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応用分野と場面

販売実績 リマージュの世界の顧客

医療
病院・クリニック・検査センターでの医療
画像の保存や、患者へデータを引き渡す
際のディスク制作で使用され、病院間に
おける患者情報の連携に活用されてい
ます。

PACSで使用される画像の保存・配布　　　　　　　　　　
病院間連携用のデータ交換メディア　　　　　　　　　

検診データの受け渡し　　　　　　　　
電子カルテ　　　　　　　

超音波画像の保存　　　　　　
X線画像の保存・交換　　　　　

企業
企業は多彩な現場でオンデマンドパブリ
ッシングの効果を期待できます。e-文書
法やISO9001に批准するための開発ド
キュメントアーカイブ等は、今、真に必要と
されています。

会社概要

医療 企業

小売業界
ソフトウェア・音楽・ゲーム業界等、オンデ
マンドでのカスタムコンテンツのディスクを
制作するのに最適です。デジタルデータ
の商品化に貢献しています。

官庁
米国では住所変更に伴う最新のデータ
の定期配信ソリューションにも活用されて
います。国内でもe-Japan構想分野等、
文書の管理や保管は、重要な課題となっ
ています。

小売 官庁

写真業界
CDに写真データを保存するだけでなく、
ディスク表面に保存された写真のサムネ
ールを印刷できる機能が様々な利用に
繋がっています。既に世界各国で実績と
経験を誇っています。

金融業界
米国の大手銀行・地方銀行・証券会社、
また多くの大手賃金計算センター等に設
置されているデジタル出力システムに
OEMで組み込まれる等、信頼の実績が
あります。

　　　　　　　　　　販促・広報
　　　　　　　　　電子帳票
　　　　　　　　製造マニュアル
　　　　　　　人事管理
　　　　　　システム・ログ管理
　　　　　教育コンテンツ

音楽制作　　　　　　　　　　
映像制作　　　　　　　　　
ゲーム制作　　　　　　　　

ソフトウェア制作　　　　　　　
教育教材制作　　　　　　
出力センター　　　　　

大手ビジネスサービスチェーンの店内設置　　　　　　
ディスクプレス工場内での小ロット対応　　　　　　　

企業内コピーセンターに設置　　　　　　　
ホテル等のビジネスセンターに設置　　　　　　

学校内コピーサービスに設置　　　　　
学校周辺のコピーサービス店に設置　　　　

　　　　　　　　　　e-Japan
　　　　　　　　　公文書管理
　　　　　　　　公文書配布
　　　　　　　電子閲覧
　　　　　　電子図書館
　　　　　気象データ

ビジネスサービス
紙を主体としたコピーサービス、製本サー
ビスなどに続き、インタラクティブカタログ
などデジタルデータを記録したディスクの
少量発行サービスのニーズが高まってい
ます。少量でも商用品質のディスク発行
に役立っています。

ビジネスサービス

　　　　　　　　　　デジタルフォトアルバム
　　　　　　　　　婚礼葬祭
　　　　　　　　観光地
　　　　　　　エンターテイメント施設
　　　　　　デジタル写真集
　　　　　スポーツ記録

小切手イメージ保存・配布　　　　　　　　　　
取引レポート配布　　　　　　　　　

マイクロフィルム電子化　　　　　　　　
ローン計算書　　　　　　　

銘柄情報　　　　　　
月次データ配布　　　　　

写真 金融

マイクロソフト、コダック、ユニシス、フィリップス、ディズニー、
シーメンス、ウェルスファーゴ銀行、フィデリティ証券、
レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル、バンク・オブ・アメリカ、
シスコ、GEメディカル、スターバックス/ヒアミュージック、
チェースマンハッタン銀行、アメリカンエクスプレス、ワコービア、
ユニオン銀行ほか

■写真業界、医療業界、
　金融業界、一般企業、
　官公庁

■その他

　　　（世界市場において）

 リマージュジャパン株式会社
 〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3-15  錦精社神田ビル8F
 TEL:03-5283-8460  FAX:03-5283-8463    http://www.rimage.co.jp/

 Rimage Japan Co., Ltd
 8F Kinseisha-Kanda Bldg., 3-15 Kanda-Nishikicho
 Chiyoda-ku Tokyo 101-0054, JAPAN

RIMAGE、Everest、Everest Printer、PrismPlus、Perfect Print、Amigo、
DISCLAB、DLN5200、DL5200、2000i、480i、QuickDisc、MEDIA KITS、は米国における
Rimage Corporationの商標です。Perfect Imageは米国におけるRimage Corporationの登録商標です。
その他の製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
© 2006 Rimage Japan Co., Ltd  All rights reserved. Publication #: DTPProductsJ02

このカタログは予告なしに変更することがあります。  2006年6月作成

リマージュのアドバンテージ

リマージュのビジョン

製品特長
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リマージュコーポレーションの売上推移（単位：億円）
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CD-R/DVD-Rオンデマンド・パブリッシングのパイオニア

リマージュジャパン株式会社

● フロッピーディスク用デュプリケーションシステムを開発
● 世界初CDパブリッシングシステムを開発
● 世界初ディスク専用熱転写プリンタ開発
● 世界初中間転写方式熱転写プリンタを アルプス電気株式会社と共同開発
● ヒューレット・パッカード社との共同開発によるインクジェット搭載モデルを開発
● 業界トップマーケットシェアを保持

米国本社所在地
設　　　立
年　　　商
株　　　式
拠　　　点

実　　　績

米国・ミネソタ州・ミネアポリス
1987年
110億円 / 2005年実績
米ナスダック“RIMG”
米ミネアポリス（本社）
独フランクフルト（ヨーロッパ本社）
リマージュジャパン株式会社

Rimage Corporation

設　　　立
代　表　者
住　　　所
TEL / FAX
Webサイト
事 業内容

2005年 5月
代表取締役　小山田  佳裕
〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3-15  錦精社神田ビル8F
03-5283-8460  /  03-5283-8463
http://www.rimage.co.jp/
CD-R/DVD-Rのパブリッシング及びデュプリケーションシステムの輸入販売、サポート

リマージュジャパン株式会社

◎リマージュシステムでは、コンピューター・ドライブ・プリンター・ロボット機構（特許）が
　統合・連携・機能している信頼性の高いシステムです。
◎リマージュシステムは、高度なソフトウエア群によって、ネットワーク対応、
　他のアプリケーションシステムとの連動、完全自動運転などを実現しています。
◎マルチクライアント、マルチシステムの柔軟なネットワークシステムが実現できます。
◎リマージュシステムは、統一アーキテクチャによりファミリー化され、開発された
　ユーザーアプリケーション・ツールソフトウェア等は、全ての機種に互換性がとれています。
◎少量から大量発行までカバーする幅広い製品ラインナップを用意しています。

『Rimageソフトウェア開発キット（SDK）』を利用して、他のシステムとリマージュ製品との連携を可能にするシステム開発ができます。
実現例
◎既存のシステムとRimageシステムを連携するインテグレーション
◎Rimageシステムを使った、新たな商品開発
Rimageを使った付加価値ビジネス・パートナー（VAR）プログラムを世界中で推進しております。
リマージュジャパンでは、VARの方々に技術支援、ジョイント・マーケティング活動を行ってまいります。

Rimageを使った付加価値ビジネス

リマージュは、CD/DVDなどの光メディアを用いたオンデマンド・パブリッシング・ソリューションを市場に投入したパイオニアです。
専業メーカーとして、オンデマンド・パブリッシング・システムに求められる市場の要求に応え続けるために、常に技術開発を行っております。

ネットワーク対応CD/DVD発行システム

リマージュ総合カタログ

ADVANCING THE ART OF DIGITAL DELIVERY.
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の商品化に貢献しています。

官庁
米国では住所変更に伴う最新のデータ
の定期配信ソリューションにも活用されて
います。国内でもe-Japan構想分野等、
文書の管理や保管は、重要な課題となっ
ています。

小売 官庁

写真業界
CDに写真データを保存するだけでなく、
ディスク表面に保存された写真のサムネ
ールを印刷できる機能が様々な利用に
繋がっています。既に世界各国で実績と
経験を誇っています。

