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プロファイルをインストールしたい

ミマキホームページから

ダウンロードする

２章 ミマキホームページからのインストール

を、ご覧下さい。

プロファイルＣＤから
インストールする

方法２：

方法１：

インストールする

３章 プロファイルCDからのインストール

を、ご覧下さい。

プロファイルアップデート
からインストールする

４章 RasterLinkPro5を使用してのインストール

を、ご覧下さい。

方法３：
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１章．プロファイルについて

入力画像の色、または印刷する色を定義したファイルをプロファイルといいます。 
プロファイルには、入力プロファイルとデバイスプロファイルの２種類があります。

　入力プロファイル： 
RIP が画像の色情報を取得するために使用されます。
RasterLinkProインストール時に、自動的にインストールされます。

　デバイスプロファイル：
入力プロファイルで取得された色情報から、プリンタの能力を最大限に生かした色再現を
行うために使用されます。
使用するメディア、 印刷解像度などの印刷条件ごとに多数存在します。
また、色の情報だけでなくヒーター温度のような印刷環境に関する情報も持っています。
RasterLinkProインストール時に、最低限のプロファイルが自動的にインストールされます。

本資料は、デバイスプロファイルのインストールと削除方法について説明しています。
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２章．ミマキホームページからのインストール

２．１  プロファイルをダウンロードする

ここでは例として、SS21インク(4色用)「電飾塩ビ[443-711]v3」プロファイルを
ダウンロードする手順を説明します。
※使用環境：JV33-130　RasterLinkPro5SG

①．ミマキホームページ(http://www.mimaki.co.jp)を開きます

②．ミマキホームページのトップ画面上部にある「ダウンロード」をクリックします

ここをクリックします

③．プロファイルをダウンロードするので「プロファイル」を選択します

印を付けます

④．製品種別の選択欄が表示されます

※以後の手順で赤枠部分を指定します
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⑤．使用ＲＩＰの種類を選びます
ここでは「RasterLinkPro5 SG」を選択します。

選択します

⑥．使用機種を選びます
ここでは「JV33-130」を選択します。

選択します

⑦．インクセットの色数を選びます
ここでは「4」を選択します。

選択します

⑧．インクの種類を選びます
ここでは「SS21」を選択します。

選択します
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⑨．「検索する」ボタンをクリックします

クリックします

⑩．検索結果から、ダウンロードするプロファイルの詳細を開きます
ここでは「ミマキ純正電飾塩ビ[443-711]v3」を選択します。

クリックします

⑪．ダウンロードするプロファイルを選びます
ここでは、解像度720×1080VDのものをダウンロードします。

クリックします
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⑫．プロファイルデータを保存します
ここではデスクトップを指定して保存します。

(1)クリックします

(2)選択します

(3)クリックします

このようなファイルが保存されます

他にもダウンロードするプロファイルがある場合は、②からの手順を繰り返します。
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⑬．ダウンロードしたプロファイルをひとまとめにするフォルダを作成します
ここでは、デスクトップに「Device」フォルダを作成してひとまとめにします。

　プロファイルのインストールは、フォルダを指定しています。
　必ず、プロファイルをひとまとめにするフォルダを作成して、ダウンロードした
　全てのプロファイルデータを入れてください。

デスクトップ画面で、マウス右ボタンを押して「新規作成」－「フォルダ」を
選びます。

選択します

フォルダ名を「Device」に変更します。

変更する

⑭．ダウンロードしたプロファイルを、作成したフォルダにドラッグして移動します
ダウンロードしたプロファイルを全て移動して下さい

以上で、ダウンロードは完了です。

ドラッグして移動します
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２．２ ダウンロードしたプロファイルをインストールする

ここでは、デスクトップに作成したDeviceフォルダからインストールする
手順で説明します。

※プロファイルをインストールする前に、RasterLinkProを終了させてください。

①スタートメニューから「プロファイルマネージャ」を起動します

※ご使用のＲＩＰ名称を選択します

このような画面を表示します。

②ツールバーから「デバイスプロファイルのインストール」をクリックします

クリックします
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③インストールしたいプロファイルがあるフォルダを指定してOKボタンをクリック
します

(1)２．１章⑭の「Device」
フォルダを選択します

(2)クリックします

プロファイルの解析が始まります。

解析が完了すると、下図の様にインストール候補が表示されます。解析が完了すると、下図の様にインストール候補が表示されます。
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④インストールしたいプロファイルを選択します
上段のリストにある項目から、インストールしたいプロファイルを選択して
下向きの矢印ボタンをクリックします。
リスト一番上の項目を選択して、SHIFTキーを押したままリスト一番下の項目を
選択すると、全ての項目を選択できます。

