
PRIMOJET SOFT PRIMOJET SOFT-XG

Standard Remote E CP（8bit） DP

■入力ファイル

1bit ◯ ▲ ▲ ▲ ◯

8bit ○ ○ ○ ○

PDF ▲ ○ ○ ○

■プリンター

PJ7050V（SC-P7050V）/ PJ9050V（SC-P9050V） ― ○

PJ6050（SC-P6050）/ PJ8050（SC-P8050） ◯ ―

■機能

プロファイル作成 ― ◯

プリンターキャリブレーション ○ リニア補正機能 ◯  3次元高精度キャリブレーション

特色対応 ◯ ▲分版TIFF非対応 ◯

レイアウト出力 ○ ○

複数台プリンター接続 ○ ▲

◯ 推奨　 ○ 対応　 ▲ オプション追加で対応

■PRIMOJET SOFT / PRIMOJET SOFT-XG 主な仕様

■SOFT-XG 機能ラインアップ
タイプ

CP/CPL カラープルーフ（8bit処理）

DP/DPL ドットプルーフ（1bit処理）

※Lはプロファイル作成機能なし

サイズ

4up ～610㎜幅

8up ～1118㎜幅

ソフト例

CP4 8bit処理、24インチプリンター接続

DP8 1bit処理、44インチプリンター接続

■ Japan Color 認証

プルーフ機器認証  JC-D002801-01

PRIMOJETは、Japan Color認
証制度プルーフ機器認証を取
得しています。

■推奨紙
※使用にあたって制限事項があります。 リアルプルーフR（コート紙タイプ）

リアルプルーフH（コート紙タイプ）

リアルプルーフW（高白色タイプ）

リアルプルーフMK（マット紙タイプ）

リアルプルーフO（紙ベースタイプ）

リアルプルーフP（薄手紙ベースタイプ）

■CMSサービス
（i-Color QC FFCMS for PRIMOJET）

自社印刷色基準ターゲット

Japan Color等の業界標準ターゲット

■システム構成
■ソフト PRIMOJET SOFT

PRIMOJET SOFT-XG

■プリンター

PRIMOJET PRINTER 7050V / 9050V

PRIMOJET PRINTER 6050 / 8050

■品質保証紙 リアルプルーフG（コート紙タイプ）

■ カラーユニバーサルデザイン

PRIMOJETは、特定非営利活動法人カ
ラーユニバーサルデザイン機構によっ
て「カラーユニバーサルデザイン支援
ツール」として認定されています。
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●本製品についてのお問い合わせは

本　　　　　社 〒１０６-００３１ 東京都港区西麻布二丁目26番地30号 富士フイルム西麻布ビル ０３（6419）0３００

大　阪　支　社 〒５４１-００５6 大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号 大阪センタービル 06（4704）8401

中　部　支　社 〒４６０-8404 名古屋市中区栄一丁目12番17号 富士フイルム名古屋ビル ０５２（２０１）８１７１

北 海 道 支 店  〒０６０-００42 札幌市中央区大通西六丁目１番地 富士フイルム札幌ビル ０１１（２4１）9325

東　北　支　店 〒９８３-０８６9 仙台市宮城野区鉄砲町西1番地の14 富士フイルム仙台ビル ０２２（２９２）６５１１

北　陸　支　店 〒９２０-００２４ 金沢市西念一丁目1番3号 コンフィデンス金沢 ０７６（２３１）２５１１

四　国　支　店 〒７６１-８０７１ 高松市伏石町2005番地17 ０８７（８６９）８０１１

中　国　支　店 〒７３０-００４５ 広島市中区鶴見町４番２２号 ＭＫＤ１ビル ０８２（２４９）７１５５

九　州　支　店 〒８１２-００１８ 福岡市博多区住吉三丁目１番１号 富士フイルム福岡ビル ０９２（２６１）７２２７

沖 縄 営 業 所 〒９０３-０１１７ 沖縄県中頭郡西原町字翁長８３４番地 ０９８（９４６）９７９７

■ JMPAカラー（雑誌広告基準カラー）

PRIMOJETは、JMPAカラー（Ver.3.01)に対応し
ています。

■ワークステーション Windows 10 64bit OSモデル

PRIMOJET SOFT-XGは、kaleido@色再現認証に
対応しています。

■ Kaleido V5.0

PRIMOJET / PRIMOJET SOFT-XG





バイオレットインク搭載の10色プリンター
『PRIMOJET PRINTER 9050V/ 
7050V』を1bit-TIFF処理で高精度に
コントロール。網点出力での色再現領域
が青・紫方向に拡大しました。広演色イン
キによる高付加価値印刷のシミュレー
ションにも対応。また、フレキソ印刷やグ
ラビア印刷に対しても、より刷り上がりに
近い色再現が得られます。

