
技術仕様

印刷速度

4 色 A4サイズで 14,400 ページ/時
カラー A4サイズで 19,200 ページ/時 (EPM)
2色 A4サイズで 28,800 ページ/時
1色 A4サイズで 57,600 ページ/時

印刷解像度 8 ビット（標準モード）で 812 dpi および 1219 dpi、HDI（高解像度モード）で2438 X 2438 dpi

印刷線数 144、175、180 線 (lpi)

画像サイズ 最大 317 x 980 mm

ウェブ幅 最大ウェブ幅：340 mm、最小リピート長：480 mm（4 色印刷モード）、最大リピート長：980 mm

用紙（種類、坪量）* コート紙 40 ～ 300 gsm（用紙の硬さにより異なります）
非コート紙 70 ～ 140 gsm

アンワインダー

給紙ロール最大直径：1300 mm
給紙ロールの内部コア直径：
• 標準：3 in
• オプション：6 in

プリント サーバ (DFE) HP SmartStream Production Pro プリントサーバ

印刷機サイズ 高さ：2,300 mm、幅：11,800 mm、奥行き：2,100 mm

印刷機重量 7,100 kg

HP Indigo エレクトロインキ

標準 4 色印刷 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック

HP IndiChrome 6 色印刷 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、バイオレット

HP IndigoChrome Plus 7 色印刷 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、オレンジ、バイオレット、グリーン

HP IndiChrome オフプレス スポット イン
ク

CMYK に加えて、オレンジ、バイオレット、グリーン、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、
透明インキを使用したスポット カラー作成用のHP IndiChrome インクミキシングシステム (IMS)

PANTONE® カラー
CMYK オンプレスを使用した PANTONE PLUS®、PANTONE MATCHING SYSTEM ®、PANTONE Goe™
HP Professional PANTONE エミュレーションテクノロジに対応、PANTONE ® 色範囲の最大 97% を実現する  
HP IndiChrome オンプレス、HP IndiChrome Plus オンプレス、HP IndiChrome オフプレス (IMS)

オプション

カラー拡張機能 5 色、6 色、7 色カラー ステーション、HP IndiChrome インク混合システム

ポストプレス
Hunkeler リワインダー RW6
断裁とオフセット スタッキング：Hunkeler POPP6 
コンビネーション ライン対応、またはお客様のニーズに応じてカスタマイズされたその他のソリューション

*メディアの特性は異なります。使用されようとしているメディアが Media Locator に記載されていない場合、HP はパフォーマンスを保証できかねますので、ご使用の
前にテストされることをお勧めします。  

株式会社 日本HP
〒136-8711
東京都江東区大島2丁目2番1号
電話: 03-5628-1368
FAX: 03-5628-2654
www.hp.com/jp/indigo

HP Indigo W7250
デジタル印刷機
デュアルエンジンを搭載した大量印刷向け
高速ロールモデル

HP Indigoシリーズの最速モデルであるHP Indigo
W7250デジタル印刷機は、印刷エンジンを二つ搭載
し、反転機を介して両面印刷を同時に実現します。
HP エレクトロインキによる高い印刷品質を実現しな
がら様々な用紙にも容易に対応し、大量生産を行うこ
とが可能です。

ロール紙に対応した印刷エンジンにはオプションでイ
ンラインの後加工機が接続できます。これにより少部
数の出版ビジネスでオフセット印刷機の代用として、
またダイレクトメールや請求書明細、極小ロットの書
籍やフォトアプリケーションなど様々なアプリケーシ
ョンに対応することが可能です。

画期的な印刷速度と生産性 生産強化モード (EPM) を
使用することによって、カラー印刷速度をA4サイズ
で220ページ/分から320ページ/分へと33%向上する
ことができるため、コスト効果の高いデジル印刷を可
能にします。また、2色であれば480ページ/分、モノ
クロで960ページ/分の速度で印刷できます。

高速かつ高い印刷品質 HP Indigoの液体エレクトロイ
ンキテクノロジと独自のデジタルオフセットプロセス
によって、高速でもオフセットに匹敵する最高品質で
の印刷を可能としているため、オフセット印刷の代用
として使用することもできます。

あらゆる印刷素材に対応 高い生産性と品質を維持し
ながら、コート紙、非コート紙、再生紙など、
40～ 300 gsmの広範囲な原反に印刷が可能です。
また、インラインプライミングユニット(ILP)に
よって、オフセット用紙など市販のあらゆる標準
印刷素材を使用できるため、メディアのコストを低
く抑えることができます。

エンドツーエンドソリューション 強力なデジタルフ
ロントエンドを搭載し、広範囲なワークフロー ソリ
ューションと統合しています。Hunkeler社やそれ以
外のHP Indigo後加工パートナーとの協力によって、
最も効率的かつ柔軟に広範囲なアプリケーションを
エンドツーエンドで提供できます。

