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職場環境に配慮した
次世代インク

推奨インク

有機則非該当インク



Human Friendly
社会情勢の変化にともない事業者には、
現場従事者の安全と健康障害の予防に配慮することが求められています。
インクや溶剤の安全性に対する意識が高まっており、
日立では有機溶剤中毒予防規則（有機則）＊¹で定められている
対象物質の使用を最小限におさえた有機則非該当インクを開発しました。

産業用インクジェットプリンタを
ご使用になる方々に配慮した
有機則非該当インク、遂に登場！

有機則非該当

産業用インクジェットプリンタに使用
されているインクの多くにはＭＥＫ（メ
チルエチルケトン）などの第二種有機
溶剤が含まれており、有機則で規定さ
れた安全対策措置が義務付けられて
います。今回ご紹介する6種のインク
は有機則に該当しない組成となって
おります。

REACH規制＊2のSVHC＊3不使用

日立の有機則非該当インクは、欧州
のREACH規制で定めるSVHC（高懸
念物質として定められている一部のグ
リコール系溶剤など）を使用していま
せん。

NL規制＊4適合

人の健康や安全に配慮した日立の
有機則非該当インクは、NL規制を考慮
して開発されており、現場従事者の安全
と健康障害の予防に配慮したインク
です。

＊1  有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省の省令（2020年8月28日改正）
＊2  人の健康や環境保護のため化学物質とその使用を管理する欧州理事会規則
＊3  REACHで規定される、人の健康や環境保護の観点で特に懸念があるとされる物質（2021年1月19日改正）
＊4  印刷インキ工業連合会が食品包装材料に使用されるインキにおいて、包装される食品の安全性や衛生性を保つために定めた自主規制（2021年5月1日改正）

■日立の有機則非該当インク仕様表

色 インク型式 補力液型式

インク・補力液の法規対応

特長 乾燥時間
（秒、20℃時）

耐光性
（太陽光相当） 適用インクジェットプリンタと使用温度（℃）

有機則 NL規制 REACH
（SVHC） PRTR法 消防法 照射時間 状態

UX  RX2 

小文字用 高速印字用 中文字用 極小文字用 顔料機 小文字用

非該当 適合 対象物質
不使用 非該当 第4類

黒 3127K S3127 軟質プラスチック包装材（PP､PEなど）に高付着（3112K比） 2～5 1年 判読可 0～35 ̶ ̶ ̶ ̶

無 3128FA S3127 無色透明タイプ、製造管理用（紫外線照射で青色発光） 2～5 1ヶ月 判読可 0～35 ̶ ̶ ̶ ̶

黒

黒

3111K S300F 金属容器、プラスチック容器（PET､PCなど）へ印字後、アルカリ洗浄で消去可能 3～5 1年 判読可 0～35 ̶ ̶ ̶ ̶

3112K S300F にじみやすいアルミ缶印字でも視認性良好 2～5 1年 判読可 0～35 0～35 0～35 0～35

黒 3131K S3131 ペットボトルキャプ等の硬質PP､PE材に高付着（3127K比） 2～5 1年 判読可 0～35 ̶ ̶ ̶ ̶

黒 4136K S4136 消毒用エタノールが印字に触れても消えない 1～5 1年 判読可 5～35 5～35

黒 4146K S4136 ガラス・軟質フィルムに対し高付着。

暗色の部品（自動車部品・電気電子部品など）に最適。白色度JP-W89相当以上

金属樽用・アルカリ洗浄可能インク。太陽光暴露による洗浄性低下なし。

加熱殺菌処理(レトルト/ボイル)用レトルトパウチへ適応。

1～5 1年 判読可

1～5 退色せず

1～5 1年 判読可

1～5 1年 判読可

0～35 ̶

0～50

0～50

̶

̶ ̶ ̶

̶ ̶ ̶

̶ ̶

̶ ̶ ̶ ̶ ̶

0～35

0～35

0～350～35

0～35黒 4143K S4143

白 4137W S4136

黒 4144K S4136

5～35 5～35 5～35

0～35

0～35

0～35

0～35

0～35̶

̶

̶

̶ ̶



IJプリンタの稼動現場で
さまざまな負荷を軽減する
日立のヒューマンフレンドリーインク！

・有機則非該当です。

・有機則非該当でありながら汎用インクだけでなく
　機能インクまでラインアップ、多種多様な用途にお使いいただけます。

・現在ＭＥＫインクでご使用のＩＪプリンタ（UX型、RX2型）を
 「有機則非該当インク」へ切り替えられます。＊

推奨インク

有機溶剤中毒予防規則＊1非該当
REACH規制＊2で定めるSVHC ＊3不使用

＊  切り替えの詳細はお近くの営業窓口までお問い合わせください。



強い色濃度の白印字を実現しつつ、優れた乾燥性で擦れにも
強く、従来より（JP-W89比較）10%速い印字スピードに対応した
白インクとなっています。

繰り返し使用される金属樽への使用を想定した、アルカリ溶液で
印字部を消去できるインクです。従来インクと比較してアルカリ
可溶性が向上しており、印字の消去が、より容易になりました。
また、エタノール系インク3111K比較で高い乾燥性を有します。

