エックスライト社が提供する
高精度カラーマネージメントソリューション

Color. Perfected.

PROFESSIONAL
COLOR MANAGEMENT SOLUTION

LINE-UP

高精度な測定器とカラープロファイル作成ソフトをパッケージングした「 i1（アイワン）シリーズ」
。
優れた操作性と高品質なプロファイリング機能によりデジタルイメージングにおけるプロのニーズにお応えいたします。

プロフェッショナル仕様のディスプレイキャリブレーション

i1 | DISPLAY PRO（日本語パッケージ）

【アイワン・ディスプレイ・プロ】 JAN：4562226160365
光学フィルター式の測定器とi1 Proﬁlerソフトウェアを同梱し、ディスプレイ
とプロジェクターの高精度なキャリブレーションが行えるプロフェッショナル
仕様のディスプレイキャリブレーション専用モデル。
【ハードウェア】光学フィルタ方式の色彩計（放射光測定のみ）

ディスプレイ
キャリブレーション

ディスプレイ
品質検証

i1Display Pro
測定器

プロジェクター
PANTONE
キャリブレーション Color Manager

Mobile Device
プロファイリング

ソフトウェア
DVD

最低限のカラーマネージメントから始めたい

i1 | BASIC PRO 2

【アイワン・ベイシック・プロ 2】 JAN: 4562226160372
より高度な CMS 環境を求めるプロフェッショナルへ。
将来的には i1 Publish パッケージ（ドングル）を購入する事でフル機能版へ
ステップアップが可能。
【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

ディスプレイ
キャリブレーション

i1 Pro2
測定器

ディスプレイ
品質検証

プロジェクター
キャリブレーション

プリンター
品質検証

PANTONE
Mobile Device
Color Manager プロファイリング

ソフトウェア
DVD

画面とプリントのマッチングが必要なフォトグラファーへ

i1 | PHOTO PRO 2

【アイワン・フォト・プロ 2】 JAN：4562226160389
フォトグラファーに必要な機能に凝縮したパッケージ。フォトグラファーの
皆様にデジタルカメラの RAW 現像の色管理、画像修正に必要な表示環境
の色管理、プリントの色管理まで完璧な RGB ワークフローを提供します。
【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

ディスプレイ
キャリブレーション

i1 Pro2
測定器

ディスプレイ
品質検証

プロジェクター RGB プリンター
キャリブレーション キャリブレーション

ソフトウェア
DVD

Mini
Color Checker

プリンター
品質検証

スキャナー
プロファイリング

PANTONE
デジタルカメラ
Mobile Device
Color Manager DNGプロファイル プロファイリング

Color Checker
Proof

撮影からデザイン、印刷まで一貫した CMS 環境を実現

i1 | PUBLISH PRO 2

【アイワン・パブリッシュ・プロ 2】 JAN：4562226160396
フル機能を備えた最上位モデル。RGB、CMYK、CMYK＋N（CMYK＋最大４
色まで）のプリンタープロファイルの作成、管理、品質検証機能、デバイス
リンクプロファイルの作成機能を備えています。
【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

ディスプレイ
キャリブレーション

i1 Pro2
測定器

ディスプレイ
品質検証

CMYK+N
デバイスリンク
プロジェクター RGB プリンター
キャリブレーション キャリブレーション キャリブレーション プロファイル作成

ソフトウェア
DVD

Mini
Color Checker

プリンター
品質検証

Color Checker
Proof

スキャナー
プロファイリング

PANTONE
Color Manager

デジタルカメラ
Mobile Device
DNGプロファイル プロファイリング

複数の測定器を所有するプロフェッショナルへ

i1 | PUBLISH

【アイワン・パブリッシュ】 JAN：4562226160327
Pro2 測定器が付属しないかわりにドングルが付属するパッケージ。測定器
を特定せずに利用できるので、Pro 測定器を複数台、または、i1 iO、i1
iSis などの測定器を所有しているユーザー向けのパッケージ。
【ハードウェア】なし

UP-GRADE

ディスプレイ
キャリブレーション

i1 Publish
Dongle

ディスプレイ
品質検証

CMYK+N
デバイスリンク
プロジェクター RGB プリンター
キャリブレーション キャリブレーション キャリブレーション プロファイル作成

ソフトウェア
DVD

Mini
Color Checker

プリンター
品質検証

Color Checker
Proof

スキャナー
プロファイリング

PANTONE
Color Manager

デジタルカメラ
Mobile Device
DNGプロファイル プロファイリング

アップグレード対象製品▶ i1 Photo Pro、i1 Photo、i1 Proof、i1 XT、i1 XTreme、ProﬁleMaker5、i1 Photo Pro2、または i1Pro 測定器に i1 Match のライセンス
（スキャナー、RGB プリンター、CMYK プリンター、デジタルカメラ、プロファイルエディターのいずれか）を追加している場合。

