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■サプライ品
 品名             型式                      概要                                         希望小売価格
  MP31-BK500U  ブラック  
  MP31-CY500U  シアン 

500ml
 

¥13,500（税別）
  MP31-MA500U マゼンタ  
 MPインク MP31-YE500U  イエロー  
  MP31-WH500U  ホワイト 500ml ¥20,000（税別）
  MP31-CL500U  洗浄液 500ml ¥6,000（税別）
  MP31-CL1000BU 洗浄液ボトル 1000ml ¥10,000（税別）
  VJ-HCIPAR VJ 用アダプタープラグ  ¥3,000（税別）
  クリーンスティック 100 本入り  ¥18,000（税別）
 サプライ POLYNITW 2　 ポリニットワイパー　300 枚入り ¥8,500（税別）
  VJ1608-FB-SO20　 フラッシングボックス用吸収材 20 枚入り ¥12,000（税別）
  VJ-WIP  　　 VJシリーズ交換用ワイパーセット（２セット入り） ¥10,000（税別）
※本体には大容量パックアダプター７個、メンテナンスキットは標準添付になります。
   使用するインク、洗浄液は別途手配してください。一度５色を挿入した後でのインクの変更はできません。
   ４色仕様は、M・M・C・C・CL・K・Yの７本、５色仕様はK・M・C・Y・CL・CL・WHの７本を手配ください。

■オプション品
 概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    希望小売価格
 リジッドメディア用搬送台 リジッドメディア対応 ¥200,000（税別）
 巻取り装置（30kg 対応） ロールメディア対応 ¥150,000（税別）
 巻取り装置（40kg 対応） ロールメディア対応 ¥198,000（税別）
 メディアサポート 搬送台用増設ローラ 1本 ¥20,000（税別）
 メディアリテーナ リジッドメディア用セット/ 補助ユニット ¥110,000（税別）
VJ200,000

ヘッド部
 印刷方式 ピエゾインクジェット方式

 ヘッド高さ 自動検知（最大16mm）
最大メディア幅  1,625mm（リジッドメディア、ロールメディア）
可能作画幅  最大 1,615mm（リジッド、ロール）　最小182mm（リジッド、ロール）
 色数 ４色（K･C･M･Y）/５色（K･C･M･Y•WH）
インク 容量 500mlパック（K･C･M･Y･WH）
 スロット数 ７
作画解像度  1440 / 1080 / 720dpi（全６モード）
インターフェース  Ethernet （10BASE-T / 100BASE-TX）

対応メディア
  リジッド: 最長 1200mm 最小 200mm/15kg以下 ※オブションの搬送台が必要

　  ロール : 外径φ150mm/２インチ&３インチ/30kg以下
ヒーター制御  ブロアヒータ1200W×2
電源  AC100～120V±10%、50/60Hz±１Hz
使用環境  温度 20～28℃、湿度 40～60％RH（結露なきこと）

消費電力
  動作時 : 300W, 1200W, 1200Wの３系統

  待機時 : 100W以下、 巻取り装置（30kg・40kg 対応）: 25W以下
外形寸法（W）×（D）×（H） 2,698×2,730×1,302mm（搬送台含む）
  本体 : 2,880×1,150×850mm、266.5kg
  スタンド : 2,245×395×250mm、36kg
梱包サイズ（W）×（D）×（H） 搬送台 F• R 共 : 1,770×1,160×215mm、57kg
  30kg 対応巻取り装置 : 2,360x338x210mm、29kg
  40kg 対応巻取り装置 : 2,820×450×390mm、24kg

質量
  本体 : 167.5kg、スタンド : 33kg、搬送台 F•R共 : 43kg

  30kg 対応巻取り装置 : 21kg / 40kg 対応巻取り装置 : 18kg
希望小売価格  ¥3,780,000（税別） ＜RIP 含む＞
※仕様は予告なく変更するときがあります。

ユーザーによる日常メンテナンス
VJ-1627MHは原則電源遮断できません。毎日および使用終了時に必ずメンテナンスが必要です。
また、しばらく使用しない場合は、短期保存メンテナンスや長期保存メンテナンスを選定し、実施
してください。これらは、別添の日常メンテナンスマニュアルをご参照ください。

エコソルベントインクと同等の耐候性・耐摩耗性・
発色性を持ちながら、滑らかで素材の風合いを生
かす自然な仕上がりに。熱や伸びにも強く、曲げて
も作画面が割れにくい「MP31インク」は、真空成
型・シュリンク素材にも印刷・加工ができます。
商業印刷、工業印刷、サイン＆ディスプレイ用途に
最適なインクです。

■配送・現地調整費（全国一律）
 組立付き配送 現地調整費 RIP教育費 
 ¥120,000（税別） ¥60,000（税別） ¥80,000（税別）
※時間指定・階段担ぎ上げは別料金です。
VJ200,000

ヘッド衝突防止センサー
メディアへの衝突を防いで、
プリントヘッドを保護します。

ヘッド高さ自動調整機構
メディアのセット位置や印刷開始点を簡単設定。最大
16mmのメディア厚に印刷可能で、アプリケーションの
幅が広がります。

ヘッドクリーニングワイバー
ユーザー自身で交換可能なクリーニングワイパーを搭載
し、メンテナンス性が向上。

標準搭載のブロアヒータ
印刷面全体をやさしく乾燥。
ヒーターの温度、風圧を設定・
変更できるので、メディアへの
対応力がますます充実。

搬送ローラシステム
ゴム製のローラーがリジッドメディアの多様性を実現。

巻取り装置
30kgに加え、40kg 対応の巻
取り装置が新たに加わり、オプ
ションの選択肢が広がりました
（写真は40kg）。

■保守契約
 年間保守 サポートパック３年 サポートパック５年
 ¥370,000（税別） ¥850,000（税別） ¥1,300,000（税別）
※無償保証期間はありません。
※サプライ品に該当する部品は含まれません。
※各種オプション品・消耗品は保守契約に含まれません。
※プリンタの保守対応期間は納入後５年間となっております。

レイアウトアプリケーションツール
ツールを使用することで、RIPを介さず、Windowsドライバ
から容易に出力ができます。

バリュージェットステータスモニタ（VSM）
ご使用の MUTOH プリンタの状態をパソコンやスマート
フォン上で確認できます。また、プリンタの操作も可能にな
りました。
※詳細は、ValueJet Club 内の専用ページをご覧ください。

FlexiSIGN & PRINT MUTOH Edition
データ入力から出力まで、操作が簡単なRIPソフトウェア
を標準搭載。
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プリンタの品質を維持するために、プリンタ購入時に保守契約にご加入ください。
サポートパックは納入時のみにご加入いただける特別なパック料金となっています。


