
産業用サーマルプリンタ

Videojet® 6230

印字事故防止技術で 
高い操作性を実現
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Design*

VideojetConnect™ オフィスソフトの一
部として無料で利用できる、クラウド 
ベースのテンプレート作成ツールです。

ビデオジェットの熱転写サーマルプリント 
(TTO) 技術により、軟包装材への印字品
質を向上させ、印字ミスを大幅に減らすこ
とができます。

*お客様国内での提供状況によります
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産業用サーマルプリンタ  
Videojet 6230 のご紹介
ビデオジェットの産業用サーマルプリンタシリーズに新しく加わった 
6230 は、生産性の向上を目的として設計されています。Videojet 6230 
は、最新技術で軟包装材への印字ミスを削減するとともに、実績のある
費用対効果の高いソリューションで総保有コスト (TCO) を改善します。 

6230 は、直感的に操作できるカラータッチスク
リーンコントローラと、WYSIWYG (直感的) な  
1 タッチジョブ選択機能を搭載した使いやすい
プリンタです。 

シンプルなリボンカセット設計で 700 メートル
のリボンを装填でき、より長時間稼働できます。
またリボンの補充が安全かつ容易であり、生産
ラインへの影響を最小限に抑えられます。 

CLARiSOFT™ (クラリソフト) または 
VideojetConnect Design ソフトウェアで作成した
テンプレートを使用すると、6230 プリンタで印
字事故防止機能を標準機能として使用できま
す。シンプルな印字作成ツールによってオペレー
ターの操作が削減され、ユーザーのミスや不要
な製品の廃棄および手直しの数が減少します。

ホットスタンプ式やその他のそれほど高度では
ない熱転写サーマルプリント (TTO) 技術を使用
した際によく発生する印字ミスを防ぎ、事前定
義されたオプションでオペレーターの操作を削
減します。 

Bluetooth® 接続* を利用すると、Videojet 6230 は 
Android OS 搭載のスマートフォンでも制御でき、
プリンタおよび生産ラインでのオペレーター操
作が容易です。

Videojet 6230 は、将来のニーズを満たす 
最新のソリューションを提供します。

®  Bluetooth® の文字商標およびロゴは Bluetooth SIG, inc. の登録商標であり、ビデオジェットは、このような商標をライセンス供与を受けて使用しています。  
その他の商標や商号はそれぞれの所有者に帰属します。

* Videojet 6230 アプリを使用する場合、Bluetooth USB アダプタが必要
です。Videojet 6230 プリンタは、ビデオジェットが提供および推奨する、 
FCC または CE の規則に準拠した Bluetooth USB アダプタでの動作の
みが保証されています。自国で追加認証が必要かどうかは、各国の該当認
証機関にご確認ください。
** Videojet 6230 アプリは、Android OS のバージョン 4.4.4 (KitKat) 
以上に対応しています。Videojet 6230 アプリを使用する場合、Android 
OS 搭載のスマートフォン側に Bluetooth テザリングを許可する必要
があります。



高い操作性 ... 
• プッシュボタンでロックするシンプルなリボン 
カセットシステムにより、リボン交換が迅速かつ
容易

• 直感的に操作できるタブレット型 5 インチ 
タッチスクリーンコントローラーと、ビデオ 
ジェットの他の製品で使用されている CLARiTY™ 
(クラリティ) インターフェイスを採用

お客様固有の生産ニーズに
対応 
•   エアレス操作のため工場エアが不要

•  最大 150 パック/分の速度で高品質の印字を実現

•  単一設計のプリントヘッドで間欠または連続印字に
対応

•  コンパクト設計によりほとんどの生産ラインに容易に
統合生産性アップの 

アドバンテージ
• 双方向ステッピングモータを使用する高精度
のリボン制御により、印字間のギャップを 
最小限に抑え、リボンの無駄を削減

•   700 m のリボンを採用し、ホットスタンプ式 
またはその他競合他社の産業用サーマル 
プリンタシステムと比べてリボン交換回数が
減少

•  シンプルなサーマルリボンパスで、迅速な 
切り替えと操作の効率アップを実現

•  Bluetooth® 接続により、オペレーターは 
Android OS 搭載のスマートフォンから 
プリンタを制御可能
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Videojet 6230
印字事故 
防止技術で高い 
操作性を実現

