
サイン＆ディスプレイ向け　大判インクジェットプリンター総合カタログ

あらゆるビジネスシーンに    e p s o n . j p / s u r e c o l o r /

この仕上がりが、ビジネスの差になる。
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高画質 より美しく、洗練された仕上がりを。

色安定性

新開発のヒーター機構と高寿命のPrecisionCoreマイクロTFPプリントヘッドにより、
長時間の印刷やタイリングを行う場合でも面内色差が少ない色安定性を実現します。

4分割されたヒー
ターを個別で温度
制御することで、メ
ディアに適した温度
に調整ができます。

新開発のヒーター機構
高寿命・高精度のPrecision
CoreマイクロTFPプリント
ヘッドで長時間の印刷でも
面内色差が少ない色安定性
を実現します。

高寿命のプリントヘッド

2,630,000円 標準価格（税別）

大容量インクサーバーモデル

2,310,000円 標準価格（税別）

インクカートリッジモデル

大容量インクサーバーモデル

2,630,000円 標準価格（税別）2,310,000円 標準価格（税別）

インクカートリッジモデル

17.6㎡/h（6Pass 720×1440dpi）
塩ビ Productionモード時

出力スピード

10.5㎡/h（6Pass 720×1440dpi）
塩ビ Productionモード時

出力スピード

19.5㎡/h（8Pass 600×600dpi）

出力スピード

1,790,000円 標準価格（税別）

インクカートリッジモデル

10
colors

64
Inch

21.0㎡/h（6Pass 600×1200dpi）
ターポリン/壁紙 Productionモード時

デュアルヘッド

10
colors

64
Inch

エコソルベント
インク

4
colors

64
Inch

デュアルヘッド

エコソルベント
インク

4
colors

64
Inch

エコソルベント
インク

水性顔料
インク

出力スピード

13.2㎡/h（8Pass 720×720dpi）
塩ビ Productionモード時

出力スピード

6
colors

64
Inch

レジンインク

大容量インクサーバーモデル

2,520,000円 標準価格（税別）

大容量インクサーバーモデル
(ホットスワップ対応）

3,050,000円 標準価格（税別）

1,717,200円 標準価格（税別）

ONYX RIPバンドルモデル

PostScript®対応モデル

1,749,000円 標準価格（税別）

シアン ライト
シアン

ビビッド
マゼンタ

イエロービビッド
ライトマゼンタ

ライト
グレー

グレーダーク
グレー

フォト
ブラック

マット
ブラック

製品ご購入の際にはスターターキットの購入が必須となります。

シアン マゼンタ イエローブラック

製品ご購入の際にはスターターキットの購入が必須となります。

シアン マゼンタ イエローブラック

導入時にインクセットを選択してください。

メタリック
シルバーホワイト もしくは

製品ご購入の際にはスターターキットの購入が必須となります。

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー オレンジ レッドライトマゼンタグレーブラック

製品ご購入の際にはスターターキットの購入が必須となります。

オプティマイザーシアン ライトシアン マゼンタ イエローライトマゼンタブラック

新開発UltraChrome RSインク

新開発の「UltraChrome RSインク」により、溶剤インク（SC-Sシリーズ）で得意と
していた、塩ビ・バナー・フィルムだけでなく、普通紙や壁紙、テキスタイルなどにも
印刷が可能になります。

壁紙 普通紙（POP・ポスター）

オプティマイザーライトシアン ライトマゼンタシアン マゼンタ イエローブラック

オプティマイザーとカラーインクを分けて印刷することにより、粒状感や色ムラ、
インクにじみを軽減することができ、高品質な印刷が可能です。

独自のオプティマイザー印刷

他社のプリンターでも一般的なオプティマイ
ザーとカラーの同時印刷。

ヘッドを2分割し、オプティマイザーとカラーを
分けて印刷することで、高品質な印刷が可能です。

A：標準モード B：高画質モード

カラー

メディア メディア

オプティマイザー
カラー

オプティマイザー

Epson Precision Dot Technologyで高画質プリントを実現Epson Precision Dot Technologyで高画質プリントを実現

Epson Precision Dot Technologyは長年のインクジェット技術で培ってきた独自の「マイクロウィーブ」「ハーフトーンモジュール」「LUT」の3つの技術の総称で、少ない
インク色で粒状感やバンディングが少ない高画質プリントを実現します。SC-R5050/Lではハーフトーンを刷新し、安定した高画質プリントを実現しました。

プリントするパスごとのバンディングや印刷ムラを無くすため、ドットの
配置を分散させるエプソン独自の機能です。

マイクロウィーブ

プリントする画像の色を忠実に再現するために最適なインク色、インク量、
ドットサイズ、着弾位置を規定します。精度の高いLUTが忠実な色再現と
正確なカラーバランスを実現します。

LUT※1

高精細ハーフトーンモジュールにより、データの持つ滑らかで自然な色や
階調を、粒状感や色ムラの少ない美しいプリントで表現します。

ハーフトーンモジュール

マルチレイヤーハーフトーン

画像を複数のレイヤーに分解、重ねてプリントすることで、吐出インク滴の着弾ズレ
による画質の低下を防ぎます。

※1：LUT（Look Up Table）とは、データの色を忠実に再現するために、どの色のインクを
どれだけの量で表現するかを決めるテーブルです。

NG SC-R5050/L

壁紙など、タイリングを行う
場合でも、貼り合わせ部の色
差が少ない印刷が可能です。

PrecisionCore プリントヘッドテクノロジーは、オフィス分野から大容量・高速印刷が必要とされる
商業・産業分野まで、さまざまな用途において、より高速で、より高画質な印刷を実現します。

PrecisionCore TFPプリントヘッドが高画質と高生産性を両立。
高密度プリントと高い着弾精度により高画質を実現します。＊フォトブラック、マットブラック同時搭載で、用紙種類に合わせて

自動切り替えとなります。

HIGH  QUALITY

0201
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速乾性と耐擦性

レジンインクの速乾性により、印刷後すぐにラミネートが可能。また、高い耐擦性によりバナーにも対応可能です。

防塵設計で故障率を削減

プリンター背面のメディアクリーナーがドット抜けの要因となるゴミ・埃のプリンター内部への侵入を防ぎ、プリントミスの発生を未然に防ぎます。また、プリンター内に入り
込んだゴミ・埃も吸引ファンが排出を促します。

環境に配慮したインク

レジンインクはVOCの含有量が少なく、環境に配慮した水性ベースのインクです。屋内の壁紙などの用途でも安心して印刷ができます。

高生産性 ビジネスに差を生む生産性。 信頼性 さらなる進化で、信頼性が向上。

窓が大きく見やすいメンテナンスカバー

印刷状況が見やすいメンテナンスカバーで、さまざまな角度からプリント状態を
確認できます。プリントミスが発生してもすぐに気づくことができます。

レジンインク

1日目 2日目

ソルベントインク

インク・オプティマイザー

メディア

プラテンヒーター

プリンター
内部に入り込んだ
ゴミ・埃を排出

吸引ファン

プリンター
内部へのゴミ・埃の
侵入を防ぐ

メディア
クリーナー

ヘッド擦れ検出機能を搭載

メディアの浮きによるヘッド擦れは、ノズル抜けやプリントヘッドの故障の原因に
なります。本機能は超音波センサーによりヘッド擦れを検知し、ヘッド擦れのまま
プリントを行うことで発生するプリントミス量を軽減します。

シグナルランプでプリンターの状態が一目でわかる

視認性の高いシグナルランプを採用し、離れた場所からもプリンターの状態が一目
でわかります。

超音波センサー
キャリッジ

メディア

ユーザーセルフリペア保守に対応

SC-R5050/Lのプリントヘッドはユーザーご自身での交換が可能。新しいエプソン
の「ユーザーセルフリペア保守」に加入いただくと、必要に応じてプリントヘッドを
交換できるようになります。

4.3インチのタッチパネルで簡単操作

大きくて見やすい4.3インチのタッチパネルを採用。直感的なレイアウトで、簡単に
操作できます。

カバー

ダクト

コネクタ

ヘッド

キャリッジ

＊画像はイメージです。

ノズル自己診断システムを搭載し、印刷のムダを軽減

プリントヘッドのドット抜けを印刷ジョブごとに自動で検知し、画質を調整します。
高画質プリントを維持するだけでなく、プリントミスによる大量印刷時のムダを抑えます。

ノズル自己診断システム 調整前 調整後

白スジ

修理のご依頼

・故障診断実施
・ヘッドの交換
・機体の調整

通常の保守

ユーザー
セルフリペア保守

訪問・修理

（翌々営業日以内に訪問）

ダウンタイムの低減

＊別途保守契約に加入いただき、ユーザーセルフリペアに関する導入教育を受けていただく必要があります。ユーザーセルフリペアを
行うには「Epson Cloud Solution PORT」への加入が必要です。詳しくはエプソンのホームページepson.jpをご覧ください。

※1：SC-S80650/SC-S60650/SC-S40650対応のSC10系インクカートリッジ（700ml）とSC-R5050/L対応の
SC22系インクパック（1,500ml）を同じインク容量として比較した場合。

※1：SC-R5050は非対応。

SC-R5050/Lでは、インクパックにより、インク交換回数が少なくなると同時に、
使用済みのカートリッジ保管スペースも約90%削減できます。※1

SC-R5050Lは印刷中でもインク交換が可能なホットスワップに対応※1しており、
インク交換によるダウンタイムを削減し、生産性の向上に貢献します。

大容量インクパック方式を採用 ホットスワップに対応

硬化ヒーター

施工ラミネート

プリント ラミネート 施工

プリント 乾燥（24h）

レジンインクの速乾性により短納期の仕事も対応できます。

HIGH PRODUCTIVITY HIGH STABILITY

0403
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速乾性と耐擦性

レジンインクの速乾性により、印刷後すぐにラミネートが可能。また、高い耐擦性によりバナーにも対応可能です。

防塵設計で故障率を削減

プリンター背面のメディアクリーナーがドット抜けの要因となるゴミ・埃のプリンター内部への侵入を防ぎ、プリントミスの発生を未然に防ぎます。また、プリンター内に入り
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レジンインクはVOCの含有量が少なく、環境に配慮した水性ベースのインクです。屋内の壁紙などの用途でも安心して印刷ができます。
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大きくて見やすい4.3インチのタッチパネルを採用。直感的なレイアウトで、簡単に
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高画質プリントを維持するだけでなく、プリントミスによる大量印刷時のムダを抑えます。

