プリンタ出力もあるため、裁ち落としにはしないでください。

特色ホワイト&クリアー
プリントガイド
CMYKトナーによるカラープリントに加えて、
「ホワイト」や光沢感のある
「クリアー」を印刷できる
MICROLINE VINCI C941dn なら、パッケージデザインでは
欠かすことができない白の下地処理なども思いのまま。
いままでは印刷して確認するしかなかった
白色を活かしたデザインも、MICROLINE VINCI C941dn があれば、
すぐに仕上がりをシミュレーションすることが可能です。
この冊子ではそんな「ホワイト」
＆
「クリアー」を
使いこなすための、データ作成＆プリント方法を紹介します。
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ホワイト＆クリアー用データをつくろう
一般にカラー印刷とは「CMYK4色＝プロセスカラー印刷」を指す。「ホワイト
／クリアー」は特色扱いで、プロセスカラーに組みあわせ、または単色で使用す
ることが多い。
2色ともにデザインのアクセントに活用できる色だが、フィルムや PETといった透
明な素材に印刷する場合は、“カラー印刷を引き立たせる色 ”としてホワイトが機
能する。フィルム系素材を多用するパッケージ印刷で、なくてはならない色が「ホ
ワイト」なのである。
「C941dn」
）
は、購入時にトナー構成として「ホ
MICROLINE VINCI C941dn（以下、
（オプション）
ワイト」または「クリアー」が選択でき、購入した後でも「特色キット」
によっていずれかの色を追加・交換できる。
そこで気になるのが、「ホワイト」や「クリアー」といった色を使うデータはどう
やって制作すればよいのか、という問題だ。
（スポットカラー）
カラー印刷において、プロセスカラー（CMYK ）以外の色は「特色」
として扱わなければならない。これは、ホワイトやクリアーを使うデータ制作でもっ
とも注意しなければならない点なので、当たり前の基礎知識のようだが前提として
しっかり認識しておこう。

●ホワイトトナーを使用するサンプルデータ

ホワイト用のスウォッチを作成する
さて、Illustrator や InDesign で特色を扱う場合、まず最初に行なう作業が「ス
ウォッチカラーの作成と登録」である。スウォッチカラーは「ホワイト」ある
いは「クリアー」だからといって、色の数値は必ず「CMYK ＝0」とする必要
はない。もちろん、色の数値としては正しいが、「CMYK ＝0」で指定した色
はディスプレイ上で「紙白」と混同しやすく、トラブルの素だ。そもそもオフセッ
ト印刷で特色印刷を行なう場合、指定した色のカラーチップをつけて入稿す
る方法がセオリーである。指定した色以外では印刷されないので、よかれと思っ
て特色をプロセスカラーに変換して指定する行為は間違いだ。
C941dn では、登録時のスウォッチカラー名称を「SpotColor_White」ま

Illustrator で
スウォッチカラーを作成する

たは「SpotColor_Clear」とすることで、「ホワイト」または「クリアー」で
指定されたとみなして印刷する。アプリケーション上でどんな色にしてもスウォッ
チカラー名称さえ正しければ特色トナーに置き換えられるので、紙白と区別で
き、かつデザインに影響を及ぼさない色をスウォッチカラーとして登録しよう。
スウォッチカラーとして登録することで、単色として指定する以外にグラデー
ションや透明効果などにも活用できる。
ただし、C941dn で印刷する場合は、カラーの上にホワイト、ホワイトの上
にカラーといった具合に重ね順を混在させたデザインは一度に印刷することが
できない。カラートナーと特色トナーの刷り順を考えてデザインを完成させよう。

●スポットカラーとプロセスカラー

スポット プロセス
カラー カラー

スポットカラー（特色）
として登録
した色の右下には ◢ マークがつく。
ホワイトトナーとして登録した色に
マークがついているか、確認しよう

スウォッチカラーをダブルクリックすると、
「カ
ラータイプ」で「プロセスカラー」または「特
色」が選べるので、
「SpotColor_White」だ
け「特色」にする

Point!!
ホワイトは「SpotColor_White」
クリアーは「SpotColor_Clear」と名づけよう

スポットカラーを作成するときは、
名前欄にホワイトトナーの場合は
「SpotColor_White」
、クリアートナー
の場合は「SpotColor_Clear」と入力
し、カラータイプは「特色」を選択す
る。名前さえルールに則っていれば、
CMYK の数値はどのように設定して
も構わない
（ここでは「M：100％」で
作成）
。意図して紙白を使う場合以
外は、
「ホワイト」は削除しておこう
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「混合インキ」と
「混合インキスウォッチ」を作成する

「混合インキスウォッチ」は、混
合インキから薄色から濃色まで、
必要な色数をスウォッチとして
生成できる機能。カラーチャー
トのようなスウォッチカラーが
思いどおりに作成できる

InDesign の「混合インキ」は、複数のプロセスカラーと特色、あるいは
2色以上の特色インクを混ぜあわせて作成するインキスウォッチ。これを活
用することで、少ない色数でも色のバリエーションを増やすことができる。こ
こでは、「ホワイト／マゼンタ」の2色で混合インキを作成する方法を紹介し
よう。