金融業界
米国の大手銀行・地方銀行・証券会社、
また多くの大手賃金計算センター等に設
置されているデジタル出力システムに
OEMで組み込まれる等、信頼の実績が
あります。

　　　　　　　　　　販促・広報
　　　　　　　　　電子帳票
　　　　　　　　製造マニュアル
　　　　　　　人事管理
　　　　　　システム・ログ管理
　　　　　教育コンテンツ

音楽制作　　　　　　　　　　
映像制作　　　　　　　　　
ゲーム制作　　　　　　　　

ソフトウェア制作　　　　　　　
教育教材制作　　　　　　
出力センター　　　　　

大手ビジネスサービスチェーンの店内設置　　　　　　
ディスクプレス工場内での小ロット対応　　　　　　　

企業内コピーセンターに設置　　　　　　　
ホテル等のビジネスセンターに設置　　　　　　

学校内コピーサービスに設置　　　　　
学校周辺のコピーサービス店に設置　　　　

　　　　　　　　　　e-Japan
　　　　　　　　　公文書管理
　　　　　　　　公文書配布
　　　　　　　電子閲覧
　　　　　　電子図書館
　　　　　気象データ

ビジネスサービス
紙を主体としたコピーサービス、製本サー
ビスなどに続き、インタラクティブカタログ
などデジタルデータを記録したディスクの
少量発行サービスのニーズが高まってい
ます。少量でも商用品質のディスク発行
に役立っています。

ビジネスサービス

　　　　　　　　　　デジタルフォトアルバム
　　　　　　　　　婚礼葬祭
　　　　　　　　観光地
　　　　　　　エンターテイメント施設
　　　　　　デジタル写真集
　　　　　スポーツ記録

小切手イメージ保存・配布　　　　　　　　　　
取引レポート配布　　　　　　　　　

マイクロフィルム電子化　　　　　　　　
ローン計算書　　　　　　　

銘柄情報　　　　　　
月次データ配布　　　　　

写真 金融

マイクロソフト、コダック、ユニシス、フィリップス、ディズニー、
シーメンス、ウェルスファーゴ銀行、フィデリティ証券、
レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル、バンク・オブ・アメリカ、
シスコ、GEメディカル、スターバックス/ヒアミュージック、
チェースマンハッタン銀行、アメリカンエクスプレス、ワコービア、
ユニオン銀行ほか

■写真業界、医療業界、
　金融業界、一般企業、
　官公庁

■その他

　　　（世界市場において）

 リマージュジャパン株式会社
 〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3-15  錦精社神田ビル8F
 TEL:03-5283-8460  FAX:03-5283-8463    http://www.rimage.co.jp/

 Rimage Japan Co., Ltd
 8F Kinseisha-Kanda Bldg., 3-15 Kanda-Nishikicho
 Chiyoda-ku Tokyo 101-0054, JAPAN

RIMAGE、Everest、Everest Printer、PrismPlus、Perfect Print、Amigo、
DISCLAB、DLN5200、DL5200、2000i、480i、QuickDisc、MEDIA KITS、は米国における
Rimage Corporationの商標です。Perfect Imageは米国におけるRimage Corporationの登録商標です。
その他の製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。
© 2006 Rimage Japan Co., Ltd  All rights reserved. Publication #: DTPProductsJ02

このカタログは予告なしに変更することがあります。  2006年6月作成

リマージュのアドバンテージ

リマージュのビジョン

製品特長

77％

23％
リマージュコーポレーションの売上推移（単位：億円）
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CD-R/DVD-Rオンデマンド・パブリッシングのパイオニア

リマージュジャパン株式会社

● フロッピーディスク用デュプリケーションシステムを開発
● 世界初CDパブリッシングシステムを開発
● 世界初ディスク専用熱転写プリンタ開発
● 世界初中間転写方式熱転写プリンタを アルプス電気株式会社と共同開発
● ヒューレット・パッカード社との共同開発によるインクジェット搭載モデルを開発
● 業界トップマーケットシェアを保持

米国本社所在地
設　　　立
年　　　商
株　　　式
拠　　　点

実　　　績

米国・ミネソタ州・ミネアポリス
1987年
110億円 / 2005年実績
米ナスダック“RIMG”
米ミネアポリス（本社）
独フランクフルト（ヨーロッパ本社）
リマージュジャパン株式会社

Rimage Corporation

設　　　立
代　表　者
住　　　所
TEL / FAX
Webサイト
事 業内容

2005年 5月
代表取締役　小山田  佳裕
〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3-15  錦精社神田ビル8F
03-5283-8460  /  03-5283-8463
http://www.rimage.co.jp/
CD-R/DVD-Rのパブリッシング及びデュプリケーションシステムの輸入販売、サポート

リマージュジャパン株式会社

◎リマージュシステムでは、コンピューター・ドライブ・プリンター・ロボット機構（特許）が
　統合・連携・機能している信頼性の高いシステムです。
◎リマージュシステムは、高度なソフトウエア群によって、ネットワーク対応、
　他のアプリケーションシステムとの連動、完全自動運転などを実現しています。
◎マルチクライアント、マルチシステムの柔軟なネットワークシステムが実現できます。
◎リマージュシステムは、統一アーキテクチャによりファミリー化され、開発された
　ユーザーアプリケーション・ツールソフトウェア等は、全ての機種に互換性がとれています。
◎少量から大量発行までカバーする幅広い製品ラインナップを用意しています。

『Rimageソフトウェア開発キット（SDK）』を利用して、他のシステムとリマージュ製品との連携を可能にするシステム開発ができます。
実現例
◎既存のシステムとRimageシステムを連携するインテグレーション
◎Rimageシステムを使った、新たな商品開発
Rimageを使った付加価値ビジネス・パートナー（VAR）プログラムを世界中で推進しております。
リマージュジャパンでは、VARの方々に技術支援、ジョイント・マーケティング活動を行ってまいります。

Rimageを使った付加価値ビジネス

リマージュは、CD/DVDなどの光メディアを用いたオンデマンド・パブリッシング・ソリューションを市場に投入したパイオニアです。
専業メーカーとして、オンデマンド・パブリッシング・システムに求められる市場の要求に応え続けるために、常に技術開発を行っております。

ネットワーク対応CD/DVD発行システム

リマージュ総合カタログ

ADVANCING THE ART OF DIGITAL DELIVERY.



 Producer Ⅲ 8100  Producer Ⅲ 7100  Amigo II
 4 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵  1 ドライブ内蔵
 ディスクインプット　最大400枚   ディスクインプット　300枚
             エベレストプリンタ　又は　プリズムプリンタ（ダイレクト熱転写）の選択可能
  コントロールセンター同梱包   コントロールセンターオプション
              インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
 CD-R 38枚以上/時間 DVD-R 32枚以上/時間  CD-R 36枚以上/時間 DVD-R 18枚以上/時間  CD-R 19枚/時間　DVD-R 9枚/時間 
 CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

 DLN5200  DL5200
 2 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵
  ディスクインプット　50枚
  エベレストプリンタ　
 DLN5200コントロールセンター内蔵  DL5200コントロールセンターオプション
　　　　インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
  印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
   CD-R 30枚/時間　DVD-R 11枚/時間
   CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Everest用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

インクジェット用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

 AutoPrinter Everest  PrismPlus! Rimage 480i
 自動ディスク交換機能付プリンタ  スタンドアロンプリンタ
  AutoEverest（業界初）　　　   AutoPrismPlus! 中間転写式熱転写（業界初） ダイレクト熱転写 インクジェット HP共同開発
    CMY 66枚/時間              CMY 44枚/時間    CMY 60秒 CMY 60秒   CMY 145秒
 ブラック 72枚/時間            単色 107枚/時間 ブラック 54秒  単色 20秒 ブラック 25秒
※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