ノズル自己診断システム 調整前 調整後

白スジ

修理のご依頼

・故障診断実施
・ヘッドの交換
・機体の調整

通常の保守

ユーザー
セルフリペア保守

訪問・修理

（翌々営業日以内に訪問）

ダウンタイムの低減

＊別途保守契約に加入いただき、ユーザーセルフリペアに関する導入教育を受けていただく必要があります。ユーザーセルフリペアを
行うには「Epson Cloud Solution PORT」への加入が必要です。詳しくはエプソンのホームページepson.jpをご覧ください。

※1：SC-S80650/SC-S60650/SC-S40650対応のSC10系インクカートリッジ（700ml）とSC-R5050/L対応の
SC22系インクパック（1,500ml）を同じインク容量として比較した場合。

※1：SC-R5050は非対応。

SC-R5050/Lでは、インクパックにより、インク交換回数が少なくなると同時に、
使用済みのカートリッジ保管スペースも約90%削減できます。※1

SC-R5050Lは印刷中でもインク交換が可能なホットスワップに対応※1しており、
インク交換によるダウンタイムを削減し、生産性の向上に貢献します。

大容量インクパック方式を採用 ホットスワップに対応

硬化ヒーター

施工ラミネート

プリント ラミネート 施工

プリント 乾燥（24h）

レジンインクの速乾性により短納期の仕事も対応できます。

HIGH PRODUCTIVITY HIGH STABILITY
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インクセットは、9色/10色（ホワイト・メタリックシルバー）の3つ
のモードからクライアントや業務用途に合わせて選択できます。導入
後もインクセットの変更が可能なので効率的な運用を実現します。

＊ホワイトインクとメタリックシルバーインクは同時にはご使用になれません。＊モード切替時はクリーニング液及びモードに応じたインク
が必要になり、インクを消費します。＊各モードに対応するスターターキットについては、P.13でご確認ください。＊プリンターにセットした
クリーニング液は、プリンターの性能を良好に保つために消費します。

業務用途で選べる、インクセット

PANTONE®カラー98.2%カバー

SC-S80650/SC-80650Lは国際的な標準指定色であるPANTONE®カラーチャートにおいては、98.2%のカバー率を達成。高い再現率の
検証結果から、米国パントン社（Pantone LLC）より、その色再現性はPANTONE®カラー準拠であるとの認証が与えられています。
＊認証環境についてはエプソンのホームページにてご確認ください。

グレー/オレンジインクで、表現に幅を

グレーインクが奥行きのある写真表現を支え、色転びを抑えます。また、オレンジ
インクの採用により、食品などみずみずしさが重要な画像やオレンジを基調とした
コーポレートカラーに力を発揮します。

よりリアルに、メタリックを魅力的に表現

メタリックシルバーインクは、これまで難しかった金属の輝きや質感をよりリアル
に表現可能。ゴールドやブロンズトーンも、カラーインクとの組み合わせで魅力的
に再現します。

広色域と鮮やかさを実現する、新インク 色再現領域を広げる新・入力プロファイル

標準添付のソフトウェアRIP用の入力プロファイルとして「Epson Wide CMYK Input 
Profile」をご用意しました。色再現領域を広げ、鮮やかな色彩表現に貢献します。

新開発のUltraChrome GS3インク with RED/UltraChrome GS3インクは、
広色域と鮮やかな色彩表現、輝くような光沢感を実現。その高画質は、ビジネス領域を
拡げるとともに、大きな競争力となります。

広色域　明るい色　光沢感

大容量インクサーバーでインク交換頻度の削減

SC-S80650L/SC-S60650Lは大容量インクサーバーを採用。
カートリッジモデル※1（カラー/ホワイト）の2倍以上※2の容量を供給
でき、インク交換頻度もカートリッジモデル（カラー/ホワイト）の半分
以下※2に削減でき生産性の向上に貢献します。

2つのヘッドで、高い生産性を

PrecisionCore TFPプリントヘッド２基をスタッガー配置。高画
質でありながら、ワイドバンドによる高速印刷を可能にしています。

連続印刷のタイムラグを軽減

UltraChrome GS3インク with RED/UltraChrome GS3
インクは、高い乾燥性を実現。巻取りまでの乾燥を早め、高速印刷を
実現することでビジネスの効率を大幅に高めます。

安定した着弾性能を高速印刷でも発揮

精緻さとスピードを両立したPrecis ionCore  TFPプリント
ヘッドを搭載。特に日常的に多用される印刷モードでの生産性が
高く、高速印刷モードでも実用的な高画質を実現します。

Print speed（㎡/h）

6 Pass

720×720 dpi

720×1,440 dpi

1,440×1,440 dpi

8 Pass

18 Pass

32 Pass

48 Pass

12 Pass

10 20 4030

18.2 Speed

6.4 Speed

2.4 Quality

8.88.8 Quality

13.2 Production

3.5 Production

フィルム（バックリット）＊2レイヤー（カラー+ホワイト）塩ビ

SC-S80650/SC-S80650L

Print speed（㎡/h）

4 Pass

6 Pass

8 Pass

720×720 dpi

720×1,440 dpi

720×1,440 dpi

3010 20 40

16.6 Speed
16.616.6 Production

Quality11.0
10.5 Production

Quality7.8
8.68.6 High Quality

SC-S40650

バナー 塩ビ

Print speed（㎡/h）

720×720 dpi

720×1,440 dpi

4 Pass

4 Pass
High Quality

6 Pass

8 Pass720×1,440 dpi

10 20 30 40

31.631.6 Speed

25.0 Speed
29.429.4 Production

Quality20.720.7
17.6 Production

Quality13.3
14.614.6 High Quality

SC-S60650/SC-S60650L

バナー 塩ビ

※1：SC-S80650/SC-S60650。※2：メタリックシルバーは除く。

※1：SC-S80650/SC-S60650/SC-S40650対応のSC10系インクカートリッジ（700ml）とSC-S80650L/SC-S60650L対応のSC19系インクパック（1,500ml）を同じインク容量として比較した場合。

大容量インクパック方式を採用

インクパックにより、インク交換回数が少なくなると同時に、使用済みのカートリッジ保管スペースも約90%削減できます。※1

約90％削減※1

使用済みのインクカートリッジが
インクパックになることで
保管
スペースが

表現力 深く、鮮やかに進化した高画質。 高生産性 短納期でも、現場にゆとりを。

ホワイトインク無し ホワイトインク使用

ホワイトインクは、高い隠ぺい性を発揮。透過性の高いウィンドウディスプレイな
どでも下地にした白がカラーをより鮮やかに際立たせます。

ホワイトインクが色彩を際立たせる

■新開発インク■従来インク

レッドインクが、見る人を魅了する

新インクには、レッドインクを採用。色域が拡大し、より鮮やかな色彩表現を可能にしました。

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー オレンジ レッド クリーニング液ライトマゼンタグレーブラック

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー オレンジ レッド ホワイトライトマゼンタグレーブラック

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー オレンジ レッド メタリック
シルバー

ライトマゼンタグレーブラック

9色モード

10色モード（ホワイト）

10色モード（メタリック）

Japan Color 2001 Coated

Epson Wide CMYK Input Profile

PrecisionCore プリントヘッドテクノロジーは、オフィス分野から大容量・高速印刷が必要とされる
商業・産業分野まで、さまざまな用途において、より高速で、より高画質な印刷を実現します。

PrecisionCore TFPプリントヘッドが高画質と高生産性を両立。
高密度プリントと高い着弾精度により高画質を実現します。

EXPRESSION HIGH PRODUCTIVITY
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インクセットは、9色/10色（ホワイト・メタリックシルバー）の3つ
のモードからクライアントや業務用途に合わせて選択できます。導入
後もインクセットの変更が可能なので効率的な運用を実現します。

＊ホワイトインクとメタリックシルバーインクは同時にはご使用になれません。＊モード切替時はクリーニング液及びモードに応じたインク
が必要になり、インクを消費します。＊各モードに対応するスターターキットについては、P.13でご確認ください。＊プリンターにセットした
クリーニング液は、プリンターの性能を良好に保つために消費します。

業務用途で選べる、インクセット

PANTONE®カラー98.2%カバー

SC-S80650/SC-80650Lは国際的な標準指定色であるPANTONE®カラーチャートにおいては、98.2%のカバー率を達成。高い再現率の
検証結果から、米国パントン社（Pantone LLC）より、その色再現性はPANTONE®カラー準拠であるとの認証が与えられています。
＊認証環境についてはエプソンのホームページにてご確認ください。

グレー/オレンジインクで、表現に幅を

グレーインクが奥行きのある写真表現を支え、色転びを抑えます。また、オレンジ
インクの採用により、食品などみずみずしさが重要な画像やオレンジを基調とした
コーポレートカラーに力を発揮します。

よりリアルに、メタリックを魅力的に表現

メタリックシルバーインクは、これまで難しかった金属の輝きや質感をよりリアル
に表現可能。ゴールドやブロンズトーンも、カラーインクとの組み合わせで魅力的
に再現します。

広色域と鮮やかさを実現する、新インク 色再現領域を広げる新・入力プロファイル

標準添付のソフトウェアRIP用の入力プロファイルとして「Epson Wide CMYK Input 
Profile」をご用意しました。色再現領域を広げ、鮮やかな色彩表現に貢献します。

新開発のUltraChrome GS3インク with RED/UltraChrome GS3インクは、
広色域と鮮やかな色彩表現、輝くような光沢感を実現。その高画質は、ビジネス領域を
拡げるとともに、大きな競争力となります。