「プロセスマゼンタ」
と「Spot
Color_White」を薄色（10％）
から濃度を10％ずつ濃くして5
段階のバリエーションで作成。
合計36色のスウォッチが作成
される

スウォッチパネルのサブメ
ニューから「新規混合インキ
スウォッチ」を選択し、混合
させたいインキ名の左側の
チェックボックスを選択して、
それぞれのインクに対して最
大濃度を決定

設定 を 終 え たら
「OK」ボタン をク
リック。ここでは、
「 プロ セスマゼン
タ」と「SpotColor_
White」を選択、最
大濃度は「100％」
とした

ホワイトトナー用にレイヤーを作成する
ホワイトトナーを使う場合は、ホワイト版専用のレイヤーを作業すると他の
プロセスカラーで指定したカラーオブジェクトと混同せずに使える。透明フィ
ルムに印刷する場合はまずホワイトトナーで印刷してからカラーデータを乗せ
るので、ホワイト版用レイヤーはいちばん上に作成しよう。そして、ホワイト版
レイヤーで指定した「SpotColor_White」には「オーバープリント」を指定

する。最終的には、ホワイト版レイヤーのオブジェクトをすべて選択し、
「塗り」
がすべて「SpotColor_White」になっているか確認。このとき「?」と表示さ
れた場合は、他の塗り色が混ざっていることを意味する。カラーオブジェクト
が混ざっている場合はレイヤーを指定し直し、SpotColor_White の指定漏れ
がある場合は、あらためてスウォッチからスポットカラーを指定する。

❶スポットカラーとプロセスカラー
ホワイトトナー用レイヤー

SpotColor_White だけで色指定する

カラートナー用レイヤー

プロセスカラーだけで色指定する
透明フィルムの上にホワイトトナーを印刷して
カラーデータの色をハッキリと見せる。カラー
データとホワイトトナーをレイヤーで分けると
作業しやすい

「SpotColor_White」レイヤー

SpotColor_White
で指定した
グラデーション

SpotColor_White
で作成したパターン

レイヤー
「cmyk」

❶
●

❷
●

スウォッチカラーなのでグラデーションやブレン
ド機能などにも利用できる。スウォッチカラーグ
ラデーションの始点や終点にドラッグ＆ドロップ
すれば簡単に指定できる。ただし、複雑なデー
タはプリンタ側の処理に時間が掛かるので注意
が必要だ

❷オーバープリントの指定
SpotColor_White で指定した色に
は、
「属性」パネルで「塗りにオーバー
プリント」を指定する

Point!!
「SpotColor_White」は
すべてオーバープリントに!
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特色スウォッチを使いこなす
Illustrator の「スウォッチパネル」に登録された色は、パネルごと書き出し
て別の Illustratorドキュメントで読み込むことができる。これで、「SpotColor_
White」と名称をつけたスウォッチカラーを簡単に別の Illustrator のドキュメン
トで使用できるので、最初に特色スウォッチを作っておき、共有できる状態に

しておくと便利だ。
そして、モノクロ2階調化した TIFF ファイルも、Illustrator で配置した後で、
SpotColor_White を指定して着色可能。これで、色紙にホワイトトナーだけ
で写真を印刷するような、ユニークな表現にチャレンジすることができる。

K100% で
塗りつぶし

「スウォッチ」パネルの
サブメニューを開いて
「スウォッチライブラリ
を交換用として保存」を実行し、
新しくドキュメントを作成したと
きに「スウォッチライブラリを開
く」／「その他」を選択して「ase
ファイル」を読み込むと、簡単に
スウォッチカラーが使える

SpotColor_White で

塗りつぶし

Photoshop でモノクロ2 階調 TIFF 画像 やグレースケール PSD 画像を作成し、Illustrator・
InDesign に配置。そして、スウォッチカラーとして登録した「SpotColor_White」を「塗り」として
指定すると、写真をホワイトトナーで印刷できる

印刷前に確認したい 3 つのポイント
印刷の前には、SpotColor_White レイヤー内でプロセスカラー
が使われていないかをチェックする。このとき、
「選択」／「共通」
／「塗りと線」や「カラー（塗り）」などを使って SpotColor_White
以外の色を抽出すると見つけやすい。また、ドロップシャドウなど透
明効果は「アピアランス」を使うと修正も容易だ。
色指定が確認できたら、SpotColor_Whiteレイヤーのオブジェク
トをすべて選択し、
「オブジェクト」／「ラスタライズ」を実行すると、
ベクターデータとして印刷するよりも処理時間を速く済ませることが
できる。
「ラスタライズ」では、
「解像度」／「高解像度（300ppi）」
を選び、「クリッピングマスクを作成」を選択しておこう。

❶ホワイト以外の色を探す

❷ベクターデータをラスタライズする

SpotColor_White で 指 定 し
た色以外を選択して「選択」／
「共通」メニューにある「塗り
と線」や「カラー（塗り）」でプ
ロセスカラーで指定した色を
簡単に選択できる