測定器とソフトウェアをセットでアップグレード

i1 | PUBLISH PRO 2 アップグレード

【アイワン・パブリッシュ・プロ 2・アプグレードA】 JAN：4562226160402
測定器と ソフトウェアをお得な価格でアップグレードできます。
【ハードウェア】スペクトル方式の分光測色計（放射光 / 反射光測定）

注意：i1 Publish Pro2アップグレードは、お手持ちの旧 i1Pro 測定器のライセ
ンス情報をアップグレードしてから新しい i1Pro2 測定器に転送します。
アップグレード完了後に旧 i1 Pro 測定器には i1 Match を含めたライセン
ス情報は残りません。

ディスプレイ
キャリブレーション

i1 Pro2
測定器

ディスプレイ
品質検証

CMYK+N
デバイスリンク
プロジェクター RGB プリンター
キャリブレーション キャリブレーション キャリブレーション プロファイル作成

ソフトウェア
DVD

Mini
Color Checker

Color Checker
Proof

ソフトウェアをアップグレード

i1 | PUBLISH アップグレード

【アイワン・パブリッシュ・アプグレードA】 JAN：4562226160334
ソフトウェアをお得な価格でアップグレードできます。所有する測定器
（ProﬁleMaker の場合はドングル）のライセンスをアップグレードします。
【ハードウェア】なし
※注意：デバイスリンクプロファイル作成は旧 i1 Pro 測定器では利用できません。

プリンター
品質検証

アップグレード
ライセンス書類

スキャナー
プロファイリング

PANTONE
Color Manager

デジタルカメラ
Mobile Device
DNGプロファイル プロファイリング

※

ディスプレイ
キャリブレーション

ソフトウェア
DVD

ディスプレイ
品質検証

CMYK+N
デバイスリンク
プロジェクター RGB プリンター
キャリブレーション キャリブレーション キャリブレーション プロファイル作成

Mini
Color Checker

Color Checker
Proof

アップグレード
ライセンス書類

プリンター
品質検証

スキャナー
プロファイリング

PANTONE
Color Manager

デジタルカメラ
Mobile Device
DNGプロファイル プロファイリング

ラインナップにより附属するソフトウェア、利用できる機能が異なります。
詳細は裏面のラインナップとアイコンをご覧下さい。

附属ソフトウェア

i1Profiler

アイワンプロファイラー

RGB プリンタープロファイル作成＆品質検証
撮影、補正した写真をプリントしてみたら、色が合わなかったと
いう経験はありませんか。RGBプリンター用の ICC プロファイル

ディスプレイキャリブレーション＆品質検証

を作成して出力（ICC プロファイル対応のソフトウェアが必要で
す）すれば、インクジェットプリンターで出力したプリントと画面

i1 Proﬁler なら高精度にディスプレイをキャリブレーション（校正）

との近似性を得られます。テストチャートは 400〜6000 パッチ

して、適切な色表示が可能となります。色温度、輝度等を目的

で任意で選択できますので、お好みの精度でプロファイルを作

に合わせて簡単・高速に、キャリブレーションでき、環境光を

成できます。

測定することによりその環境に適したキャリブレーションも可能
です。キャリブレーション結果をクオリティチェック機能により、

CMYK プリンタープロファイル作成＆品質検証

正しく色調整されているか確認することも可能です。

CMYK、CMYK＋N（CMYK＋４色までの追 加色）といった多彩

ディスプレイのユニフォミティ検証とトレンド記録

な CMYK タイプの ICC プロファイルを作成することにより色の
問題を解決します。テストチャートは 400〜6000 パッチまで作

ディスプレイを９分割し、画面の色と明るさの均

成することができ高精度なプロファイル作成が可能です。また

一性を測定し、９箇所の白色点と輝度のユニフォ

JapanColor などのコントロールウェッジを搭載し、印刷品質管

ミティ（色再現の均一性）を測定、検証すること

理が行えます。

やトレンド機能を使ってディスプレイの経時変化
を検証することができます。これらの機能を活用

JapanColor 認証フローをサポート

することにより、ディスプレイの信頼性を正確に
把握し、作業に役立てることが可能です。

プロファイルの 作成機能に加えて、チャート測定機
能を装備。特に Japan Color 認証 制度ワークフロー

プロジェクターキャリブレーション

で 使 用 す る 54 色 の Japan Color Control Strip や
ISO12642-2 を ベ ース とし た 1617+ 22 の パ ッ チ を