広色域　明るい色　光沢感

大容量インクサーバーでインク交換頻度の削減

SC-S80650L/SC-S60650Lは大容量インクサーバーを採用。
カートリッジモデル※1（カラー/ホワイト）の2倍以上※2の容量を供給
でき、インク交換頻度もカートリッジモデル（カラー/ホワイト）の半分
以下※2に削減でき生産性の向上に貢献します。

2つのヘッドで、高い生産性を

PrecisionCore TFPプリントヘッド２基をスタッガー配置。高画
質でありながら、ワイドバンドによる高速印刷を可能にしています。

連続印刷のタイムラグを軽減

UltraChrome GS3インク with RED/UltraChrome GS3
インクは、高い乾燥性を実現。巻取りまでの乾燥を早め、高速印刷を
実現することでビジネスの効率を大幅に高めます。

安定した着弾性能を高速印刷でも発揮

精緻さとスピードを両立したPrecis ionCore  TFPプリント
ヘッドを搭載。特に日常的に多用される印刷モードでの生産性が
高く、高速印刷モードでも実用的な高画質を実現します。

Print speed（㎡/h）

6 Pass

720×720 dpi

720×1,440 dpi

1,440×1,440 dpi

8 Pass

18 Pass

32 Pass

48 Pass

12 Pass

10 20 4030

18.2 Speed

6.4 Speed

2.4 Quality

8.88.8 Quality

13.2 Production

3.5 Production

フィルム（バックリット）＊2レイヤー（カラー+ホワイト）塩ビ

SC-S80650/SC-S80650L

Print speed（㎡/h）

4 Pass

6 Pass

8 Pass

720×720 dpi

720×1,440 dpi

720×1,440 dpi

3010 20 40

16.6 Speed
16.616.6 Production

Quality11.0
10.5 Production

Quality7.8
8.68.6 High Quality

SC-S40650

バナー 塩ビ

Print speed（㎡/h）

720×720 dpi

720×1,440 dpi

4 Pass

4 Pass
High Quality

6 Pass

8 Pass720×1,440 dpi

10 20 30 40

31.631.6 Speed

25.0 Speed
29.429.4 Production

Quality20.720.7
17.6 Production

Quality13.3
14.614.6 High Quality

SC-S60650/SC-S60650L

バナー 塩ビ

※1：SC-S80650/SC-S60650。※2：メタリックシルバーは除く。

※1：SC-S80650/SC-S60650/SC-S40650対応のSC10系インクカートリッジ（700ml）とSC-S80650L/SC-S60650L対応のSC19系インクパック（1,500ml）を同じインク容量として比較した場合。

大容量インクパック方式を採用

インクパックにより、インク交換回数が少なくなると同時に、使用済みのカートリッジ保管スペースも約90%削減できます。※1

約90％削減※1

使用済みのインクカートリッジが
インクパックになることで
保管
スペースが

表現力 深く、鮮やかに進化した高画質。 高生産性 短納期でも、現場にゆとりを。

ホワイトインク無し ホワイトインク使用

ホワイトインクは、高い隠ぺい性を発揮。透過性の高いウィンドウディスプレイな
どでも下地にした白がカラーをより鮮やかに際立たせます。

ホワイトインクが色彩を際立たせる

■新開発インク■従来インク

レッドインクが、見る人を魅了する

新インクには、レッドインクを採用。色域が拡大し、より鮮やかな色彩表現を可能にしました。

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー オレンジ レッド クリーニング液ライトマゼンタグレーブラック

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー オレンジ レッド ホワイトライトマゼンタグレーブラック

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー オレンジ レッド メタリック
シルバー

ライトマゼンタグレーブラック

9色モード

10色モード（ホワイト）

10色モード（メタリック）

Japan Color 2001 Coated

Epson Wide CMYK Input Profile

PrecisionCore プリントヘッドテクノロジーは、オフィス分野から大容量・高速印刷が必要とされる
商業・産業分野まで、さまざまな用途において、より高速で、より高画質な印刷を実現します。

PrecisionCore TFPプリントヘッドが高画質と高生産性を両立。
高密度プリントと高い着弾精度により高画質を実現します。

EXPRESSION HIGH PRODUCTIVITY
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SC-S80650/S80650L/S60650/S60650L/S40650 SC-P20050

メディア送りモーター

ロール駆動モーター

インク撹拌機構で色ムラなどを抑制

インクフローレギュレーターでチューブ内のインクを撹拌し、インクの沈殿を
軽減。さらに、メタリックシルバーインク/ホワイトインクの経路にもインクサー
キュレーションシステムを搭載。印刷時の色ムラやバンディングを抑え、画質の
安定に貢献します。

メンテナンス性の向上で、生産性も向上

布ワイパーにより、プリントヘッドとプリントヘッドガードの表面から毛羽や
ホコリを除去。メンテナンス作業が月1回に削減され生産性のアップにも貢献します。
＊使用環境、使用条件やメディアに依存します。

布ワイパークリーニング前 布ワイパークリーニング後

2年間の保証期間は、信頼の証

高い信頼性の証として2年間の保証期間を提供（対応時間 9：00～17：30）。また、
保守契約は、平日9：00～21：00までを標準保守対応時間とし、24時間365日保守
対応をオプションでご用意しています。

屋外耐候性3年を実現

＊屋外耐候性3年については裏表紙もご確認ください。

UltraChrome GS3インク with RED/UltraChrome GS3インクは、ラミネート
なしで屋外耐候性最大3年を実現しています。

臭いの少ないエコソルベントGSインク

エプソンのUltraChrome GS3インク with RED/UltraChrome GS3インクは
溶剤インク特有の臭いを低減したエコソルベントインクです。印刷時の作業環境を
改善し、屋内の掲示物にも利用できます。

＊SC-S80650L/SC-S60650Lは非対応。＊対応しているスターターキットや
インクカートリッジは、エプソンのホームページにてご確認ください。＊ホワイト
インク、メタリックシルバーインクはMCSTM保証プログラムに対応しておりません。

スリーエム ジャパン社の3MTM MCSTM

保証プログラムに対応

UltraChrome GS3インク with RED/UltraChrome
GS3インクは、スリーエム ジャパン社の3MTM MCSTM 
保証プログラムに対応しています。

内部を清浄に保つ空気循環システム

ファンで空気流を生成し、フィルターで空気中の微粒子をキャッチ。プリンター内の
空気を清浄に保つことで繊細なセンサーや駆動機構へのインクミスト付着を
防止し、安定稼働に貢献します。

より正確な紙送りを実現

メディア送りモーターとロール駆動モーターは、メディアの重量やロールコア形状などさまざまな状況を感知し制御。
進化したオートテンションコントロールシステムが安定した紙送りを可能にします。

ニッケルフリーのインク

エプソンのUltraChrome GS3インク with RED/
UltraChrome GS3インクは発がん性のあるニッケル
化合物を一切含まないため、オペレーターの作業環境
向上をサポートします。

納得の低TCO、高い経済性。

さらに安定した稼働へ、さらに高い信頼性。

マットブラック
フォトブラック
ダークグレー
グレー
ライトグレー

＜フォトブラック＞ ＜マットブラック＞

より滑らかな階調表現を実現

＊マットブラック、フォトブラックは用紙種類に合わせて切り替え。

UltraChrome Proインクは4つの系統のブラックインクを搭載。MSDT（マルチ・
サイズ・ドット・テクノロジー）との相乗効果で、より滑らかな階調表現を実現。要求
の厳しい作品プリントにも応えます。

高い黒濃度が色空間全体を精緻に

※１：フォトブラック。※2：PX-20000。※3：マットブラック。

UltraChrome Proインクのブラックインクは顔料粒子の色材配合が従来機比
約1.5倍。※1従来のPX-K3インク※２に比べ用紙の表面付近に定着しやすく、※3ダイナ
ミックレンジも拡大。さらに重厚感のある「黒」の表現が可能になりました。エプソン
純正用紙はもちろん、幅広いメディアに対応し表現の自由度が広がります。

ズレを検出・補正して、安定した紙送りを。

搭載した用紙送り量変動補正機能により、プリンター本体に内蔵されたカメラで
紙裏を1秒間に60回撮影し、紙送りのズレを検出。次の紙送りへフィードバック
して補正します。

左右差を補正し、均一な紙送りを。

用紙送り左右差補正機能を搭載。給紙動
作中にメディアをたわませることで、紙
送りの左右差を補正し、均一な紙送りを
維持します。

ドット抜けを検出する、自動ノズルチェック。

自動ノズルチェックシステムがさらに進化。高速印刷を可能にする多ノズルの
ヘッドに対応して、従来機と同等以上のスピードでドット抜けを検出します。

容易なヘッドメンテナンス。

画質の劣化につながるメディアの紙粉や毛羽の
クリーニングを容易に。都度サービスエンジニアを呼ぶ
必要がないので、プリントの中断時間を短縮できます。

■５枚連続印刷時の速度比較

PX-20000

SC-P20050
シリーズ
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約28分短縮

＊同一サイズの当社機種における比較
＊比較対象機種：PX-20000
＊比較条件 SC-P20050シリーズ：A1プロフェッショナルフォトペーパー きれい（600×600dpi）
 PX-20000：A1プロフェッショナルフォトペーパー きれい（720×720dpi）
＊ドライバー出力時

色生成の最適化で、低ランニングコストを実現

マンセル色彩研究所とエプソンが生んだＬＣＣＳ（論理的色変換システム）は、
写真データをプリントするためのインク配分を論理的に算出する色生成技術。
数ある組み合わせの中から最適で無駄のない、効率的な組み合わせを選び出す
ことにより、インク効率が向上しました。

連続印刷においても、圧倒的なスピードを

新開発ヘッドによる印刷スピードの向上に加え、ジョブ間のタイムラグを極限
まで短縮。連続印刷時においても、印刷スピードの大幅な高速化を実現しました。
生産現場における大量出力をサポートします。

＊比較条件 SC-P20050シリーズ：B0プロフェッショナルフォトペーパー きれい（600×600dpi）
＊ドライバー出力時

SC-P20050シリーズ

約３54円
ランニングコスト

（税別）

高生産性×高画質で、厳しい要求に応える。信頼性 信頼性が向上して導入しやすい。

安定した紙送り

安定した
バックテンション

バックテンション
の左右差

ATC機能

-2②

+2

①

紙送り量を自動補正②紙送りのズレを検出①

HIGH STABILITY PRODUCTIVITY × QUALITY

HIGH ECONOMIC EF FICIENCY

HIGH STABILITY
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Epson  C loud  So lu t i on  PORTEpson  Edge  Pr in t  PRO

