
Bright White Film

ON3BWF7 (220gsm)

ILFORD OMNIJET Bright White Filmはポリエスターベースの速乾性光沢白色
フィルムです。ピエゾ方式とサーマル方式、また顔料インクと染料インクのどちらに
も対応してデザインされています。
このフィルムは速乾性ですので高速出力プリンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・光沢面質
・優れた印字性能と高耐久性
・速乾性
・屋内ディスプレイ
・ラミネートと顔料インクを使用することで、短期屋外ディスプレイに対応

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているワイド
フォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ
610x30m
914x30m

1118x30m
1270x30m

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

使用環境

保管状態

220gsm

>98%

180μm (7mil) 

96.0, -0.2, -3.0

気温15℃～25℃、湿度35%～65% （結露なきこと）

気温15℃～25℃、湿度35%～65% （必ず箱に入れて保管して下さい）

作成日：2016,3,23    更新日：             　Ver1.0

染料インクをお使いの場合 染料インクを使用し保護なしで掲示した場合、ディスプレイ環境により｢ガス退色｣
する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

Glossy self-adhesive Vinyl

ON3GV5 (300gsm)

ILFORD OMNIJET Glossy self-adhesive Vinylは糊付きマイクロポーラス
コーティング光沢塩ビメディアです。優れた印字性と光沢性からポスター、
グラフィック等の屋内ディスプレイに適しています。
このペーパーは速乾性ですので高速出力プリンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・マイクロポーラスコーティング
・光沢面質
・水性染料、顔料で優れた印刷性能
・速乾性

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているワイド
フォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ
610x20m
914x20m

1270x20m

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

使用環境

保管状態

300gsm

>98%

135μm (剥離紙270μm) 

95.5, 0.3, -3.0

気温15℃～25℃、湿度35%～65% （結露なきこと）

気温15℃～25℃、湿度35%～65% （必ず箱に入れて保管して下さい）

作成日：2016,3,23    更新日：             　Ver1.0

染料インクをお使いの場合 染料インクを使用し保護なしで掲示した場合、ディスプレイ環境により｢ガス退色｣
する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

Matt self-adhesive Vinyl

OV3MV4 (300gsm)

ILFORD OMNIJET Matt self-adhesive Vinylは糊付きカレンダー加工マット塩ビ
メディアです。広い色域による優れた発色性と耐水性から、屋内、及び短期屋外
グラフィックに適しています。
このペーパーは速乾性ですので高速出力プリンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・カレンダー加工塩ビ
・マット面質
・水性染料、顔料で優れた印刷性能
・速乾性
・顔料インク使用時における優れた耐水性

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているワイド
フォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ
610x20m
914x20m

1067x20m
1270x20m

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

使用環境

保管状態

300gsm

>96%

145μm (剥離紙280μm) 

95.0, 1.5, -7.0

気温15℃～25℃、湿度35%～65% （結露なきこと）

気温15℃～25℃、湿度35%～65% （必ず箱に入れて保管して下さい）

作成日：2016,1,25    更新日：             　Ver1.0

染料インクをお使いの場合 染料インクを使用し保護なしで掲示した場合、ディスプレイ環境により｢ガス退色｣
する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

ILFORD OMNIJET MATT 180gsmは染料インク、顔料インクどちらでも高い
パフォーマンスを発揮するようデザインされた厚手で上質な片面マット面質の
ペーパーです。厚みがあるため、裏写りを防ぎ、高いインク吸収性を可能にします。

アプリケーションガイドライン

・FSC®認証用紙
・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・ワイドフォーマットプリンタ、 染料、顔料インクに対応
・優れた耐擦過性

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

使用環境

保管状態

180gsm

>94%

210μm

97.0、2.5、-8.0

気温15℃～25℃、湿度35%～65%

気温15℃～25℃、湿度35%～65%　(必ず箱に入れて保管して下さい。)

２作成日：2015,3,23　更新日： 2016.1.21　Ver1.1

追加情報 出力後のプリントは、間紙等で表面に傷つかないように保管する必要があります。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

610x35m
914x35m

1067x35m
1270x35m
1524x35m

Matt 180

OV3SMP8 (180gsm)

ILFORD OMNIJET MATT 120gsmは染料インク、顔料インクどちらでも高い
パフォーマンスを発揮するようデザインされた厚手で上質な片面マット面質
のペーパーです。

