
その積み重ねは確実にクライアントの印象を変えて行きます。

印刷物検査機・検査システム

コレクトアイ

ファミリー

検査時間を短縮し、事故の原因となる不良を確実に取り除く　ひとつひとつの

かんたんに

高速に高精度に
インライン検査では検出不可能な不良も確実に検出。
デジタルデータと紙の印刷物の検査も正確に
行えます。

人の目で大きな紙面の端から端まで検査するには
時間がかかります。
検査機なら瞬時に不良を検出。

検査したい印刷物をセットしてボタンを押すだけ。
しかもオペレーターの習熟度に関係なく
誰でもかんたんに不良を判断できるようになります。

検査の現場が求める「簡単に、高精度に、高速に」

しかし多くの検査機は、どれかひとつの性能が突出し、残りを犠牲にしているのが現状です

コレクトアイ・ファミリーは

「現場で実用レベルの性能を発揮できる」
最適なバランスを追求しました



「セットしてタッチする」コレクトアイの基本操作はこれだけです。

コレクトアイ・ファミリー共通の主な機能と特徴

デジタルデータを開いておけば、
同じくセットしてタッチと同時に
検査が開始されます。

印刷物をセットして… あとはタッチするだけで…

「できない」検査を「できる」に変えた独自開発の検査エンジンEyeMine アイマイン

この検査エンジンの働きにより、一般の検査ソフトでは難しい
「デジタルデータと紙の印刷物」の検査、「単面と面付け」の検査、その他様々な検査で
実用レベルの検査を行うことが可能なのです。
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一歩先を行くアイマイン・エンジン

紙に印刷された
文字

印刷する前の
データ

DTPから印刷までの工程の間には、
同じ文字にここまでの変化が生じています

ファイル形式
の変換

RIP 後のデータ

「その時見つけるべき不良を見つける」という、
検査ソフト本来の役割を果たすことができます。

この微妙な濃淡や色調の違い等は
間違いでないと判断し、

例えばこの様な比較検査をアイマインが処理すると…

比較元 比較先

こちらの文字の違いを不良だと判断
することが出来ます。

刷

差のある部分が赤枠で囲まれ不良箇所として表示されています。

見つけるべき不良が埋もれ
「色々な組み合わせの検査が可能」と言いながら、
実際の現場では「不良を見つける」ことが出来ません。
多くの一般的な検査ソフトが抱える問題がここにあります。

一般的な検査機の抱える問題点

その結果

一般的な検査ソフトはこの差を全て不良だと検出し
検査結果はこの様になってしまいます。

1 2 検査が完了します3 デジタルデータとの検査でも



様々な組み合わせの検査

入れ子に面付けされている検査 最大B0サイズの検査

実用レベルの不良検出

不良検出例

複数の印刷機でも一台のコレクトアイで

刷り出し印刷物

単面印刷物

しかしコレクトアイファミリーは「データと紙」
での比較検査も得意とします。

ピンホール ひげにじみ ラベル欠け水だれ

（不良部分が枠で囲まれ表示される、実際の検査結果画面を掲載しています）

その一般的な検査ソフト、

不良が埋もれて結果がこんな風になっていませんか？

コレクトアイファミリーでは

どんな組み合わせの検査でも

不良が「見えます」

文字のかすれ、欠け 食料品の成分表示ミス

フォントの間違い印刷時の汚れ、傷など

色調の不良知識のない外国語フォントの不良

どんな組み合わせで検査出来ても、
　　　不良が見えなければ意味がありません。

2

印刷物A 印刷物C 印刷物D印刷物B

現場にある複数の印刷機から出力される種類の違う印刷物、コレクトアイが
一台あれば、効率よく全ての種類の検査を進めて行くことが可能です。

一般的な検査機では、デジタルデータと紙の印刷物など種類の違う検査はまだまだ実用レベルではありません。

更に、ジョブ管理機能を備えた「品質管理サーバーオプション※」をご用意
させて頂きました。
異なる複数の印刷機、印刷物、検査の組み合わせが増えても、全ての検査
情報をデータベース化し集約、簡単に一元管理できる品質管理システムです。

※要アップグレード

検査

その他、様々な組み合わせの検査でも、
一般的な検査機では真似できない高品質な検査を保証します。

この様にオペレーターの習熟度に関係なく、誰でもかんたんに不良を判断することが可能になります。

検査済みマスターデータ



非接触スキャナー入力
シス

ブラボー
カメラ入力

CorrectEye

CorrectEye

SIS

BRAVO

3

SIS スキャナ設置ステージセット

高速 高精度簡単

刷出し検査

抜取り検査

刷了後検査

菊全サイズ 約 13秒 !

約 45秒 !