❸「オーバープリント」の状態を確認する

ラスタライズを実行するときは、
「カラーモード：
「解像度：高解像度
（300dpi）
」
、
「クリッ
CMYK」、
ピングマスクを作成」ボタンを選択して「OK」ボ
タンをクリックする

Point!!
データを高速に
出力する場合は
「ラスタライズ」
する

「表示」メニューから「オーバープリントプレビュー」を実行すると、ホワイトトナーの印刷状態を
確認できる。なお、ホワイト版は「属性」で指定した設定に関わらずオーバープリントされて印刷
されたり、CMYK カラーのグラデーションにホワイトトナーを重ねてもオーバープリントされるケー
スがある。オーバープリントせずに印刷するには、
「CMYK ＝0（
」スウォッチ名：ホワイト）
でカラー
指定してオブジェクトを塗りつぶしておこう
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アプリケーションで印刷する3 つのポイント（Illustrator の場合）
C941dn で特色トナーを使って印刷する場合、まずプリンタを作成する段
階でトナー構成を選択しておく。そして、カラーマネージメントはプリンタ側で
行なう。アプリケーションに搭載されるカラーマネージメント機能は使わない
ので、注意が必要だ。
、すなわち「ホワイト」のオーバー
また、Illustrator CC には「CMYK ＝0」

❶用紙サイズの設定

❷カラーマネジメントの設定

「プリント」メニュー／「一般」設定

「プリント」メニュー／「カラーマネジメント」設定

用紙サイズはアプリケーション上で指定すると印刷領域が90度回転してしまうケースがあるた
め、
「プリンタードライバーで定義」を選択する

❸オーバープリントの設定

「プリント」メニュー／「詳細」設定

プリントに対して破棄するか否かを設定する項目があるが、この「白」は特色
トナーの白ではなく、スウォッチにデフォルトで登録されている「紙白」を指す。
破棄してもしなくても、特色トナーの印刷には影響しないのでデザイン内容
（DTP のセオリーでいけば、「紙白のオーバープリント」は背景色の色
に応じて設定しよう
がそのまま出てしまう＝意味を成さないので破棄する）
。

カラー処理は「PostScript のカラー設定」を選択。
「CMYK カラー値を保持」することで、ベ
クターデータに指定した CMYK 値を変換せずに C941dn に送信できる

Point!!
オーバープリントは
「シミュレート」にする

「オーバープリント：シ
ミュレート」でも意図
した結果で印刷でき
なかった場合は、
「カ
スタム」ボタンをクリッ
クして、
「カスタムの
透明分割・統合オプ
ション」で「ラスタラ
イズとベクトルのバラ
ンス」を「ラスタライ
ズ：0」に変更して印
刷する

ホワイトトナーをきちんとオーバープリントさせて印刷するため、
「オーバープリント：シミュレート」
を選択する

PDF にして印刷するには
Illustrator や InDesign から SpotColor_White を含 む PDF を書き出す
場合は、特色チャンネルを保持できる形式（PDF/X など）を選択する。
Acrobat には現在、「Adobe Acrobat Pro」と「Adobe Reader」の2種
「Pro バージョン」
類があるが、特色スウォッチを含む PDF を印刷するなら、

❶カラーの設定

がおすすめ。
「オーバープリントをシミュレート」を選択し、
「カ
ここでもIllustratorと同様、
ラーマネジメント」欄では「プリンターカラーマネジメント」を選択すること
を忘れずに。

❷カラーマネジメントの設定

「プリント」メニュー／「カラー」設定

「プリント」メニュー／「カラーマネジメント」設定

「カラー」設定では、
「オーバープリントをシミュレート」を選択。ここで、
「SpotColor_
White」がきちんと認識されているか、オーバープリントがきちんと働くかどうかをプレビュー
で確認できる

「カラーの処理」プルダウンメニューから「プリンターカラーマネジメント」を選択する
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特色を印刷するさまざまな方法
C941dn には「カラー（CMYK）＋ホワイトまたはクリアーで印刷」と「（CMYK

は使用せずに）
ホワイトまたはクリアーのみで印刷」の2種類の印刷方法がある。

印刷順の指定も可能で、前述のとおり、ホワイトトナーは下地として印刷
することもあるので、ホワイトトナーを搭載している場合は「ホワイトを刷って
から CMYK」「CMYK を刷ってからホワイト」と2つから選択ができる。
特色トナーの印刷方法は、ホワイト（クリアー）部分を所定のスウォッチで指
定する方法（この場合、プリンタドライバ上で「アプリケーション指定」を選択すれば思いど

おりの特色印刷が行なえる）
と、データの内容に関わらず、ページ全面またはデー
タ部分全体をホワイト（クリアー）で印刷する方法がある。後者の場合、デザイ
ンデータにスポットカラーチャンネルを作成する必要はない。
透明素材に印刷するときは表から見てデザインが正像になるよう、絵柄を
反転させることがあるが（つまり、素材の表面には何も印刷しない）、この反転印刷機
能もプリンタドライバ側であらかじめ用意されているので、フィルム素材へのプ
リントで活用してほしい。

