より早く、
より豊かに
新しい世界を開拓する

Professional Color Label Printers

トナー方式のカラー LEDラベルプリンターで
カラーラベル内製のトータルコスト削減
Pro1050/Pro1040 は、
トナー方式
（電子写真方式）
を採用した
卓上型のカラーLEDラベルプリンターです。
印刷用に特殊加工されたラベル専用紙ではなく、プレーンなラベル媒体※に
カラー印刷できるので、安価で耐水性に優れた高品位なカラーラベルを
いつでも必要な分だけ作成できます。
また、特色ホワイトに対応した5色モデルのPro1050なら、
一般的なカラー色
（CMYKの4色)では表現できなかった
色彩豊かなオリジナルラベルの内製化が可能です。
多彩な用途で使われる識別ラベルや商品ラベルの運用コストと
ランニングコストの削減に貢献します。

安価で可変性の高いカラーラベルを
いつでも必要な分だけ内製化できます

高い媒体対応力

●ラベル媒体の選択肢が広がる
普通紙はもちろん、
フィルムや合成紙などのプレーンで安価なラベル媒体※に、
高解像度のカラー印刷が可能です。

耐水性と耐候性

●水にぬれても文字や画像がにじまない
●こすれによる色移りや経年による
色あせが少ない

耐水性が求められる商品ラベルや、擦過性や耐アルコール性が求められる
識別ラベルやGHSラベルの作成も可能です。

CMYK＋特色ホワイト印刷

●デザイン性に富んだ高品位な
オリジナルラベルが作成できる
特色ホワイトに対応したPro1050なら、
透明フィルムや色つきのラベル媒体※に
白色の下地印刷することで、いままでにない高級感のあるオリジナルラベルが
簡単に作成できます。

Pro1050/Pro1040なら
「今日使うラベルを追加で印刷したい」
「ラベル
の日付だけを急いで修正したい」という短納期で可変性を求められる
オーダーにも柔軟に対応できます。
高品位なカラーラベルを必要なときに、
必要な分だけオンデマンド印刷できるので、あらかじめプレ印刷された
多種類のラベルロール在庫を抱えることなく、
低コスト・短納期・小ロット
のカラーラベルの作成が可能になります。
※ ラベル媒体によっては期待通りの印刷品位が得られなかったり、
プリンターが正しく動作しない場合があります。
ご使用になるラベル媒体は、
事前にテスト印刷して印刷品位や動作の確認を行ってください。

トナー方式のカラー LEDラベルプリンターで
識別ラベル/GHSラベル

・カラー化による誤認防止
・長期保管に耐える耐水性と耐候性
・注意書きなどの微細文字の再現性
一般的な熱転写プリンター

一般的なインクジェットプリンター

・高価な熱転写専用のラベルが必要
・用途に応じた複数のプレ印刷ラベルが必要
・使用済みリボンの廃棄が面倒

・インクジェット専用ラベルが高価
・専用紙を使わないとインクがにじむ
・ヘッド目詰まりが多い

火

OKIのカラー LEDラベルプリンターなら

「視認性に優れたカラーラベルの内製コストを削減」
・安価なラベル媒体※に印刷できる
・プレ印刷ロールが不要なので、在庫の管理が簡単
・耐水性、耐アルコール性、擦過性に優れる
・シンプルな内部構造のためメンテナンスが容易

プレ印刷ロールの在庫削減
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ラベルの色の数だけプレ印刷ラベルが必要

1 つのロールだけでまかなえる

・錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるも
のは絶対に使用しないでください。
・分解しないでください。
・廃棄の際は専門業者または記載されている
電話番号にお問い合わせください。

▶高解像度LED
プリントヘッドを搭載
●微細文字や細線もTrue
1200dpiの高解像度で再現
●なめらかなハーフトーン、
美しいグラデーション印刷

K-2120531

▶CMYK+

火

K-2120531

・錆、傷、変形、キャップのゆるみのあるも
のは絶対に使用しないでください。
・分解しないでください。
・廃棄の際は専門業者または記載されている
電話番号にお問い合わせください。
・製造後 10 年を過ぎたものは、耐圧試験圧力
値による水圧試験を実施してください。
・腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風
や雨風にさらされる場所に設置しないでく
ださい。
・濡れた床や地面に直接置かないでください。
・人に向けて消火剤を放射しないでください。
・消火器は初期消火の器具です。消火範囲に
は限りがあります。
・試し放射はしないでください。使用できな
くなります。一度操作したものは、新品と
交換または詰替を行ってください。
・詰替は指定の代理店または製造元にお申し
出ください。

火

・製造後 10 年を過ぎたものは、耐圧試験圧力
特色ホワイト
値による水圧試験を実施してください。
●多様なラベル媒体※に耐水/
・腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風
擦過性に優れたカラー印
や雨風にさらされる場所に設置しないでく
刷が可能
ださい。
・濡れた床や地面に直接置かないでください。
●透明フィルムや色付きの
・人に向けて消火剤を放射しないでください。
細かい文字や細線も
ラベル媒体※に白文字や白
忠実に再現