カンタン操作、直感的な画面レイアウト

データ編集から印刷まで、わずか３ステップで完了。

❶印刷データを選択 ❷画像プレビュー ❸編集・加工

頻度の高い機能は、トップ画面に配置

左から右に順番に操作

色を測って、カンタン色合わせ

色置き換え機能は、測色器※1で測った色の近似色プリントを、3ステップで実現します。

※1：本機能を使用するためには、オプションの測色器が必要になります。

色置き換え機能

❶色を選択 ❸色置換❷色見本を測る

色置換
完了ピッ！

用紙の無駄を削減、オートネスティング機能

用紙の幅や空きスペースに応じてプリントデータを自動配置する「オートネス
ティング機能」を搭載。面付けしたい印刷ジョブを選択して、1ボタンで自動配列。
用紙の無駄を削減します。

データ変更の時間を大幅削減。
マルチレイヤー印刷機能 for SC-S80650/SC-S80650L

特色レイヤー（ホワイト/メタリックシルバーインク）の版データを自動生成。印刷
データの編集無しで特色レイヤーデータを作成できます。

＊対応機種は、SC-S80650/SC-S80650Lのみ。

用紙の無駄を
削減するように、
自動配列します。

プリントヘッド、インクの性能を最大限に活かすために開発したエプソン純正ソフトウェア
RIP「Epson Edge Print PRO」。簡単に印刷と色合わせができることが特長です。

＊プリンター本体に同梱されています。

操作性 直感的な使いやすさが、効率をさらに高める。

サービスのお申込み・対応機種情報はこちらをご覧ください。 epson. jp/por t /

製品名 Epson Edge Print PRO

対象機種
SC-R5050L/SC-R5050/SC-S80650L/SC-S80650/
SC-S60650L/SC-S60650/SC-S40650/SC-V7000

対応OS

動
作
環
境

Windows®10（64bit）、Windows®8.1（64bit）、
Windows®8（64bit）、Windows®7 SP2（64bit）

推奨
PC環境

CPU Intel®Core™ i5 3.0GHz以上

メモリー 8GB以上

HDD 50GB以上の空き

接続ポート Hi-Speed USB、Ethernet 100Base-TX/1000Base-T

■ソフトウェアPC動作環境

SD-10について詳しくはホームページをご覧ください。
epson.jp/products/ largeprinter/sd10/

スマホアプリで簡単に使える

手のひらサイズのコンパクト設計

エプソンの測色器
SD-10

印刷物の色合わせの課題を解決！

HIGH OPERABILITY 遠隔印刷/分散印刷を実現するソリューション SOLUTION

エプソンが得意とするカラーマネジメントテクノロジーを用いて、色合わせ
業務を効率化できます。また、機体間の色合わせが可能となり、ワークフロー
ソリューションとの組合せにより、分散印刷の実現に貢献します。

※1：SD-10は別売り。

PORTのEpson Edge ColorとSD-10※1の組合せ
でいつでも安定した出力が実現できます。

A

Q
リピート印刷が多いので、毎日同じ色で
出力したい。

1
year

5
year

複数のプリンタ―の稼働状況や各印刷ジョブの進捗状況を一括で管理。
所有するプリンターの生産を最大化できます。また、カラーマネジメント
ソリューションとの組合せにより遠隔、分散印刷も実現できます。

Q
ラミネーターの準備をしたいので出力し
ているジョブがいつ終わるか知りたい。

「進捗管理」画面で各プリンターで印刷している
ジョブの出力が完了する目安の時間が確認できます。

A

ワークフロー
ソリューション

カラーマネジメント
ソリューション

詳しい
機能は
こちら

詳しい
機能は
こちら

項目

価格

利用要件

17,500円/月（税込）
15,909円/月(税別)

アップロード可能ファイル数：
最大6,000ファイル数/月

クラウド保存ファイル数：最大10,000ファイル

プレミアムプラン

9,900円/月（税込）
9,000円/月(税別)

アップロード可能ファイル数：
最大3,000ファイル数/月

クラウド保存ファイル数：最大5,000ファイル

スタンダードプラン

990円/月（税込）
900円/月(税別)

アップロード可能ファイル数：
最大200ファイル数/月

クラウド保存ファイル数：最大500ファイル

ベーシックプラン

29,800円/月（税込）
27,091円/月(税別)

Epson Edge Color

ワークフローソリューション カラーマネジメントソリューション

項目

価格

＊利用要件に記載しているアップロード可能ファイル数に到達するまで、定額で利用することが可能です。月あたりのアップロード可能ファイル数を超過する場合は、上位プランへの変更をお願い致します。また、クラウド保存ファイル数の上限に達した場合は、
登録済みのファイルを削除することで、上位プランへ変更することなく継続してご利用頂くことが可能です。＊各ソリューションにおける制限事項については、エプソンのホームページをご覧ください。

把握する お客様のPCやモバイル端末で
プリンターの稼働状況を見える化

無償

見守る 遠隔サービスでダウンタイムを削減 無償

効率化 独創のカラーマネジメント技術で
色合わせ業務を効率化

有償

最大化 生産工程を一元管理し、
お客様の生産を最大化

有償

Color Management Solution

Workflow Solution

Remote Service

Production Monitor

大判プリンターを使用する生産現場の課題を解決し、
業務の効率化を実現するエプソンのクラウドソリューション

日々のお悩みを解決するサービス SERVICE

エプソンがお客様の機体の状況を直接確認することで、正確かつ迅速な故障診断が可能になり、トラブル解決までのダウンタイムを短縮します。

遠隔サービス
詳しい
機能は
こちら
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Epson  C loud  So lu t i on  PORTEpson  Edge  Pr in t  PRO

カンタン操作、直感的な画面レイアウト
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ジョブの出力が完了する目安の時間が確認できます。

A

ワークフロー
ソリューション

カラーマネジメント
ソリューション

詳しい
機能は
こちら

詳しい
機能は
こちら

項目

価格

利用要件

17,500円/月（税込）
15,909円/月(税別)

アップロード可能ファイル数：
最大6,000ファイル数/月

クラウド保存ファイル数：最大10,000ファイル

プレミアムプラン

9,900円/月（税込）
9,000円/月(税別)

アップロード可能ファイル数：
最大3,000ファイル数/月

クラウド保存ファイル数：最大5,000ファイル

スタンダードプラン

990円/月（税込）
900円/月(税別)

アップロード可能ファイル数：
最大200ファイル数/月

クラウド保存ファイル数：最大500ファイル

ベーシックプラン

29,800円/月（税込）
27,091円/月(税別)

Epson Edge Color

ワークフローソリューション カラーマネジメントソリューション

項目

価格

＊利用要件に記載しているアップロード可能ファイル数に到達するまで、定額で利用することが可能です。月あたりのアップロード可能ファイル数を超過する場合は、上位プランへの変更をお願い致します。また、クラウド保存ファイル数の上限に達した場合は、
登録済みのファイルを削除することで、上位プランへ変更することなく継続してご利用頂くことが可能です。＊各ソリューションにおける制限事項については、エプソンのホームページをご覧ください。

把握する お客様のPCやモバイル端末で
プリンターの稼働状況を見える化

無償

見守る 遠隔サービスでダウンタイムを削減 無償

効率化 独創のカラーマネジメント技術で
色合わせ業務を効率化

有償

最大化 生産工程を一元管理し、
お客様の生産を最大化

有償

Color Management Solution

Workflow Solution

Remote Service

Production Monitor

大判プリンターを使用する生産現場の課題を解決し、
業務の効率化を実現するエプソンのクラウドソリューション

日々のお悩みを解決するサービス SERVICE

エプソンがお客様の機体の状況を直接確認することで、正確かつ迅速な故障診断が可能になり、トラブル解決までのダウンタイムを短縮します。

遠隔サービス
詳しい
機能は
こちら
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機種名 SC-R5050L SC-R5050 SC-S80650L SC-S80650 SC-S60650L SC-S60650  SC-S40650 SC-P20050X SC-P2005PS

標準価格（税別） 3,050,000円 2,520,000円 2,630,000円 2,310,000円 2,630,000円 2,310,000円 1,790,000円 1,717,200円 1,749,000円

解像度 最大解像度1,200×2,400dpi 最大解像度1,440×1,440dpi※1 最大解像度2,400×1,200dpi

ノズル配列 CMYKOp 800×2列
LcLm 800×1列 360×1×2ノズル×10色 360×1×2ノズル×10色 360×2×2ノズル×4色 360×2×2ノズル×4色 360×2ノズル×4色 4,000ノズル（800ノズル×5色）×2（ブラック・カラー）

印刷速度

【ターポリン/壁紙】
Production：21.0m²/h　6Pass

【のり付き塩ビ、合成紙/その他】
Production：15.1m²/h　9Pass

【布】
Production：9.5m²/h　14Pass

【フィルム】
Production：5.2m²/h　26Pass

【塩ビ】
Speed：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Production：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
Quality：8.8m²/h　720×1,440dpi　12Pass
High Quality：6.8m²/h　720×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.1m²/h　360×360dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　360×720dpi　2Pass
Speed：26.8m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Quality：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
High Quality：12.5m²/h　720×720dpi　8Pass High Quality

【塩ビ】
Speed：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Production：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
Quality：8.8m²/h　720×1,440dpi　12Pass
High Quality：6.8m²/h　720×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.1m²/h　360×360dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　360×720dpi　2Pass
Speed：26.8m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Quality：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
High Quality：12.5m²/h　720×720dpi　8Pass High Quality

【塩ビ】
Speed：25.0m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Production：17.6m²/h　720×1,440dpi　6Pass
Quality：13.3m²/h　720×1,440dpi　8Pass
High Quality：8.7m²/h　1,440×1,440dpi　12Pass
Max Quality：6.8m²/h　1,440×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.3m²/h　360×720dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　720×720dpi　2Pass
Speed：31.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：29.4m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Quality：20.7m²/h　720×1,440dpi　6Pass
High Quality：14.6m²/h　720×1,440dpi　8Pass

