
産業用インクジェットプリンタ

メンテナンスコストを
削減するポイント

プリンタを選定する際は、導入時にかかるイニシャルコストだけではなく、安定して使用していく
ためにかかるメンテナンスコストが割高にならないかチェックすることも重要です。

想定外の費用に驚かないためにも、購入後はどんなメンテナンスコストが発生するか
しっかり確認することをお勧めします。

産業用インクジェットプリンタの
メンテナンスコストは、主に次の４つが挙げられます。

プリント
ヘッド洗浄 外部からの異物混入を防ぐ

ための各種フィルタです。

例）● メインフィルタ
● ガターフィルタ
● エアフィルタ
● メークアップフィルタ
● フィードフィルター

フィルタ交換

ポンプ交換 サービスコスト
（人件費）

3

インクが出るノズル口や
ガターなどの詰まり、汚れ
を取り除くために必要です。

インクをプリンタ内部で循環
させるためのポンプです。
メーカーによって標準稼働
時間がかなり異なります。

プリンタを安定稼働させる
ために必要なメンテナンス
作業をするための作業費や
交通費です。



ノズル詰まりが起こる理由：

インクがノズルに付着して乾くため

ノズル口に付着したインクは完全に
取り除かないとそのまま固まって
しまい、ノズル口を通過するインク粒
の配置に悪影響を及ぼします。

プリントヘッドのノズルが詰まると文字欠けや印字乱れを引き起こすため、詰まりを取り除く
プリントヘッド洗浄は、どのメーカーの産業用インクジェットプリンタでも欠かせない、重要な
メンテナンス作業のひとつです。

→→
プリントヘッドの洗浄回数

洗浄液の消費量＆コストを削減

【お客さまの声】ヘッド周りのトラブル

毎日使ってもノズルが詰まるので、帰社前に
プリントヘッドをMEKに漬けて帰る。
しかし翌朝も上手く立ち上がらない…。

白いコンベアがインク汚れで真っ黒になって
しまった。ヘッド手洗浄の頻度も多くストレス。

週末プリンタを止めるので週明けに詰まりやすく
なりトラブルが増える。週明けがヒヤヒヤする。

ほぼ毎朝ヘッドを取り外して手洗浄し乾燥させる
必要がある。台数が多く製造ラインの中で取り外し
にくい所にプリンタがあるので負担が大きい。

印字不良の発生頻度が多く、ジェットの向きや
インク粒切れの調整を頻繁に行わなければならず
非常に面倒。

ヘッドのインク汚れが激しいため、途中でプリンタ
を一旦停止しヘッド内清掃を行っている。

プリンタを起動・停止する際、その都度ヘッド内に
溶剤をかけて手洗浄しなければいけない。

プリンタを停止すると再起動時に詰まるため
月～金まで回し放しで金曜日に止めて手洗浄する。

・印字乱れ
・文字欠け
・立上げ不良

・印字汚れ
・設備/ 製品の
インク汚れ



ヘッド洗浄は毎日
ノズルシーリング機能が無いためノズル詰まりが発生しやすく、
基本的に毎日の洗浄が必須です。

洗浄液の消費量が多い
自動洗浄の回数が多いため、また毎日の洗浄範囲が広いため洗浄液を
大量に消費します。

DOMINOからの
洗浄液消費量＆コストを削減する

ご提案

産業用インクジェットプリンタ

ドミノAxシリーズ

①そもそも詰まりにくい！
インク経路に自動で「栓」、インク劣化を予防
プリンタ停止時にノズル孔が自動で塞がれ、プリンタ内部のインク
劣化やヘッドからのインク垂れを防ぎます。また、印字開始時は
一定圧力に達してからノズル孔を開いてインクを射出するので
飛び出すインクが安定し、プリントヘッド内部を汚しません。

②毎日の洗浄は自動洗浄機能におまかせ

プリンタ停止時にノズル、ガター、ガンボディが洗浄液で自動で洗浄されます。停止ボタンを
押すだけで実施されるため、お客さまは何も操作する必要がありません。
インク経路以外の手洗浄は、週１回～汚れた時のみなどの頻度です。

洗浄に使う溶剤量は1回約10cc程度と少量

こ こ が 違います！



→→
フィルタ交換

交換にかかる手間＆コストを削減

A社 B社 C社 D社 E社 ドミノ社

フィルタ
交換頻度

2,000
時間毎

3,000
時間毎

2,400
時間毎

3,000
時間毎

1,400
時間毎

年１回
（標準インク）

主な産業用インクジェットプリンタメーカーの
フィルタセット交換頻度のめやす

産業用インクジェットプリンタには、外部からの不純物の混入を防ぐ目的で複数のフィルタが設け
られています。これらはプリンタを安定稼働させるため、定期的に交換する必要があります。

フィルタを交換しないで使い続けると目詰まりを起こして、プリントヘッドのノズルが詰まったり、
ポンプに負担がかかったりしてトラブルを引き起こす原因になりますので、注意が必要です。