アプリケーションガイドライン

・FSC®認証用紙
・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・ワイドフォーマットプリンタ、 染料、顔料インクに対応
・優れた耐擦過性

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

使用環境

保管状態

120gsm

>92%

150μm

97.0、2.5、-8.0

気温15℃～25℃、湿度35%～65%

気温15℃～25℃、湿度35%～65%　(必ず箱に入れて保管して下さい。)

追加情報 出力後のプリントは、間紙等で表面に傷つかないように保管する必要があります。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

610x35m
914x35m

1067x35m
1270x35m
1524x35m

作成日：2015,3,23　更新日： 2016.1.21　Ver1.1

Matt 120

OV3SMP5 (120gsm)

ILFORD OMNIJET MATT 90gsmは染料インク、顔料インクどちらでも高いパフォー
マンスを発揮するようデザインされた上質な薄手、片面マット面質のペーパーです。

アプリケーションガイドライン

・FSC®認証用紙
・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・ワイドフォーマットプリンタ、 染料、顔料インクに対応
・優れた耐擦過性

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ
610x45m
914x45m

1067x45m
1270x45m
1524x45m

追加情報 出力後のプリントは、間紙等で表面に傷つかないように保管する必要があります。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

使用環境

保管状態

90gsm

>92%

105μm

97.0、2.5、-8.0

気温15℃～25℃、湿度35%～65%

気温15℃～25℃、湿度35%～65%　

作成日：2015,3,23　更新日： 2016.1.21　Ver1.1

Matt 90

OV3SMP4 (90gsm)

Gloss Photo RC Paper
ONQ5GP8 (200gsm)

ILFORD OMNIJET Glossy Photo RC Paperは染料インク、顔料インクどちらでも高
いパフォーマンスを発揮するようデザインされた上質な写真画質のペーパーです。
このペーパーは速乾性ですので高速出力プリンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・デスクトッププリンタからワイドフォーマットプリンタ、染料、顔料インクに完全対応
・写真高画質

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

光沢(60゜)

使用環境

保管状態

200gsm

>86%

200μm

92.2、-0.4、-2.4

>50%

気温15℃～25℃、湿度30%～70%

気温10℃～30℃、湿度10%～80%　(必ず箱に入れて保管して下さい。)

作成日：2015,3,23　更新日： 2016.1.21 Ver1.1

染料インクをお使いの場合 全ての｢速乾性多孔性メディア｣は染料インクで使用し、保護なしで掲示した場合、
ディスプレイ環境により｢ガス退色｣する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

610x30m
914x30m

1067x30m
1118x30m
1270x30m
1524x30m

Satin Photo RC Paper

ONQ5SP8 (200gsm)

ILFORD OMNIJET Satin Photo RC Paperは染料インク、顔料インクどちらでも高い
パフォーマンスを発揮するようデザインされた上質な写真画質のペーパーです。
このペーパーは速乾性ですので高速出力プリンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・デスクトッププリンタからワイドフォーマットプリンタ、染料、顔料インクに完全対応
・写真高画質

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ

610x30m
914x30m

1067x30m
1118x30m
1270x30m
1524x30m

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

光沢(60゜)

使用環境

保管状態

200gsm

>86%

204μm

92.3、-0.4、-2.4

>17%

気温15℃～25℃、湿度30%～70%

気温10℃～30℃、湿度10%～80%　(必ず箱に入れて保管して下さい。)

染料インクをお使いの場合 全ての｢速乾性多孔性メディア｣は染料インクで使用し、保護なしで掲示した場合、
ディスプレイ環境により｢ガス退色｣する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

作成日：2015,3,23　更新日： 2016.1.21 Ver1.1

Glossy Display Film

ON3GDF7

ILFORD OMNIJET Glossy Display Filmは高光沢、不透明白色PETベースの屋内
ディスプレイ用フィルムメディアです。このメディアは速乾性ですので高速出力プリ
ンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・屋内用ディスプレイフィルム
・高い光沢面によるつややかな色表現
・優れた剛性により自立型バナーに使用可能
・優れた安定性と平滑性により変形、たわみが起きにくい

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ

610x20m
914x20m

物質特性

坪量

厚さ

色相(Lab)

光沢度

使用環境

保管状態

220gsm

165μm

95.0、0.2、-5.0

>50%

気温15℃～25℃、湿度30%～70%

気温10℃～30℃、湿度10%～80%　(必ず箱に入れて保管して下さい。)