PRODUCER プロデューサーファミリー

Producerシリーズは、業界最高の処理能力を誇るリマージュのフラグシップモデルです。ネットワーク対応全自動ディスク発行システムの
Producerシリーズは、300枚の連続作成が可能であり、長時間の無人運転を行うためのモニタリング機能、3種類の同時装填可能なビンと自
動判別機能により、24時間稼動を実現します。ディスク盤面印刷には、業界トップのフルカラー商用印刷品質のプリンタ（Everest）と熱転写方
式で高速なコストパフォーマンスに優れたプリンタ（PrismPlus!）のいずかの選択が可能です。予めシルク印刷されたディスクに位置決め印刷
できる「パーフェクトプリント（Perfect PrintTM）」機能も標準装備しています。

付属のProducer Software Suiteには、「ストリーミング」方式によるジョブ管理ソフトウェア・System Managerが用意されています。それにより、4台のドライブまで拡張させた
7100モデルでは、以下の図の通り、最高8のストリームが同時に実行できます。最高8ストリーム同時実行による高生産性とダウンタイムコストの削減という効率性が得られます。

●  4ドライブ標準装備
●  FireWire800（IEEE1394B）採用により従来モデル（Autostar II）と比べ
　 約2倍の処理能力を実現
●  コントロールセンターと外付けアウトプットビン（70枚出力可）を装備
●  ステータスライト装着可能（オプション）

■Producer Ⅲ 8100

●  2ドライブ標準装備
●  4ドライブ、2プリンタまで拡張可能
●  コントロールセンター装備
●  複数遠隔地との連携システムに最適

■Producer Ⅲ 7100

●  1台のドライブ標準装備
●  最小スペースモデル
●  お持ちのPCへの接続可能
●  小・中規模生産環境向け

■Amigo Ⅱ（アミーゴⅡ）

Producerシリーズが持つ機能と印刷品質を継承し、省スペース対応を実現しました。
発行したディスクを即座に取り出せる機構を備えています。

●  2台のドライブ標準装備
●  コンパクトで省スペース
●  オンデマンドディスク制作に最適
●  メディアの取り出しが容易な5段メールボックスを装備
●  ネットワーク対応 2ライセンス（追加オプション）

■DL5200

●  DL5200にPC（Windows）を内蔵している機種
●  米国でOEM機として実績多数

■DLN5200

Producerシリーズが持つ機能を継承し、プリンタにインクジェット方式を採用することにより、
低価格を実現したモデルです。

●  2台のドライブ、1台のプリンタを装備
●  全自動連続100枚まで制作可能
●  1枚ずつ異なるCD/DVD制作に最適
●  ネットワーク対応（追加オプション）
●  SDKをオプションで提供

■Rimage 2000i

PRINTER プリンタファミリー

ディスク表面印刷技術の｢中間転写式熱転写（業界初）｣、｢ダイレクト熱転写｣、｢インクジェット｣と多彩な印刷技術を搭載した、品質を追求した
プリンタ製品群です。加えて、生産性を上げるために、自動ディスク交換機能を持ち300枚のディスクを連続して自動的に印刷できるようにした、
｢自動プリンタ｣もプリンタファミリーの一員です。

●  紫外線によるインクリボンの色の劣化を防止し長期間色の鮮やかさを保持
●  水分を含まない印刷方式で利用頻度の多さや接触による印刷が劣化無し / 商用・業務用に最適
●  マイクロドライ方式を採用 / ドットサイズをコントロールし、きめ細かい表現が可能
●  300×600DPIベースのバリアブル・ドットコントロールによりオフセット印刷同等品質を実現

■Everest（エベレスト）

●  プロユースレベルでの最高速印刷
●  リーズナブルなモノクロ・カラープリンタ
●  低コスト制作を実現
●  熱転写型で湿気・水分によるにじみが無い高品質出力

■PrismPlus!（プリズムプラス！）

●  業界最小レベルのインク粒子
●  解像度4800dpi
●  1670万色のフルスペクトル印刷
●  デスクトップサイズで低価格

■Rimage 480i（リマージュ480i）

●  AutoEverst や AutoPrismPlus! の各自動プリンタとの組み合わせで全自動CD/DVD制作  
     システムの構築を実現
●  400枚のディスクをストックできる回転式インプットビンの装備により一度に300枚の全自動連
     続印刷が可能
●  メディアを傷つけない4点固定型ピッカーを採用
●  あらかじめシルク印刷されたCD/DVDに位置決め印刷できる「Perfect Print™」機能装備

■AutoPrinter（自動プリンタ）

リマージュの独自データストリーミングソリューション

Rimage メディア キット  MEDIA KITS™

お客様のメディアの問題によるディスク制作作業の中断を防ぐため、リマージュで
は品質評価を行ったメディアとプリンタ用サプライ品をセットにしてお届けします。
リマージュの保証付きメディアキットで効率的なディスク制作を実現してください。

●データエラーレートの最小化により、制作コストを削減
●リマージュプリンタに最適化された表面コーティングにより、最高画質を実現
●ご購入に便利な生産に必要な量のメディアとサプライをパッケージ
●メディアに起因する不良品を新品交換　*一部例外事項がございます。

リマージュのセキュリティ・ソリューション
e-文書法による書類電子化保存に、セキュアーなCDへの保存で対応。
◆情報保護対策機能　………………株式会社シーフォーテクノロジー様との協業
◆コピー防止機能　……………………Hexalock社との協業
◆店舗用コンテンツ管理機能　……General Electric社のセキュアーOQ技術を採用

ネットワーククライアント Producerコントロールセンター

ネットワーク

レコーダー1（80％完了）

レコーダー2（60％完了）
プリンター1

レコーダー3（35％完了）

レコーダー4（開始）

UNIX

PC

MAC

Linux

Producerコントロールセンター

（最高8ストリームの同時実行）

Producer III 7100

クライアントソフトウェア
からジョブを発行1 コントロールセンター

上にジョブをセット2 利用可能なドライブ
にジョブを割り当て3 各ドライブにて書き

込み実行（最大8台）4 印刷5

Job 1

Job 5

Job 6

Job 10
Job 9
Job 8
Job 7

Job 4

Job 3

Job 2

リマージュジャパンのサポートプログラム
24時間対応オンサイト、代替機発送プログラムなど安心の体制を整備しています。

リマージュの優れたソフトウェア
QuickDisc™ 
CDマスタリング＆CDデザインソフトウェア
◎洗練されたグラフィックやアイコン　◎直感的に即座に様々な設定が行えるウィザード
◎ドラッグ＆ドロップでの簡単操作
◎CDデザインソフトウェア（CDデザイナー）統合搭載による強力なレーベル作成機能
「Producer Software Suite」、「OfficeNet Software Suite」には、上記のソフトウェアの他、
Production Server、Rimage System Managerが含まれています。

*本サポートプログラムには、Everest 及び PrismPlus!用サーマルヘッドとサプライ品は含まれません。
*有償ソフトウェアとは、Producer Software Suite、OfficeNet Software Suite等、無償ダウンロードでの更新サービスのないソフトウェアです。

24時間365日
オンサイト修理プログラム

（1年契約）

*1年契約の各有償修理プログラムには、有償ソフトウェア更新プログラム（同じく1年契約）
が付いています。 有償ソフトウェア更新プログラム（次年度より1年契約）

有償

オンサイト修理
プログラム
（1年契約）
有償

代替修理
プログラム 
（1年契約）
有償

お預かり修理

有償

製品保証 ・お預かり修理
（購入後1年間/PrismPlus

は購入後6ヶ月）
無償

初期不良交換
（購入後1週間以内）

無償

Everest Everest

PC無し

PC無し

PC内蔵

Everest

inkjet

PrismPlus! Everest PrismPlus!

Everest

PrismPlus!

inkjet

Everest PrismPlus!

Everest PrismPlus!