地の印刷が可能

・消火器は初期消火の器具です。消火範囲に
は限りがあります。
・試し放射はしないでください。使用できな
くなります。一度操作したものは、新品と

＊1

いままでにないカラーラベルが作成できます
商品ラベル

・高級感のあるフルカラー印刷
・差別化が図れる高品位媒体※への対応力
・消費期限などの可変性追従
一般的な軽印刷機

一般的なインクジェットプリンター

・小ロット多品種への対応が困難
・最低ロットが大きいので、廃棄前提の発注によるムダなコストが発生
・納品までのリードタイムが長い

・ラベル専用紙のラインアップが少ない
・インクジェット専用ラベルが高価
・透明フィルムなどへの印刷隠ぺい性が低い

OKIのカラー LEDラベルプリンターなら

「低価格・短納期で高品位なカラーラベルが内製可能」
・ラベル媒体※の選択の幅が広がる
・小ロットや可変性ラベルでも短納期で対応可能
・特色ホワイト印刷＊1

火

特色ホワイトで白文字や白地を
表現した高品位な商品ラベルが
作成できます

▶操作性に優れた
カラー LCDパネル
色紙の上に
白色で印刷

透明フィルムに
白色で下地印刷
xxxxxxxxxxxxx

はっきりとした白色を印刷できるので
注意・警告文が目立ちます。白抜きや
色紙への白色印刷もできます。

●トナー残量やエラー発
生時のガイダンス表示
●色ずれや濃度補正、
カ
ラーバランスの調整
●用 紙 サイズ の 変 更や
ネットワーク設定

その他
●紙づまりが少なく、そりやしわのない
ラベル作成が可能なストレートパス機構
●最大8インチの大径ラベルロールに対応
●耐久性に優れたロングライフ設計
（5年または600万枚＊2）

＊1 Pro1050のみ ＊2 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。
また、600万枚（A6サイズ）の通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品（有償）の交換が必要な場合があります。
※ ラベル媒体によっては印刷品質の低下や、
プリンターが正しく動作しない場合があります。
ご使用になるラベル媒体は、事前にテスト印刷して印刷品質や動作の確認を行ってください。

●仕様一覧
品

Pro1050

名

型

名

税込価格
（本体価格）
JANコード
印刷方式

税込価格 1,077,840円
（本体価格 998,000円）
4949443023619

デジタル5連LEDフルカラー乾式電子写真方式

152.4mm/秒

プリンター機構部

203.2mm（8インチ）
76.2mm
（3インチ）

用紙幅

25.4mm～130mm

ラベル長

12.7mm～1320.8mm

ラベル幅
印刷可能幅
（最大）

25.4mm～126.0mm
125.76mm

カット可能用紙長
（最小）

101.6mm
（4インチ）
普通紙、普通紙ラベル、光沢紙ラベル、合成紙ラベル、
フィルムラベル

紙質
用紙厚
ロール紙印刷面 ＊3
マーク種類
媒体センサー
オートカッター

0.076mm～0.250mm
巻き方向：表巻き、
裏巻き
ギャップ/ブラックマーク ＊4/なし

透過型センサー/反射型センサー
フルカット

プリンター制御部

8,000枚以下/日 ＊5

推奨印刷枚数

メモリー容量
（標準/最大）

2GB/2GB

USB

インター
フェース

USB 2.0
（High Speed）

有線LAN

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

対応プロトコル
ページ記述言語

TCP/IP
Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation, PCL 6（XL）emulation

内蔵フォント

Adobe PostScript 3/欧文136書体、PCLエミュレーション/日本語4書体・欧文81書体・欧文ビットマップフォント4書体
AC100V±10%, 50/60Hz±2Hz

電源 ＊6
動作時
待機時

消費電力

デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式

2.12mm
1200 × 1200 dpi / 600 × 600 dpi
ロール紙

ロール紙外径
（最大）
ロール紙コア内径

用紙種類 ＊2

PRO1040

税込価格 1,617,840円
（本体価格 1,498,000円）
4949443023626

印刷速度
（最大） ＊1
最小余白
（上下左右）
解像度
給紙方式

諸
元

Pro1040

PRO1050

最大1200W/平均710W
平均27W

パワーセーブモード時

25W以下

使用環境条件
（W×D×H）＊7
外形寸法
重量
（消耗品を含む）

約62kg

重量
（消耗品を含まない）

温度10～30℃、湿度20～70%RH
1040×477×441mm

約61kg

約50kg
Windows10、
Windows8.1、
Windows8、
Windows7、
Windows Server 2016、
Windows Server 2012 R2、
Windows Server 2012、
Windows Server 2008 R2、
Windows Server 2008
VCCI Class A、高調波電流規格 JIS C61000-6-1 適合品 RoHS指令対応
5年または600万枚 ＊9