作成日：2015,4,15　更新日： 2016.1.21  Ver1.1

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

染料インクをお使いの場合 染料インクを使用し保護なしで掲示した場合、ディスプレイ環境により｢ガス退色｣
する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

Glossy Backlit Film

ON3GTF6 (180gsm)

作成日：2012,10,1　更新日： 2016.1.21 Ver1.1

アプリケーションガイドライン

ラインアップ

ILFORD OMNIJET Glossy Backlit Filmは、ILFORD社独自の速乾性
ナノポーラスコーティング受像層を採用したバックライトPETフィルムです。
水性・顔料インクを使用する各社大判プリンターでお使いになれます。

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

Photo Realistic Gloss Paper

ONQ3GEP7 (175gsm)

作成日：2012,2,14　更新日： 2016.1.21 Ver2.0

アプリケーションガイドライン

ラインアップ

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

Photo Realistic Satin Paper

ONQ3SEP7 (175gsm)

作成日：2012,2,14　更新日： 2016.1.21 Ver2.0

アプリケーションガイドライン

ラインアップ

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

Gloss Photo RC Paper

ONQ5GP10 (250gsm)

ILFORD OMNIJET Gloss Photo RC Paperは染料インク、顔料インクどちらでも高い
パフォーマンスを発揮するようデザインされた光沢厚手RCフォトペーパーです。
このペーパーは速乾性ですので高速出力プリンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・厚手光沢
・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・デスクトッププリンタからワイドフォーマットプリンタ、染料、顔料インクに完全対応
・写真高画質
・平面性、耐擦過性に優れ、取り扱いが容易
・しっかりとした厚手タイプで高級感を演出

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ
432ｘ30m
610x30m
914x30m

1067x30m
1118x30m
1270x30m
1524x30m

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

光沢(60゜)

使用環境

保管状態

250gsm

>90%

250μm

93.7, -0.4, -2.4

>90%

気温15℃～25℃、湿度30%～70%

気温10℃～30℃、湿度10%～80%　(必ず箱に入れて保管して下さい。)

作成日：2016,1,15    更新日：             　Ver1.0

染料インクをお使いの場合 染料インクを使用し保護なしで掲示した場合、ディスプレイ環境により｢ガス退色｣
する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

Satin Photo RC Paper

ONQ5SP10 (250gsm)

ILFORD OMNIJET Satin Photo RC Paperは染料インク、顔料インクどちらでも高い
パフォーマンスを発揮するようデザインされた半光沢厚手RCフォトペーパーです。
このペーパーは速乾性ですので高速出力プリンタでもお使いいただけます。

アプリケーションガイドライン

・厚手半光沢
・高速出力に最適化
・優れた乾燥性
・デスクトッププリンタからワイドフォーマットプリンタ、染料、顔料インクに完全対応
・写真高画質
・平面性、耐擦過性に優れ、取り扱いが容易
・しっかりとした厚手タイプで高級感を演出

対応プリンタ

主要なプリンタメーカーの水性染料または顔料インクが使われているデスクトップ
インクジェットプリンタ及びワイドフォーマットインクジェットプリンタに適応。

重要 プリンタとドライバの設定は最適なパフォーマンスを得るために注意が必要です。
インク量はご使用のインクとプリンタの組合せに適した設定を行ってください。

ラインアップ
432ｘ30m
610x30m
914x30m

1067x30m
1118x30m
1270x30m
1524x30m

物質特性

坪量

不透明度

厚さ

色相(Lab)

光沢(60゜)

使用環境

保管状態

250gsm

>94%

250μm

94.7, -0.2, -1.8

>16%

気温15℃～25℃、湿度30%～70%

気温10℃～30℃、湿度10%～80%　(必ず箱に入れて保管して下さい。)

作成日：2016,1,15    更新日：             　Ver1.0

染料インクをお使いの場合 染料インクを使用し保護なしで掲示した場合、ディスプレイ環境により｢ガス退色｣
する場合があります。
出力物の寿命を延ばすには、ガラスの下にディスプレイするか、ラミネート加工等
で保護するか、もしくは顔料インクで出力することをお勧めします。

注意 予告なしに仕様を変更する事があります。

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町４－６－２

www. jetgraph. jp