【塩ビ】
Speed：25.0m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Production：17.6m²/h　720×1,440dpi　6Pass
Quality：13.3m²/h　720×1,440dpi　8Pass
High Quality：8.7m²/h　1,440×1,440dpi　12Pass
Max Quality：6.8m²/h　1,440×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.3m²/h　360×720dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　720×720dpi　2Pass
Speed：31.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：29.4m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Quality：20.7m²/h　720×1,440dpi　6Pass
High Quality：14.6m²/h　720×1,440dpi　8Pass

【塩ビ】
Speed：16.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：10.5m²/h　720×1,440dpi　6Pass
Quality：7.8m²/h　720×1,440dpi　8Pass
High Quality：4.7m²/h　1,440×1,440dpi　12Pass
Max Quality：3.5m²/h　1,440×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：58.4m²/h　360×720dpi　1Pass
Billboard：29.4m²/h　720×720dpi　2Pass
High Speed：20.8m²/h　720×720dpi　3Pass
Production：16.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Quality：11.0m²/h　720×1,440dpi　6Pass
High Quality：8.6m²/h　720×1,440dpi　8Pass

＜プロフェッショナルフォトペーパー
<薄手光沢>/B0サイズ＞
600×600dpi、
レベル2、
双方向印刷オン：4.6分

紙送り方式 ロール紙：1本装着 ロール紙：1本装着/単票紙：1枚ずつ手差し給紙

ロール紙外径 送り側：最大250mm　巻取り側：最大200mm 170mm

紙管サイズ（芯径） 2インチまたは3インチ

ロール紙重量 最大45kg 最大24kg

用紙 用紙幅：300～1,626mm（64インチ）　用紙厚：最大1mm

単票紙
用紙サイズ：A4縦～B0プラス
用紙幅：210～1,118mm
用紙厚：0.08～1.5mm

ロール紙
用紙幅：254～1,626mm
用紙厚：0.08～0.5mm

印字幅 最大1,616mm 最大1,626mm

必要マージン 左右 5mm（メディア押さえ板使用時 10mm）
ロール紙：左右0mm、上3mm、下3mm
単票紙：左右0mm、上3mm、下14mm

＊アプリケーション、用紙種類により異なります。

インターフェイス USBインターフェイス（Hi-Speed USB）、100BASE-TX/1000BASE-T
USBインターフェイス（Hi-Speed USB/USB）※2

1000Base-T（推奨）/100Base-TX

内蔵メモリー 2GB 512MB（Main）/128MB（Network） 1.5GB

インク種類
UltraChrome RSインク
レジンインク搭載各色大容量インクパック

UltraChrome GS3インク with RED
エコソルベントインク搭載各色大容量インクパック

UltraChrome GS3インク with RED
エコソルベントインク搭載各色独立カートリッジ

UltraChrome GS3インク
エコソルベントインク搭載各色大容量インクパック

UltraChrome GS3インク
エコソルベントインク搭載各色独立カートリッジ

UltraChrome Proインク
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ

インク色

6色
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、
＋オプティマイザー

＊SC-R5050Lは2セット分搭載可能

10色　
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、
グレー、オレンジ、レッド、ホワイトまたはメタリックシルバー

10色　
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、
グレー、オレンジ、レッド、ホワイトまたはメタリックシルバー

4色
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック

4色
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック

10色
フォトブラック、マットブラック、ダークグレー、グレー、
ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、
ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ
＊フォトブラック、マットブラックは用紙種類に合わせて切り替え。

環境条件 温度：15～30℃（20～25℃推奨）　湿度：20～80%（非結露） 温度：15～35℃（20～32℃推奨）　湿度：20～80%（40～60%推奨） （非結露） 温度10～35℃、湿度20～80％（非結露）

電源電圧
AC 200-240V、50/60Hz×2
＊電源工事が必要な場合があります。

AC 100-120V、50/60Hz AC 100V、50/60Hz

消費電力
最大消費電力:6,400W

動作時:4,600W
スリープモード時:約46W

最大消費電力：6,400W
動作時：4,600W

スリープモード時：約44W

最大消費電力：2,640W
動作時：約640W

スリープモード時：約24W

最大消費電力：2,640W
動作時：約650W

スリープモード時：約14W

最大消費電力：2,772W
動作時：約865W

スリープモード時：約23W

最大消費電力：2,772W
動作時：約745W

スリープモード時：約13W

最大消費電力：2,640W
動作時：約480W

スリープモード時：約12W

動作時:約95W
スリープモード時：約2.8W

稼働音 約66.1dB 約59dB 約60.5dB 約59dB 51.1dB（A） 以下

外形寸法

※写真はSC-R5050L

重量 約449㎏ 約425㎏ 約328kg 約284kg 約336kg 約291kg 約279kg 約171kg

ヒーター
プリヒーター設定温度：30～55℃

プラテンヒーター設定温度：30～50℃
硬化ヒーター設定温度：40～110℃

プリヒーター設定温度：30～50℃　
プラテンヒーター設定温度：30～50℃　
アフターヒーター設定温度：30～55℃

−

同梱物

大容量インクサーバー×1、メディア押さえ板×2、廃液ボトル×2、ドキュ
メントパック×1、USBケーブル×1、メディアクリーナーブラシ×1、保温板
×1、クリーンルームワイパー×1、クリーニングキット×1、Epson Edge 
Print PRO×1、AC電源ケーブル（大容量インクサーバー用）×1、AC電源
ケーブル（プリンター本体用）×2、AC電源ケーブル（硬化ヒーター用）×2

スタンド、自動巻き取りユニット、手袋14枚、ピンセット1個、ワイパーユニット2個、エアフィルター4個（内2個は本体にセット済）、 フラッシング用吸収材2個（内1個は本体にセット済）、トレイ1個、紙テープ1個、クリーニング棒20本、クリーンルームワイパー100枚、グリスキット、廃インクボトル、ソフトウェア 
CD-ROM（通信用ドライバー、電子マニュアル、Epson Edge Dashboard、EpsonNet Config、EpsonNet Print、EpsonNet Setup）、 ソフトウェアCD-ROM（Epson Edge Print PRO）、電源ケーブル、USBケーブル（インクサーバーと本体接続用）、インクサーバー（SC-S80650L、SC-S60650Lのみ）

インクカートリッジ（110ml）※5各1本（フォトブラック、マットブラック、
ダークグレー、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、 
ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ）約50mm・約76mm
紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ、ソフトウェアCD-ROM、
取扱説明書、スタンド、排紙バスケット、ロール紙仮置き台

2,766mm

880mm
1,090mm※4

1,671mm※3

1,338mm

2,949mm

1,045mm

1,774mm※3
1,605mm

1,670mm※3

880mm
1,090mm※4

1,338mm

2,620mm

※1：ご使用のソフトウェアRIPおよびメディアによります。※2：印刷品質を保つため、Hi-Speed USBの使用を推奨します。※3：カバーオープン時。※4：ジャッキアップレバー使用時。※5：初期充填用です。
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機種名 SC-R5050L SC-R5050 SC-S80650L SC-S80650 SC-S60650L SC-S60650  SC-S40650 SC-P20050X SC-P2005PS

標準価格（税別） 3,050,000円 2,520,000円 2,630,000円 2,310,000円 2,630,000円 2,310,000円 1,790,000円 1,717,200円 1,749,000円

解像度 最大解像度1,200×2,400dpi 最大解像度1,440×1,440dpi※1 最大解像度2,400×1,200dpi

ノズル配列 CMYKOp 800×2列
LcLm 800×1列 360×1×2ノズル×10色 360×1×2ノズル×10色 360×2×2ノズル×4色 360×2×2ノズル×4色 360×2ノズル×4色 4,000ノズル（800ノズル×5色）×2（ブラック・カラー）

印刷速度

【ターポリン/壁紙】
Production：21.0m²/h　6Pass

【のり付き塩ビ、合成紙/その他】
Production：15.1m²/h　9Pass

【布】
Production：9.5m²/h　14Pass

【フィルム】
Production：5.2m²/h　26Pass

【塩ビ】
Speed：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Production：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
Quality：8.8m²/h　720×1,440dpi　12Pass
High Quality：6.8m²/h　720×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.1m²/h　360×360dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　360×720dpi　2Pass
Speed：26.8m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Quality：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
High Quality：12.5m²/h　720×720dpi　8Pass High Quality

【塩ビ】
Speed：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Production：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
Quality：8.8m²/h　720×1,440dpi　12Pass
High Quality：6.8m²/h　720×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.1m²/h　360×360dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　360×720dpi　2Pass
Speed：26.8m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：18.2m²/h　720×720dpi　6Pass
Quality：13.2m²/h　720×720dpi　8Pass
High Quality：12.5m²/h　720×720dpi　8Pass High Quality

【塩ビ】
Speed：25.0m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Production：17.6m²/h　720×1,440dpi　6Pass
Quality：13.3m²/h　720×1,440dpi　8Pass
High Quality：8.7m²/h　1,440×1,440dpi　12Pass
Max Quality：6.8m²/h　1,440×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.3m²/h　360×720dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　720×720dpi　2Pass
Speed：31.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：29.4m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Quality：20.7m²/h　720×1,440dpi　6Pass
High Quality：14.6m²/h　720×1,440dpi　8Pass

【塩ビ】
Speed：25.0m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Production：17.6m²/h　720×1,440dpi　6Pass
Quality：13.3m²/h　720×1,440dpi　8Pass
High Quality：8.7m²/h　1,440×1,440dpi　12Pass
Max Quality：6.8m²/h　1,440×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：95.3m²/h　360×720dpi　1Pass
Billboard：52.3m²/h　720×720dpi　2Pass
Speed：31.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：29.4m²/h　720×720dpi　4Pass High Quality
Quality：20.7m²/h　720×1,440dpi　6Pass
High Quality：14.6m²/h　720×1,440dpi　8Pass