メインフィルタ：
インク内の不純物を
取り除くためのフィルタ。

【フィルタ例】
ガターフィルタ：
ガターからインクと一緒に
吸い込まれた空気中の塵
などを除去するための
フィルタ。

エアフィルタ：
プリンタ本体の中に取り
込まれるエアーに交じる
不純物を取り除くための
フィルタ。

メークアップフィルタ：
インク薄め液内の不純物を
取り除くためのフィルタ。

※フィルタの名称はメーカーによって異なります。
上記はドミノ社製プリンタのフィルタ名称です。

フィードフィルタ：
ポンプでインクをプリント
ヘッドに送る経路に設置された
フィルタ。インク内の異物を
ブロック。



DOMINOからの
フィルタ交換コストを削減する

ご提案

産業用インクジェットプリンタ

ドミノAxシリーズ

① i-Techモジュールのフィルタ交換は年１回
インクリザーバ「i-Techモジュール」は内部にフィルタを搭載。
1年ごとにi-Techモジュール(i-TM）を定期交換するだけで、
フィルタと一緒に古インクも交換できます。

★ドミノAxシリーズで必要な年間保守はこのi-TM交換だけ★

* 標準インク

*

【5年間の試算】プリンタ稼働時間が1日16時間、年間230日の場合：
⇒ 年間稼働時間＝3,680時間

●フィルタ交換頻度が3,000時間だと、
１年以内のフィルタ交換が必要

↓
5年間では7回 のフィルタ交換が必要

●ドミノは1年に1回I iM交換が必要：
↓
↓

5年間での i-TM交換は５回



②お客様ご自身でインク＆フィルタ交換が可能

古インク＆フィルタの交換はプリンタに取り付けられた古い i-TMを
取り外して、新しいi TMを装着するだけ。

年間約10分ほどで完了する簡単な作業です。

つ ま り

また、定期的な古インクおよび
フィルタ交換はプリンタの安定性を高め、
プリンタ不具合を削減します。

交換ごとに発生するサービスマンによるフィルタ
点検･交換メンテナンスが不要！サービスマン派遣
にかかる人件費＆交通費を節約します。

DOMINOからの
サービスコスト(人件費)を削減する

ご提案

産業用インクジェットプリンタ

ドミノAxシリーズ

ここもチェック！

お客さまご自身で交換するタイプでも、
交換作業に時間がかかるようでは、社員の方の手間＆人件費が
かかってしまうので、注意が必要です。



→→交換にかかるコストを削減

・ドミノ社製ポンプの平均寿命23,000時間、他社は
強制交換時間である10,000時間で試算。

・ドミノ社は10.5年で￥5,550,000のコスト削減。

・23,000時間はドミノ社製ポンプの平均寿命であり、
必ず交換が必要なわけではありません。
保証値ではございませんが、30,000～40,000時間ポンプ
交換なしの実績もございます。
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【他社比較 例】
メインポンプ交換費用 累積比較（5台）

※16時間/日の稼働時間で試算

ドミノAシリーズのポンプの標準使用時間は20,000時間。全世界で稼動中のプリンタのポンプ
平均使用時間は23,000時間となっており、稼働率によっては使用時間10年を超えるケースも。
ポンプ交換にかかる費用を削減します。

ポンプ交換

産業用インクジェットプリンタのポンプはインクをプリンタ内部で循環させるための部品です。
ポンプが故障などで止まってしまうとプリンタが急停止してしまうため、安定稼働のためには
ポンプも『定期的な交換が必要な消耗品である』と認識しておく必要があります。

A社 B社 C社 D社 E社 ドミノ社

ポンプ
交換頻度

9,000
時間毎

5,000
時間毎

10,000
時間毎

10,000
時間毎

8,000
時間毎

23,000
時間毎

主な産業用インクジェットプリンタメーカーの
ポンプ交換頻度のめやす



導入後の成果

 数年前に某社製インクジェットプリンタを導入。

 プリントヘッドのノズル詰まりが多い。週末プリンタを２日間止める
ため特に週明けに詰まりやすく、トラブルに悩まされている。

 ポンプ付近の配管が抜けた等のマシントラブルも多い。

 メインポンプを10,000時間ごとに交換しなければならない事、交換する
までプリンタが強制的に停止される事を導入時に説明されておらず、
プリンタが突然止まるうえにメンテナンスコストも高いので困っている。