加熱殺菌処理（レトルト/ボイル）において退色耐性・転写耐性が良好、かつ取扱性に優れた
染料インクです。他にも、高温になる印字箇所（シートヒール部など）への印字においても
熱転写耐性が期待できます。なお、加熱処理後は、高い耐エタノール性が発現します。

白色有機則非該当インク
白インク “4137W”

くっきりした白インクの新定番

有機則非該当

付着性

色濃度印字
スピード

【ご注意】上記結果は参考比較用です。
色濃度や乾燥時間は印字対象物によって異なります。
必ず実品に印字を行い確認してください。

乾燥性

4137W

JP-W89

色濃度・乾燥性の比較
印字約2秒後に印字面を
擦り、乾燥性を比較

有機則非該当・加熱殺菌処理用インク 
加熱殺菌処理対応インク “4144K”

加熱耐性・消毒耐性インクの新基準

(※1)  80℃以上の加熱でエタノール耐性が発現しますが、より温度が高い方が耐性が高くなる傾向です。また、加熱時間10分以上でエタノール耐性が発現します。
(※2)  100℃以上の加熱でエタノール耐性が発現しますが、より温度が高い方が耐性が高くなる傾向です。また、加熱時間10分以上でエタノール耐性が発現します。
[ご注意]上記結果は参考比較用です。色濃度や乾燥時間は印字対象物によって異なります。必ず実品に印字を行い確認してください。

アルカリ可溶インク “4143K”

リターナブル金属樽専用インク
アルカリ可溶性（印字直後）

有機則
非該当

アルカリ可溶性
（太陽光暴露後）

付着性（金属）

使用温度範囲
（高温対応）

乾燥速度

4143K

1026K/JP-K26

3111K金属樽向け・アルカリ溶液での印字文字消去可能インク

●SDSのダウンロードはこちらから

 それぞれの機種に対応するインクについては、お近くの営業窓口までお問い合わせください。
＊

＊

 安全データシート（SDS）は、当社ホームページからダウンロードしていただくか、お近くの営業窓口までお問い合わせください。

̶ ̶ ̶ ̶ ̶

̶

■消毒用エタノール耐性 ■加熱殺菌処理耐性



不可視エタノール系インク
無色透明タイプ “3128FA”

トレーサビリティで活躍！
ブラックライトで青色発光＊

耐擦性
（PP、PE）

3128FA

3112K

耐テープ
剥離性
（PP、PE）

使用温度範囲乾燥性

耐擦性
（金属）

印字後（不可視）

紫外線照射後（蛍光）

アルミ缶でのシミュレーション例
［印字例］

無色透明でブラックライト照射時に青色発光
する不可視インクです。PP、PEなどのプラスチ
ック材への付着性が良好で、耐テープ剥離性や
保存安定性など、性能面を強化したインクです。
＊波長375nm近傍

従来の有規則非該当インク（エタノール系）と比較してPP,PE材に対して高い付着性
を有し、軟質プラスチック（フィルム）ガラスに対して高い付着性を有しています。
ドットに柔軟性があるため、軟質フィルムの変形に追従する機能を有しています。

“3127K”と比較して、ペットボトルのキャップ等に使用される、硬質PP、PE材
への印字に優れた性能を発揮する高付着タイプのインクです。

紫外線照射

ガラス、軟質フィルム高付着有機則非該当黒色インク
高付着タイプ “4146K”

軟質プラスチック
（PP, PE, PET他）・ガラスに対し、
高耐擦、高付着性を有するインク

耐擦性・耐テープ剥離性
（PP、PE上）

4146K

3112K

4136K

乾燥性

耐擦性・
耐テープ剥離性
（フィルム上）

耐アルコール性

耐擦性・
耐テープ剥離性
（ガラス上）

耐擦性（金属）は4136K
と同等であり、4136K
よりも低い温度でIJP
を使用することがで
きます

硬質PP、PE高付着エタノール系黒色インク
高付着タイプ “3131K”

硬質PP、PE材に対して
高い付着性

耐擦性（PP、PE） 3131K

3112K

乾燥性

耐擦性
（金属）

耐テープ剥離性
（PP、PE）

使用温度範囲

アルカリ可溶性エタノール系黒色インク
ウォッシャブルタイプ“3111K”

