HP Indigo WS6800p
デジタル印刷機
レイフラットブック、カットプリント、ブックカバーなどに
対応したフォト品質デジタル印刷機

フォト印刷に特化したIndigoシリーズ
HP Indigo WS6800p デジタル印刷機はフォト業界向け片面印刷専用・印刷長さ980mmの輪
転式デジタル印刷機です。プロフェッショナル向け、
コンシューマー向けフォトラボのため
に開発されたこの機械は、
レイフラット書籍、写真プリント、キャンバスなどのプレミアム
フォトアプリケーション製造に最適なソリューションです。
業界をリードする印刷品質
HP Indigoのユニークな印刷技術特性は、世界中で最高のデジタルフォト印刷ソリューショ
ンを提供してきました。HP Indigoエレクトロインキテクノロジーとデジタルオフセット構造
により銀鉛印刷に匹敵する真の写真品質を実現します。
最大7色まで拡張でき、
スペシャルフォトインキの対応を可能にします。
高い生産性
4色カラー印刷で30m／分、6色印刷で20m／分で稼動し、
ロール式給紙により連続印刷
を可能にします。インラインでラミネーターとカッターを接続すれば、途切れることなく連
続生産も対応。自動化された検出装置と品質管理システムは、
デジタルファイルと印刷さ
れた画像間の不整合を発見するのに役立ちます。
多様なアプリケーションとメディア対応
317×980mmの印刷サイズにより、
レイフラットブック、
ロングブックカバー、
カレンダーの
様な長尺フォーマットアプリケーションへも対応の幅を広げます。
小さな絵柄のジョブも効果的な面付けを行えることで損紙を削減し、
より多くのジョブを
同じコストで製造することが可能です。40〜350gの用紙に対応、
フォト用紙やキャンバス
原反も使用可能です。オプションのインラインプライミングシステム
（ILP）
を採用すること
により、汎用的な用紙へも対応幅を広げます。

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

自動ワークフローソリューション
HP Indigoフォトプリントソリューションはプリプレスから印刷・後加工を通してカスタマイズ
されたプロ向け及び消費者向けフォトのフルデジタルソリューションで、
パートナー企業と
連携してデジタルソリューションを提供します。
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。

写真品質を高い生産性で再現
HP Indigoのフォト分野における価値
デジタルオフセットカラーテクノロジー 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自然で滑らかな写真表現
を提供します。
広い色域 HP IndigoによるCMYK印刷は高精細な写真品質を提供します。より高いプロ
フォト品質要求にはライトシアン、ライトマジェンタを採用することによりトーンジ
ャンプを抑え、滑らかなイメージを形成することが可能です。ライトブラック、ライ
トライトブラックインキはモノクロ写真印刷及びモノクロが混在している絵柄におい
て、優れたグレースケールイメージを生成します。
フォトモード カラープロファイル、網点により優れた滑らかさと色の均一性を提供し
ます。
カラーオートメーション 自動カラーマネジメントツール及び内蔵式分光光度計を
使用することにより、複数のIndigo間、別サイトのIndigo間、異なる時間で印刷する
Indigo間、いずれの場合でも容易に安定した色基準に合わせることが出来、数週間後
に再印刷した場合でも非常に近い色再現が可能です。
高い印刷パフォーマンス 独立テスト機関ウィルヘルムイメージングリサーチ社は
HP Indigoフォトブック印刷の永続性を実証しました。同社の暗室耐久性検証によると、冷
暗所保存環境下で200年以上黄変のない優れた長期持続安定性の評価を受けています。目
視によるカラーバランスの変化についてもまた、同社のテストにおいて確認済みです。