特定用途向けのソリューション 高い生産性、品質、
柔軟性を兼ね備えた印刷機として、出版、一般商業
印刷、フォト、ダイレクトメール、請求書明細など
の拡大する市場において、多様なアプリケーション
の新しいビジネスチャンスを切り拓きます。

  c  2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書に記載された内容は予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品および
サービスに付属の保証規定に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期して
おりますが、本書中の技術的あるいは編集上の誤り、省略に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

PANTONE® およびその他の Pantone, Inc. の商標は、Pantone, Inc. に所有権があります。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
4AA4-0188JPN. 2012 年 3 月

このカタログはHP Indigoデジタル印刷機で印刷されました。

詳細については、www.hp.com/jp/indigo
をご覧ください。
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HP Indigo W7250 デジタル印刷機
様々なアプリケーションに対応する業界最速機

高い生産性 HP Indigo W7250 デジタル印刷機の革新性によっ
て、高い生産性と低コストを実現します。

デュアル エンジン ロール機　非常に効率的な両面印刷

生産強化モード (EPM)　カラージョブの印刷速度をA4サイズ
で320ページ/分と33%向上させ、ターンアラウンドタイムと
プロダクションコストを大幅に削減します。

強力なプリントサーバ　拡張可能な HP SmartStream
Production Pro は業界でも最も強力なプリント サーバです。
複数の印刷機を一元管理することができ、大量の非常に複雑
な可変データジョブを印刷スピードで対応することができます。

Print Care　自動キャリブレーションと高度な診断モードに
よって、問題解決を迅速かつ正確に行うことができるため、
印刷機の稼働時間に影響を与えません。

再開発された消耗品　イメージングオイルシステム、フォト
イメージングプレート(PIP)、ブランケットなどの新世代の消
耗品によって、印刷品質、パフォーマンス、消耗品の寿命を
向上し、交換頻度を削減し、連続印刷を実現することで無駄
を排除します。

優れた印刷品質 HP Indigo 印刷テクノロジは、オフセットに
匹敵する品質を実現します。

像密度の高いアプリケーション　印刷素材やインクカバレッジ
に限定されない並外れた高品質カラー

オフセットに匹敵するカラー テクノロジ ー　液体電子写真
 (LEP) は、ほぼ透明な超薄インク層で鮮明な画像を作り出し、
用紙の風合いを維持します。H P I n d i g oエレクトロインキは、
従来型のオフセット印刷に匹敵するだけでなく時には凌駕する
高品質、広範で正確な色域を実現します。

優れた色の一貫性　インク導電性と光学密度のループ制御に
よって、ページ内、ページ間、エンジン間の色の一貫性を厳密
に確保します。

最大7色のインキステーション　4 色、6 色、7 色を使用して
鮮明な印刷と正確なオンプレス Pantone エミュレーション
を実現します。True PANTONE® スポット カラーはオフプレ
スで調肉ができ、最大 97% の Pantone 認定カラー色域への
カラーマッチングが可能です。

HP SmartStream製品およびパートナーソリューションをHP Indigo
W7250デジタル印刷機と共に使用することで効率的なワークフロー
を構築し、生産効率を向上させることができます。
詳細については、www.hp.com/go/smartstream をご覧ください。

1. アンワインダー
2. インラインプライミングユニット(ILP)
3. 高速レーザー書き込みヘッド
4. 帯電ローラー
5. フォトイメージングプレート(PIP)
6. バイナリ インク デベロッパー(BID)

7. ブランケット
8. インプレッションシリンダー
9. ワーク ステーション
10. インキキャビネット
11. ターンバー、バッファー制御装置 (BCU)
12. リワインダー

多様なアプリケーション範囲 広範囲なメディアに対応し317 x
980mmの印刷サイズと後加工ソリューションによってお客様へ
ユニークで多様な製品とサービスを提供することができます。

出版　顧客が必要とする部数だけの書籍を生産するため、サ
プライチェーンを合理化して、倉庫、配送、廃棄物などのコ
ストを大幅に削減できます。インラインで折丁が生産できる
デジタル印刷では、160ページの書籍をカラーで最大
毎時270冊、モノクロで毎時720冊印刷することができます。

フォト　印刷サイズと高い品質によって、フォトブック、
カレンダー、ブックカバー、書籍、写真印刷などの印刷サイ
ズの大きなアプリケーションに対応することができま
す。GMP LAMIMASTERを含むサードパーティー製後加工ソリ
ューションによって、製品を低コストで提供できます。

ダイレクトメールおよび請求書明細　EPMモードを使用して
大量のカラー印刷を高い収益性で実現します。インライン加
工によりコストと生産時間を削減します。