会議やプレゼンテーションの場で活躍するプロジェクター。しか

i1iO2 や i1iSis を使っ て簡単に測定、合否判定をおこ

し、作成されたデータとスクリーンに映し出された色は大きく異

なう機能を提供しています。

なり、せっかくのプレゼンテーションが台無しになった事はあり
ませんか。i1 Display Pro や、i1 Pro 測定機と附属の三脚ホルダ

デバイスリンクプロファイル作成

を利用すれば、プロジェクタのキャリブレーション（色の校正）
を短時間で行えます。

i1 Proﬁler は 、 R G B 、 C M Y K 、 C M Y K
＋N などの二つ の I CCプロファイル か

スキャナープロファイリング

ら 、インキ量や混色をコントロールした
高精度なデバイスリンクプロファイルを作

スキャナーと出力のマッチングは、スキャナーの方式や受光側の

成可能です。デバイスリンクのプロファイ

センサ特性などにより原稿色に対する再現性が変化し、非常に

ル作成機能により、多様な装置に対する

複雑です。i1 Proﬁler では、ターゲットをスキャンするだけで、

CMYK ファイルを最適化し、ブラックチャ

スキャン画面の色とリファレンス値を比較し、その差分から自動

ンネルとインキを維持します。

的 に スキ ャ ナ プ ロ ファイル を 作 成 し ま す（X-Rite、Kodak、

※ i1 Proﬁler のデバイスリンクプロファイル作成機能を利用するには、i1 Publish（ドングル）または、

LaserSoft、WolfFaust のスキャンターゲットをサポートします）
。

i1 Publish Pro2 が必要です。旧 i1Pro 測定機ではご利用になれませんのでご注意ください。

PANTONE Color Manager

ColorChecker Passport

【パントン・カラーマネージャー】

【カラーチェッカー・パスポート】

パントンデジタルライブラリ

カスタムDNGプロファイル作成

PANTONE Color Manager は、デジタル PANTONE ライブラリを

ColorChecker Passport は、Adobe® イメージングソ

最新、正確に維持します。また、Adobe®、Quark® などのクリ

リューションの Bridge、Lightroom®、Photoshop®、

エイティブアプリケーションで使用可能です。

Photoshop®Elements、Camera Raw（ACR）で 使 え

i1 Proﬁler と連携することにより精密なスポットカラーのマッチン

るカスタム DNGプロファイルを簡単に作成すること

グを実現可能です。PANTONE Color Manager は、コーポレート

ができます。作成されたプロファイルを RAW 現像時

ブランドのスタイルガイドを簡単に作成、配布できる機能を備え

に利用することでデジタルカメラで撮影した写真を正

ています。

確な色再現で現像できます。

ラインナップにより付属するソフトウェア、利用できる機能が異なります。
詳細は裏面のラインナップとアイコンをご覧下さい。

オプション製品

i1iO 2【アイワン アイオー】

i1iSis / i1iSis XL

ColorTRUE

【アイワン アイシス】

ロボットアームを搭載し、新旧両方

モバイル向けアプリケーション

【カラートゥルー】

の i1Pro / i1Pro 2 測 定 器 に 対 応

i1テクノロジーによる分光測色計を内蔵したカラーチャート自

した自動測定テーブル。

動測定器。非常に高速なチャート読み取り速度で大量の ICC

※i1Pro 2 測 定 器 は 別 途

プロファイル 作 成

お買い求めください。

をサポートします。

iOS / Android のプロファイリング
ColorTRUE は、Apple®iOSやAndroid®上のアプリケーション内での
表示を正確な色再現にプロファイリングします。また、白色点や色
空間、プリント結果をシミュレートする機能もあります。
※ 詳細は以下の Web サイトをご確認下さい。

http://xritephoto.com/colortrue

【 動作環境 】
サポートOS：

Mac

Windows

MacOS X 10.7x、10.8x、10.9x

Windows Vista、Windows7、Windows8（各32/64bit）

インターフェイス： USB
メモリ：

2GB 以上

ハードディスク： 空き容量 500MB 以上推奨

www.xrite.co.jp

xrite.jp

USB
2GB 以上
空き容量 500MB 以上推奨

画面解像度：

1024×768 ピクセル以上

1024×768 ピクセル以上

その他：

DVD ドライブ、USB

DVD ドライブ、USB

インターネット接続環境

インターネット接続環境

ビデオジェット・エックスライト株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-30-4 BR 五反田 7F
TEL.03-6825-1641 Fax.03-5436-1616 E-mail：japan@xrite.com
表示の情報は2014年7月31日現在のものです。 製品仕様は改良のため予告なく変更される事がありますのでご了承ください。