無償ソフトウェア更新（購入後1年間）

Rimage 2000i
2 ドライブ内蔵

ディスクインプット　100枚
サーマルインクジェットプリンタ
プロダクションサーバオプション

インクカートリッジ印刷枚数：4800dpi 300枚 ・ 600dpi 500枚 （画像データにより変わります）
印刷時間：4800dpi 145秒 ・ 600dpi  60秒 （画像データにより変わります）

CD-R 23枚/時間　DVD-R 9枚/時間
CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Control Center同梱

Control Centerオプション

Control Center同梱

DISC LAB/DESKTOP ディスクラボ/デスクトップファミリー

リマージュ対応のアプリケーション
◆安全で確実な自動データアーカイブソフトウェア

 「PoINT Archiver」
 販売代理店：イメーション株式会社様　日本総代理店：有限会社オプティカルエキスパート様　

………………

「Everest™メディアキット」、
「インクジェット キット」があります。

Rimageソフトウェア開発キット（SDK）
マルチプラットフォーム環境（Windows、Macintosh、Linux、UNIX）で動作するAPI開発ツール。対応言語：Visual Studio .NET、Java
例えば、一定条件のデータを自動的に光ディスクに書き込むシステム、一枚毎にカスタマイズされた光ディスクの製作システム、画像を含むデ
ータ処理後の光ディスクに書き込むシステム等の開発を効率よく行えます。SDKを皆様のCD/DVD発行システムのインテグレーション・シス
テムの製品化にお役立てください。｠

リマージュをサポートするソリューションのご紹介



 Producer Ⅲ 8100  Producer Ⅲ 7100  Amigo II
 4 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵  1 ドライブ内蔵
 ディスクインプット　最大400枚   ディスクインプット　300枚
             エベレストプリンタ　又は　プリズムプリンタ（ダイレクト熱転写）の選択可能
  コントロールセンター同梱包   コントロールセンターオプション
              インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
 CD-R 38枚以上/時間 DVD-R 32枚以上/時間  CD-R 36枚以上/時間 DVD-R 18枚以上/時間  CD-R 19枚/時間　DVD-R 9枚/時間 
 CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

 DLN5200  DL5200
 2 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵
  ディスクインプット　50枚
  エベレストプリンタ　
 DLN5200コントロールセンター内蔵  DL5200コントロールセンターオプション
　　　　インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
  印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
   CD-R 30枚/時間　DVD-R 11枚/時間
   CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Everest用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

インクジェット用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

 AutoPrinter Everest  PrismPlus! Rimage 480i
 自動ディスク交換機能付プリンタ  スタンドアロンプリンタ
  AutoEverest（業界初）　　　   AutoPrismPlus! 中間転写式熱転写（業界初） ダイレクト熱転写 インクジェット HP共同開発
    CMY 66枚/時間              CMY 44枚/時間    CMY 60秒 CMY 60秒   CMY 145秒
 ブラック 72枚/時間            単色 107枚/時間 ブラック 54秒  単色 20秒 ブラック 25秒
※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

PRODUCER プロデューサーファミリー

Producerシリーズは、業界最高の処理能力を誇るリマージュのフラグシップモデルです。ネットワーク対応全自動ディスク発行システムの
Producerシリーズは、300枚の連続作成が可能であり、長時間の無人運転を行うためのモニタリング機能、3種類の同時装填可能なビンと自
動判別機能により、24時間稼動を実現します。ディスク盤面印刷には、業界トップのフルカラー商用印刷品質のプリンタ（Everest）と熱転写方
式で高速なコストパフォーマンスに優れたプリンタ（PrismPlus!）のいずかの選択が可能です。予めシルク印刷されたディスクに位置決め印刷
できる「パーフェクトプリント（Perfect PrintTM）」機能も標準装備しています。

付属のProducer Software Suiteには、「ストリーミング」方式によるジョブ管理ソフトウェア・System Managerが用意されています。それにより、4台のドライブまで拡張させた
7100モデルでは、以下の図の通り、最高8のストリームが同時に実行できます。最高8ストリーム同時実行による高生産性とダウンタイムコストの削減という効率性が得られます。

●  4ドライブ標準装備
●  FireWire800（IEEE1394B）採用により従来モデル（Autostar II）と比べ
　 約2倍の処理能力を実現
●  コントロールセンターと外付けアウトプットビン（70枚出力可）を装備
●  ステータスライト装着可能（オプション）

■Producer Ⅲ 8100

●  2ドライブ標準装備
●  4ドライブ、2プリンタまで拡張可能
●  コントロールセンター装備
●  複数遠隔地との連携システムに最適

■Producer Ⅲ 7100

●  1台のドライブ標準装備
●  最小スペースモデル
●  お持ちのPCへの接続可能
●  小・中規模生産環境向け

■Amigo Ⅱ（アミーゴⅡ）

Producerシリーズが持つ機能と印刷品質を継承し、省スペース対応を実現しました。
発行したディスクを即座に取り出せる機構を備えています。

●  2台のドライブ標準装備
●  コンパクトで省スペース
●  オンデマンドディスク制作に最適
●  メディアの取り出しが容易な5段メールボックスを装備
●  ネットワーク対応 2ライセンス（追加オプション）

■DL5200

●  DL5200にPC（Windows）を内蔵している機種
●  米国でOEM機として実績多数

■DLN5200

Producerシリーズが持つ機能を継承し、プリンタにインクジェット方式を採用することにより、
低価格を実現したモデルです。

●  2台のドライブ、1台のプリンタを装備
●  全自動連続100枚まで制作可能
●  1枚ずつ異なるCD/DVD制作に最適
●  ネットワーク対応（追加オプション）
●  SDKをオプションで提供

■Rimage 2000i

PRINTER プリンタファミリー

ディスク表面印刷技術の｢中間転写式熱転写（業界初）｣、｢ダイレクト熱転写｣、｢インクジェット｣と多彩な印刷技術を搭載した、品質を追求した
プリンタ製品群です。加えて、生産性を上げるために、自動ディスク交換機能を持ち300枚のディスクを連続して自動的に印刷できるようにした、
｢自動プリンタ｣もプリンタファミリーの一員です。

●  紫外線によるインクリボンの色の劣化を防止し長期間色の鮮やかさを保持
●  水分を含まない印刷方式で利用頻度の多さや接触による印刷が劣化無し / 商用・業務用に最適
●  マイクロドライ方式を採用 / ドットサイズをコントロールし、きめ細かい表現が可能
●  300×600DPIベースのバリアブル・ドットコントロールによりオフセット印刷同等品質を実現

■Everest（エベレスト）

●  プロユースレベルでの最高速印刷
●  リーズナブルなモノクロ・カラープリンタ
●  低コスト制作を実現
●  熱転写型で湿気・水分によるにじみが無い高品質出力

■PrismPlus!（プリズムプラス！）

●  業界最小レベルのインク粒子
●  解像度4800dpi
●  1670万色のフルスペクトル印刷
●  デスクトップサイズで低価格

■Rimage 480i（リマージュ480i）

●  AutoEverst や AutoPrismPlus! の各自動プリンタとの組み合わせで全自動CD/DVD制作  
     システムの構築を実現
●  400枚のディスクをストックできる回転式インプットビンの装備により一度に300枚の全自動連
     続印刷が可能
●  メディアを傷つけない4点固定型ピッカーを採用
●  あらかじめシルク印刷されたCD/DVDに位置決め印刷できる「Perfect Print™」機能装備

■AutoPrinter（自動プリンタ）

リマージュの独自データストリーミングソリューション

Rimage メディア キット  MEDIA KITS™

お客様のメディアの問題によるディスク制作作業の中断を防ぐため、リマージュで
は品質評価を行ったメディアとプリンタ用サプライ品をセットにしてお届けします。
リマージュの保証付きメディアキットで効率的なディスク制作を実現してください。

●データエラーレートの最小化により、制作コストを削減
●リマージュプリンタに最適化された表面コーティングにより、最高画質を実現
●ご購入に便利な生産に必要な量のメディアとサプライをパッケージ
●メディアに起因する不良品を新品交換　*一部例外事項がございます。

リマージュのセキュリティ・ソリューション
e-文書法による書類電子化保存に、セキュアーなCDへの保存で対応。
◆情報保護対策機能　………………株式会社シーフォーテクノロジー様との協業
◆コピー防止機能　……………………Hexalock社との協業
◆店舗用コンテンツ管理機能　……General Electric社のセキュアーOQ技術を採用

