ガーメントプリンターカタログ

仕様

GTXが強力なビジネスパートナーである理由
PARTNER POINT

PARTNER POINT

PARTNER POINT

プリントショップからアパレル工場まで
幅広く活躍

ビジネスの可能性を大きく広げる
印刷機能

GTXでしか実現できない
高いクオリティ

「GTX」
は、熟練の技術や広大なスペースを
必要とせず、
１枚からの印刷も可能。オン
デマンド印刷を中心にビジネスを展開する
プリントショップをはじめ、アパレル工場、
企業の事業部、小売店、雑貨店、クリエイ
ター、
イベントまで、幅広いニーズにお応え
します。

「GTX」
は、
衣類の縫い目、
ジッパー、
ポケット
など、段差のある印刷物へのプリントも可
能。Tシャツはもちろん、
バッグ、
ジーンズ、帽
子、
シューズ、
タオルなど、
多様な衣類へのプ
リントを実現します。
お客様のアイデアひと
つで印刷の可能性を広げます。

新開発されたプリントヘッドとインクにより、
幅広い色づかいやデザインのプリントを実
現しました。従来のガーメントプリンターに
はない、高い品質と信頼性により、
さらに安
定した生産性とパフォーマンスをお届けし
ます。

PARTNER POINT

PARTNER POINT

受注から印刷、
出荷まで、無駄なく
効率的な作業を実現

GTX Graphics Lab
無償ダウンロード
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印字方式

カラーインクジェット方式による直接衣類印刷

外形寸法

1400mm
（幅）× 1300mm
（奥行き）× 550mm
（高さ）

本体質量
（プラテンを含む）

120kg

最大印刷範囲

406.4mm × 533.4mm

標準付属プラテン

355.6mm × 406.4mm

インク

水性顔料インク

色

CMYKW 5色

印字ヘッド方式

ピエゾ方式

印字ヘッド数

2

解像度

1200dpi × 1200dpi

印刷方向

双方向、片方向

動作保証範囲

温度：10〜35℃
湿度：35〜85%
（結露なきこと）

印刷保証範囲

温度：18〜30℃
湿度：35〜85%
（結露なきこと）

出力

プリンタードライバー
（USB、
ファイル出力）
、GTX Graphics Lab

電源

単相100V-240V、50/60Hz

消費電力

動作時：0.8A以下 待機時：0.3A以下

定着条件

コンベヤーオーブン
（推奨）
：160℃で3.5分、
またはヒートプレス：180℃で35秒。
＊定着までの時間と温度は定着機によって異なります。

前処理

白インクを使って印刷する場合は前処理が必要です。
印刷前にローラーまたは前処理機で塗布後、必ずヒートプレスで乾かしてください。

強力なビジネスパートナー

ソフトウェア
OS

macOS v 10.12 Sierra、macOS v 10.13 High Sierra、
Windows 7
（32bit/64bit）
、Windows 8/8.1
（32bit/64bit）
、Windows 10
（32bit/64bit）

インターフェース

USB2.0、LAN
（10BASE-T、100BASE-TX）
、USBメモリー

最低動作環境

2GHz以上のCPU
4GB以上のRAM

ディスプレイ解像度

XGA
（1024dpi×768dpi）
以上

高度な画像編集のための
アプリケーション

Adobe® Photoshop CS6/CC、Adobe® Illustrator CS6/CC、
Adobe® Photoshop Elements 14/15、CorelDRAW® X7/X8

・CorelDRAW®はCorel Corporationの商標または登録商標です。
・Adobe Photoshop®、Adobe Illustrator®および Adobe Photoshop Elements®は
Adobe Syestems Incorporated
（アドビシステム社）
の商標です。
・macOS は Apple Inc 社の商標または登録商標です。
®
®
の
・Microsoft 、Windows Excel、Wordは米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）
米国およびその他の国における商標です。
・その他、記載の商品名、社名などは各社の商標または登録商標です。

ブラザーは、国際規格ISO 14021および日本工業規格JIS Q14021に
準拠した、
「ブラザーグリーンラベル」
を制定しています。
GTXも地球環境に配慮した製品として認定されました。
ブラザーGTXは、EU(欧州連合)で
施行されている、
自然環境や人体に有害な
6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・
六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を
制限するRoHS指令に対応しています。

手軽に印刷データの準備ができる

GTX Graphics Lab

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。

ガーメントプリンターは、通常のプリンター
のようにパソコンで作成した画像を印刷する
だけの簡単操作なので、受注から印刷、
出荷
までの作業がスムーズ。小ロットの受注を低
コストで印刷できるため、在庫を削減し、
市場のトレンドにも素早く対応できます。

新ソフトウェア
「GTX Graphics Lab」
は、
デ
ザインの配 置やテキストの追 加 、テクス
チャー効果機能など、
デザイン作成をサポー
トします。
フォトショップやイラストレーター、
コーレルドローなどの編集ソフト以外にも、
エクセルやワードからも画像データを送信し
て印刷することができます。

