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JADASON Enterprises 社とのデジタル印刷機の共同開発およびライセンス供与についてお知らせ 

 

 当社は、以下のとおり、平成 19 年 10 月１日、多国籍企業 JADASON Enterprises 社とデジタル印刷機

の共同開発およびライセンス供与について合意し、技術供与契約書を調印しましたので、お知らせいた

します。 

 

 

１． 契約締結の理由 

 JADASON Enterprises Ltd 社が開発、製造、販売する大型デジタルカラー印刷機 Q-PRESS シリーズは、

最大 B２サイズのカット紙に対応した高速最新型 LED ヘッド搭載のバリアブル印刷機で、従来のオフセッ

ト印刷機ではなしえなかった小ロット印刷を低いランニングコストで行うことができ、デザイン原稿入

稿から印刷物のデリバリーをインターネット回線などを利用して、少ない人手にてスピーディに行うこ

とができます。 

現在市場では、このような種類の印刷機の需要は急速に増大しておりますが、印刷機が高速かつ高機

能を備えるにつれ、それを制御するシステムの開発および製品化には非常に高度な技術力とノウハウが

必要となりました。当社は、今まで培ってきたノウハウと JADASON Enterprises Ltd 社が求める高度で

難易度の高い仕様を充分に満たす技術力をもつため、今回の合意に至りました。 

  

２． 契約の内容 

JADASON Enterprises Ltd 社が開発、製造、販売する Q-PRESS シリーズの主要モジュールである PRNTER 

CONTROLL UNIT（以下「PCU」）、LED ヘッドコントローラおよび印刷データ処理用高速 RIP サーバー「MISTRAL 

MULTI」の開発およびその製造ライセンスの供与。 

 

３． PCU および高速 RIP サーバー「MISTRAL MULTI」の機能、特徴 

MISTRAL MULTI（国際特許出願中）は、日本テクノ・ラボ株式会社が新開発したマルチスレッド構造

の PDL RIP ソフトウェアで、２８CPU マルチプロセッサ構成時で最高３０００PPM（カラー６００DPI、各

色８bits、A４サイズ）の高性能を実現しています。これは２０PPM のカラープリンタ１５０台分に印刷

データを同時に供給できる性能であります。さらにバリアブル印刷に対応するため、新開発の PCU がカ



 

ラー成分 C、M、Y、Kに対応して印刷データの高圧縮、解凍および前ページデータとの差分のみを MISTRAL 

RIP サーバーから受信し、LED ヘッドコントローラに送出いたします。これにより印刷開始命令から印刷

終了までの時間を劇的に短縮いたします。また、PCU は紙送り機構との同期や各種センサーなどと同期し、

印刷機全体の制御を行います。（末尾（図-1）システム構成図参照） 

 

４． 出荷開始時期 

2008 年 6 月 1 日を予定しております。 

 

５． 主な市場 

中国、インドなどの BRICS 諸国に代表される急成長国の印刷業界を主なターゲットとしております。 

 

６． 出荷予定台数 

ターゲット台数 出荷開始から 3年で 300 台 

予定販売価格 US$350,000（中国市場価格） 

 

７． Q-PRESS の仕様・性能 

（1）プリント速度 A2(縦) :23.5 枚/分 

A3(横)  :44.1 枚/分 

B2(縦)  :20.4 枚/分 

（2）画像品質  1200 x 1200 dpi ( 2 bit /画素) 

（3）出力カラー  マゼンタ、イエロー、シアン、ブラック、特色 

（4）スクリーン  133 線、150 線、 170 線 （256 階調） 

（5）用紙サイズ  最大サイズ W:520 x L:740 mm（B2） 

   最小サイズ W:279 x L:210 mm (Letter) 

（6）印字可能範囲 最大 W: 515 x L:724 mm  

（7）用紙重量  64g/㎡―350g/㎡ 

（8）用紙種類  コート紙、マット紙、上質紙、アート紙、PPC 用紙等 20 種類 

（9）採用技術  中間転写ベルト方式による一括同時転写方式 

  直線ペーパーパスによる厚紙対応  

     トナーカートリッジ交換が容易 

   用紙位置決め制御 

   エアーサクション方式給紙 

（10）給紙部  メイントレー :  400mm の高さまで（枚数は厚みによる） 

   セカンドトレー：200mm の高さまで（オプション） 

（11）排紙部  メイントレー :  400mm の高さまで（枚数は厚みによる） 

   プルーフトレー：100mm の高さまで（オプション）   

（12）カラーサーバー デジタルフロントエンドシステム: 

   New streamer system 



 

対応フォーマット：PDF,PS,EPS,(PPML) 

（13）本体サイズ 3.75 x 1.0 x 1.7 m (L x W x H) 

（14）本体重量  900kg (片面印刷機) 

（15）本体寿命         15,000,000 枚(A4) または  5 年間  

注）当該仕様は片面印刷機のものであります。 

 

８． JADASON Enterprises Ltd 社の概要 

（1） 名    称 JADASON Enterprises Ltd 

（2） 主な事業内容 電子機器製造販売、各種テスターの製造販売およびプリンタの製造・販売 

（3） 本店所在地  NO.3 KAKI BUKIT CRESCENT, #03-01, SINGAPORE 416237 

TEL; 65-63801800 / FAX; 65-63831390 

（4） 代表者    Fung Chi Wai (CEO) 

（5） その他        シンガポールに本社（純粋持ち株会社）に置き、中国内各地に機器製造工場を有

しており、シンガポール、タイ、香港、台湾、日本、中国、インド、アメリカに

それぞれ現地法人をもつ多国籍企業であります。シンガポール証券市場（SEST）

に上場（企業コード J03.SI）しております。（会社 URL：http://www.jadason.com） 

 

９． 業績への影響 

当プロジェクトによる業績への影響につきましては、現在、試算を進めており、試算が終了次第、あら

ためて発表させていただきます。 

  
１０． 本件に関するお問い合わせ先 

日本テクノ・ラボ株式会社 

取締役管理部長 茄子川 厚彦 

電話 03-5276-2810 

E-mail:nasukawa@ntl.co.jp 

 

JADASON Enterprises Ltd 社 問い合わせ先: 

ジャデソン・エンタープライゼスジャパン 

ゼネラルマネージャー 斉藤 芳則  

電話 03－3535－7881 

E-mail:saito@jadason.com 

 

以上 



（図 1）当社が大型デジタルカラー印刷機 Q-PRESS 用に開発するシステム構成図 

 

① MISTRAL MULTI部 

② PCU部

③ LED ヘッドコントローラ部

 