ネットワーククライアント Producerコントロールセンター

ネットワーク

レコーダー1（80％完了）

レコーダー2（60％完了）
プリンター1

レコーダー3（35％完了）

レコーダー4（開始）

UNIX

PC

MAC

Linux

Producerコントロールセンター

（最高8ストリームの同時実行）

Producer III 7100

クライアントソフトウェア
からジョブを発行1 コントロールセンター

上にジョブをセット2 利用可能なドライブ
にジョブを割り当て3 各ドライブにて書き

込み実行（最大8台）4 印刷5

Job 1

Job 5

Job 6

Job 10
Job 9
Job 8
Job 7

Job 4

Job 3

Job 2

リマージュジャパンのサポートプログラム
24時間対応オンサイト、代替機発送プログラムなど安心の体制を整備しています。

リマージュの優れたソフトウェア
QuickDisc™ 
CDマスタリング＆CDデザインソフトウェア
◎洗練されたグラフィックやアイコン　◎直感的に即座に様々な設定が行えるウィザード
◎ドラッグ＆ドロップでの簡単操作
◎CDデザインソフトウェア（CDデザイナー）統合搭載による強力なレーベル作成機能
「Producer Software Suite」、「OfficeNet Software Suite」には、上記のソフトウェアの他、
Production Server、Rimage System Managerが含まれています。

*本サポートプログラムには、Everest 及び PrismPlus!用サーマルヘッドとサプライ品は含まれません。
*有償ソフトウェアとは、Producer Software Suite、OfficeNet Software Suite等、無償ダウンロードでの更新サービスのないソフトウェアです。

24時間365日
オンサイト修理プログラム

（1年契約）

*1年契約の各有償修理プログラムには、有償ソフトウェア更新プログラム（同じく1年契約）
が付いています。 有償ソフトウェア更新プログラム（次年度より1年契約）

有償

オンサイト修理
プログラム
（1年契約）
有償

代替修理
プログラム 
（1年契約）
有償

お預かり修理

有償

製品保証 ・お預かり修理
（購入後1年間/PrismPlus

は購入後6ヶ月）
無償

初期不良交換
（購入後1週間以内）

無償

Everest Everest

PC無し

PC無し

PC内蔵

Everest

inkjet

PrismPlus! Everest PrismPlus!

Everest

PrismPlus!

inkjet

Everest PrismPlus!

Everest PrismPlus!

無償ソフトウェア更新（購入後1年間）

Rimage 2000i
2 ドライブ内蔵

ディスクインプット　100枚
サーマルインクジェットプリンタ
プロダクションサーバオプション

インクカートリッジ印刷枚数：4800dpi 300枚 ・ 600dpi 500枚 （画像データにより変わります）
印刷時間：4800dpi 145秒 ・ 600dpi  60秒 （画像データにより変わります）

CD-R 23枚/時間　DVD-R 9枚/時間
CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Control Center同梱

Control Centerオプション

Control Center同梱

DISC LAB/DESKTOP ディスクラボ/デスクトップファミリー

リマージュ対応のアプリケーション
◆安全で確実な自動データアーカイブソフトウェア

 「PoINT Archiver」
 販売代理店：イメーション株式会社様　日本総代理店：有限会社オプティカルエキスパート様　

………………

「Everest™メディアキット」、
「インクジェット キット」があります。

Rimageソフトウェア開発キット（SDK）
マルチプラットフォーム環境（Windows、Macintosh、Linux、UNIX）で動作するAPI開発ツール。対応言語：Visual Studio .NET、Java
例えば、一定条件のデータを自動的に光ディスクに書き込むシステム、一枚毎にカスタマイズされた光ディスクの製作システム、画像を含むデ
ータ処理後の光ディスクに書き込むシステム等の開発を効率よく行えます。SDKを皆様のCD/DVD発行システムのインテグレーション・シス
テムの製品化にお役立てください。｠

リマージュをサポートするソリューションのご紹介



 Producer Ⅲ 8100  Producer Ⅲ 7100  Amigo II
 4 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵  1 ドライブ内蔵
 ディスクインプット　最大400枚   ディスクインプット　300枚
             エベレストプリンタ　又は　プリズムプリンタ（ダイレクト熱転写）の選択可能
  コントロールセンター同梱包   コントロールセンターオプション
              インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
 CD-R 38枚以上/時間 DVD-R 32枚以上/時間  CD-R 36枚以上/時間 DVD-R 18枚以上/時間  CD-R 19枚/時間　DVD-R 9枚/時間 
 CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

 DLN5200  DL5200
 2 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵
  ディスクインプット　50枚
  エベレストプリンタ　
 DLN5200コントロールセンター内蔵  DL5200コントロールセンターオプション
　　　　インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
  印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
   CD-R 30枚/時間　DVD-R 11枚/時間
   CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Everest用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

インクジェット用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

 AutoPrinter Everest  PrismPlus! Rimage 480i
 自動ディスク交換機能付プリンタ  スタンドアロンプリンタ
  AutoEverest（業界初）　　　   AutoPrismPlus! 中間転写式熱転写（業界初） ダイレクト熱転写 インクジェット HP共同開発
    CMY 66枚/時間              CMY 44枚/時間    CMY 60秒 CMY 60秒   CMY 145秒
 ブラック 72枚/時間            単色 107枚/時間 ブラック 54秒  単色 20秒 ブラック 25秒
※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

PRODUCER プロデューサーファミリー

Producerシリーズは、業界最高の処理能力を誇るリマージュのフラグシップモデルです。ネットワーク対応全自動ディスク発行システムの
Producerシリーズは、300枚の連続作成が可能であり、長時間の無人運転を行うためのモニタリング機能、3種類の同時装填可能なビンと自
動判別機能により、24時間稼動を実現します。ディスク盤面印刷には、業界トップのフルカラー商用印刷品質のプリンタ（Everest）と熱転写方
式で高速なコストパフォーマンスに優れたプリンタ（PrismPlus!）のいずかの選択が可能です。予めシルク印刷されたディスクに位置決め印刷
できる「パーフェクトプリント（Perfect PrintTM）」機能も標準装備しています。

付属のProducer Software Suiteには、「ストリーミング」方式によるジョブ管理ソフトウェア・System Managerが用意されています。それにより、4台のドライブまで拡張させた
7100モデルでは、以下の図の通り、最高8のストリームが同時に実行できます。最高8ストリーム同時実行による高生産性とダウンタイムコストの削減という効率性が得られます。

●  4ドライブ標準装備
●  FireWire800（IEEE1394B）採用により従来モデル（Autostar II）と比べ
　 約2倍の処理能力を実現
●  コントロールセンターと外付けアウトプットビン（70枚出力可）を装備
●  ステータスライト装着可能（オプション）

■Producer Ⅲ 8100

●  2ドライブ標準装備
●  4ドライブ、2プリンタまで拡張可能
●  コントロールセンター装備
●  複数遠隔地との連携システムに最適

■Producer Ⅲ 7100

●  1台のドライブ標準装備
●  最小スペースモデル
●  お持ちのPCへの接続可能
●  小・中規模生産環境向け

■Amigo Ⅱ（アミーゴⅡ）

Producerシリーズが持つ機能と印刷品質を継承し、省スペース対応を実現しました。
発行したディスクを即座に取り出せる機構を備えています。

●  2台のドライブ標準装備
●  コンパクトで省スペース
●  オンデマンドディスク制作に最適
●  メディアの取り出しが容易な5段メールボックスを装備
●  ネットワーク対応 2ライセンス（追加オプション）

■DL5200

●  DL5200にPC（Windows）を内蔵している機種
●  米国でOEM機として実績多数

■DLN5200

Producerシリーズが持つ機能を継承し、プリンタにインクジェット方式を採用することにより、
低価格を実現したモデルです。

●  2台のドライブ、1台のプリンタを装備
●  全自動連続100枚まで制作可能
●  1枚ずつ異なるCD/DVD制作に最適
●  ネットワーク対応（追加オプション）
●  SDKをオプションで提供

■Rimage 2000i

PRINTER プリンタファミリー

ディスク表面印刷技術の｢中間転写式熱転写（業界初）｣、｢ダイレクト熱転写｣、｢インクジェット｣と多彩な印刷技術を搭載した、品質を追求した
プリンタ製品群です。加えて、生産性を上げるために、自動ディスク交換機能を持ち300枚のディスクを連続して自動的に印刷できるようにした、
｢自動プリンタ｣もプリンタファミリーの一員です。