スキャニング時間は

スキャン開始から検査終了まで
で

※300dpi CMYK データとスキャン画像の比較

検査解像度は 300dpi と 600dpi から選択でき、
ニーズに合わせて入力精度の変更が可能。
入力サイズは約四六全版 (1091mm x 788mm)
TIFF、PDF ファイルにも対応。

菊半サイズまでの検査に対応の省スペース設計

常に技術の進歩するカメラを入力機に利用することにより
時代に合わせた性能にバージョンアップが可能。

テーブルトップ型

四六全版最新モデル

菊　半 Wet対応

Wet対応
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シール・ラベル・パッケージ・添付文書・ビジネスフォーム印刷など
A3以下の検査サイズに最適

最大B0サイズに対応したシートスルースキャナー連携タイプ

エイサンプラス

カメラ入力

シートスルースキャナー入力

オフィスにも適した A3 ノビまでの検査に対応。
限られたスペースにも設置しやすいコンパクト設計。
もちろん小さくてもコレクトアイの性能を全て発揮します。

大判校正出力紙や UVインキ印刷物の検査に最適

CorrectEye A3+

CorrectEye with CCD Scanner

A3ノビ コンパクト設計

シーシーディースキャナー B0

Contex HD ULTRA
i3690s
i4290s

サイズ比較イメージ
170cm
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検査結果に日付・検査画像名・検査設定
を含んだ検査結果証として印刷

結果確認ソフトは無料・配布自由です。
離れた部署やクライアントとフォルダやメールで同じ結果
を共有・確認できます。

モニターで確認

印刷して確認

共有フォルダ メール添付

権限別のログイン機能で一定の検査品質を維持

結果を簡単に共有
簡単に結果を確認、見逃し無し

システム管理者、作業担当者、承認権限者など、現場の状況に合わせ、
アカウント別にログイン管理する機能により、不用意に検査設定が変更
されることを防ぎ、一定の検査基準を保つことが出来るようになります。

設定変更権限 設定変更権限 設定変更権限

検査結果は無料のビューワーソフトで確認

検査サイズ

標準的な紙サイズ

1091 x 788四六全判

四六半裁

菊全判

菊半裁

A0

A2
A3
A4

A1（A全）

B0

B2
B3
B4

A3ノビ

A3ワイド

B1（B全）

1189 x 841

1456 x 1030

1030 x 728

728 x 515
515 x 364

364 x 257

530 x 329

453 x 328※

※異なる場合あり

841 x 594

594 x 420

420 x 297

297 x 210

788 x 545

939 x 636

636 x 469

A0

B0

四六全判

CorrectEye with CCD
 (HD Ultra i4290s)

CorrectEye SIS

CorrectEye with CCD
(HD Ultra i3690s)

A

C

E

C

A

B
D

B

B2

A1

B1

菊全判

CorrectEye A3+

CorrectEye BRAVO

A4

B4
A3

B3

A2
菊半裁

E

D
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オプション

・入力機

製品構成

カラーオプション
CMYK・RGB・グレースケール相互の色域の異なるデータ間の検査が可能なオプション

デジタルPDFオプション
Adobe準拠ライブラリを使用し、PDFをCMYKラスタライズした画像を検査対象とする
オプション

1bitTiffオプション(Proof Maker)
分色された1bitTiffをカラー合成して検査を行うオプション

・PC、タッチパネルモニタ一式

・SISスキャナ設置ステージ(オプション)

・検査結果ビューワーソフト︓
　HallmarkViewer (コピーフリー)

読み込み解像度

・検査ソフト : CorrectEye ・入力機

・PC、タッチパネルモニタ一式
・検査結果ビューワーソフト︓HallmarkViewer (コピーフリー)

・検査ソフト : CorrectEye

150dpi / 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi

100V～240V 900W

300dpi

電源スペック 100V15A

機器サイズ

(モニターアーム除く)

CorrectEye SIS CorrectEye BRAVO CorrectEye A3+ CorrectEye with CCD Scanner

765(W) x 620(D) x 1040mm(H)/19kg1400(W) x 950(D) x 1250mm(H)/100kg

テーブルトップ型

SISスキャナ設置ステージセット

1570(W) x 1280(D) x 885mm(H)/220kg

1570(W) x 1280(D) x 1510mm(H)/270kg

スペック

電源消費電力
スリープ時消費電力

100V～240V,60/50Hz
80W以下 / 2.5W以下

光学解像度
最大解像度

1200dpi
9600dpi

1340(W) x 475(D) x 200mm(H)/48kg

922 / 947 / 972mm

スキャナ部

スタンド調整高

EC D A B

 (床からドキュメントフィードまでの高さ)

経験豊富な営業スタッフが、お客様がお困りの問題、解決したい事案に最適な入力機や運用法をご提案させて頂きます。

先ずはご相談下さい。

またその他にも、お客様がお困りの、印刷物以外の比較検査でも、
何かお手伝いさせて頂けるかもしれません。
ジーティービーは、斬新なアイデアで常に新しい分野にも挑戦し続けている会社です。
ぜひ一度ご相談ください。

【神戸本社】

株式会社ジーティービー http://www.jp.gtb.co.jp

650-0002
兵庫県神戸市中央区北野町3-5-3
TEL 078(265)5385  FAX 078(265)5389

【東京支社】
101-0047
東京都千代田区内神田1-2-15 第三亀田ビル1F
TEL 03(6380)2442  FAX 03(6380)2444

【ショールーム・ラボ】
651-0094
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-7-17 小橋ビル2F
TEL 080(4765)5385  FAX 078(855)5389
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