汎用エタノール系黒色インク
スタンダードタイプ “ 3112K”

耐アルコール性有機則非該当黒色インク
耐アルコールタイプ “4136K”

消毒用エタノールが
印字に触れても消えないインク
PP、PE、PETフィルムに高付着かつ耐アルコール性を有する有機則非該当インクです。
アルコール類に耐性があり、エタノール殺菌後の手で触っても印字はほとんど劣化しません。

耐擦性
（PP、PE）

乾燥性

耐擦性
（金属）

耐テープ剥離性
（PP、PE）

使用温度範囲

4136K

3112K

＊耐エタノール性はインク中の溶剤分揮発により性能を発揮します。
印字直後はエタノール製剤との接触は避けてください。

3127K

PP、PE高付着エタノール系黒色インク
高付着タイプ “3127K”



●有機則の適用を受けません。

ワ　　　ケ

有機則非該当インクを使用したいお客様へ

日立インクをお勧めする4つの理由
【 有機則非該当 】

●プラスチック・フィルムに
　対する良好な付着性＊

【 品質向上 】
●有機則非該当はもちろん、REACH規制で定める
　SVHC（高懸念物質）を不使用

【 REACH規制のSVHC不使用 】

●有機則非該当でありながら汎用インクだけでなく、機能インクまでラインアップし、多種多様な用途に対応
●現在MEKインクでご使用のIJプリンタ（UX型、RX2型）を「有機則非該当インク」へ切り替え可能＊

【 利便性 】

1理由

4理由

2理由 3理由

＊4146K、4136K、3131K、3127K、3128FA

＊切り替えの詳細はお近くの営業窓口までお問い合わせください。
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ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取り扱い、使用に際しては、安全データシート（SDS）をお読みください。SDSは、当社ホームページからダウンロードいただくか当社営業窓口にお申しつけください。 
インクなどの廃液、それらをふき取ったワイプ紙や空容器は引火物です。これらは一般のごみ処理はできません。
廃掃法に従い、適切に処理を行うか産業廃棄物業者に運搬または処分を委託してください。
IJプリンタ周辺には、火気源を置かないでください。装置内、保管用、拭き取ったものなど、すべてのインク、補力液の管理に関しては、消防法の「危険物第4類」各成分保管
基準に従ってください。
このカタログは、日本国内でご使用になる製品について記載しています。

安全に関するご注意

■IJプリンタをよりよい状態でお使いいただくために、装置の定期点検のための保守契約をされることをおすすめします。詳しくは当社営業窓口へお問い合わせください。
■IJプリンタダウンタイムにより発生した生産損失および納入機器の故障や誤作動による物的損失につきましては、保証外とさせていただきます。

お客様の下記の使用条件をご確認いただき、当社営業窓口にご連絡ください。ランニングコストを計算いたします。
ランニングコストを調べたいお客様へ

ランニングコストを計算

営業窓口
使用条件

Answer❹1日当たりの稼動時間

❶使用するインク型式

❷ノズル口径

❸1月当たりの生産数

❺月当たりの稼動日数

❻ドット構成（横×縦）

❼印字桁数
×

○○○○○
○○

○○○○○
○○

× …

〒101-0021 東京都千代田区外神田１丁目5番1号住友不動産秋葉原ファーストビル （03）6271-7021本社・営業統括本部

北海道地区

お問い合わせ営業窓口

関東・甲信越地区

九州地区

中国地区関西地区

東北地区
北海道（011）611-4151

東北 （022）364-2710
秋田 （018）846-9933
八戸 （0178）41-2711
福島 （024）961-0500

（03）6271-7021
（011）611-4151
（022）364-2710
（024）961-0500

東京 （047）451-3117
埼玉 （048）728-8694
栃木 （0285）25-3536
高崎 （027）377-9902
筑波 （029）826-5851
横浜 （045）540-2731

新潟 （025）274-6914
甲信 （0266）56-6222 大阪 （06）4868-1203

京都 （075）661-1081
滋賀 （0748）46-6606
姫路 （079）234-9571

中国 （082）236-8165
岡山 （086）263-3022
山陰 （0854）22-5552
山口 （0835）23-7705

四国 （087）882-1212
新居浜 （0897）66-8145

九州 （092）651-0144
北九州 （093）582-1175
南九州 （099）260-2818

四国地区

北陸地区
北陸 （076）420-5411
中部地区
中部 （052）884-5818
静岡 （0545）55-3260

関 東 地 区
北 海 道 支 社
東 北 支 社
福 島 支 店

（076）420-5711
（052）884-5818
（06）4868-1203
（082）236-8165

北 陸 支 社
中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 社

（087）882-1212
（092）651-0144

四 国 支 社
九 州 支 社