クリックします

選択した項目が、下段のリストに移ります。

クリックします
「ＯＫ」ボタンを押してインストールします。
※インストール途中で上書きの確認画面が出た場合は、全て上書きします。
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⑤以下のダイアログが表示されたら「ＯＫ」をクリックします

クリックします

この表示が出れば、インストールは完了です。

インストールされているプロファイルのリストが更新されて表示されます。

※①の表示画面から、プロファイルが増えていることが確認できます。

※２.１章⑭のDeviceフォルダは、この時点で削除しても問題ありません。

以上で、プロファイルのインストールは完了しました。
プロファイルマネージャを閉じます。
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２．３  作画条件で使用するプロファイルを設定する

（１）プロファイル選択画面について

①プロファイル選択をするために、「ジョブエディタ」画面を開きます。
　「ジョブ一覧」画面からジョブを選択し、マウスの右ボタンを押して
　「編集」メニューを選択することで「ジョブエディタ」画面を開きます。

選択します

②プロファイルは、「ジョブエディタ」画面の「印刷条件」の見出しを開いて選択します。

ここを選択します

③リスト最上段（背景が緑色のバー）は、絞込み条件の選択欄です。

この枠内が、絞り込み条件指定欄です

※絞込み条件とは、RanterLinkProシリーズにインストールされているプロファイルを
選択しやすくするために、メディアや解像度を指定することで該当するプロファイル
だけを表示できるようにする条件のことです。
例えば、上記のようにメディアの項目で「白塩ビ光沢[441]v3」を選択すると、
「白塩ビ光沢[441]v3」のプロファイルだけが表示されます。
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（２）条件の絞込み方法

①絞込み条件の選択欄を選び、プルダウンメニューから「全て」を選択すると、
　選択可能なプロファイルが全て出てきます。

下図では、「SS21インクCMYK」の「Ver3」プロファイルが表示されています。
※但し、インストールされているプロファイルのみが表示されています。

＜注意＞：条件を絞り込み過ぎると、選択できるプロファイルが表示されません。

背景が緑色で表示された、絞込み条件欄しか表示されていません

この例では、「SS21 CMYK」「白塩ビ光沢[441]v3」「720x1080VD」「v3.0」の
組み合わせに該当するプロファイルがないため、表示されていません。
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（３）プロファイルの選択について

今回は、解像度720x1440VDの「電飾塩ビ乳白[443]v3」プロファイルを選択します。

①現在選択されているメディアから、別のメディアを絞込み条件で選択すると、
　このような状態になります。

＜注意＞：この段階では、まだプロファイルが選択されていません。
青く反転していない状態では、「以前に選択していたプロファイルが選択」された
ままの状態です。この状態で編集画面を閉じてから再び編集画面を開くと、以前に
選択していたプロファイルが青く反転された状態で表示されます。

＜注意＞：下図のように、緑色の背景の絞込み欄しか表示されてない状態では
　　　　　プロファイルは選択されていません。

背景が緑色の絞込み欄しか表示されていません

②指定したいプロファイルをマウスで指定して青く反転した状態にすることで、
　「プロファイルを選択」したことになります。

プロファイルが選択されている状態

以上でプロファイルが選択できました。

電飾塩ビ乳白[443]v3
解像度720x1440VDを選択
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２．４  インストールしたプロファイルを削除する

不要になったデバイスプロファイルを削除する手順を説明します。
ここでは、「JV3-S」の全てのプロファイルを削除する手順で説明します。

※プロファイルを削除する前に、RasterLinkProを終了させてください。

①スタートメニューから「プロファイルマネージャ」を起動します

※ご使用のＲＩＰ名称を選択します

②削除したいプロファイルを選択します
「JV3-S」の全てのプロファイルを選択します。
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③「デバイスプロファイルのアンインストール」を選びます

＜ツールバーの場合＞ ＜メニューの場合＞

選択します

確認画面が出ますので、「はい」をクリックします。

クリックします

アンインストール処理されます

また

④処理が終わると、この画面が出ます。ＯＫをクリックします。

クリックします

以上で、プロファイルの削除は完了しました。
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３章．プロファイルCDからのインストール

３．１  CDから使用するプロファイルをインストールする

ここでは例として、SS21インク(4色用)「電飾塩ビ[443]v3」プロファイルを
ＣＤからインストールする手順を説明します。
※使用環境：JV33-130　RasterLinkPro5SG

※プロファイルをインストールする前に、RasterLinkProを終了させてください。

①プロファイルCDをPCにセットします

②スタートメニューから「プロファイルマネージャ」を起動します

※ご使用のＲＩＰ名称を選択します

このような画面を表示します。
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③ツールバーから「デバイスプロファイルのインストール」をクリックします

クリックします

④インストールしたいプロファイルがあるフォルダを指定してOKボタンをクリックします

(1)マシン名称とインク色数を
   選択します

(2)インク種類を選択します

(3)クリックします

プロファイルの解析が始まります。
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解析が完了すると、下図の様にインストール候補が表示されます。