高い多様性と生産性
キャンバス印刷 費用対効果が高いフォトキャンバスアプリケーションへも印刷可能
です。伸縮性があり素晴らしいパフォーマンスが特徴のFelix Schoeller社製E-CANVAS
はHP Indigo用に開発された原反です。1分間に30枚のパノラマキャンバス印刷が可能
で、画廊などにも提案できます。
カット写真印刷 Felix Schoeller社のE-PHOTOペーパーは銀鉛用紙の外観と質感を再現し
た写真用紙です。10×15cmの写真用紙を毎分540枚の速度で印刷出来る生産ラインが
実現可能です。
ブックカバー 長尺の画像フォーマットにより、Indigoシート機で印刷したブックブロ
ック用のカバーを印刷出来ます。ハードカバー、ソフトカバー、ブックカバーそれぞ
れの生産のために最適なサイズの原反をお使い下さい。標準サイズのフォトブックカ
バーであれば、1時間に1,800枚製造が可能です。
レイフラットブック HP Indigoパートナー企業の商品を使用すれば、片面長尺フォーマ
ットを印刷している間に、プロ向けの30×30cm若しくは30×45cmのレイフラットブ
ックを作成出来ます。
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環境適性
ノンケミカルペーパー 銀鉛写真の仕上げには現像工程が必要ですが、HP Indigoデジタ
ル印刷機でフォト印刷を行うとその必要が無くなります。
環境対応力の証明 HP Indigo WS6800pデジタル印刷機は、世界のリーディングカンパ
ニーの1つである独立認証テスト実施企業Intertek社から、独自にGreen Leafマーク環境
認証を取得、その環境適性を実証しています。
イメージングオイルリサイクルシステム イメージングオイルリサイクルシステム
（RIO）は、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を取り入れ
ています。
省資源対応 消耗品を長期間使用出来る様にし、消耗品の交換頻度を減少させ、廃棄物
を削減します。環境に責任をもつ企業として、HP Indigoも一部の消耗品を回収するプロ
グラムを実施しています。
（国によって異なる場合があります）

ワークフローソリューション
強力なDFE HP SmartStream Production Pro Print Server 6は印刷業界で最も速い処理能力
を持ち、豊富な拡張性を備えた強力なプリントサーバです。面付けやマーク生成エン
ジン、より進んだカラーマネジメントモジュール（CMM）、画像強調機能も兼ね備え
た生産を最適化するための自動化プリプレスツールです。
インラインロールラミネーション エンボスローラーを使い、光沢仕上げや艶消し仕
上げを行うことが出来るインラインラミネーター対応が可能（パートナー企業製品）
デジタルスリッター／カッター ニアラインの自動システムスリッター／カッターを
使用し10×15cm及び13×18cmのカットプリント対応、20×25cmのポートレートプ
リント対応が可能（パートナー企業製品）
自動化された後加工 インライン加工接続により最適化された生産を実現します。
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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。

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。

1. アンワインダー

6. バイナリインキデベロッパー(BID)

2. インラインプライミングユニット

7. ブランケット

(オプション)
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8. インプレッションシリンダー

3. 高速レーザーライティングヘッド 9. ワークステーション
4. チャージローラー

10. インキキャビネット

5. フォトイメージングプレート(PIP)

11. リワインダー

技術仕様
印刷速度

4色30m/分（片面）、
2色または単色60m/分（片面）、
6色20m/分（片面）

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

144, 160, 175, 180, 180m , 181

印刷サイズ

最大317 × 980 mm

用紙坪量*

40〜350gsm

対応素材の種類

コート紙、非コート紙、
キャンバス

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（巻き出し機）

最大ロール径：1,000mm
コア内径：
• 標準：3インチ(76.2mm)
• オプション：6インチ(152.4mm)

リワインダー（巻取り機）

最大ロール径：700m

プリントサーバ(DFE)

HP SmartStream Production Pro Print Server

クラウド接続

HP PrintOSを介して接続

印刷機サイズ**

高さ：2,090mm、幅：5,771mm、奥行き：2,715mm

印刷機重量**

4,080kg

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

6色フォト印刷

シアン、
マジェンタ、
イエロー、
ブラック、
ライトシアン、
ライトマジェンタ

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 プラス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

特殊効果インキ

ライトシアン、
ライトマジェンタ

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
（IMS）
により調合する。

PANTONE® カラー

PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM®, 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
拡張カラー機能

5、6、7色インキステーション

オートマチックアラートエージェント

内蔵型警告システム

サードパーティソリューション

GMP LAMIMASTER-34
Tecnau PhotoReady for cut prints applications: 4 × 6
Photobook Technology s Mitamax and Imaging Solutions for lay-flat books
Renz 500 for calendar wire binding
Ultimate Technographics software for cut prints, imposition and layout
Web2print software for creation of photo products (portraits, books): MediaClip, TaoPix, Pixfizz, LumaPix, PhotoLynx

* メディアの種類は様々です。もしメディアロケーターに記載のないメディアを使用される場合、
HPはパフォーマンスを保証出来ません。ご使用前にテストの実施を推奨します。
** 重量及び印刷機サイズは木枠から外した状態でリワインダー、
アンワインダー、
プリントエンジンを含んでいます。ILP及びチラーは含まれておりません。

＜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

Independently verified for
environmental credentials
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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。