カラーマッチング精度を徹底追求し、⊿E<1をクリア。専用ソフト『Profile 
Editor』を使えば、お客さま自身で独自のプロファイルを作成することができま
す。「マッチング精度の次元を高めたい」「状況に応じて多種類のプロファイル
を運用したい」といった“こだわり”に、XGクラスのPRIMOJETがお応えします。

プルーフ出力の信頼性アップのためには、色や階調表現における印刷物近似
性だけでなく、文字品質の向上も欠かせません。『PRIMOJET SOFT-XG』で
は、インクコントロールの最適化技術により、色域の拡大と同時に、網点および
文字の品質アップも実現。6ポイント程度の小さな文字もシャープに再現できる
ので、クライアントと校正をやりとりする際の安心感が違います。

高精度なカラーマッチングを、安定的に実現できてこそ「日本標準DDCP」。
『PRIMOJET SOFT-XG』は、プリンター本体内蔵の分光測色器を用いた独
自のオートキャリブレーション機能により、共通のプロファイルをもとに個体差・
環境差を吸収できるため、複数台・複数拠点の運用でも、つねに狙い通りの安
定した色再現が得られます。

XGクラスの安定出力

XGクラスのマッチング精度XGクラスの色再現領域

XGクラスの網点・文字品質

１bit TIFF対応により、文字品質は高く、文字化けの心配も要らず、画像を近
似網点で再現できるなど、プルーフ出力の信頼性は万全。『FUJIFILM 
WORKFLOW XMF』をはじめとするさまざまなRIPとのワークフロー構成
の中で、メインDDCPとして真価を発揮します。

富士フイルム独自の高度なカラーマッチング技術により、平均⊿Ｅ＜2を実現。
「インクジェットプリンターの広い色再現領域」 「１～４次色のインク量コント
ロール」 「各色のドットゲイン調整およびキャリブレーション設定」で、より緻密
な色合わせが行なえます。 また、ICCプロファイルによる変換だけでなくデバ
イスリンクプロファイルにも対応。柔軟な運用を考慮し、幅広い視点からカラー
マッチング精度の向上を追求しています。

クロスメディア時代のワークフロー構築において「リモートプルーフ」は、最も有
効な戦略の一つです。そこで、遠隔地での出力用（たとえば営業所での確認
用）として機能を絞り込んだお手頃価格の『PRIMOJET Remote』をライン
アップ。受信側に設置する２台目、３台目の導入コストが抑えられることで、より
積極的なリモートプルーフ活用が可能になります。

「PRIMOJETのフルスペックは必要ないが、きちんと管理された色でプルー
フを出力したい」という皆さまの声にお応えし、『PRIMOJET SOFT-E』をラ
インアップ。8bit TIFF / PDF処理に特化することで、嬉しいお手頃価格を
実現しながら、「印刷色基準」に基づく一貫性のある色再現が可能。もちろん、
後から1bit TIFF機能を追加できるなど、拡張性も万全です。

富士フイルムが長年の印刷診断で蓄
積した膨大なデータやノウハウを元
に、工程の全体最適化を可能にする
カラーマネージメントソリューション
『i-ColorQC』をはじめ、精鋭の技術
者集団『FFGSテクノサービス』による
キメ細かな技術サポートなど、万全の
体制で『PRIMOJET』のより効果的
な運用をトータルに支えます。