「ホワイト」の印刷方法を指定する
C941dn から特色トナーを印刷
する場合は、「プリンタドライバで
印刷範囲を指定する」
「アプリケー
ションで指定したとおりに印刷する」
という2種類がある。
アプリケーションで「SpotColor_
White」を指定したデータを作っ
た場合は、後者の方法を使用する。
このとき、ホワイトトナーの配置は
カラートナーの上／下両方に指定
でき、透明フィルムに印刷する際
に必要な左右反転も指定できる。

❶「レイアウト」プルダウンメ
ニューから「特色」を選択

❷「使用方法」プルダウンメ
ニューから「アプリケーショ
ン指定」を選択

❸「重ねあわせの順序」では、データの作りかた
に関わらず特色トナーの重ね順を選択できる。デ
ザイン内容にあわせて間違えずに設定しよう。な
お、ひとつのデザインデータの中に、異なる重ね
順をもつオブジェクトは混在できないので、デザイ
ン時には注意したい

Point!!

ABC

ホワイトトナーの配置を
間違えないように注意 !

カラーの上に
ホワイトトナー

ABC
カラーの上に
ホワイトトナー

❹フィルムや PETといっ
た透明素材に裏打ちす
る場合は、絵柄を反転
させ、表面から見て正
像に見えるようにする。
この場合、重ねあわせ
は「カラーの上に白を
印刷」を選ぶ
ホワイトトナーの
上にカラー

ABC

ABC

CBA

ホワイトトナーの
上にカラー

左右反転して
印刷

ABC

CBA
左右反転して
印刷

表面から見ると
正像になる

カラーデータを「ホワイト」に置き換える
C941dn では特色をアプリケーションで指
定しなくても、カラーデータを特色に置き換
えて出力することができる。出力方法は、
①使用しない（カラーデータのまま）
②ページ全体
③データ部分（白を除く）
④データ部分（白を含む）
⑤特色トナーのみで印刷 の5種類が用意
されており、プリンタドライバで指定ができる。

白オブジェクト

❶使用しない

ホワイトトナーを使
用せずに印刷する

❷ページ全体

ページ全体にホワイ
トトナーを使用して
印刷する

❸データ部分
（白を除く） ❹データ部分
（白を含む） ❺特色トナーのみで印刷

白部分を除いたデー
タ部分だけにホワイ
トトナーを使用して
印刷する

白部分を含んだ部分
にホワイトトナーを
使用して印刷する

データ部分をホワイ
トトナーだけで印刷
する

Point!!
データ中に特色の指定がなくても
「ホワイト」を使って印刷できる！
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品名

C941dn

C931dn

型名

C941DN

C931DN

C911DN

本体価格 1,398,000 円

本体価格 898,000 円

本体価格 498,000 円

4949443022575

4949443022582

4949443022599

本体価格（税別）

JANコード
印刷方式

5 連 Digital LED ヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式

カラー CMYK
（片面）
CMYK＋特色
特色オーバープリント＊2
（CMYK＋特色ホワイト）
印
刷
速 モノクロ
（片面）
度
＊1 自動両面
CMYK
印刷
特色ホワイト＊3
（単色のみ）

4 連 Digital LED ヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式

）自動用紙厚設定を行った場合）
5 0 ページ / 分（A4 ヨコ送り）、2 8 ページ / 分（A3 タテ送り（

CMYK+特色ホワイト：45ページ/分（A4ヨコ送り）、25ページ/分（A3タテ送り）
CMYK+特色クリアー：18ページ/分（A4ヨコ送り）

̶

16 ページ / 分（A4 ヨコ送り）、6 ページ / 分（A3タテ送り）

̶

）自動用紙厚設定を行った場合）
5 0 ページ / 分（A4 ヨコ送り）、2 8 ページ / 分（A3 タテ送り（
カラー：5 0 ページ / 分（A4 ヨコ送り）
、
モノクロ：5 0 ページ / 分（A4 ヨコ送り）、
カラー：2 8 ページ / 分（A3 タテ送り）、
モノクロ 2 8 ページ / 分（A3 タテ送り（
）自動用紙厚設定を行った場合）
̶

（A4ヨコ送り）
、25ページ/分
（A3タテ送り）
45ページ/分

特色オーバープリント
（CMYK＋特色ホワイト）

̶

印刷保証範囲
解像度

用紙の端から6.35mm（封筒などの特殊な用紙は除く）

1 2 0 0×1 2 0 0 dp（
i 2 階調）／ 1 2 0 0×6 0 0 dp（
i 1 6 階調）／ 6 0 0×6 0 0 dp（
i 2 階調）

