News Release
2012 年 4 月 9 日

高生産性と低ランニングコストを実現

A0 サイズ カラーLED プリンター 「KIP c7800」を新発売
桂川電機株式会社（本社：東京都大田区下丸子 4-21-1、社長：渡邉正禮、資本金：46.5 億円）は、A0
サイズ対応 高画質カラーLED プリンター「KIP c7800」を 2012 年 4 月 9 日より発売いたします。
新製品は、高生産性、高品質プリント、低ランニングコストを実現したモデルです。600dpi×2,400dpi の
高解像度で、多様な分野でのニーズに応える高品位な画質を実現しました。消費電力の削減、コストの削
減を可能とする各種機能を提供し、グラフィック分野からテクニカル分野まで、さまざまな用途で性能を発
揮します。

KIP c7800 外観図
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特長
生産性の向上
z KIP c7800 のプリント速度は、モノクロで 395m2/h(A0 サイズ 5.6 枚/分)、カラーでは 329m2/h (A0 サ
イズ 4.7 枚/分）という高速で高い生産性を実現しました。ロール紙を最大 3 本セットすることができ、
出力中でも用紙の交換を可能にすることにより、生産性をさらに高めました。また、手差し機能(A0～
A4 サイズ)を備え、幅広いメディアにも対応いたします。
画質の向上
z

KIP c7800 は新プリントエンジンを採用することにより、カラーレジ精度を従来機とくらべて飛躍的に
向上しました。

z

画像表面の盛り上がりが少ないプリントを実現しました。

z

従来の大判プリンターでは困難でした 90g/m2 を超える厚い用紙にも対応し、KIP c7800 は 150g/m2
までの用紙に印刷することが可能になりました。

z

光沢感が求められる印刷用途には、新たに「厚紙・グロスモード」を搭載することで印刷物に近い質
感で仕上がります。

z

シャープで高精度なプリントが可能なドライトナー方式を採用し、にじみのない優れた耐光性、耐水性
を備えます。

ランニングコストの削減
z

KIP c7800 は、一般的な普通紙に対応することによりランニングコストの削減を実現し、コスト高にな
りがちな少量多品種のプリントも低コストで対応可能です。

z

KIP c7800 は、モノクロカウンターとカラーカウンターを装備することにより、モノクロのカウント保守費
用は、従来の KIP 製モノクロプリンターと同等以下の費用で維持が可能となっております。

使いやすさの向上
z

大型カラータッチパネルを搭載し、見やすく、操作性を向上しました。また、操作パネルに USB インタ
ーフェイスを搭載し、USB 対応のフラッシュメモリー等に保存した電子データをダイレクトにプリント出
力できる機能を備えております。

■発売日 2012 年 4 月 9 日
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仕様
■主な仕様
型式
色数
印字方式
現像方式
感光体
定着方式
給紙方式

KIP c7800

印字解像度
印字速度

ウォームアップ時間
ファーストプリント速度
印字サイズ
最大欠け幅
最大消費電力
電源
大きさ
質量

コンソール
4 色(Cyan, Magenta, Yellow, Black) ドライトナー
LED 静電転写方式
乾式非磁性一成分接触現像方式
OPC
ヒートロール圧着方式
3 ロール自動給紙
カット紙フィード（A0~A1 : 1 枚、A2~A4：20 枚までセット可能）
600dpi × 2400dpi
395m2/h
A0 サイズ 5.6 枚/分 (モノクロモード)
2
329m /h
A0 サイズ 4.7 枚/分 (カラーモード)
197m2/h
A0 サイズ 2.8 枚/分 (厚紙・グロスモード)
6 分以下 （摂氏 23 度、定格電圧時）
35 秒以下 （A0）
最大 914mm × 6,000mm、最小 297mm × 210mm
先端：3mm、左右端：3mm、後端：3mm
3.6KW
AC200V 20A、50/60Hz
1,376mm(W) × 790mm(D) × 1,450mm(H)
約 540kg
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標準価格
■本体
商品名

KIP c7800

標準価格（税別）

¥7,490,000

備考
KIP c7800 本体
・File to Print
・プリンタードライバー（KIP-GL モード）
・Auto CAD Driver2007-2013
・標準排紙トレイ

■オプション
商品名

標準価格（税別）

備考

KIP プリントキット

¥300,000

KIP Print（プリント支援ソフトウェア）
KIP PrintNET（Web ブラウズ対応のプリント
サーバー機能）

KIP Color RIP server

¥530,000

カラーマネージメント対応高機能 RIP

PS ライセンス

¥460,000

PDF ファイルのプリントサポート
Windows Driver（KIP Script モード）

RIP 接続キット

¥110,000

KIP Color RIP server 以外との連携

KIPRipT

¥120,000

CMYK 分版データの出力ソフトウェア

KIPRipT HQ

¥198,000

KIPRipT にモアレ再現性を重視したロジックを
組み込んだ処理機能を追加

KIP 2300 KIP Color Pro Set

c7800 オートスタッカー

KIPFOLD 20001 for c7800

¥2,580,000

¥300,000

¥3,750,000

KIP 2300 本体
KIP Color Pro（PC 別途必要）
※複合プリンントシステムへ拡張します。
250 枚以上のプリントを積載可能

連動紙折り機（折り機接続キット含む）

* 記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。

1

近日発売予定
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お問い合わせ先
桂川電機株式会社
www.kipjapan.com
営業統括本部 国内営業本部
電話: 03-3756-1100