【塩ビ】
Speed：16.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Production：10.5m²/h　720×1,440dpi　6Pass
Quality：7.8m²/h　720×1,440dpi　8Pass
High Quality：4.7m²/h　1,440×1,440dpi　12Pass
Max Quality：3.5m²/h　1,440×1,440dpi　16Pass

【バナー】
Draft：58.4m²/h　360×720dpi　1Pass
Billboard：29.4m²/h　720×720dpi　2Pass
High Speed：20.8m²/h　720×720dpi　3Pass
Production：16.6m²/h　720×720dpi　4Pass
Quality：11.0m²/h　720×1,440dpi　6Pass
High Quality：8.6m²/h　720×1,440dpi　8Pass

＜プロフェッショナルフォトペーパー
<薄手光沢>/B0サイズ＞
600×600dpi、
レベル2、
双方向印刷オン：4.6分

紙送り方式 ロール紙：1本装着 ロール紙：1本装着/単票紙：1枚ずつ手差し給紙

ロール紙外径 送り側：最大250mm　巻取り側：最大200mm 170mm

紙管サイズ（芯径） 2インチまたは3インチ

ロール紙重量 最大45kg 最大24kg

用紙 用紙幅：300～1,626mm（64インチ）　用紙厚：最大1mm

単票紙
用紙サイズ：A4縦～B0プラス
用紙幅：210～1,118mm
用紙厚：0.08～1.5mm

ロール紙
用紙幅：254～1,626mm
用紙厚：0.08～0.5mm

印字幅 最大1,616mm 最大1,626mm

必要マージン 左右 5mm（メディア押さえ板使用時 10mm）
ロール紙：左右0mm、上3mm、下3mm
単票紙：左右0mm、上3mm、下14mm

＊アプリケーション、用紙種類により異なります。

インターフェイス USBインターフェイス（Hi-Speed USB）、100BASE-TX/1000BASE-T
USBインターフェイス（Hi-Speed USB/USB）※2

1000Base-T（推奨）/100Base-TX

内蔵メモリー 2GB 512MB（Main）/128MB（Network） 1.5GB

インク種類
UltraChrome RSインク
レジンインク搭載各色大容量インクパック

UltraChrome GS3インク with RED
エコソルベントインク搭載各色大容量インクパック

UltraChrome GS3インク with RED
エコソルベントインク搭載各色独立カートリッジ

UltraChrome GS3インク
エコソルベントインク搭載各色大容量インクパック

UltraChrome GS3インク
エコソルベントインク搭載各色独立カートリッジ

UltraChrome Proインク
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ

インク色

6色
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、
＋オプティマイザー

＊SC-R5050Lは2セット分搭載可能

10色　
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、
グレー、オレンジ、レッド、ホワイトまたはメタリックシルバー

10色　
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、
グレー、オレンジ、レッド、ホワイトまたはメタリックシルバー

4色
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック

4色
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック

10色
フォトブラック、マットブラック、ダークグレー、グレー、
ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、
ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ
＊フォトブラック、マットブラックは用紙種類に合わせて切り替え。

環境条件 温度：15～30℃（20～25℃推奨）　湿度：20～80%（非結露） 温度：15～35℃（20～32℃推奨）　湿度：20～80%（40～60%推奨） （非結露） 温度10～35℃、湿度20～80％（非結露）

電源電圧
AC 200-240V、50/60Hz×2
＊電源工事が必要な場合があります。

AC 100-120V、50/60Hz AC 100V、50/60Hz

消費電力
最大消費電力:6,400W

動作時:4,600W
スリープモード時:約46W

最大消費電力：6,400W
動作時：4,600W

スリープモード時：約44W

最大消費電力：2,640W
動作時：約640W

スリープモード時：約24W

最大消費電力：2,640W
動作時：約650W

スリープモード時：約14W

最大消費電力：2,772W
動作時：約865W

スリープモード時：約23W

最大消費電力：2,772W
動作時：約745W

スリープモード時：約13W

最大消費電力：2,640W
動作時：約480W

スリープモード時：約12W

動作時:約95W
スリープモード時：約2.8W

稼働音 約66.1dB 約59dB 約60.5dB 約59dB 51.1dB（A） 以下

外形寸法

※写真はSC-R5050L

重量 約449㎏ 約425㎏ 約328kg 約284kg 約336kg 約291kg 約279kg 約171kg

ヒーター
プリヒーター設定温度：30～55℃

プラテンヒーター設定温度：30～50℃
硬化ヒーター設定温度：40～110℃

プリヒーター設定温度：30～50℃　
プラテンヒーター設定温度：30～50℃　
アフターヒーター設定温度：30～55℃

−

同梱物

大容量インクサーバー×1、メディア押さえ板×2、廃液ボトル×2、ドキュ
メントパック×1、USBケーブル×1、メディアクリーナーブラシ×1、保温板
×1、クリーンルームワイパー×1、クリーニングキット×1、Epson Edge 
Print PRO×1、AC電源ケーブル（大容量インクサーバー用）×1、AC電源
ケーブル（プリンター本体用）×2、AC電源ケーブル（硬化ヒーター用）×2

スタンド、自動巻き取りユニット、手袋14枚、ピンセット1個、ワイパーユニット2個、エアフィルター4個（内2個は本体にセット済）、 フラッシング用吸収材2個（内1個は本体にセット済）、トレイ1個、紙テープ1個、クリーニング棒20本、クリーンルームワイパー100枚、グリスキット、廃インクボトル、ソフトウェア 
CD-ROM（通信用ドライバー、電子マニュアル、Epson Edge Dashboard、EpsonNet Config、EpsonNet Print、EpsonNet Setup）、 ソフトウェアCD-ROM（Epson Edge Print PRO）、電源ケーブル、USBケーブル（インクサーバーと本体接続用）、インクサーバー（SC-S80650L、SC-S60650Lのみ）

インクカートリッジ（110ml）※5各1本（フォトブラック、マットブラック、
ダークグレー、グレー、ライトグレー、イエロー、シアン、ライトシアン、 
ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ）約50mm・約76mm
紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ、ソフトウェアCD-ROM、
取扱説明書、スタンド、排紙バスケット、ロール紙仮置き台