●  紫外線によるインクリボンの色の劣化を防止し長期間色の鮮やかさを保持
●  水分を含まない印刷方式で利用頻度の多さや接触による印刷が劣化無し / 商用・業務用に最適
●  マイクロドライ方式を採用 / ドットサイズをコントロールし、きめ細かい表現が可能
●  300×600DPIベースのバリアブル・ドットコントロールによりオフセット印刷同等品質を実現

■Everest（エベレスト）

●  プロユースレベルでの最高速印刷
●  リーズナブルなモノクロ・カラープリンタ
●  低コスト制作を実現
●  熱転写型で湿気・水分によるにじみが無い高品質出力

■PrismPlus!（プリズムプラス！）

●  業界最小レベルのインク粒子
●  解像度4800dpi
●  1670万色のフルスペクトル印刷
●  デスクトップサイズで低価格

■Rimage 480i（リマージュ480i）

●  AutoEverst や AutoPrismPlus! の各自動プリンタとの組み合わせで全自動CD/DVD制作  
     システムの構築を実現
●  400枚のディスクをストックできる回転式インプットビンの装備により一度に300枚の全自動連
     続印刷が可能
●  メディアを傷つけない4点固定型ピッカーを採用
●  あらかじめシルク印刷されたCD/DVDに位置決め印刷できる「Perfect Print™」機能装備

■AutoPrinter（自動プリンタ）

リマージュの独自データストリーミングソリューション

Rimage メディア キット  MEDIA KITS™

お客様のメディアの問題によるディスク制作作業の中断を防ぐため、リマージュで
は品質評価を行ったメディアとプリンタ用サプライ品をセットにしてお届けします。
リマージュの保証付きメディアキットで効率的なディスク制作を実現してください。

●データエラーレートの最小化により、制作コストを削減
●リマージュプリンタに最適化された表面コーティングにより、最高画質を実現
●ご購入に便利な生産に必要な量のメディアとサプライをパッケージ
●メディアに起因する不良品を新品交換　*一部例外事項がございます。

リマージュのセキュリティ・ソリューション
e-文書法による書類電子化保存に、セキュアーなCDへの保存で対応。
◆情報保護対策機能　………………株式会社シーフォーテクノロジー様との協業
◆コピー防止機能　……………………Hexalock社との協業
◆店舗用コンテンツ管理機能　……General Electric社のセキュアーOQ技術を採用

ネットワーククライアント Producerコントロールセンター

ネットワーク

レコーダー1（80％完了）

レコーダー2（60％完了）
プリンター1

レコーダー3（35％完了）

レコーダー4（開始）

UNIX

PC

MAC

Linux

Producerコントロールセンター

（最高8ストリームの同時実行）

Producer III 7100

クライアントソフトウェア
からジョブを発行1 コントロールセンター

上にジョブをセット2 利用可能なドライブ
にジョブを割り当て3 各ドライブにて書き

込み実行（最大8台）4 印刷5

Job 1

Job 5

Job 6

Job 10
Job 9
Job 8
Job 7

Job 4

Job 3

Job 2

リマージュジャパンのサポートプログラム
24時間対応オンサイト、代替機発送プログラムなど安心の体制を整備しています。

リマージュの優れたソフトウェア
QuickDisc™ 
CDマスタリング＆CDデザインソフトウェア
◎洗練されたグラフィックやアイコン　◎直感的に即座に様々な設定が行えるウィザード
◎ドラッグ＆ドロップでの簡単操作
◎CDデザインソフトウェア（CDデザイナー）統合搭載による強力なレーベル作成機能
「Producer Software Suite」、「OfficeNet Software Suite」には、上記のソフトウェアの他、
Production Server、Rimage System Managerが含まれています。

*本サポートプログラムには、Everest 及び PrismPlus!用サーマルヘッドとサプライ品は含まれません。
*有償ソフトウェアとは、Producer Software Suite、OfficeNet Software Suite等、無償ダウンロードでの更新サービスのないソフトウェアです。

24時間365日
オンサイト修理プログラム

（1年契約）

*1年契約の各有償修理プログラムには、有償ソフトウェア更新プログラム（同じく1年契約）
が付いています。 有償ソフトウェア更新プログラム（次年度より1年契約）

有償

オンサイト修理
プログラム
（1年契約）
有償

代替修理
プログラム 
（1年契約）
有償

お預かり修理

有償

製品保証 ・お預かり修理
（購入後1年間/PrismPlus

は購入後6ヶ月）
無償

初期不良交換
（購入後1週間以内）

無償

Everest Everest

PC無し

PC無し

PC内蔵

Everest

inkjet

PrismPlus! Everest PrismPlus!

Everest

PrismPlus!

inkjet

Everest PrismPlus!

Everest PrismPlus!

無償ソフトウェア更新（購入後1年間）

Rimage 2000i
2 ドライブ内蔵

ディスクインプット　100枚
サーマルインクジェットプリンタ
プロダクションサーバオプション

インクカートリッジ印刷枚数：4800dpi 300枚 ・ 600dpi 500枚 （画像データにより変わります）
印刷時間：4800dpi 145秒 ・ 600dpi  60秒 （画像データにより変わります）

CD-R 23枚/時間　DVD-R 9枚/時間
CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Control Center同梱

Control Centerオプション

Control Center同梱

DISC LAB/DESKTOP ディスクラボ/デスクトップファミリー

リマージュ対応のアプリケーション
◆安全で確実な自動データアーカイブソフトウェア

 「PoINT Archiver」
 販売代理店：イメーション株式会社様　日本総代理店：有限会社オプティカルエキスパート様　

………………

「Everest™メディアキット」、
「インクジェット キット」があります。

Rimageソフトウェア開発キット（SDK）
マルチプラットフォーム環境（Windows、Macintosh、Linux、UNIX）で動作するAPI開発ツール。対応言語：Visual Studio .NET、Java
例えば、一定条件のデータを自動的に光ディスクに書き込むシステム、一枚毎にカスタマイズされた光ディスクの製作システム、画像を含むデ
ータ処理後の光ディスクに書き込むシステム等の開発を効率よく行えます。SDKを皆様のCD/DVD発行システムのインテグレーション・シス
テムの製品化にお役立てください。｠

リマージュをサポートするソリューションのご紹介



 Producer Ⅲ 8100  Producer Ⅲ 7100  Amigo II
 4 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵  1 ドライブ内蔵
 ディスクインプット　最大400枚   ディスクインプット　300枚
             エベレストプリンタ　又は　プリズムプリンタ（ダイレクト熱転写）の選択可能
  コントロールセンター同梱包   コントロールセンターオプション
              インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
 　　　　　　　　　　　　　　　　　 印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
 CD-R 38枚以上/時間 DVD-R 32枚以上/時間  CD-R 36枚以上/時間 DVD-R 18枚以上/時間  CD-R 19枚/時間　DVD-R 9枚/時間 
 CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB  CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

 DLN5200  DL5200
 2 ドライブ内蔵  2 ドライブ内蔵
  ディスクインプット　50枚
  エベレストプリンタ　
 DLN5200コントロールセンター内蔵  DL5200コントロールセンターオプション
　　　　インクリボン印刷枚数：CMY3色カラー500枚・CMYW4色カラー375枚・ブラック1,000枚・トランスファーロール1,000枚
  印刷時間：フルカラー 60秒-80秒　・　ブラック 20秒
   CD-R 30枚/時間　DVD-R 11枚/時間
   CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Everest用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

インクジェット用

スタンダードCD-R / DVD-R

ハイグレードCD-R / DVD-R

 AutoPrinter Everest  PrismPlus! Rimage 480i
 自動ディスク交換機能付プリンタ  スタンドアロンプリンタ
  AutoEverest（業界初）　　　   AutoPrismPlus! 中間転写式熱転写（業界初） ダイレクト熱転写 インクジェット HP共同開発
    CMY 66枚/時間              CMY 44枚/時間    CMY 60秒 CMY 60秒   CMY 145秒
 ブラック 72枚/時間            単色 107枚/時間 ブラック 54秒  単色 20秒 ブラック 25秒
※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