PRIMOJETの「信頼性」を支える
万全のサポートソリューション

送信元のPRIMOJETは、 RIPから取り込んだ1bit TIFFをJPEGに変換。それをネットワーク経由で別サイト

の『PRIMOJET Remote』に転送。受信側でJPEGデータにCMS処理を施してプルーフ出力します。

送信元

1bit TIFF

JPEG

CMS 処理

プルーフ出力

RIP

Remote

・TCP/IP
・ファイル共有
・FTP サーバなど利用

遠隔地

サーバ

JPEG

リモート展開による信頼性

１bit TIFF出力による信頼性 優れたマッチング精度による信頼性

即効力・導入しやすさによる信頼性
PJ7050V色再現領域（FFGSリアルプルーフG）
赤丸囲み部分：従来機PJ7900からの
　　　　　　  色再現拡張領域

①出力

②測色③実測値をフィードバック

④再演算でプロファイルを補正

⑤再出力

【文字品質比較】6pt文字拡大

【網点品質比較】

オフセット印刷物
（2,400dpi）

PRIMOJET SOFT-XG
（720×720dpi）

従来のインクジェット
プルーファー

（720×720dpi）

オフセット印刷物
（2,400dpi）

PRIMOJET SOFT-XG
（720×720dpi）

従来のインクジェット
プルーファー（720×720dpi）

本社製版部門

色基準を
一元管理

印刷物

倍率：×100.0

200μm

倍率：×100.0

200μm

倍率：×100.0

200μm

倍率：×50.0

200μm

倍率：×50.0

200μm

倍率：×50.0

200μm

支社／営業所 印刷工場

≒ ≒



文化を支える「熱い思い」の共鳴

人形浄瑠璃ミニ解説

　日本には、世界に誇れる伝統文化がたくさんあります。人形浄瑠璃もその一つです。現在、全国各地でさまざま

な人形芝居の一座が、素晴らしい伝統芸を後世に継承しながら、精力的に公演活動を続けています。

　今回、「DDCPのジャパンスタンダード」とも言うべき『PRIMOJET』の製品カタログを改訂するにあたり、メイン

ビジュアルとしてすぐに頭に浮かんだのが、人形浄瑠璃でした。揺るぎない信頼の色で「日本の印刷文化を発展さ

せていきたい」という私たち富士フイルムの強い思いが、人形一座の皆さまの熱い志と、そのまま重なって感じら

れたからです。

　美しい衣装や豊かな表情で、見る者の心をとらえる人形たちが、表舞台に立つ「印刷物」だとしたら、

PRIMOJETは、陰ながらその演技を支える黒子のような存在。実際の人形操作を間近で拝見すると、本職の黒

子（人形遣い）の方々の技には、圧倒されます。「人形に命を吹き込む」という表現は、決して誇張ではありませ

ん。カタログ用イメージカットの撮影当日、文字通り「一瞬にして」人形に魂が宿る様子を、幾度も目の当たりにしま

した。そして、「私たちの技術もかくありたい」と、心底思いました。

　印刷物に命を与える。手にする人に深い感動をもたらす。日本の印刷文化を、守り、育てる。その誇りと責任、

大きなやりがいに、あらためて身が引き締まる思いがしました。

【伽羅先代萩（めいぼくせんだいはぎ）】
　撮影に協力してくださったのは、『相模人形芝居下中座』の皆さま。富士フイルムとも縁の深い「小田原」を拠点

に活動している、大変長い歴史を持つ一座です。元を辿れば、発祥は江戸時代の中頃と言われており、現在、『相

模人形芝居』は、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

　今回の撮影では、相模人形芝居の代表的な演目の一つ『伽羅先代萩(通称・先代萩)』の中から『政岡忠義の

段』のワンシーンを、撮影スタジオで再現していただきました。

　歌舞伎でもしばしば上演される『先代萩』は、江戸時代に起きた仙台藩伊達家の御家騒動を題材にした作品。

奥州足利家執権・仁木弾正(にっきだんじょう)や妹・八汐(やしお)たちが御家乗っ取りをたくらむ、善悪対決の、見

所たっぷりの物語です。善の代表が、乳母の政岡。彼女が忠義を尽くし、自らの子・千松（せんまつ）を犠牲にしてま

でも、悪人一派から幼少の主君・鶴千代（つるちよ）を守る毅然とした姿が胸を打ちます。機会があれば、人形浄瑠

璃でも歌舞伎でも、ぜひ実際の公演をご覧いただき、日本伝統芸能の奥深さに触れていただきたいと思います。