印刷解像度

プ
リ
ン
タ 階調
機
構 用紙種類＊4
部

LEDドットピッチ

1200dpi
各色 256 階調（1670 万色）

紙質＊5
用紙サイズ
坪量

用紙サイズ

自動両面
印刷機能

坪量

普通紙、特殊用紙
（光沢紙＊6 、透明フィルム＊7 、OHPシート＊8 、郵便ハガキ、
ラベル紙＊9 、封筒＊10 ）
（SRA3）
、A3、A4 ワイド
（SRA4）
、A4、A5、A6、B4、B5、B6、
レター、
リーガル
（13インチ /13.5インチ /14インチ）、
A3ノビ、13 18インチ、A3ワイド
タブロイドエクストラ、
タブロイド、8K、16K、封筒 ＊12 、郵便ハガキ、往復ハガキ、4 面連刷ハガキ、
インデックスカード＊11 、B6 ハーフ＊11 、
カスタム＊13
エグゼクティブ、
ステートメント＊11 、
ファーストトレイ
：52〜320g/㎡
（連量45〜275kg）
、増設トレイユニット：52〜320g/㎡
（連量45〜275kg）
（連量45〜275kg）
、
マルチパーパストレイ
：52〜360g/㎡
（連量45〜309kg）
大容量増設トレイユニット：52〜320g/㎡
※特色ホワイト、
特色クリアー印刷は、
坪量52〜64g/㎡未満
（連量45〜55kg未満）
の用紙には対応していません。
（SRA3）
、A3、A4 ワイド
（SRA4）
、A4、A5、A6タテ送り、B4、B5、B6、
レター、
リーガル
（13インチ /13.5インチ /14インチ）、
A3ノビ、13 18インチ、A3ワイド
カスタム＊14
エグゼクティブ、
ステートメント、
タブロイドエクストラ、
タブロイド、8K、16K、郵便ハガキ、往復ハガキ、4 面連刷ハガキ、
ファーストトレイ
：64〜320g/㎡
（連量55〜275kg）
、
増設トレイユニット：64〜320g/㎡
（連量55〜275kg）
（連量55〜275kg）
、
マルチパーパストレイ
：64〜320g/㎡
（連量55〜275kg）
大容量増設トレイユニット：64〜320g/㎡
（64g/㎡・総厚31mm以下）＊15
容量310枚

給紙方式 / マルチパーパストレイ
給紙容量
ファーストトレイ

容量580枚
（64g/㎡・総厚53mm以下）＊16
〈オプション〉
容量580枚
（64g/㎡・総厚53mm以下）＊17

増設トレイユニット
大容量増設トレイユニット

〈オプション〉
容量580枚 3トレイ
（64g/㎡・総厚53mm以下）
最大620枚
（64g/㎡）

排紙方式 / フェイスダウン
排紙容量
フェイスアップ

最大300枚
（64g/㎡）

ARM Processor（1 .2 GHz）

CPU

ARM Processor（1 GHz）

RAM（標準 / 最大）

2GB/2GB
〈オプション〉160GB＊18

内蔵ハードディスク

プ
トワーク接続
リ ネッ
ン
タ 対応プロトコル
制
御 ローカル接続
部

コマンド体系

ROMレジデントフォント
稼動音

1000BASE-T ／ 100BASE-TX ／ 10BASE-T

（Hi-Speed USBをサポート）
USB2.0インタフェース
アドビ システムズ社純正 PostScript 3インタプリタ＊19 、PCL6 エミュレーション、PCL5c エミュレーション、XPS エミュレーション

PostScript 3/ 日本語モリサワ 2 書体・欧文 136 書体
PCL/ 日本語 4 書体・欧文 91 書体

＊20

PostScript 3/ 日本語平成 2 書体・欧文 136 書体
PCL/ 日本語 4 書体・欧文 91 書体

稼動時

57dBA以下

待機時

＊22
（印刷終了後1分以降）
34dBA以下

パワーセーブ時

＊21

無騒音
（バックグラウンドレベル）
約50秒
（25℃）

ファースト印刷時間＊23

約8秒
（25℃）

電源

諸
元

（工場出荷時設定 100BASE-TX ／ 10BASE-T）

TCP/IP、EtherTalk

ウォームアップ時間

消費
電力

C911dn

AC100V 10％、50/60Hz 1Hz
動作時

最大1500W/平均1100W

待機時

平均90W

節電
パワーセーブモード
モード時
スリープモード

30W以下
（工場出荷時設定）
4W以下

オートパワーオフ時
エネルギー消費効率＊24
使用環境条件

0.4W以下
265kWh/年 区分：プリンタB

255kWh/年 区分：プリンタB

湿度20〜80％RH、最高湿球温度25℃
（高品質フルカラー保証環境：温度17〜27℃、湿度50〜70％RH）
温度10〜32℃、

外形寸法（W D H）
重量
関連規格

699 625 640mm（操作パネル突起部含む奥行は 664mm）
＊25
約 91kg（消耗品含まず）

＊26
約 82kg（消耗品含まず）

VCCI Class B、高調波電流規格 JIS 61000-3-2 適合品、国際エネルギースタープログラム適合

装置寿命＊27
添付品

5年または150万ペ−ジ
●ユーザーズマニュアル一式
＊28
●スタータートナーカートリッジ
（CMYK 各色 1 個）
●イメージドラム
（CMYK 各色 1 個）
●ACコード ●ソフトウェア DVD-ROM
＊29
●特色ホワイトキットまたは特色クリアーキット
（同時納品）