PRODUCER プロデューサーファミリー

Producerシリーズは、業界最高の処理能力を誇るリマージュのフラグシップモデルです。ネットワーク対応全自動ディスク発行システムの
Producerシリーズは、300枚の連続作成が可能であり、長時間の無人運転を行うためのモニタリング機能、3種類の同時装填可能なビンと自
動判別機能により、24時間稼動を実現します。ディスク盤面印刷には、業界トップのフルカラー商用印刷品質のプリンタ（Everest）と熱転写方
式で高速なコストパフォーマンスに優れたプリンタ（PrismPlus!）のいずかの選択が可能です。予めシルク印刷されたディスクに位置決め印刷
できる「パーフェクトプリント（Perfect PrintTM）」機能も標準装備しています。

付属のProducer Software Suiteには、「ストリーミング」方式によるジョブ管理ソフトウェア・System Managerが用意されています。それにより、4台のドライブまで拡張させた
7100モデルでは、以下の図の通り、最高8のストリームが同時に実行できます。最高8ストリーム同時実行による高生産性とダウンタイムコストの削減という効率性が得られます。

●  4ドライブ標準装備
●  FireWire800（IEEE1394B）採用により従来モデル（Autostar II）と比べ
　 約2倍の処理能力を実現
●  コントロールセンターと外付けアウトプットビン（70枚出力可）を装備
●  ステータスライト装着可能（オプション）

■Producer Ⅲ 8100

●  2ドライブ標準装備
●  4ドライブ、2プリンタまで拡張可能
●  コントロールセンター装備
●  複数遠隔地との連携システムに最適

■Producer Ⅲ 7100

●  1台のドライブ標準装備
●  最小スペースモデル
●  お持ちのPCへの接続可能
●  小・中規模生産環境向け

■Amigo Ⅱ（アミーゴⅡ）

Producerシリーズが持つ機能と印刷品質を継承し、省スペース対応を実現しました。
発行したディスクを即座に取り出せる機構を備えています。

●  2台のドライブ標準装備
●  コンパクトで省スペース
●  オンデマンドディスク制作に最適
●  メディアの取り出しが容易な5段メールボックスを装備
●  ネットワーク対応 2ライセンス（追加オプション）

■DL5200

●  DL5200にPC（Windows）を内蔵している機種
●  米国でOEM機として実績多数

■DLN5200

Producerシリーズが持つ機能を継承し、プリンタにインクジェット方式を採用することにより、
低価格を実現したモデルです。

●  2台のドライブ、1台のプリンタを装備
●  全自動連続100枚まで制作可能
●  1枚ずつ異なるCD/DVD制作に最適
●  ネットワーク対応（追加オプション）
●  SDKをオプションで提供

■Rimage 2000i

PRINTER プリンタファミリー

ディスク表面印刷技術の｢中間転写式熱転写（業界初）｣、｢ダイレクト熱転写｣、｢インクジェット｣と多彩な印刷技術を搭載した、品質を追求した
プリンタ製品群です。加えて、生産性を上げるために、自動ディスク交換機能を持ち300枚のディスクを連続して自動的に印刷できるようにした、
｢自動プリンタ｣もプリンタファミリーの一員です。

●  紫外線によるインクリボンの色の劣化を防止し長期間色の鮮やかさを保持
●  水分を含まない印刷方式で利用頻度の多さや接触による印刷が劣化無し / 商用・業務用に最適
●  マイクロドライ方式を採用 / ドットサイズをコントロールし、きめ細かい表現が可能
●  300×600DPIベースのバリアブル・ドットコントロールによりオフセット印刷同等品質を実現

■Everest（エベレスト）

●  プロユースレベルでの最高速印刷
●  リーズナブルなモノクロ・カラープリンタ
●  低コスト制作を実現
●  熱転写型で湿気・水分によるにじみが無い高品質出力

■PrismPlus!（プリズムプラス！）

●  業界最小レベルのインク粒子
●  解像度4800dpi
●  1670万色のフルスペクトル印刷
●  デスクトップサイズで低価格

■Rimage 480i（リマージュ480i）

●  AutoEverst や AutoPrismPlus! の各自動プリンタとの組み合わせで全自動CD/DVD制作  
     システムの構築を実現
●  400枚のディスクをストックできる回転式インプットビンの装備により一度に300枚の全自動連
     続印刷が可能
●  メディアを傷つけない4点固定型ピッカーを採用
●  あらかじめシルク印刷されたCD/DVDに位置決め印刷できる「Perfect Print™」機能装備

■AutoPrinter（自動プリンタ）

リマージュの独自データストリーミングソリューション

Rimage メディア キット  MEDIA KITS™

お客様のメディアの問題によるディスク制作作業の中断を防ぐため、リマージュで
は品質評価を行ったメディアとプリンタ用サプライ品をセットにしてお届けします。
リマージュの保証付きメディアキットで効率的なディスク制作を実現してください。

●データエラーレートの最小化により、制作コストを削減
●リマージュプリンタに最適化された表面コーティングにより、最高画質を実現
●ご購入に便利な生産に必要な量のメディアとサプライをパッケージ
●メディアに起因する不良品を新品交換　*一部例外事項がございます。

リマージュのセキュリティ・ソリューション
e-文書法による書類電子化保存に、セキュアーなCDへの保存で対応。
◆情報保護対策機能　………………株式会社シーフォーテクノロジー様との協業
◆コピー防止機能　……………………Hexalock社との協業
◆店舗用コンテンツ管理機能　……General Electric社のセキュアーOQ技術を採用

ネットワーククライアント Producerコントロールセンター

ネットワーク

レコーダー1（80％完了）

レコーダー2（60％完了）
プリンター1

レコーダー3（35％完了）

レコーダー4（開始）

UNIX

PC

MAC

Linux

Producerコントロールセンター

（最高8ストリームの同時実行）

Producer III 7100

クライアントソフトウェア
からジョブを発行1 コントロールセンター

上にジョブをセット2 利用可能なドライブ
にジョブを割り当て3 各ドライブにて書き

込み実行（最大8台）4 印刷5

Job 1

Job 5

Job 6

Job 10
Job 9
Job 8
Job 7

Job 4

Job 3

Job 2

リマージュジャパンのサポートプログラム
24時間対応オンサイト、代替機発送プログラムなど安心の体制を整備しています。

リマージュの優れたソフトウェア
QuickDisc™ 
CDマスタリング＆CDデザインソフトウェア
◎洗練されたグラフィックやアイコン　◎直感的に即座に様々な設定が行えるウィザード
◎ドラッグ＆ドロップでの簡単操作
◎CDデザインソフトウェア（CDデザイナー）統合搭載による強力なレーベル作成機能
「Producer Software Suite」、「OfficeNet Software Suite」には、上記のソフトウェアの他、
Production Server、Rimage System Managerが含まれています。

*本サポートプログラムには、Everest 及び PrismPlus!用サーマルヘッドとサプライ品は含まれません。
*有償ソフトウェアとは、Producer Software Suite、OfficeNet Software Suite等、無償ダウンロードでの更新サービスのないソフトウェアです。

24時間365日
オンサイト修理プログラム

（1年契約）

*1年契約の各有償修理プログラムには、有償ソフトウェア更新プログラム（同じく1年契約）
が付いています。 有償ソフトウェア更新プログラム（次年度より1年契約）

有償

オンサイト修理
プログラム
（1年契約）
有償

代替修理
プログラム 
（1年契約）
有償

お預かり修理

有償

製品保証 ・お預かり修理
（購入後1年間/PrismPlus

は購入後6ヶ月）
無償

初期不良交換
（購入後1週間以内）

無償

Everest Everest

PC無し

PC無し

PC内蔵

Everest

inkjet

PrismPlus! Everest PrismPlus!

Everest

PrismPlus!

inkjet

Everest PrismPlus!

Everest PrismPlus!