対応OS ＊8
関連規格
装置寿命

本体付属品

●電源コード

●ソフトウェアDVD-ROM

＊1 用紙のサイズ、種類、厚さにより、印刷速度は変わります。＊2 ラベル媒体によっては期待通りの印刷品位が得られなかったり、
プリンターが正しく動作しない場合があります。
ご使用になるラベル媒体は、事前にテスト印刷して印刷品位や動作の
確認を行ってください。＊3 設置時の設定により固定となります。＊4 ブラックマークは裏面（非印刷面）に印刷されている用紙を使用してください。表面に印刷されている場合は、検出できません。＊5 A6連続印刷時。
これ以上の印刷枚数は画質
に影響がでる可能性があります。＊6 UPS（無停電電源）やインバーターを使用した場合の動作は保証していません。火災の恐れがあります。＊7 突起物を含みません。＊8 Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、Windows Server 2008は
32bit版および64bit版に対応しています。＊9 装置寿命はお客様の使用状況によって異なります。
また、600万枚（A6サイズ）の通紙性能を維持するため、保守員による当社指定部品（有償）の交換が必要な場合があります。
※用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄くなることがあります。※消耗品、メンテナンス品は必ず当社指定品をお使いください。当社指定外のものを使用すると、プリンター本体の故障の原因になる場合があります。※印刷データによっ
ては、印刷スタートまでに時間がかかる可能性があります。※対応OS の最新情報および詳細内容はOKI データホームページで随時公開しております。OKI データホームページ／サポートページをご確認ください。※OKI データホームページから
最新のプリンタードライバーがダウンロードできます。※Windows は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転記をお断りします。

●消耗品一覧

品
名
定着排出ユニット
ベルトユニット

廃トナーボックス
EPトナーカートリッジ イエロー
EPトナーカートリッジ マゼンタ
EPトナーカートリッジ シアン
EPトナーカートリッジ ブラック
EPトナーカートリッジ ホワイト

型
名
FUS-C6A
BLT-C6A

WTB-C6A
EPC-C6AY1
EPC-C6AM1
EPC-C6AC1
EPC-C6AK1
EPC-C6AW1

税込価格
（本体価格）
53,460円
（49,500円）
31,860円
（29,500円）
4,860円
（4,500円）
24,300円
（22,500円）
24,300円
（22,500円）
24,300円
（22,500円）
24,300円
（22,500円）
31,752円
（29,400円）

JANコード
4949443215847
4949443215854
4949443215861
4949443215793
4949443215809
4949443215816
4949443215823
4949443215830

備 考
印刷可能枚数 約15万枚＊1
印刷可能枚数 約15万枚＊2
印刷可能枚数
印刷可能枚数
印刷可能枚数
印刷可能枚数
印刷可能枚数
印刷可能枚数

約25,000枚＊3
約9,000枚＊4
約9,000枚＊4
約9,000枚＊4
約9,000枚＊4
約4,500枚＊4

＊1 A6サイズを一度に50枚ずつ印刷した場合。＊2 A6サイズを一度に3枚ずつ印刷した場合。＊3 A6サイズ/印刷密度20%を一度に3枚ずつ印刷した場合。＊4 A6サイズ/印刷密度20%を連続印刷した場合。
※印刷可能枚数/寿命は参考値です。実際の印刷環境においては、印刷する文書の内容や、お客様の使用状況、電源のON/OFF、
カバー開閉時の調整動作等などにより、印刷可能枚数/寿命が低下することがあります。
※画像出力しない色のEPトナーカートリッジも、画質保証のためトナーが消費されます。
※EPトナーカートリッジ ホワイトは、Pro1040 ではご使用できません。

ご購入にあたりご注意ください

● Pro1050/Pro1040のご購入時には当社指定の運送会社および保守サービス会社による搬入・調整サービスが必要です。
● ご使用になるラベル媒体は、
事前にテスト印刷して印刷品位や動作の確認を行ってください。
● 便利な保守パックをご用意しています。プリンターのご導入時に合わせてのご購入をお奨めいたします。

注意

安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アースを確実に取付けてください。
故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

※商品の色は印刷の関係上、実際と若干異なる場合があります。※本カタログの仕様は、2019年5月現在のものです。機能向上のため、カタログの内容を予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせは、下記販売店まで。

https://www.oki.com/jp/printing/
本社／国内営業本部／〒108-8551 東京都港区芝浦４-１１-２２
（OKIビジネスセンター1号館）

☎ 03-6453-6709

●商品に関するお問い合わせは
ホームページTOP ▶ お問い合わせ ▶ ご購入相談 ▶ メールでのお問い合わせ
https://www5.okidata.co.jp/JSHIS292.nsf/mail_contact

P221995
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