●ユーザーズマニュアル一式
＊28
●スタータートナーカートリッジ
（CMYK 各色 1 個）
●イメージドラム
（CMYK 各色 1 個）
●ACコード ●ソフトウェア DVD-ROM

＊1：普通紙、
コピーモード時。ハガキ・封筒・厚紙の場合には印刷速度が遅くなります。＊2：CMYKの前にホワイトを印刷するモード。用紙サイズがB4を超える場合には印刷速度が遅くなります。坪量52〜64g/㎡未満（連量45〜55kg未満）、坪量321〜360g/㎡（連量276〜309kg）
ではこの機能は使えま
せん。イメージドラムおよびメンテナンス品の寿命が半分以下になります。＊3：普通紙、光沢紙のみ。＊4：使用する用紙、使用環境などにより、印刷品質や用紙走行性などに支障が生じる場合があります。事前にテスト印刷されることをお奨めします。ご不明な点は弊社お客様相談センターまたは担当営業に
お問い合わせください。＊5：光沢紙（エクセレントグロスを除く）、
コート紙（グロス、
マット、
ダル、
シルク）
やエンボス紙へは印刷できません。特色ホワイト・特色クリアーを単色で印刷する時はKドラムも常時回転します。
＊6：光沢紙は、
エクセレントグロスをお使いください。その他の光沢紙は使用できません。
また、
エクセレントグロスは室内温度25℃以下、湿度60%以下の環境でお使いください。それ以外の環境では印刷品質が低下する場合があります。＊7：マルチパーパストレイのみ。透明フィルムはエクセレント透明フィルムをお使いください。その他の透明フィルムは使用できません。 ＊8：ファーストトレイ、
マルチパー
パストレイのみ。 ＊9：A4またはレターのみ。 ＊10：マルチパーパストレイのみ。印刷後は反りやシワが発生することがあります。 ＊11：マルチパーパストレイのみ。＊12：長形3号、長形4号、長形40号、洋形0号、洋形2号、洋形4号、洋形長3号、角形2号、角形3号、角形6号、角形8号、C4、C5、DL、COM-9、
COM-10 Monarch。＊13：ファーストトレイ、増設トレイユニット、大容量増設トレイユニット：幅100〜330mm×長さ148〜457mm。マルチパーパストレイ：幅64〜330mm×長さ90〜1321mm。特色オーバープリントの場合、幅99〜330mm×長さ180〜483mm。＊14：ファーストトレイ、増設トレイユニット、
（坪量85g/㎡）
。＊16:郵便ハガキ210枚、OHPシート360枚。 ＊17:郵便ハガキ210枚。 ＊18：ハードディスクの容量は
大容量増設トレイユニット：幅100〜330mm×長さ148〜457mm。マルチパーパストレイ：幅64〜330mm×長さ90〜483mm。＊15：郵便ハガキ110枚、OHPシート200枚、封筒40枚
改良のため、変更する場合があります。＊19：WebReady Printing、
Native PDF Support等には対応していません。＊20：モリサワ2書体（リュウミンLーKL、中ゴシックBBB）。OSによって使用できる欧文書体に制限があります。＊21：平成2書体（平成角ゴシック体W5、平成明朝体W3）。OSによって使用
できる欧文書体に制限があります。＊22：設置環境温度によって異なります。＊23：プリント開始からメイン排紙トレイに排出完了するまでの時間（ファーストトレイから給紙）。紙厚自動設定、色ずれ補正の調整時間は含みません。＊24：省エネ法（平成25年3月1日付）
で定められたプリンタの測定方法による
（A4片面印刷、ISO/IEC 19798準拠の参考値）。 ＊29：本体購入時に特色ホワイト・特色クリアーのいずれかを選択していた
数値。＊25：消耗品を含んだ総重量は約111kg。＊26：消耗品を含んだ総重量は約98kg。＊27：装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。＊28：約10000枚印刷可能。
だきます。特色ホワイトキット/特色クリアーキットにはトナーカートリッジ
（約10000枚印刷可能 A4片面印刷、A4サイズ5％密度印刷時）
、
イメージドラム
（約20000枚印刷可能 A4ヨコ送り片面、一度に3枚ずつ印刷時）
、
ダクトが同梱されています。
※用紙全体に薄く
トナーが付着したり印刷が薄くなることがあります。※本プリンタは、
色校正や最終成果物への使用は保証しておりません。※オプション、
消耗品は必ず弊社指定品をお使いください。弊社指定外のものを使用すると、
プリンタ本体の故障の原因となる場合があります。※プリンタの印刷精度
で要求が満たされる印刷物にお使いください。書き出し位置±2mm、
用紙の斜行±1mm/100mm、
画像伸縮±1mm/100mm
（坪量80g/㎡）
※ハードディスクの容量やCPUスペックは、改良のため変更する場合があります。※ウォームアップ時間は新品のトナーカートリッジに交換した直後、記載数値
以上に時間がかかる場合があります。※複写機や他のプリンタで一度使用した用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合があります。※本体購入時に添付されているトナーカートリッジ・イメージドラム・定着器ユニット・ベルトユニットは、
添付されている製品以外では使用できません。
●本プリンタには接続ケーブルは付属しておりません。お使いのコンピュータに合わせて、別途お買い求めください
（USBインタフェースでお使いの場合は、
シールドされている2m以下のUSB2.0仕様のUSBケーブルをお使いください）
。
●C941dn、C931dnの無償保証規定の内容、
その他詳細については38ページをご覧ください。
●C911ｄｎの本体およびオプション品の無償保証期間は6ヵ月です
（消耗品、
メンテナンス品は無償保証対象外となります）
。
●補修用性能部品の保有期間は本製品の製造終了後5年間です。
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MICROLINE VINCI ラインアップ