 MEKインクは強接着性で速乾性もあると勧められたが、臭いが強すぎて
オペレータの健康状態に悪影響を及ぼし問題になっている。

導入事例１

お客さまの困りごと

医療機器メーカー様

印字対象物：
シート状の滅菌紙

印字内容：
製品ロット、
使用期限

※写真はイメージです。

★有規則 非該当★
エタノールベース
黒インク

Axシリーズ
Ax350i

✓ノズルシーリング機能と自動洗浄機能でプリントヘッドのノズル詰まりが激減。

✓ ヘッド手洗浄作業も激減し、現場の 負担を大きく改善。

✓ ポンプ交換費用（メンテナンスコスト）が大幅減。

✓ インク臭によるオペレータの体調不良の解消。

✓ エタノールベースのインク採用によりメークアップ消費量、ランニング
コストが削減。

ドミノAxシリーズ Ax350i

→ ノズルシーリング機能 ＆ 自動洗浄機能
→ メインポンプ平均寿命：23,000時間
→ インクリザーバ方式：インク交換が簡単
→ メインフィルタ＆ガターフィルタの交換が自社

オペレータ様でも実施可能。年１回で低コスト。

エタノールベース・黒インク

→ MEKおよびメタノール非含有、身体にやさしい
→ ほぼ無臭
→ 速乾性・約2秒（環境温度25℃）

→ 局所排気設備 不要
→  メークアップ(インク薄め液) 消費量削減

DOMINOからのご提案

+



導入後の成果

導入事例２

お客さまの困りごと

日用品メーカー様

印字対象物：
PET素材の四方シール袋

印字内容：
ロット番号、
製造日

Axシリーズ
Ax350i

DOMINOからのご提案

※写真はイメージです。

 （特になし）
既設のホットロールを産業用インクジェットプリンタ8
台に一括更新する計画。

過去の安定稼働の実績からドミノを採用する方向では
あるが、他社メーカーにも見積を依頼。

ドミノAxシリーズ Ax350i

→  以前導入したドミノ製プリンタの、安定性や
メンテナンス性の実績

→ 年１回のモジュール交換（i-TM)が年間保守
メンテナンスを兼ねる点

→  稼働時間からポンプ寿命とその交換費用を試算
したところによるドミノのコストメリット

試 算 条 件

■ ポンプ交換時間
- ドミノ= 平均寿命23,000時間
- 某 社＝ 強制交換時間である10,000時間

■ お客さまのIJP稼働時間
年間稼働時間：
1日24時間×1か月15日×12か月＝4,320時間

◎ドミノ
23,000時間÷24時間/日＝959日
959日/年間稼働日数180日 ＝5.3年

⇒ 6年目で１回目交換

◎ 某社
10,000時間÷24時間/日＝417日
417日/年間稼働日数180日＝2.3年

⇒  2年と少しごとに交換

ポンプ交換費用 累積比較（8台）

✓ポンプ交換費用の差額がかなり大きいこともあり、ドミノプリンタを採用。
運用保守コストの低減に貢献



導入後の成果

 数年前に某社製インクジェットプリンタを導入。
買い替えのタイミングでドミノAシリーズも検討対象
にした。

 プリントヘッドのノズル詰まりの多さ、ヘッド手洗浄
の頻度の多さがわずらわしいと思っていた。

導入事例３

お客さまの困りごと

※写真はイメージです。

✓ ノズルシーリング機能と自動洗浄機能でメンテナンス作業が大幅軽減。

✓ フィルタ交換のメンテナンスコストが大幅減。

ドミノAxシリーズ Ax150i

→ シンプルな印字機能を備えたエントリーモデル
につき、イニシャルコストが安価

→ ノズルシーリング機能 ＆ 自動洗浄機能による
トラブルの少なさとメンテナンス性

→ 年１回のモジュール交換（i-TM)が年間保守
メンテナンスを兼ねる点

DOMINOからのご提案

飲料メーカー様

印字対象物：
PE素材のパウチ袋

印字内容：
賞味期限

Axシリーズ Ax150i



導入後の成果

 他社製インクジェットプリンタを２台使っていたが、MEKベース
のインクの臭気により、オペレータの体調不良が発生していた。

 年１回必須の定期点検のため、サービスマンに来社してもらって
点検＆メンテ作業を受けていたが、毎年30万円かかっていた。
※工場は東北にあるが、そのプリンタメーカーのサービス拠点

が埼玉にしかなかったため交通費も高かった。）

導入事例４

お客さまの困りごと

✓インク臭によるオペレータの体調不良の解消。

✓ 年間保守費用の大幅減。

ドミノA-iTech シリーズ A520i

→  他ラインで導入したドミノ製プリンタの、安定
稼働して扱いやすいという実績

→  年１回のi-TM 交換だけしておけば良いという
メンテナンスの手軽さと安さ

→ 人体に有害な有機溶剤（MEK, MEPK等） を
含まないエタノールベースのインクの安全性と
無臭さ

菓子メーカー様

印字対象物：
PS(ポリスチレン) 素材
のカップ容器

印字内容：
賞味期限

DOMINOからのご提案

A－iTech
シリーズ
A520i

※写真はイメージです。

★有規則 非該当★
エタノールベース
黒インク

+

導入後の成果



弊社では随時無料にて
ランニングコスト試算、印字デモ、
印字サンプル作成を承っております。

ぜひ、ご検討ください。

0120-958-184
https://bipj.brother.co.jp/


