリーブ用ホワイト、耐光イエロー、耐光マジェンタ

HP IndiChrome 6色印刷

シアン、
マジェンタ、
イエロー、
ブラック、
オレンジ、
バイオレット

HP IndiChrome 7色印刷

シアン、
マジェンタ、
イエロー、
ブラック、
オレンジ、
バイオレット、
グリーン

HP IndiChrome 特色インキ

X-Riteによりターゲット色をスキャンする、
もしくはPANTONE®カラー番号で特色を指定した後、CMYK標準4色に、
オレンジ、バイオ
レット、
グリーン、
レッド、
リフレックスブルー、
ローダミン、
レッド、
ブライトイエロー、透明を加えたインキを用いて、
インキミキシン
グシステムにより調合する。

PANTONE® カラー

PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM®, and PANTONE Goe™をサポート。
印刷機内の標準4色によるHP Professional PANTONE エミュレーション技術; HP IndiChromes; HP IndiChrome プラスHP
IndiChrome オフプレス (インキミキシングシステムによる調合) により、PANTONE®カラーの97％をカバーできる。

オプション
生産強化モード（EPM）

3色EPM印刷を有効化

追加構成

デュアルモードインライン後加工接続キット、
フレキシブルパッカーアームサポート
（リワインダー）

プリントサーバオプション

HP SmartStream Labels and Packaging VDP Tools, Powered by Esko
HP SmartStream Labels and Packaging Prepress Tools, Powered by Esko

再挿入追い刷り

片面印刷後に再挿入し、印刷面もしくは非印刷面に追い刷りを提供

*一部の高伸縮素材など、対応厚みを満たしたとしても印刷に適さない一部の原反もありますので詳細については日本HPまでお問い合わせください。

＜お問い合わせ＞
株式会社 日本HP
デジタルプレス事業本部
〒136-8711 東京都江東区大島2-2-1
電話:03-5628-1368（代表）
Fax:03-5628-2652
E-mail: hpjindigo@hp.com
URL:http://www.hp.com/jp/indigo
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本カタログはHP Indigoデジタル印刷機にて印刷されています。