PostScript3/PCLプリンタドライバ

その他のユーティリティ

＊1

特色ホワイト/特色クリアー対応モデル
日本語モリサワ2書体

ブラック
オーバー
プリント

自動
トラッピング

ホワイト・
クリアー
印刷設定

印刷

シミュレーション

＊4

5年間無償保証プラス

丁合
印刷

メンテナンス品5年間無償提供
トナーカートリッジ
（大）
対応

MICROLINE VINCI C941dn
本体価格 1,398,000 円（税別）

製本
印刷

＊3 ＊4

再印刷

＊3 ＊4

バッファ
印刷

カラー調整
（オプション） ユーティリティ

プリント
ダイレクト

＊2

（Web 提供）

＊6 ＊7

長尺
印刷

オーバーレイ
機能

＊3 ＊4

認証
印刷

Configuration
Tool

＊4

暗号化
認証印刷

Print
Super
Vision ME

（オプション） （オプション） （オプション） （オプション）

日本語モリサワ2書体

自動
トラッピング

5年間無償保証プラス

シミュレーション

＊4

Print Job
Accounting
Lite

Print Job
Accounting
Enterprise

トナーカートリッジ
（大）
対応

丁合
印刷

製本
印刷

＊3 ＊4

MICROLINE VINCI C931dn
本体価格 898,000 円（税別）

再印刷

＊3 ＊4

バッファ
印刷

＊3 ＊5

カラー調整
（オプション） ユーティリティ
（Web 提供）

＊6 ＊7

長尺
印刷
＊3 ＊4

認証
印刷

＊3 ＊4

Configuration
Tool

＊4

Print
Super
Vision ME

暗号化
認証印刷

日本語平成2書体

丁合
印刷

製本
印刷

＊3 ＊4

MICROLINE VINCI C911dn
本体価格 498,000 円（税別）

再印刷

＊3 ＊4

シミュレーション

印刷

トナー
セーブ

長尺
印刷

オーバーレイ
機能

PSハーフ
トーン調整
ユーティリティ

＊4

Print Job
Accounting
Enterprise

バッファ
印刷

＊3 ＊5

認証
印刷

XF Server Option

・HotFolders
・仮想プリンタ
・コンポジットオーバープリント
・カラーマネジメント
・スポットカラー調整
・スポットカラー警告
・分版合成
・Adobe PDF Print Engine
・丁合印刷
・製本印刷
・長尺印刷
・再印刷

＊3 ＊4

Print
Super
Vision ME

（オプション） （オプション） （オプション） （オプション）

カラー調整

＊4

＊4

Configuration
Tool

＊4

暗号化
認証印刷

＊6

（オプション） ユーティリティ
（Web 提供）

＊6 ＊7

＊3 ＊4

ユーティリティ

Print Job
Accounting
Lite

プロファイル
アシスタント

PDF
プリント
ダイレクト

＊2

メンテナンス品5年間無償提供

OKI
LPR

＊4

＊4

自動
トラッピング

XF Server Option

・HotFolders
・仮想プリンタ
・コンポジットオーバープリント
・ホワイト・クリアー印刷設定
・カラーマネジメント
・スポットカラー調整
・スポットカラー警告
・分版合成
・Adobe PDF Print Engine
・丁合印刷
・製本印刷
・長尺印刷
・再印刷

（Web 提供） （Web 提供） （オプション）

（オプション） （オプション） （オプション） （オプション）

ブラック
オーバー
プリント

＊4

＊4

PSハーフ
トーン調整
ユーティリティ

オーバーレイ
機能

＊6

プロファイル
アシスタント

PDF
プリント
ダイレクト

＊2

メンテナンス品5年間無償提供

ユーティリティ

〔別売品〕

（Web 提供） （Web 提供） （オプション）

トナー
セーブ

印刷

OKI
LPR

＊4

＊4

ブラック
オーバー
プリント

＊4

＊4

PSハーフ
トーン調整
ユーティリティ

＊3 ＊4

＊6

プロファイル
アシスタント

PDF

トナー
セーブ

＊3 ＊5

OKI
LPR

ユーティリティ

＊4

＊4

Print Job
Accounting
Lite

Print Job
Accounting
Enterprise

（Web 提供） （Web 提供） （オプション）

＊1：C941ｄｎのみ ＊2：Windows、Mac OS9のみ ＊3：オプションの内蔵ハードディスク
（HDD-C3G）
が必要となります。＊4：Windowsのみ ＊5：Mac OS Xのみ ＊6：Windows、Mac OS Xのみ ＊7：PostScriptドライバのみ。＊8：別途、測色機が必要となります。

