
使いやすさを極めた、
サーマルCTPの次世代スタンダード。

四六全サイズ　サーマルプレートセッター
PLATESETTER T-9500NII
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Luxel PLATESETTER T-9500NII

●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
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■ Luxel PLATESETTER T-9500NII シリーズ 主な仕様

■ Luxel PLATESETTER T-9500NII シリーズ オートローダー仕様

モデル T-9500NII-X T-9500NII-S T-9500NII-E
露光光源・波長 Fiber LD（240mW/ch 830nm）

レーザー数 96ch 64ch 32ch

生産性※1 32版/時 24版/時 14版/時

刷版サイズ 最大：1,150（1,160※2）×940mm 　最小：650×370mm（小サイズOP※3：最小304×370mm）

最大出力サイズ 最大：1,150（1,160※2）×940mm（先端／後端クワエ各12mm）

刷版厚み 0.15～0.3mm（オプションで0.4mmまで）

解像度 1200/2400/2438/2540dpi

外形寸法(W×D×H) 本体：2,530×1,495×1,280mm（ブロア内蔵、フィードトレイ含む）

重量 1,260kg（ブロアユニット内装）

接続RIP FUJIFILM WORKFLOW XMF

RIPインターフェイス Gigabit Ethernet

印刷パンチ 最大8個※4

オートローダー シングルタイプ：T-9000 AL HD / マルチタイプ：T-9000 ML HD

自現接続機 ビルトインブリッジ（オプション）

※1　2400dpi、1,030x800mmサイズの場合。　※2　パンチ接続オプション搭載時。　※3　制限事項がありますので、詳細は弊社担当営業にお問い合わせ下さい。
※4　T-9500CTPシリーズで使用していた標準印刷パンチをそのまま利用できます。（ハイデル、ハイデルバッハ、プロトコル、コモリ、スクリーンなど）

モデル T-9000 ML HD（マルチタイプ） T-9000 AL HD（シングルタイプ）
刷版サイズ 最大1,165×950mm 　最小304×305mm

刷版厚み 0.15~0.4mm

カセット数 標準3段 / 最大5段（オプションで2段追加） 1段

最大積載枚数 100枚（同一サイズ）×3カセット※ 合計：300枚 100枚（同一サイズ）※

外形寸法（W×D×H） 3,345×2,351×1,530mm 1,827×2,351×1,533mm

重量 1,088kg（3カセット） 600kg

電源 本体より供給

※0.15、0.2、0.3mm厚の場合。0.24mm厚は1カセット120枚です。

■使用時のレイアウト（単位 : mm） 　※無処理版、ショートコンベアCZ-1310（オプション）を組み合わせた場合



高速サーマルセッターの代名詞として定評ある

Luxel PLATESETTER T-9500シリーズが、

時代のニーズに即応する実戦機として

さらなる進化を遂げました。

「時間32版」の高生産性を実現すると同時に、

環境性・コストパフォーマンスも一段と向上。

ラインアップも充実し、

お客さまの戦略に応じたシステム構成で、

効率的かつ柔軟な運用が可能です。

導入しやすく使いやすい、

サーマルCTPの新たなスタンダードです。

露光光源には、実績ある「ファイバーレーザーダイオー
ドヘッド」を採用し、描画のスピードと安定性を高いレ
ベルで両立。この先進の光学系と、「高速回転ドラム」

「高精度クランプ」「真空吸着システム」といった駆動系
との相乗効果により、最高「菊全32版／時」※の出力ス
ピードを達成しています。　※T-9500NII-Xの場合。

優れた瞬発力と確かな安定性で、幅広いお仕事に対応。
実戦力を一段と高めた、四六全判CTPの決定版。

高 生 産 性

アルカリ現像やガム処理などの処理工程が一切不要。現像
工程に関わる資材もエネルギーも不要で、廃液もゼロにな
り、環境負荷の低減に大きく貢献します。もちろん、品質や刷
りやすさも高レベルで兼ね備えています。

四六全サイズ　サーマルプレートセッター 生産性 菊全32版／時※の高速出力

新光源は、細線部の縦線と横線のバランスに優れ、忠
実な網点描画が可能。従来機に比べ、露光品質・安定
性が大きく向上しました。

高 生 産 性安定性 つねに高い露光品質を発揮

操作性に優れたオートローダーを接続することで、露光
中のプレート供給や、長時間連続運転が可能。また、

「リモートモニタリング機能」により、稼働状況の確認や
各種設定・操作を、遠隔地のPCからWebブラウザ経由
で行なうことができ、出力管理の効率化が図れます。

効率性 長時間の連続出力が可能

新設計の筐体の採用により、操作性・搬送性が一段と
向上。快適な作業環境を実現します。また、完全無処
理プレート『SUPERIA ZP/ZD』、ショートコンベア

『CZ-1310』との組み合わせで、よりコンパクトなシス
テム構成が可能。省スペース化により作業性の向上が
図れます。

高 生 産 性作業性 使いやすく快適な作業環境

プレートサイズは最 大1,16 0×94 0mm ※から最小
650×370mmまで、さらにオプションで304×370mm
までの小サイズに対応。幅広い用途で柔軟に運用でき
ます。　※パンチ接続オプション搭載時。

高 生 産 性柔軟性 幅広いプレートサイズに対応

富士フイルム独自の高精細スクリーニング『Co -Re 
SCREENING』や、滑らかな再現・高彩度をもたらすFM
スクリーニング『TAFFETA』との組み合わせで、高精細
ニーズへの対応が可能になります。また、これらのスク
リーニングを使用することで、印刷時のインキ使用量を
削減することも可能です。

高 生 産 性再現性 優れた高精細スクリーニング適性

ECOモードの活用により、待機時の消費電力を大幅に
抑えることが可能。また、完全無処理プレート『SUPERIA 
ZP/ZD』との組み合わせで「廃液ゼロ」も実現でき、より
高次元な環境負荷削減・コストダウンが図れます。

高 生 産 性環境性 消費電力を大幅に低減

菊全32版／時

「省資源」を実現するCTPソリューション

完全無処理サーマルCTPプレート　SUPERIA ZP/ZD

無 処 理C TPによる「省スペース
化 」のメリットを 最 大 限に活 か
す、超コンパクト設計のコンベア。
有処理ラインに比べ、システム長
を最 大で2m以 上も短 縮でき、
フロアスペースの有効利用、作業
性改善が可能になります。

ショートコンベア　CZ-1310

富士フイルム独自のRDD（高速分散現像）技術により、現像
補充量・廃液量を最大約40％低減（XP-F）。刷版工程の環
境負荷低減に大きく貢献します。ロングランタイプや平台校
正用も幅広くラインアップしています。

サーマルCTPプレート　SUPERIA XPシリーズ

現像廃液削減装置『XR-1200J／
2000／5000』・再生水再利用装
置『XR-R60』との組み合わせに
より、従来自現機に比べ約2倍の
「現像液のロングライフ化」が可
能※。液交換に伴う作業者の負担
軽減、廃棄物削減が図れます。

サーマルプレートプロセサー SUPERIA XP-1310R

※サービスパックの契約が必要です。


