
インテリア  アプリケーションについて
HP大判プリンティングソリューション



個人が自分の家や部屋をDIYでより居心地の良いものに
したり、企業が自社のブランド力の強化や職場空間の快
適さを求めるためにカスタマイズ需要が増えてきました。
これによりデコラティブプリントの市場は急速に成長して
います。若者の寝室、オフィスのクリエイティブスペース、
ホテルのロビー等、個人の好みに合わせられる適応範囲
の広いソリューションと、環境に対する責任を重視した安
全な製品を求める傾向にあります。

本ガイドでは空間装飾用途向けのHP大判プリンティン
グソリューションが、いかにインテリア業界を活性化し、
ビジネスに新たな成長とチャンスをもたらしているかを
詳しく説明いたします。
HPの大判プリントテクノロジーによって、幅広い印刷素材
の選択肢と無臭のプリント¹を手に入れることができます。
さらにグローバルなソリューションパートナーとの連携に
より、今まで実現することが難しかったクライアントの創
造力豊かな発想を具現化することができるのです。

インテリア装飾印刷
ビジネスの可能性





デジタルプリンティング
の優位性

主な利点：デザインスタジオ

デジタル印刷は、従来印刷のように
色数やリピートサイズに制限がな
く、簡単にカスタマイズができます。
さらに、さまざまなメディア（印刷素
材）での即時校正など、企画設計か
ら製造までのリードタイムを大幅に
短縮でき、デザインアートワークに
大きな変革をもたらします。

インテリア装飾市場でのカスタマイズしたデジタル印刷需要の拡
大は大きなビジネスチャンスと言えます。デジタル印刷技術によ
り、この分野を収益性の高いものに変化させ、クライアントのカス
タマイズ欲求に柔軟に応えます。ここではその一例をご紹介しま
す。お客様が求める柔軟性とカスタマイズ性を実現できます。



主な利点：インテリアデコレーター

これまでよりもはるかに早い納期で、イン
テリアデコレーターは、スケールを簡単に
調整してパーソナライズされたデザインを
お客様にお届けできるようになりました。

主な利点：製造メーカー

製造メーカーは、デジタル印刷技術によっ
て従来のアナログ印刷を補完し、カスタマ
イズされた小ロットの限定コレクションを
顧客に提供できるようになりました。もう
在庫リスクを心配する必要はありません。

主な利点：印刷サービスプロバイダー

デジタル印刷のおかげで、印刷サービス
プロバイダーは、多様な印刷メディアでさ
まざまなデザインを展開できるようになり
ました。 インテリアの利益率の高いアプリ
ケーションを開発するのにも役立ちます。



更なる可能性

カスタマイズされた壁紙、ウォールステッ
カー、キャンバス、ファインアートなどによ
り、アプリケーションのポートフォリオを拡
げ、新しい市場を開拓できます。

    これらのタイプのマテリアルでの製造は、 
HP Latexインクなしでは不可能でした。

Detroit Wallpaper（壁紙メーカー）
Josh Young氏

事例動画を見る

優れた印刷品質は、適切なメディアと適切な印刷技術（プリンター・イ
ンク）を組み合わせることが必要不可欠です。そのためHPでは、HPの
印刷技術とマッチするように設計・テストされた幅広いメディア情報
を提供しています。2,000種類以上のメディアプロファイルがオンライ
ンで公開され、数回クリックするだけで、インテリア商材に必要な「鮮
やかで正確な色」を手に入れることができるのです。

https://www.youtube.com/watch?v=sF-oM6A_FlE&ab_channel=inEvidence


洗濯可能なメディアを選択すれば、無臭のイ
ンクで 、カーテン、クッションなどのホームテ
キスタイルのアプリケーションにポートフォ
リオを拡げることができます。

ベースの合成皮革に簡単に印刷でき
ます。

    私たちは、さまざまなメディアやさまざまな
色を試して、これまでになかったものを作り出
すのが大好きです。HP Latexのおかげでそれ
ができるのです。このマシンは本当に気に入っ
ています。

Bespoke Wallpaper
（サーフェスデザインスタジオ）Robin Sprong氏

カスタマイズされたデザイン、色、ブランドロ
ゴなどを、ロールスクリーンやカーテンに追加
できます。

    このプリンターは画期的です。お客様からの
要望に応じて印刷でき、品質は驚異的です。

Texton（ブラインドメーカー）
Ed Williams氏

事例動画を見る

https://www.youtube.com/watch?v=k4lDapD8HtQ&ab_channel=HP


ワークフロー
ソリューション
HPとソリューションパートナーにより、革新的なツールやソリュー
ションを提供することで、お客様の新しいビジネスチャンスの創出
と製造工程の効率化に寄与します。

：仕上げ
HPは自動パネルカットや自動巻き装置など様々なソリューションを揃
えた業界多数の企業と提携し、シームレスなEnd-to-Endソリューション
をお客様にご提供いたします。

：メディア
HPプリンティングテクノロジーとの互換性があるさまざまなメディアメー
カーから提供される多彩な素材を利用することができます。
https://www.printos.com/ml/#/homeMediaLocator