⑤インストールしたいプロファイルを選択します
上段のリストにある項目から、インストールしたいプロファイルを選択して
下向きの矢印ボタンをクリックします。
リスト一番上の項目を選択して、SHIFTキーを押したままリスト一番下の項目を
選択すると、全ての項目を選択できます。

クリックします
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選択した項目が、下段のリストに移ります。

クリックします

「ＯＫ」ボタンを押してインストールします。
※インストール途中で上書きの確認画面が出た場合は、全て上書きします。

⑥プロファイルのインストールが完了します

クリックします

この表示が出れば、インストールは完了です。
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OKボタンを押すと、インストールされているプロファイルのリストが更新されて
表示されます。

※②の表示画面から、プロファイルが増えていることが確認できます。

以上で、プロファイルのインストールは完了しました。
プロファイルマネージャを閉じます。
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３．２  作画条件で使用するプロファイルを設定する

（１）プロファイル選択画面について

①プロファイル選択をするために、「ジョブエディタ」画面を開きます。
　「ジョブ一覧」画面からジョブを選択し、マウスの右ボタンを押して
　「編集」メニューを選択することで「ジョブエディタ」画面を開きます。

選択します

②プロファイルは、「ジョブエディタ」画面の「印刷条件」の見出しを開いて選択します。

ここを選択します

③リスト最上段（背景が緑色のバー）は、絞込み条件の選択欄です。

この枠内が、絞り込み条件指定欄です

※絞込み条件とは、RanterLinkProシリーズにインストールされているプロファイルを
選択しやすくするために、メディアや解像度を指定することで該当するプロファイル
だけを表示できるようにする条件のことです。
例えば、上記のようにメディアの項目で「白塩ビ光沢[441]v3」を選択すると、
「白塩ビ光沢[441]v3」のプロファイルだけが表示されます。
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（２）条件の絞込み方法

①絞込み条件の選択欄を選び、プルダウンメニューから「全て」を選択すると、
　選択可能なプロファイルが全て出てきます。

下図では、「SS21インクCMYK」の「Ver3」プロファイルが表示されています。
※但し、インストールされているプロファイルのみが表示されています。

＜注意＞：条件を絞り込み過ぎると、選択できるプロファイルが表示されません。

背景が緑色で表示された、絞込み条件欄しか表示されていません

この例では、「SS21 CMYK」「白塩ビ光沢[441]v3」「720x1080VD」「v3.0」
の組み合わせに該当するプロファイルがないため、表示されていません。
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（３）プロファイルの選択について

今回は、解像度720x1440VDの「電飾塩ビ乳白[443]v3」プロファイルを選択します。

①現在選択されているメディアから、別のメディアを絞込み条件で選択すると、
　このような状態になります。

＜注意＞：この段階では、まだプロファイルが選択されていません。
青く反転していない状態では、「以前に選択していたプロファイルが選択」された
ままの状態です。この状態で編集画面を閉じてから再び編集画面を開くと、以前に
選択していたプロファイルが青く反転された状態で表示されます。

＜注意＞：下図のように、緑色の背景の絞込み欄しか表示されてない状態では
　　　　　プロファイルは選択されていません。

背景が緑色の絞込み欄しか表示されていません

②指定したいプロファイルをマウスで指定して青く反転した状態にすることで、
　「プロファイルを選択」したことになります。

プロファイルが選択されている状態

以上でプロファイルが選択できました。

電飾塩ビ乳白[443]v3
解像度720x1440VDを選択
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３．３  インストールしたプロファイルを削除する

不要になったデバイスプロファイルを削除する手順を説明します。
ここでは、「JV3-S」の全てのプロファイルを削除する手順で説明します。

※プロファイルを削除する前に、RasterLinkProを終了させてください。

①スタートメニューから「プロファイルマネージャ」を起動します

※ご使用のＲＩＰ名称を選択します

②削除したいプロファイルを選択します
「JV3-S」の全てのプロファイルを選択します。
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③「デバイスプロファイルのアンインストール」を選びます

＜ツールバーの場合＞ ＜メニューの場合＞

選択します

確認画面が出ますので、「はい」をクリックします。

クリックします

アンインストール処理されます

また

④処理が終わると、この画面が出ます。ＯＫをクリックします。

クリックします

以上で、プロファイルの削除は完了しました。



Page 27

４章．RasterLinkPro5を使用してのインストール

４．１  インターネット経由でプロファイルをダウンロードする

ここでは例として、SS21インク(4色用)「電飾塩ビ[443]v3」プロファイルを
ダウンロードする手順を説明します。
※使用環境：JV33-130　RasterLinkPro5SG