972mm
1,147mm※4

2,766mm

1,671mm※3

1,338mm

1,670mm※3

880mm
1,090mm※4

1,338mm

2,620mm
2,415mm

1,145mm

760mm

1,670mm※3

972mm 1,147mm※4

1,338mm

2,620mm
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オプション・消耗品

■メンテナンス商品
対象機種 型番 商品名 標準価格（税別）

全機種共通
SC2CS クリーニング棒 2,630円

SC2CRW クリーンルームワイパー 1,580円

SC-Rシリーズ共通

SC22FW ワイパーユニット 17,850円

SC16CK クリーニングキット 3,990円

SC22CLL クリーニング液 11,550円

SC-R5050用 SC22ML15
メンテナンスリキッド※1

2,310円

SC-R5050L用 SC22ML30 4,830円

SC-Sシリーズ共通 SC2CLN インククリーナー 3,150円

SC-S80650/ 
SC-S60650/ 
SC-S40650用

SC10CLL クリーニング液※1 5,250円

SC10MKIT メンテナンスパーツキット 12,600円

SC2WIB 廃インクボトル 3,150円

SC-S80650L/ 
SC-S60650L用

SC19PCLL クリーニング液パック※1 10,500円

SC10MKIT2 メンテナンスパーツキット 12,600円

SC-S80650L/SC-S60650L/
SC-R5050/SC-R5050L用 SC17WIB 廃液ボトル 4,410円

SC-P20050X/ 
SC-P2005PS用

SC1MB メンテナンスボックス 6,300円

SCCLS クリーニングシート 900円

※1：プリンターにセットしたメンテナンスリキッドはプリンターの性能を保つために消費します。

■オプション
対象機種 型番 商品名 仕様 標準価格（税別）

SC-Sシリーズ共通

EO3BAS 測色器エックスライト社製 i1BasicPro3 オープンプライス

SCEEP-P Epson Edge Print PRO ソフトウェアRIP。
パッケージ単品となります。 245,000円

OPDFUN2※1 外付け乾燥ファンユニット − 315,300円

SC-P20050X/ 
SC-P2005PS用

SCPARFU44 巻き取りユニット 排紙バスケットを収納して使用
します。 157,500円

SCHDU2 ハードディスクユニット 320GB 63,000円

SCPSU1 Adobe® PostScript® 3™
拡張ユニット − 157,500円

SCSPB3 カッター替え刃 − 15,800円

ROLLH ロール紙固定ホルダー 2ヶ入り（ロール紙は別売りです） 2,100円

SCPRPA1 ロールペーパーアダプタ 2ヶ入り（1セット） 12,600円

SC-R5050/
SC-R5050L用

SCRMOB メディア押さえ板 − 7,150円

SC22TS 保温板 − 840円

SCF10MCB メディアクリーナーブラシ − 480円

SC22MS メディアスペーサー − 24,200円

SC-Sシリーズ/
SC-P20050シリーズ/
SC-Rシリーズ共通

SD-10 測色器 分光測色方式 98,000円

※1：SC-S60650/SC-S60650Lは標準添付

■インクカートリッジ・インクパック
SC-R5050

型番 仕様 インク容量 標準価格（税別）

SC22BK15 ブラック

1,500ml 各33,600円

SC22C15 シアン

SC22M15 マゼンタ

SC22Y15 イエロー

SC22LC15 ライトシアン

SC22LM15 ライトマゼンタ

SC22OP15 オプティマイザー

SC-S80650/SC-S60650/SC-S40650
型番 仕様 インク容量 標準価格（税別）

SC10BK70 ブラック

700ml 各21,690円

SC10C70 シアン

SC10M70 マゼンタ

SC10Y70 イエロー

SC10LC70 ライトシアン

SC10LM70 ライトマゼンタ

SC10GY70 グレー

SC10OR70 オレンジ

SC10R70 レッド

SC10WW60 ホワイト 600ml 31,500円

SC10MT35 メタリックシルバー 350ml 35,100円

SC10BK70P ブラック4本入り

1本あたり
700ml 各58,220円

SC10C70P シアン4本入り

SC10M70P マゼンタ4本入り

SC10Y70P イエロー4本入り

SC10LC70P ライトシアン4本入り

SC10LM70P ライトマゼンタ4本入り

SC10GY70P グレー4本入り

SC10OR70P オレンジ4本入り

SC10R70P レッド4本入り

SC-R5050L
型番 仕様 インク容量 標準価格（税別）

SC22BK30 ブラック

1,500ml
2パックセット 各65,100円

SC22C30 シアン

SC22M30 マゼンタ

SC22Y30 イエロー

SC22LC30 ライトシアン

SC22LM30 ライトマゼンタ

SC22OP30 オプティマイザー

SC-P20050X/SC-P2005PS
型番 仕様 インク容量　 標準価格（税別）

SC8BK70 フォトブラック

700ml 各23,100円

SC8C70 シアン

SC8LC70 ライトシアン

SC8VM70 ビビッドマゼンタ

SC8VLM70 ビビッドライトマゼンタ

SC8Y70 イエロー

SC8GY70 グレー

SC8LGY70 ライトグレー

SC8DGY70 ダークグレー

SC8MB70 マットブラック

SC-S80650L/SC-S60650L
型番 仕様 インク容量 標準価格（税別）

SC19BKL2 ブラック

1,500ml
2パックセット 各57,960円

SC19CL2 シアン

SC19ML2 マゼンタ

SC19YL2 イエロー

SC19LCL2 ライトシアン

SC19LML2 ライトマゼンタ

SC19GYL2 グレー

SC19ORL2 オレンジ

SC19RL2 レッド

SC19WWL ホワイト 1,500ml 73,290円

SC19MTL メタリックシルバー 500ml 46,730円

■スターターキット
SC-R・SC-Sシリーズにはインクカートリッジ/インクパックが同梱されておりません。プリンター本体へのインク初期充填時にはインクカートリッジ/インクパックが必要となります。製品ご購入時にはインクカートリッジ/インクパックがセットになったスターターキットのご購入が必要となります。

対象機種 型番 仕様 標準価格（税別）

SC-R5050 SCR50SKEP インクパック6本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ各色1本）、オプティマイザー1本、メンテナンスリキッド1本 237,510円

SC-R5050L SCR5LSKEP インクパック12本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ各色2本）、オプティマイザー2本、メンテナンスリキッド2本 465,360円

SC-S40650 SCS40SKEP インクカートリッジ4本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各色1本）、インククリーナー1本 86,760円

SC-S60650 SCS60SKEP インクカートリッジ8本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各色2本）、インククリーナー1本 173,520円

SC-S80650

SCS80SKCEP インクカートリッジ9本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド各色1本）、クリーニング液1本、インククリーナー1本 200,460円

SCS80SKWEP インクカートリッジ10本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、ホワイト各色1本）、インククリーナー1本 226,710円

SCS80SKMEP インクカートリッジ10本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、メタリックシルバー各色1本）、インククリーナー1本 230,310円

SC-S60650L SCS6LSKEP インクパック8本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各色2本）、インククリーナー1本 231,840円

SC-S80650L

SCS8LSKCEP インクパック9本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド各色1本）、クリーニング液1本、インククリーナー1本 271,320円

SCS8LSKWEP インクパック10本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、ホワイト各色1本）、インククリーナー1本 334,110円

SCS8LSKMEP インクパック10本（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、メタリックシルバー各色1本）、インククリーナー1本 307,550円

＊SCS80SKCEP/SCS8LSKCEP：導入時9色で使用するユーザー向け。9色＋ホワイト／メタリックシルバーへの切替も可能。 
  SCS80SKWEP/SCS8LSKWEP：導入時9色＋ホワイトで使用するユーザー向け。9色／9色＋メタリックへの切替も可能。 
  SCS80SKMEP/SCS8LSKMEP：導入時9色＋メタリックで使用するユーザー向け。9色／9色＋ホワイトへの切替も可能。  
＊ホワイトインク、メタリックシルバーインクはMCS保証プログラムに対応しておりません。＊スターターキット単品の販売は行っていません。
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搬入・設置のご案内

搬入 搬入作業では、製品の開梱と指定場所への配置及び組み立て、梱包材回収までの作業を行います。個別見積もりとなります。
尚お申込みいただき、弊社契約の業者がお客様先に事前にお伺いさせていただき、搬入経路の確認をさせていただいた上で料金のご提示となります。

設置 配送・搬入後、ご指定の場所にサービスエンジニアを派遣し、お客様の代わりに製品の設置作業を行います。設置作業を実施するには、搬入作業が終了している必要があります。

SC-Pシリーズ
■インストール料金

商品名 価格

ONXY RIP Center 40,000円（税別）
Epson Edge Print/PRO 40,000円（税別）
CPSソフトリッパーLite2※1 15,000円（税別）訪問料金別
オプション追加ドライバー※1 3,000円（税別）訪問料金別

※1：訪問料金：11,000円（税別）/1人/１訪問。プリンター本体と同時設置の場合、訪問料金はかかりません。（本体設置の訪問料金に含まれております。）
詳細は弊社営業または販売店へお問い合わせください。＊事前に本作業に必要な動作環境およびLANが構築・正常稼働していることが前提と
なります。＊クライアント/サーバー各１台の料金となります。＊フォントのインストール、プロファイルの作成・登録は含みません。＊本作業実施前後
のクライアント/サーバーPCのサポートおよび保証は一切いたしかねます。＊RIP製品の詳細についてはエプソンのホームページをご確認ください。

■設置料金
対象機種 価格

SC-P20050X※1 70,000円（税別）
SC-P20050X※2／SC-P2005PS 30,000円（税別）

※1：本体設置ならびに「ONYX RIPCenter Epson Edition」インストール（PCの設定変更、導入教育を含む）。※2：本体設置のみの場合。

■オプション設置料金（本体設置済みの製品に別途オプションを組み込む場合）
商品名 価格

ハードディスクユニット※1 14,000円（税別）
自動測色器マウンタ －
自動巻き取りユニット 20,000円（税別）
ペーパーカッター替え刃 14,000円（税別）
Adobe® PostScript® 3TM 拡張ユニット※1 14,000円（税別）

※1：ハードディスクユニットとPostScript®ユニットは同時に使用することはできません。

SC-Rシリーズ・SC-Sシリーズ
■設置料金

設置内容 価格

●本体組上げ、消耗品・オプション品の取付け　●プリンター本体の調整及び動作確認　●取扱説明（消耗品セット方法・紙詰まり等の処理・メンテナンス方法の説明） 60,000円（税別）

●本体組上げ、消耗品・オプション品の取付け　●プリンター本体の調整及び動作確認　●ソフトウェアインストール（ＰＣの設定変更含む）　●基本設定（用紙設定、ハードウェアキーのセット等）
●お客様環境での印刷確認　●取扱説明（消耗品セット方法・紙詰まり等の処理・メンテナンス方法・標準添付ソフトウェアRIPの基本操作説明） 100,000円（税別）

＊設置にはクリーニング液によるヘッド洗浄作業が含まれます。お客様ご自身で設置作業を実施する場合には別途クリーニング液が必要となります。設置作業時に廃液が多量排出されますので適正に処理をお願い致します。詳しくは取扱販売店
またはインフォメーションセンターへお問い合わせください。

■セルフリペア教育
対象機種 価格

SC-R5050
SC-R5050L

40,000円（税抜）

＊設置と同時にセルフリペア教育を実施する場合
は設置料金に含みます。

【ご使用にあたっての注意事項】●インクジェットプリンターは非常に精密なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行うため、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があります。同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う
場合がありますので、ご了承ください。●本製品の使用時、廃インクボトル内に廃液が排出されます。廃液は各自治体の法令に基づき、産業廃棄物として処理業者に廃液処理をご依頼ください。●本製品を用いて作成された印刷物を以下のような環境で掲示する
場合、印刷物や掲示環境を良好に保つため、あらかじめラミネート加工処理をおこなってから掲示していただくことをお薦めします。・防水掲示板等の密閉された環境に掲示する場合・ガラスやポリカーボネイド等を印刷面に密着させた状態で掲示する場合。

無償保証期間

●無償保証期間　SC-Sシリーズ：2年間　SC-Pシリーズ：1年間　　●対応時間  平日9:00～１7:30
お客様の正常な使用状況におきまして、ご購入後下記期間内に故障が起こった場合、無償修理いたします。保証登録後発行される保証書にて、保証が有効となります。

＊SC-Rシリーズは無償保証の対象外となります。＊エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障は対象外となります。＊保証期間内であっても、離島・山間地に関しましては、別途交通費が必要となります。

保守サービスおよび出張修理のご案内

●対応時間　SC-Sシリーズ：平日9:00～21:00　SC-Rシリーズ／SC-Pシリーズ：平日9:00～17:30
保守契約にご加入いただくかエプソンサービスパックをご購入の上登録いただくと、保守期間中は無償でお客様のご指定の場所に、最優先でサービスエンジニアを派遣し、その場で修理を行います。

■ユーザーセルフリペア保守オプション 「ユーザーセルフリペア保守」と組み合わせてお申し込みいただける保守サービスオプションをご用意しました。

設置内容 価格

定期点検 お客様先に訪問し、プリンター内部の点検をいたします。 46,000円/回
プリントヘッド交換サービス ご購入いただいたプリントヘッドを、サービスエンジニアが訪問し、交換いたします。 46,000円/回

メンテナンス代行サービス 日常的なメンテナンスを、お客様に代わって実施いたします。都度のお申し込みまたは年間契約を選択いただけます。
（年間でのご契約の場合、メンテナンスの上限は6回までとなります。）

24,000円/回
129,600円/年

リモートサポートサービス 遠隔操作によりRIP等のソフトウェアサポートを実施いたします。
＊保守サービスと同時にお申し込みいただく必要があります。

60,000円/年

特別対応保守 24時間365日対応など、対応時間、対応日の拡張サービスです。
＊エリアにより対応できかねる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。＊保守サービスと同時にお申し込みいただく必要があります。

