Staccato screening

Staccato スクリーニングの主な仕様
高速イメージング

Staccatoスクリーニングはエンジンのフルスピードを維持しながらレンダリング、スクリーニング、イメージングするため、RIP処理時間へ
の影響はありません。

サーマルプレートの対応状況

ほとんどのサーマルプレートにStaccatoスクリーニングは適合します。認証済みプレートの詳細は担当営業までお問い合わせください。

スクリーニングオプション

Staccato 10シリーズ・・・・・・Staccato 10、20、25、35、36，40、70
Staccato 20シリーズ・・・・・・Staccato 20、25、35、36、40、70

スクリーニングのハイライト部ドット
サイズ*1

Staccato 10・・・・・・10μm*2
Staccato 36・・・・・・30μm

コダックワークフロー

StaccatoスクリーニングはPrinergy、Brisque、Allegroワークフローソフトウェアのオプションです。

*

1

Staccato 20・・・・・・20μm*2
Staccato 40・・・・・・40μm

Staccato 25・・・・・・20μm
Staccato 70・・・・・・60μm

Staccato 35・・・・・・30μm

ドットの実サイズは、解像度により多少変化します。
*2 特定のサーマルプレートに限定されます。（詳細は版材の仕様書をご参照ください。）

スクリーニングは各ワークフロー製品からコントロールします。

アプリケーションレベルでの
コントロール

Kodak DotShop Acrobat Plug-in またはデスクトップアプリケーション（EPS/PDFのスクリーニングを色版、画像、ページ、ドキュメントレ

既定のキャリブレーションカーブ

Staccatoには標準の補正カーブと評価テスト用のチャートが付属しています。独自の補正カーブを作成する時には、Harmony（Prinergyま
たはAllegroの場合）、TRC（Brisqueの場合）を使って描くこともできます。

対応しているメディア

コート紙、上質紙、再生紙、新聞用紙、厚紙、プラスチック、金属などに対応します。
パッケージ印刷での特色対応としてSpotlessアプリケーションに対応可能。

オフセット枚葉・輪転印刷への適性

商印、出版、ダイレクトメール、パッケージング、新聞印刷などでクオリティとスピードの向上が図れます。

校正出力

Staccatoの高品位校正出力には、コダックのSpectrumデジタルハーフトーンプルーファおよびMatchprint、
Verisインクジェットプルーファのご利用をお勧めします。

マルチカラー用カラースクリーン

CMYK4色のカラースクリーンに加え、最大10色まで対応できる拡張スクリーン。コダックのSpotlessに採用。

一貫性、信頼性、
高生産性への要求に応える
先進の FM スクリーニング技術

ベルでコントロール可能なもの）からスクリーニングを指定できます。

Kodak NexPressプレスはISO 9001:2000およびISO 14001:2004 の取得工場で生産されています。
Kodak NexPress デジタル プロダクション カラー プレスは Pantone® PMSおよびPantone Goeに認可されています。
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ハイライト部とシャドウ部を FM スクリーンにし、中間調を
AMスクリーンにした、ディテールを効果的に再現したハイブリ
ッドスクリーニング。

従来のAMスクリーンやハイブリッドAMスクリーンでは、スク
リーン角度、線数などによってはスクリーン・モアレ、干渉モア
レ、不安定なロゼッタパターンが発生します。

従来の FMスクリーンでは線状パターン、格子模様などの不規
則なパターンが発生し、ザラツキ、不安定なドット構造、インキ
の目詰まりなどの原因となります。

Staccatoスクリーニングは規則的なパターンを発生し一貫した
中間調を構成するので、ザラツキをなくし、ドットゲインの変化
しやすさ、中間調の目詰まりなどが減少します。

各種の Staccatoスクリーニングが任意の解像度でご利用いた
だけます。各プロセスカラーで使用する独自のパターンは、画
像に適用する毎に正確に再現されます。Staccatoスクリーニン
グのパターンは、刷り重ねたときに二次的なパターンが発生し
ないよう最適化されています。

Staccato スクリーニング
Kodak Staccato スクリーニングは、FM スクリーニングと AM スクリーニングの長所を備えています。Staccato スクリーニン
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