無償ソフトウェア更新（購入後1年間）

Rimage 2000i
2 ドライブ内蔵

ディスクインプット　100枚
サーマルインクジェットプリンタ
プロダクションサーバオプション

インクカートリッジ印刷枚数：4800dpi 300枚 ・ 600dpi 500枚 （画像データにより変わります）
印刷時間：4800dpi 145秒 ・ 600dpi  60秒 （画像データにより変わります）

CD-R 23枚/時間　DVD-R 9枚/時間
CD-R：650MB、DVD-R：4GB

※ディスクの制作時間及び枚数は条件により異なる場合があります。

Control Center同梱

Control Centerオプション

Control Center同梱

DISC LAB/DESKTOP ディスクラボ/デスクトップファミリー

リマージュ対応のアプリケーション
◆安全で確実な自動データアーカイブソフトウェア

 「PoINT Archiver」
 販売代理店：イメーション株式会社様　日本総代理店：有限会社オプティカルエキスパート様　

………………

「Everest™メディアキット」、
「インクジェット キット」があります。

Rimageソフトウェア開発キット（SDK）
マルチプラットフォーム環境（Windows、Macintosh、Linux、UNIX）で動作するAPI開発ツール。対応言語：Visual Studio .NET、Java
例えば、一定条件のデータを自動的に光ディスクに書き込むシステム、一枚毎にカスタマイズされた光ディスクの製作システム、画像を含むデ
ータ処理後の光ディスクに書き込むシステム等の開発を効率よく行えます。SDKを皆様のCD/DVD発行システムのインテグレーション・シス
テムの製品化にお役立てください。｠

リマージュをサポートするソリューションのご紹介
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神田署●
●学士会館

●ドトール
●ジョナサン

●タリーズ

錦町河岸

●気象庁
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神保町駅A9出口
（都営三田線・新宿線、
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竹橋駅3b出口
（東京メトロ東西線）

神保町

竹橋

白
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通
り

千
代
田
通
り

靖国通り

神田警察通り

高速都心環状線

竹橋JCT
リマージュジャパン（株）
錦精社神田ビル8F

一ツ橋河岸

応用分野と場面

販売実績 リマージュの世界の顧客

医療
病院・クリニック・検査センターでの医療
画像の保存や、患者へデータを引き渡す
際のディスク制作で使用され、病院間に
おける患者情報の連携に活用されてい
ます。

PACSで使用される画像の保存・配布　　　　　　　　　　
病院間連携用のデータ交換メディア　　　　　　　　　

検診データの受け渡し　　　　　　　　
電子カルテ　　　　　　　

超音波画像の保存　　　　　　
X線画像の保存・交換　　　　　

企業
企業は多彩な現場でオンデマンドパブリ
ッシングの効果を期待できます。e-文書
法やISO9001に批准するための開発ド
キュメントアーカイブ等は、今、真に必要と
されています。

会社概要

医療 企業

小売業界
ソフトウェア・音楽・ゲーム業界等、オンデ
マンドでのカスタムコンテンツのディスクを
制作するのに最適です。デジタルデータ
の商品化に貢献しています。

官庁
米国では住所変更に伴う最新のデータ
の定期配信ソリューションにも活用されて
います。国内でもe-Japan構想分野等、
文書の管理や保管は、重要な課題となっ
ています。

小売 官庁

写真業界
CDに写真データを保存するだけでなく、
ディスク表面に保存された写真のサムネ
ールを印刷できる機能が様々な利用に
繋がっています。既に世界各国で実績と
経験を誇っています。

金融業界
米国の大手銀行・地方銀行・証券会社、
また多くの大手賃金計算センター等に設
置されているデジタル出力システムに
OEMで組み込まれる等、信頼の実績が
あります。

　　　　　　　　　　販促・広報
　　　　　　　　　電子帳票
　　　　　　　　製造マニュアル
　　　　　　　人事管理
　　　　　　システム・ログ管理
　　　　　教育コンテンツ

音楽制作　　　　　　　　　　
映像制作　　　　　　　　　
ゲーム制作　　　　　　　　

ソフトウェア制作　　　　　　　
教育教材制作　　　　　　
出力センター　　　　　

大手ビジネスサービスチェーンの店内設置　　　　　　
ディスクプレス工場内での小ロット対応　　　　　　　

企業内コピーセンターに設置　　　　　　　
ホテル等のビジネスセンターに設置　　　　　　

学校内コピーサービスに設置　　　　　
学校周辺のコピーサービス店に設置　　　　

　　　　　　　　　　e-Japan
　　　　　　　　　公文書管理
　　　　　　　　公文書配布
　　　　　　　電子閲覧
　　　　　　電子図書館
　　　　　気象データ

ビジネスサービス
紙を主体としたコピーサービス、製本サー
ビスなどに続き、インタラクティブカタログ
などデジタルデータを記録したディスクの
少量発行サービスのニーズが高まってい
ます。少量でも商用品質のディスク発行
に役立っています。

ビジネスサービス

　　　　　　　　　　デジタルフォトアルバム
　　　　　　　　　婚礼葬祭
　　　　　　　　観光地
　　　　　　　エンターテイメント施設
　　　　　　デジタル写真集
　　　　　スポーツ記録

小切手イメージ保存・配布　　　　　　　　　　
取引レポート配布　　　　　　　　　

マイクロフィルム電子化　　　　　　　　
ローン計算書　　　　　　　

銘柄情報　　　　　　
月次データ配布　　　　　

写真 金融

マイクロソフト、コダック、ユニシス、フィリップス、ディズニー、
シーメンス、ウェルスファーゴ銀行、フィデリティ証券、
レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル、バンク・オブ・アメリカ、
シスコ、GEメディカル、スターバックス/ヒアミュージック、
チェースマンハッタン銀行、アメリカンエクスプレス、ワコービア、
ユニオン銀行ほか

■写真業界、医療業界、
　金融業界、一般企業、
　官公庁

■その他

　　　（世界市場において）
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製品特長
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リマージュコーポレーションの売上推移（単位：億円）
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CD-R/DVD-Rオンデマンド・パブリッシングのパイオニア

リマージュジャパン株式会社

● フロッピーディスク用デュプリケーションシステムを開発
● 世界初CDパブリッシングシステムを開発
● 世界初ディスク専用熱転写プリンタ開発
● 世界初中間転写方式熱転写プリンタを アルプス電気株式会社と共同開発
● ヒューレット・パッカード社との共同開発によるインクジェット搭載モデルを開発
● 業界トップマーケットシェアを保持

米国本社所在地
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実　　　績

米国・ミネソタ州・ミネアポリス
1987年
110億円 / 2005年実績
米ナスダック“RIMG”
米ミネアポリス（本社）
独フランクフルト（ヨーロッパ本社）
リマージュジャパン株式会社
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CD-R/DVD-Rのパブリッシング及びデュプリケーションシステムの輸入販売、サポート

リマージュジャパン株式会社

◎リマージュシステムでは、コンピューター・ドライブ・プリンター・ロボット機構（特許）が
　統合・連携・機能している信頼性の高いシステムです。
◎リマージュシステムは、高度なソフトウエア群によって、ネットワーク対応、
　他のアプリケーションシステムとの連動、完全自動運転などを実現しています。
◎マルチクライアント、マルチシステムの柔軟なネットワークシステムが実現できます。
◎リマージュシステムは、統一アーキテクチャによりファミリー化され、開発された
　ユーザーアプリケーション・ツールソフトウェア等は、全ての機種に互換性がとれています。
◎少量から大量発行までカバーする幅広い製品ラインナップを用意しています。

『Rimageソフトウェア開発キット（SDK）』を利用して、他のシステムとリマージュ製品との連携を可能にするシステム開発ができます。
実現例
◎既存のシステムとRimageシステムを連携するインテグレーション
◎Rimageシステムを使った、新たな商品開発
Rimageを使った付加価値ビジネス・パートナー（VAR）プログラムを世界中で推進しております。
リマージュジャパンでは、VARの方々に技術支援、ジョイント・マーケティング活動を行ってまいります。

Rimageを使った付加価値ビジネス

リマージュは、CD/DVDなどの光メディアを用いたオンデマンド・パブリッシング・ソリューションを市場に投入したパイオニアです。
専業メーカーとして、オンデマンド・パブリッシング・システムに求められる市場の要求に応え続けるために、常に技術開発を行っております。

ネットワーク対応CD/DVD発行システム

リマージュ総合カタログ

ADVANCING THE ART OF DIGITAL DELIVERY.