し、
印刷時の白ヌケを防止する機能

印刷

シミュレーション

ＩＣＣプロファイルを利用し、印刷インキ等の
シミュレーションを行う機能

特色ホワイト・特色クリアーをプリントする
ホワイト・
クリアー 際に範囲を指定できるC941dnの機能
印刷設定

長尺
印刷

早く行える機能

大容量データの印刷時に、ジョブを内蔵の

バッファ ハードディスクに一旦蓄えて処理することに
印刷
より、
ＰＣを素早く開放する機能

認証
印刷

プリント前にドライバ画面で設定したパス
ワードをプリンタの操作パネルに入力して、
排紙を許可するセキュリティ機能

にパスワードを入力して印刷を許可する機能

その他

製本
印刷

文書を複数部プリントする際、
データを繰り
返し送信することなく、高速に部単位でプリ
ントする機能

印刷データをプリンタやサーバ内蔵のハード

再印刷 ディスクに保存することで追加プリントを素

暗 号 化 データの暗号化を行い、
プリンタの操作パネル
認証印刷

CMYK

丁合
印刷

指定したフォームデータに印刷データを重
オーバーレイ ね合わせて印刷する機能
機能

ドライバ画面で指定したパスワードで印刷

文字校正などの際、濃度を抑えてプリント

トナー することで効率的にトナーの使用量を削減
セーブ する機能（
トナーのみ）

PDF

プリント
ダイレクト

アプリケーションを立ち上げることなく、
PDF
ファイルをダイレクトに印刷できるユーティ

リティ

プリンタのハードディスク
ICCプロファイルを、

自動両面印刷機能との併用により、
中とじの
面付けを、
ドライバ画面から簡単に行える

プロファイル に登録・管理できるユーティリティ
アシスタント

機能

その他のユーティリティ

隣り合った異なる色の文字やオブジェクトの

自動 境目を最大2ピクセルだけ重なる部分を生成
トラッピング

プリンタドライバ
PostScript3/PCL

プリンタドライバ
PostScript3/PCL

黒文字とオブジェクト周辺の白ヌケを防止

ブラック
オーバー するために、背景色に黒（Ｋ）を上乗せして
プリント プリントする機能

プリントしたカラーサンプルをもとに、
画面上

カラー調整 の特定の色とプリンタの出力結果が近づくよ
ユーティリティ

うに調整するユーティリティ

プリンタのCMYK各色のハーフトーン濃度を

PSハーフ
トーン調整 調整できるWindows/MacOSX用ユーティ
ユーティリティ リティ
Configuration
Tool

ドライバのオーバーレイ機能など様々な設定
を行うユーティリティ

OKI
LPR

ユーティリティ

プリントサーバを設置することなくWindows
プラットホームからTCP/IPダイレクト印刷を
可能にするユーティリティ

Print
Super
Vision ME

ネットワーク上に存在するプリンタを一元的
に監視、
または管理できるネットワーク管理
ユーティリティ
「印刷履歴集計機能」
と
「課金計算機能」を

Print Job
プリント状況の
Accounting 搭載したプリント管理ソフト。
Lite
管理が可能

の機能に
Print Job 「 Print Job Accounting Lite 」
Accounting 加え利用ごとの印刷制限が可能
Enterprise

最大 1321mm 330mm の長尺紙に印刷
できる機能

お客様相談センター／7 0120-654-632 ※携帯電話からは

0570-055-654

（ご注意：ナビダイヤルからの通話料は、
お客様のご負担となります。）
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本
社／〒108-8551
国内営業本部／〒105-0001
関 西 支 社／〒541-0053
北 日 本 支 社／〒980-0811
中 部 支 社／〒460-0003
中 国 支 社／〒730-0017
九 州 支 社／〒810-0001
北 海 道 支 店／〒060-0003
静 岡 支 店／〒420-0031
四 国 支 店／〒760-0017

東京都港区芝浦4-11-22
東京都港区虎ノ門1-7-12
（虎ノ門ファーストガーデン7F）
（大阪丸紅ビル3F）
大阪市中央区本町2-5-7
仙台市青葉区一番町3-1-1
（仙台ファーストタワー15F）
（大永ビル6F）
名古屋市中区錦1-11-20
広島市中区鉄砲町８-１８
（広島日生みどりビル９F）
（福岡平和ビル4F）
福岡市中央区天神2-13-7
札幌市中央区北三条西3-1-44
（ヒューリック札幌ビル7F）
静岡市葵区呉服町2-1-5
（5風来館5F）
（明治安田生命高松ビル５F）
高松市番町１-７-５

1 03-5445-6111
1 03-3501-3900
1 06-6264-1772
1 022-212-6724
1 052-204-0581
1 082-511-8567
1 092-712-6620
1 011-218-8322
1 054-205-3373
1 087-822-1360
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