：デザイン
優れたデザインは多くのお客様を惹き付け、収益の増加につながりま
す。したがって、最新のトレンドと業界の動向を把握しておくことが重要
です。

：プリプレス
ファイルの準備から印刷まで、互換性のある により、RIP処理時間を短縮
し、色校正を改善することで、シームレスなワークフローを実現できます。

：製造 印刷
の大判プリンティングソリューションの幅広いポートフォリオは、業界の

リーダーにふさわしい品質、生産性、充実したサポートを提供します。



アプリケーションセンター

お客様向けのデザインツールをお探しですか？
お客様が サイト上でさまざまな大判アプリケーションを容易に作
成できるようにすることで、 受注の印刷ビジネスを強化します。

詳しくは以下をご覧ください。
http://www.hpapplicationscenter.com

次の つのステップで簡単に始められます。

壁紙、キャンバス、ポス
ターなどのデコラティブ
アプリケーションをお客
様がデザインします。

指定した形式の印刷可能
な ファイルをお客様か
ら受け取り、施工・加工指
示書と注文確認をお客様
に送ります。

ジョブ受信、注文管理、
統合をすべて無人で行う
ことで、生産工程を自動
化します。

ソリューションパートナー企業
デザイン ソフトウェア メディアハ

ンドリング
仕上げカラーマネジメント

http://www.hpapplicationscenter.com


最大メディア幅

インク
カートリッジ

印刷速度

メモリ（RAM/仮
想領域含む）

内蔵分光測光器3

標準搭載

なし

オプション

あり

標準搭載

あり

大判プリンター　
ラインアップ

豊富な色を再現するテクノロジーにより最先端の印刷を可能にし、クオリティと
高速印刷を両立して最高のキャンバス、フォトアートを実現します。

標準搭載

あり



昇華プリンターは、プリンターの個体差や時間変動の影響を受けない、鮮
やかで正確な色を実現します。大判テキスタイル印刷に最適であり、カーテン、クッ
ション、室内装飾などのアプリケーションに対応します。

最大メディア幅

インク容量

最大ロール重量

最高印刷速度

リットル

プロダクション
品質速度

最大プロダクショ
ン能力

リットル



プリンター
壁紙、ロールスクリーン、合成素材など、さまざまなインテリアアプリケーションに対応します。水性の
HP Latex インクは、速乾性で無臭のため、オペレーター、ビジネス、環境のすべてにメリットがあります。

最大メディア幅

最大ロール重量

インク容量

速度：屋内品質

リットル リットル リットル リットル

最大メディア幅

最大ロール重量

インク容量

速度：屋内品質



1.64 m

シングルロール：
最大68㎏

2.49 m

シングルロール：
最大100㎏

3リットル（カラーインク）
3リットル（ホワイトインク）

16㎡/時（12パス、
120%インク濃度）

23㎡/時（12パス、
120％インク濃度）

シングルロール：
最大300 kg
デュアルロール：
最大200㎏ x 2

3.2 m

10リットル

77㎡/時（6パス、6色、100%）

3.2 m

シングルロール：
最大160 kg
デュアルロール：
最大70kg x 2

5リットル

45㎡/時（6パス、6色、100％）

5リットル（カラーイ
ンク）
3リットル（ホワイト
インク）

最大メディア幅

最大ロール重量

インク容量

速度：屋内品質

最大メディア幅

最大ロール重量

インク容量

速度：屋内品質



サステナブルエッジを
研ぎ澄ます
が設計し、提供している製品は、現在も将来においてもすべての

お客様、そしてすべての環境にとってメリットのある、大判プリンティ
ングソリューションを実現します。

第4世代 テクノロジーを例にとって説明しましょう。

グリーンガード ⁴



    環境へのメリットは計り知
れません

（壁紙メーカー）
氏



本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。 製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定される
ものとします。本書の内容は、追加の保証を構成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校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承くだ
さい。

メディアには様々な種類があり、臭気のの特性も大きく異なります。メディアの中には、最終的な印刷物に影響を与えるものもあります。

アプリケーションセンターアカウント、インターネット接続、およびインターネット対応可能デバイスが必要です。詳細情報は、 をご参照ください。

プリンターシリーズと プロダクションプリンターシリーズには、 社製の分光測光器 が内蔵されています。 は、 社と緊密に協力して徹底したテストを行うことで、お客様が求める使いやすさ、品質、信頼性を備えた高品質のソリューションを提供しています。

インクに該当。 に対する 認証は、製品が の 基準を満たしており、製品使用時の屋内への化学物質の放出が少ないことを示しています。オフィス環境では33.4 m2、教室環境では94.6 m2で面積制限なく壁全面に使用可能です。詳細については または をご覧ください。

5 HP 第4世代Latexインク（HP Latex 700/800プリンターシリーズ）に該当します。

一部の 大判プリントメディアに該当します。 商標ライセンスコード 、 参照。 商標ライセンスコード 、 参照。すべての 認証製品がすべての地域でご利用になれるわけではありません。 大判プリントメディアの詳細については、 をご覧ください。

www.hpapplicationscenter.com
www.ul.com/gg
www.greenguard.org
www.fsc.org
www.fsc.org
www.HPLFMedia.com