印字事故防止技術 
• WYSIWYG (直感的) 印字プレビューにより、 
オペレーターが正しい印字の選択を確認できる

• 内蔵の印字事故防止ソフトウェアにより、オペレー
ターのエラーが減少し、不要な製品の廃棄や手直
しを削減

• リアルタイムで時間を刻印して日付のミスを回避

• VideojetConnect Design または CLARiSOFT  
(クラリソフト) ソフトウェアによるシン 
プルな印字作成のメリット



独創的な設計

• 圧縮エアが不要

• エアホースおよびコネクタを取り除くことで、 
消耗部品が減少

• より正確なプリントヘッド制御による一貫し
た印字品質の確保 

• 従来型のオペレーターによるエア設定にお
ける過剰調節のリスクを回避 
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Videojet 6230 はほとんどの生産ライン
に簡単に統合でき、一般的な生産ライン
の環境に耐えられるように設計されてい
ます。 

実質的にミスの
ない操作

メンテナンスが簡単
•  消耗部品の数が少なく迅速かつ簡単に交換
できるため、生産ラインを迅速に立ち上げて
稼働できる

•  プリントヘッドの交換が容易なため、印字可
能な状態に戻すためのオペレーターの追加
作業が不要

エアレスプリンタ設計には次のような 
メリットがあります。 

使いやすい 
リボン 
カセット

シンプルな 
サーマル 
リボンパス

双方向 
ステッピングモータ

堅牢で 
実績のある 

金属マンドレル設計

シンプルな 
プリントヘッド 
設計
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Design

6230 プリンタの印字事故防止機能は、 
Videojet CLARiSOFT (クラリソフト)、 
CLARiSUITE™ (クラリスイート)、または 
VideojetConnect Design テンプレート管理
ソフトウェアで作成したテンプレートを 
使用すると有効になります。

1   選択した印字を完全に表示  
(WYSIWYG (直感的))

2   オペレーター入力を制御し 
エラーを防止

3  時間をリアルタイムで刻印

印字事故防止技術

印字事故防止技術
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機能的な特長

高度な制御

6230 プリンタには Bluetooth®  機能が搭載されており、HMI で
はなく Android OS 搭載のスマートフォン上の Videojet 6230  
アプリで制御できます。

専用のコントローラーで
はなくモバイル機器が 

GUI として機能

携帯電話が、 
VideojetConnect Design ソフトウェア
と 6230 プリンタにジョブを転送する 

「メモリスティック」として機能

携帯電話を使用して 
バーコードからジョブを選択でき、 

さらに人的ミスが発生するリスクを軽減



安心がビデオジェットの標準
ビデオジェットは、産業用印字のグローバル市場で活躍する企業です。
印字用装置、特定用途向けに開発されたインクや溶剤、そして製品の 
LifeCycle AdvantageTM を通したサポートを提供してきました。

当社の目標は、コンシューマ向けパッケージ品、医薬品、工
業用品などを製造するお客様とのパートナーシップを通し
て、そのお客様が生産性を強化してブランド価値の保護や
向上を図り、業界トレンドや法規制遵守で業界のリーダーと
なるお手伝いをすることです。産業用インクジェット 
プリンタ (大文字用と小文字用)、サーマルインクジェット 
プリンタ、レーザーマーカー、産業用サーマルプリンタや 
ラベラーなどの製品分野で専門的なノウハウや先端技術を
有するビデオジェットは、世界で 345,000 台を超える 
プリンタの納入実績があります。

ビデオジェット製品は、販売先で 1 日 100 億を超える製品
に印字を行っています。世界 26 か国の直営事業所で  
4,000 名以上のスタッフが、製品の販売や設置、トレーニン
グのサポートを行っています。 また、流通ネットワークには 
400 以上の代理店業者および OEM が含まれており、135 か
国でサービスを提供しています。

TEL: 0120-984-602 
E-mail: info.japan@videojet.com
URL: www.videojet.co.jp
ビデオジェット社 
〒135-0064 東京都江東区青海 2-5-10
テレコムセンタービル 西棟 6F

© 2018 Videojet Technologies Inc.- All rights reserved.

ビデオジェット社は常に製品の品質向上をめざしており、お客様への予告なく設
計や仕様を変更する場合がありますので、ご使用に際しては最新の情報をご確
認ください。
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br-6230-jp-0818

グローバル本社

ビデオジェットの営業・サービス
拠点

製造および製品開発拠点

ビデオジェットの営業・サービス
拠点がある国

ビデオジェットのパートナーによ
る営業・サービス拠点がある国
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