多目的、効率的、収益性の高い
新しい測色技術を高めます。
SpectroSync™ (スペクトロシンク) は、生産サプライチェ
ーンの過程で測定器間の器差を改善する革新的なプロフ
ァイリング・ソフトウェアです。 世界中でカラーマネージメ
ントが益々活用されると伴に、実際のサンプルで色を承認
する作業は減りつつあります。 SpectroSync は、測定場
所や機器の種類を問わず、
比較用データの共用を可能にし
ます。

SpectroSync の特長
SpectroSync は、異なる機器間で生じやす
い色差を削減することにより、作業時間の短
縮、コストの削減、売上高の上昇に貢献しま
す。

SpectroSync の優れた万能性

SpectroSync は、
メーカー、使用年数、使
用状態・環境などが異なる機器間の器差を
改善します。
調色・品質保証ソフトウェア X-RiteColor
Master でサポートされるエックスライト社
製または他社の機器をマスター機器として
使用することが出来ます。
®

X-RiteColor Master と併用して、
カラーデ
ータをストア、
アクセス、管理します。
それぞれの業界で使用するサンプル素材に
基づいたマスターカラーセットを作成するこ
とができます。 または、SpectroSync のオ
プションタイルセット X-Rite ColorSet 基
準色を選択することもできます。
™

SpectroSync は、
バージョン 8.0 以降の
X-RiteColor Master と併用できます。 XRiteColorMaster はカラーデータの測定、
分析、管理、
コミュニケーションを簡単に行う
Windows 向けの最新ソフトウェアです。

測定

Global
Color
Management
コントロール

同調
コミュニケーション

Load
master file
Enter
temperature

ユーザーフレンドリーな機能
多才なコミュニケーション
LAN、Web、スタンドアロン式のいずれにも
対応可能なソフトウェアです。

オンデマンド・レポート
データの合否、プロファイル済み/なし、機器
の種類や平均ΔE などの項目を含む性能レポ
ートを作成します。

管理コントロール

機器のプロファイル調整
使用中のプロファイルが、管理者が設定した有
効期限に対していつ無効になるかを警告しま
す。

複数のプロファイル
SpectroSync では、
サプライヤーや顧客のニ
ーズに合わせてカスタマイズされた複数のプロ
ファイルを作成することができます。

カラーセットを選択可能

SpectroSync を ON または OFF 状態にし
プラスチック、
インキ、
テキスタイル
たり、カスタムプロファイルを選択するなど、 用途 (塗料、
また
サプライチェーンの全ての過程で完全な管理 等) に合わせてカラーセットを作成します。
は標準の
X-Rite
ColorSet™
から基準色を
を行います。
選択し、ブランド色の基準色リストに追加する
こともできます。

SpectroSync インジケータ

プロファイルモードを画面に表示します。

簡単な３段階のプロファイル作成プロセス
1. マスターファイルを取り込む
2. 温度を入力
3. 測定を実行

通常の結果
下記は、
それぞれの幾何学条件に基づいた、
ラボ検証で得られた器差の改良結果です。環境および機器の状態によりことなる場合があります。

0/45 幾何条件

0.00

0.20

0.40

積分球幾何条件

0.60

SpectroSync の使用前
SpectroSync の使用後

様々なアパーチャーサイズを持つ
複数のメーカー製品

0.80

多角幾何条件

SpectroSync の使用前
SpectroSync の使用後
様々なアパーチャーサイズを持つ
複数のメーカー製品

SpectroSync の使用前
SpectroSync の使用後
メタリックおよび特色を持つサンプル

Measure

カラー管理は、経営管理につながります。

サプライチェーンを積極的に改善することで、
コストの削減、迅速な市場への対応、有利な競
合力の確保を実現します。

システム必要条件

SpectroSync には、X-RiteColor Master
ソフトウェア (QAII レベル以上) が必要で
す。
X-RiteColor Master Web バージョン

• Microsoft® Windows® 98SE、Windows® 2000
または Windows® XP Pro
• 通信速度 14400 bps 以上のネットワーク接続
• 解像度 1024 x 768 (最小)

X-RiteColor Master スタンドアロン
•
•
•
•

Microsoft Windows 2000 または XP Pro
Pentium III プロセッサ、450 MHz 以上
256 MB RAM
プロセッサ、450 MHz 以上

サポートされる機器
エックスライト

530
938/939
962/964
968/978
CA22
CF57/CFS57
MA58
MA68
MA68II
SP62/SP64
SP68/SP78/SP88/SP98
X-Rite Premier 8000 シリーズ

GretagMacbeth®
CE7000A
SpectroEye
Spectrolino
SPM50/SPM100
™

™

Datacolor®

Mercury
SF300/SF600

SpectroSync および X-RiteColor Master 品質管理・調色ソフトウェア
の製品デモをお試しください。
詳しくは下記までお問い合わせください。

INFORMATION PROVIDED IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The user assumes the entire risk as to the accuracy and
the use of this information. All text must be copied without modification and all pages must be included. All components of this information
must be distributed together. This information may not be distributed for profit. X-Rite and X-RiteColor Master are registered trademarks
and SpectroSync™ is a trademark of X-Rite, Incorporated. Other brand and product names are trademarks of their respective holders. All
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