〒467- 8577 名古屋市瑞穂区苗代町15 -1

0570-074-116（ガーメントプリンター専用ダイヤル）

（画面イメージ）

ご利用時間 受付時間／平日
（月曜日〜金曜日）
9：00 〜12：00・13：00 〜17：30
休業日／土曜日、日曜日、祝日および当社指定休日

〈カタログ･コードGTX01〉
このカタログの内容は2019年1月現在のものです。

今までにない印刷を提供する
次世代のガーメントプリンター

高いスペックと品質を誇る
GTXのアドバンテージ
効率的で簡単な操作

熟練のスキルを必要としない

パソコンで作成したイメージをTシャツなどの衣類へ直接印刷できる高機能

Windows・Macintosh対応の汎用アプリケーションから印刷する
だけなので、RIPソフトや専用ソフトは不要。各種設定は、添付ソフト
「GTX Graphics Lab」
から簡単に選択できます。
さらに、USBメモ
リーを差込口に挿せば、
パソコンに接続しなくても印刷が可能です。

ガーメントプリンター「GTX」。過去の4世代のシリーズの中で圧倒的な印刷
速度を誇り、高い生産性を実現します。さらに、インクには、brotherの最先
端技術を集約させたInnobella Textile（イノベラ テキスタイル）
を採用。
色域の拡大と肌触りの向上を実現し、驚きの高品質印刷を可能にしました。

・ USB I/F搭載

強力なビジネスパートナーとして、
ぜひご活用ください。

・ 有線LAN対応

高精細な印刷品質

次世代インクで進化した

brotherの最先端技術を集約させた新インクInnobella Textile
（イノベラ テキスタイル）を採用したことにより、広い色域と高彩度
1200dpi 1200dpiを実現。
より明るく鮮やかな色と正確なデザ
インの再現を可能にしました。

・ 1200dpiの高解像度印刷

■色表現領域の比較
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スピードを実現

驚きの印刷
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大きく

大幅に改良した次世代プリントヘッドを採用し、従来機より印刷速度
を大幅に短縮しました。
これからは、高品質な仕上がりのために、印刷
速度を犠牲にする必要はありません。高解像度の1200dpiにより、鮮
明でなめらかな印刷画質を実現します。
印刷速度比較
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「 G T X 」の最 大 印 刷エリアは、4 0 6 . 4 m m（ 横 ） 5 3 3 . 4 m m（ 縦 ）。
brotherガーメントプリンター史上最大のプリントエリアを誇ります。
これにより、
さらに大きく目立つプリントが可能になりました。

※印刷データ：約32cm 22cm

■CMYK+W印刷（濃色シャツへの印刷）

白インクとカラーインクを同時に印刷できる

4分28秒

GT-381 1200dpi

1分27秒

GTX 1200dpi

■CMYK印刷（淡色シャツへの印刷）
2分19秒

GT-381 1200dpi
GTX 1200dpi

58秒
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ワンパス機能

一度のヘッド走査で白インクとカラーインクを同時に印刷できるワンパ
ス機能を搭載しているため、効率よい印刷が可能。店舗などでオンデマ
ンド印刷する場合も、少ない待ち時間でお客様に印刷物をお渡しでき
ます。

※印刷速度はデザイン、
サイズ、印刷設定等の条件によって変わります。

環境に配慮した

低コストを実現

「GTX」
の水性顔料インク・前処理剤・充填剤・洗浄液は、環境に配慮し
た原料で構成 (ECO PASSPORT認証取得)。お子さま向け衣服にも
安心してプリントできます。また、
プラスチック素材の廃棄を減らすた
め、交換可能なパウチインクを採用しています。

カラーパネル搭載により
直感的な使用が可能。
印刷前プレビューにより、
印刷前にデータを
確認できます。

目立つプリントも可能

キレイを長く美しく保つ

高い洗濯堅牢性

brother純正の新インクInnobella Textile（イノベラ テキスタイル）
は、高い洗濯堅牢度を誇るため、洗濯を繰り返しても、色鮮やかなプリ
ントを美しく長く保つことができます。
（ AATCC洗濯堅牢度試験4級）

新世代プリント
ヘッドで高速印刷が
可能です。

白インク循環
機能により
ランニング
コストを削減
します。

最大
406.4mm 533.4mm
の印刷が可能です。

刺しゅうミシンをプラスすることで
作品の表現がさらに広がり価値もぐんとアップします
「GTX」
でプリントしたものに、
ブラザーPR/VRシリーズで刺しゅうをあしらうことにより、
より複合
的なデザインが可能に。
表現するデザインの幅が広がり、
製品のクオリティも向上するなど、
よりプロ
フェッショナルな仕上がりを実現します。数台揃えれば小規模なファクトリーにもなり、
ビジネスの
可能性をさらに広げます。

LAN接続・
USB接続が
可能です。

「世界にひとつ」が

新しいビジネスになる。

■パウチインク

PR1050X

1頭10針 カメラ機能付き

PR670E

1頭6針 LEDポインタ付き

VR100

1頭1針 LEDポインタ付き

ネームやデザインの刺しゅうをあし
らうだけでオリジナルの商品が生ま
れます。