個別見積

■出張修理料金
サービス内容 価格

出張基本料（１ヵ所1名あたり） 11,000円（税別）
技術料（1台あたり） 35,000円（税別）
交通費 所定料金による
部品代 所定料金による

＊弊社サービス拠点（拠点がない場合は県庁所在地）よりお客様までの片道距離が20km以上離れ
ている場合、別途交通費がかかります。＊上記料金は、月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）の
日中内（9：00～17：30）の料金です。＊離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。
＊SC-R5050/SC-S5050Lにつきましては、修理対応時、お客様のインクを使用させていただきま
すのでご了承ください。

■ユーザーセルフリペア保守
対象機種 価格 ＊セルフリペア対象パーツをお客様ご自身で交換いただける保守サービスです。パーツ交換は、本体に搭載された故障診断機能により行います。＊ユーザーセルフリペア保守にご加入いただく場合、「Epson Cloud Solution 

PORT」へのご登録が必須となります。＊ユーザーセルフリペア保守へのご加入にあたっては、事前に導入教育の受講が必要となります。＊セルフリペア対象パーツは、別途購入いただく必要があります（有償）。＊SC-R5050,
SC-R5050Lにつきましては、無償保証期間の設定はありません。購入時にユーザーセルフリペア保守にご加入いただくことをお勧めいたします。＊年間保守契約の加入可能期間は購入日から最大7年間となります。＊その他注意
事項につきましては、エプソンのホームページにてご確認下さい。 

SC-R5050 110,000円（税抜）
SC-R5050L 133,000円（税抜）

SC-Rシリーズ

■出張修理料金
サービス内容 価格

出張基本料（１ヵ所1名あたり） 11,000円（税別）
技術料（1台あたり） 35,000円（税別）
交通費 所定料金による
部品代 所定料金による

＊弊社サービス拠点（拠点がない場合は県庁所在地）よりお客様までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費が
かかります。＊上記料金は、月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）の日中内（9：00～17：30）の料金です。＊離島・山間地につき
ましては、別途交通費が必要となります。＊SC-S80650L/SC-S60650Lにつきましては、修理対応時、お客様のインクを使用
させていただきますのでご了承ください。

■通常保守＜年一回の定期点検付き＞

対象機種
購入同時3年 購入同時4年 購入同時5年

型番 価格 型番 価格 型番 価格
SC-S80650L HSCS80LHS3 240,000円（税別） HSCS80LHS4 440,000円（税別） HSCS80LHS5 625,000円（税別）
SC-S80650 HSCS80HS3 195,000円（税別） HSCS80HS4 380,000円（税別） HSCS80HS5 550,000円（税別）
SC-S60650L HSCS60LHS3 240,000円（税別） HSCS60LHS4 440,000円（税別） HSCS60LHS5 625,000円（税別）
SC-S60650 HSCS60HS3 195,000円（税別） HSCS60HS4 380,000円（税別） HSCS60HS5 550,000円（税別）
SC-S40650 HSCS40HS3 153,000円（税別） HSCS40HS4 300,000円（税別） HSCS40HS5 440,000円（税別）

＊年間保守契約の加入可能期間は購入日から最大7年間となります。 

SC-Sシリーズ

■出張修理料金
サービス内容 価格

出張基本料（１ヵ所1名あたり） 11,000円（税別）
技術料（1台あたり） 25,000円（税別
交通費 所定料金による
部品代 所定料金による

＊弊社サービス拠点（拠点がない場合は県庁所在地）よりお客様までの片道距離が20km以上離れている場合、別途交通費がかかります。＊上記料
金は、月～金曜日（祝日・弊社指定休日を除く）の日中内（9：00～17：30）の料金です。＊離島・山間地につきましては、別途交通費が必要となります。

■通常保守

対象機種
購入同時3年 購入同時4年 購入同時5年

型番 価格 型番 価格 型番 価格

SC-P20050X
SC-P2005PS

HSCP20HS3 360,000円（税別） HSCP20HS4 480,000円（税別） HSCP20HS5 600,000円（税別）

SC-Pシリーズ

◆インクカートリッジ、用紙などの消耗品の交換または補充
◆製品に付随するプログラムデータ、記憶媒体、ソフトウェア保守など
◆故意、過失または不適切な使用、エプソンの純正または推奨品以外の消耗品に起因する製品の故障の修理調整
◆天災地変等の事由に起因する製品の故障の修理調整・オーバーホールなどの大修理
◆製品の改造、運搬移設、設置、回線接続作業またはその立ち会い

◆他の機器への接続、適切でない設置環境、ならびに入力電圧の不適切な使用に起因する製品の故障の修理調整
◆使用するプログラム、消耗品、記録媒体の保管不備に起因する製品の故障の修理調整
◆保守サービスの受付・対応時間以外の時間における保守サービス
◆市販RIPソフト・ドライバー関連サポート

■保守サービスに含まれないもの
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繊細で鮮やかな高画質出力01

02 短納期業務に貢献する高速印刷

信頼性 & 安定稼働03

幅広いメディアに印刷できる使い勝手の良さ04
メディアを吸着するエリアを4分割できるため、メディアの大きさに
合わせてムダのない吸着ができます。

使いやすい4分割吸着ゾーン

新開発UltraChrome UVインクを採用し、さまざまなメディアに印刷が
可能。また、繊細で鮮やかな高画質出力が可能です。

新開発UltraChrome UVインクを採用

シアン ライトシアン マゼンタ イエロー レッド ホワイトライトマゼンタグレーブラック バーニッシュ

メディア厚自動測定機能を搭載し、厚みが違うメディアでもヘッドの高さ
を自動で調整します。ヘッド擦れを未然に防ぐため、ヘッド擦れによる
ヘッド破損のリスクを減らし、お客様のダウンタイムを低減します。

メディア厚自動測定機能

8個のヘッドの最適配置により、高速印刷を実現します。

独自のプリントヘッドレイアウトにより、高速印刷を実現

圧倒的な高画質を実現する
エプソンのフラットベッドUVインク搭載プリンター

対応メディアサイズ（W×D）

2,500×1,250mm

出力スピード

High Speed：43.1m²/h 360×720dpi

受注生産品
10,230,000円 標準価格（税別）

10
colors

High Speed

Speed

Production

Quality

High Quality

0 10 20 30 40 50 ㎡/h
＊詳しくはエプソンのホームページをご確認ください。＊単層印刷時の印刷速度

    

●プリンター購入ガイドインフォメーション  製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様などお気軽にお電話ください。
　  050-3155-8100
＊上記電話番号はKDDI株式会社の電話サービスを利用しています。上記番号がご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTT東日本、NTT西日本の
  固定電話（一般回線）からおかけいただくか、042-585-8444までおかけ直しください。＊受付時間につきましては、ホームページをご確認ください。

  電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめのうえおかけください。

カタログコード：CLSUCSD2F （2022年7月1日現在）

プリンター性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジ/インクパックを使用されることをお勧めいたします。純正品
以外のものをご使用になりますと、プリンター本体や印字品質に悪影響がでるなど、プリンター本来の性能を発揮できない場合があります。

消耗品は、純正品をお勧めいたします。

epson. jp/surecolor製品からソリューションまで、シュアカラーのすべてがわかる。

＊初めてインクカートリッジ/インクパックを装着した際は、チューブ、プリントヘッドにインクを満たすために多くのインクを消費します。通常よりも早くインクカートリッジ/インク
パックが空になりますので予めご了承ください。＊本製品でご使用になるメディアを事前にご評価いただくことをお勧めいたします。＊本製品により作られた製作物に

対して生じた直接ないし間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。本製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、当社はその責に任じません。
＊本カタログに掲載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様によっては一部制限がある場合があります。＊１色でもインク残量が限界値に達すると印刷ができなくなります。
＊どのモードで使用する場合についてもすべてのインクカートリッジ/インクパックを装着する必要があります。＊プリントヘッドの品質を維持するため、インクが完全になくなる前に動作を停止
するように設計されておりますので、使用済みインクカートリッジ/インクパック内にインクが残ります。＊このカタログに記載のプリンターの補修用性能部品は製造打切後６年間保有しています。

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全
装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合

は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、シ
ステム全体の安全設計にご配慮いただいたうえで弊社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空
宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用
を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において充分ご確認のうえ、ご判断ください。

屋外耐候性
最大3年について

●屋外掲示物の耐候性能“最大3年間”はIS018930にしたがって、インク単色100%濃度の印刷条件にて弊社内で実施した試験により推定した値です。本試験は屋外掲示で一般的な垂直状態での掲示で、直射日光や雨を含めた一般的な屋外掲示状態を模して試験を実施しています。従って、直射日光や風雨、温度湿度等の実際の掲示環境によっては結果が異なる場合があります。このような
理由から出力物を長期間にわたって掲示される場合には、ラミネート加工等により保護することを推奨いたします。また、本試験結果はエプソンが出力物の保証を意味するものではございません。ホワイト・メタリックシルバーインクの耐候性は、屋外条件下におけるシアン・マゼンタ・イエロー・ブラック・ライトシアン・ライトマゼンタ・グレー・オレンジ・レッドインクよりも期間が短くなります。

＊カタログ上の印刷サンプルは、印刷上の都合により実際の印刷とは多少異なることがあります。＊カタログ上の画面および印刷サンプルは、一部ハメコミ合成です。＊このカタログに記載の価格および仕様、デザインは2022年7月1日現在のものです。技術改善により、予告なく変更する場合がありますが
ご了承ください。＊会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。＊PANTONE®はPantone LLCの米国及びその他の国における登録商標です。＊3M、MCSは、スリーエム社の商標です。＊Windowsは、米国 Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
＊Intel、Coreは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。＊Adobe、PostScriptは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。●このカタログの標準価格には、消費税は含まれておりません。●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり実際の
価格は取扱販売店にてご確認ください。●オープンプライス商品の価格は取扱販売店にお問い合わせください。●製品購入にあたって、取扱販売店に設置、操作指導などを依頼する場合には、商品価格以外に別途費用が発生します。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本製品に関する 
お問い合わせおよびサポート、カタログ記載内容については、国内限定とさせていただきます。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、海外での保守および技術サポートは行っておりません。

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5
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