
X2JET plus Touch
multilineMX, HP

太文字・段ボール用 インクジェットプリンタ
 [ コントローラ ]  X2JET プラス･タッチ

[ プリントヘッド ] マルチライン MX、HP

寸法図 （HP）

寸法図 （multiline MX）

※  仕様および外観は予告なく変更になることがあります。

multiline MX、HP （プリントヘッド）
仕様項目 multiline MX HP

印字方向

HP 標準プリントヘッド 
シングル

HP 標準プリントヘッド
ツイン

マルチライン MX50
コンパクトタイプ

マルチライン MX100
コンパクトタイプ

サービスユニット

印字距離

グラフィック

インク種類

インク容量

インク消費量
電源電圧

消費電力

使用環境

解像度（垂直方向）

印字フォント高さ
（内部フォント）

バーコード
EAN8, EAN13、EAN128、2/5 ITF、UPC A、

チェックデジット付きITF、Code39、Code128、
 Data matrix、QR code

EAN8、EAN13、EAN128、2/5 ITF、Code128、
UPC A, UPC E、DUN14、Code39、Data matrix、

EAN-Data matrix、QR code

モノクロビットマップ形式のみ
（iDesign使用）

水ベースインク（標準）
カラー： 黒、赤、青、緑

低吸水性素材用のインク有り

[MX50]   ScanTrueⅡ：黒のみ
[MX100] ScanTrueⅡ：黒のみ
　　　    VersaV300：黒、青、赤、緑

左右搬送、垂直側面および上面下方向
（印字対象物の底面には印字不可）

左右搬送
（印字対象物の底面には印字不可）

垂直方向： 600dpi

MX100 ： 100mm
MX50： 50mm

65チャネル / インチ
（1チャネル ＝ 3ノズル）

1カートリッジあたり 42ml1インクボトルあたり 500ml

27W

90V ～ 230V / 50Hz ～60Hz X2JETから供給

25W

コントローラまたはPCに表示可

[温度]  5℃ ～ 40℃　　[湿度] 10％ ～ 90％   結露なきこと

印字高さ 最大12.5mm、ツインヘッドで最大25mm 

約10mm、8mm、7mm、6mm、5mm、4mm、
3mm、2.5mm、2mm、1.5mm、1mm

フォントの高さは数種類あり
MX100 : 3mm～75mm、 MX50 : 3mm～50mm

最大5mm
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Weber Marking Systems
太文字・段ボール用 インクジェットプリンタ

最大
印字高さ

200ｍｍ

N EW
メンテ
ナンス

不 要

Multiline MX 　
マルチライン MX /  プリントヘッド / ピエゾ式

最大印字高さ 200mm、
低ランニングコスト

最大印字高さ200mm
50ｍｍ、100mmの2種類のプリントヘッドを組み合わせること
で 50mm、100mm、150mm、200mmまでの印字が可能です。

最大 600dpi の高解像度、
最大印字高さ 25mm
高解像度ならではのグラフィックイメージやロゴマーク、
バーコード、賞味期限や製造日時、連番等の可変データを鮮明
に印字できます。1台のプリントヘッドに2カートリッジを搭載
することで、 1カートリッジあたり 12.5mm、2 カートリッジ
で最大 25mm まで印字できます。

インクは環境に優しい水ベース
段ボール等の吸水性素材用に、環境に優しい水ベースのインク
をご用意しています。吸水性の低い材質用に開発された比較的
ドライタイムの短いインクも選択可能です。インク容量は42ml。

HP 社製カートリッジ使用、ワンタッチで
簡単交換、メンテナンスほとんど不要
メンテナンスはカートリッジのノズル面をそっと拭くだけ。
オープンタイム以上の待機があった場合はパージを行うことで
本来の印字品質に回復します。 また、ノズル部分がカートリッジ
一体設計となっているので、カートリッジ交換によってノズル
も交換されることになり、ノズル劣化の心配がありません。

低ランニングコスト
500mlサイズのインクボトルおよびインク消費量の少ないノズル
を採用することで、ランニングコストの低減を実現。

インク自動回収機能で周囲を汚さない
ライン稼働中に定期的にポンプが作動してインクを回収します。
振動でインクが漏れたりパージ機能でインクを流しても、下に
垂れ落ちることが無いため、現場環境を汚しません。

ヒューレット・パッカード社の
インクカートリッジで簡単メンテナンス[ [
HP
ヒューレット・パッカード / プリントヘッド / サーマル式

2 台のプリントヘッドを
同時に制御
ピエゾ式、サーマル式プリントヘッドのどちらでも
2 台同時に制御可能。2 台を連結させて印字
エリアを大きくしたり、２面同時に印字したり、
異なる製造ラインの製品に異なる印字メッセージ
を印字したり、様々な使い方が可能です。

直感的に操作できる管理画面
5.7インチの大きめ液晶画面とQWERTYキーボード
を採用。印字メッセージの新規作成や編集、確認
が容易にでき、文字だけの印字メッセージなら
キーボード上で作成できます。（ロゴ使用時は専用
ソフト「idesign アイデザイン」から編集）

メッセージ毎の
パラメータ設定が可能
印字位置などのパラメータを印字メッセージ毎に
設定できるので、印字の切替えがスムーズに
行えます。

使いやすい操作性
プリントヘッド 2台まで制御可能

タッチパネル式 コントローラ

ピエゾ式
プリントヘッド

サーマル式
プリントヘッド

[
X2JET-Plus Touch　
X2 ジェットプラス・タッチ  /   コントローラー

 X2JET plus Touch 仕様 

 プリントヘッド数 

 標準モデル

 1 または 2

 上位モデル

300dpi での
最大スピード (※)

 ※印字内容、条件などにより異なる場合場合があります。

 [MX] 最大 60m/ 分
 [HP]  最大 90m/ 分

 [MX] 最大 60m/ 分
 [HP] 最大 180m/ 分

 2m  6m 印字メッセージ長

 2GB （ラベル、フォント、ロゴ）メモリー容量

 5.7 インチ TTF( 圧力感知式タッチパネル )   320x240 ピクセル ( バックライト付き )ディスプレイサイズ

 連番、シフトコード、日付時刻、賞味期限、
バリアブル、ロゴ、バーコード、2次元コード

 センサー（M8）、ロータリー・エンコーダ（M8）、アラーム出力

印字仕様

インターフェース  USB、イーサネット、RS 232
入出力

 90V ～ 240V AC　 50/60Hz　 消費電力  最大 100W電源

 iDesign （アイデザイン）PC用ソフトウェア

Multiline MX 　

HP