※プロファイルをダウンロードする前に、RasterLinkProを終了させてください。

①スタートメニューから、「すべてのプログラム」「Mimaki RasterLinkPro5」
  「アップデート」「プロファイルアップデート」を起動する

②プロファイルアップデートの画面が表示されたら「次へ」をクリックします

クリックします
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③登録してあるプリンタ機種と、色数情報が表示されます

チェックをはずすと、インストールされている
RasterLinkPro5で使用できる、全プリンタを
表示します表示します
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④使用しているインク種類を選択します

（１）機種の前の＋をクリックし
      選択可能なインク種類を （３）クリックします
      展開します

（２）使用しているインク種類を
      選択します

⑤プロファイルのリリース日付を選択し、「次へ」をクリックします

チェックを付けると、リリース日付が選択可能になり、 クリックします
指定した日付以降にリリースしたプロファイルを表示します
チェックを付けないと、リリース日付に関係なく、
プロファイルを表示します
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対象となるプロファイルを検索しています

⑥インストールするプロファイルを選択します

（１） チェックすると、すでに
インストール済みの
プロファイルは表示しません

（２） 各項目をクリック
すると、その項目で

（３）インストールするプロファイルに 内容がソートされます
チェックマークを付けます
複数プロファイルを選択できます

インストールするプロファイルを選択したら、「次へ」をクリックします
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選択したプロファイルのダウンロードを実施します

⑦ダウンロードが完了した画面を表示したら「完了」をクリックします

クリックします
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⑧RasterLinkPro5を起動すると、ダウンロードしたプロファイルのインストールを
  自動的に開始します

　同じプロファイルがすでにインストールされている場合、確認画面が表示されるので
  「はい」をクリックします

クリックします

以上で、プロファイルのインストールは完了しました。
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４．２  作画条件で使用するプロファイルを設定する

（１）プロファイル選択画面について

①プロファイル選択をするために、「ジョブエディタ」画面を開きます。
　「ジョブ一覧」画面からジョブを選択し、マウスの右ボタンを押して
　「編集」メニューを選択することで「ジョブエディタ」画面を開きます。

選択します

②プロファイルは、「ジョブエディタ」画面の「印刷条件」の見出しを開いて選択します。

ここを選択します

③リスト最上段（背景が緑色のバー）は、絞込み条件の選択欄です。

この枠内が、絞り込み条件指定欄です

※絞込み条件とは、RanterLinkProシリーズにインストールされているプロファイルを
選択しやすくするために、メディアや解像度を指定することで該当するプロファイル
だけを表示できるようにする条件のことです。
例えば、上記のようにメディアの項目で「白塩ビ光沢[441]v3」を選択すると、
「白塩ビ光沢[441]v3」のプロファイルだけが表示されます。
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（２）条件の絞込み方法

①絞込み条件の選択欄を選び、プルダウンメニューから「全て」を選択すると、
　選択可能なプロファイルが全て出てきます。

下図では、「SS21インクCMYK」の「Ver3」プロファイルが表示されています。
※但し、インストールされているプロファイルのみが表示されています。

＜注意＞：条件を絞り込み過ぎると、選択できるプロファイルが表示されません。

背景が緑色で表示された、絞込み条件欄しか表示されていません

この例では、「SS21 CMYK」「白塩ビ光沢[441]v3」「720x1080VD」「v3.0」の
組み合わせに該当するプロファイルがないため、表示されていません。
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（３）プロファイルの選択について

今回は、解像度720x1440VDの「電飾塩ビ乳白[443]v3」プロファイルを選択します。

①現在選択されているメディアから、別のメディアを絞込み条件で選択すると、
　このような状態になります。

＜注意＞：この段階では、まだプロファイルが選択されていません。
青く反転していない状態では、「以前に選択していたプロファイルが選択」された
ままの状態です。この状態で編集画面を閉じてから再び編集画面を開くと、以前に
選択していたプロファイルが青く反転された状態で表示されます。

＜注意＞：下図のように、緑色の背景の絞込み欄しか表示されてない状態では
　　　　　プロファイルは選択されていません。

背景が緑色の絞込み欄しか表示されていません

②指定したいプロファイルをマウスで指定して青く反転した状態にすることで、
　「プロファイルを選択」したことになります。

プロファイルが選択されている状態

以上でプロファイルが選択できました。

電飾塩ビ乳白[443]v3
解像度720x1440VDを選択
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４．３  インストールしたプロファイルを削除する

不要になったデバイスプロファイルを削除する手順を説明します。
ここでは、「JV3-S」の全てのプロファイルを削除する手順で説明します。

※プロファイルを削除する前に、RasterLinkProを終了させてください。

①スタートメニューから「プロファイルマネージャ」を起動します

※ご使用のＲＩＰ名称を選択します

②削除したいプロファイルを選択します
「JV3-S」の全てのプロファイルを選択します。
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③「デバイスプロファイルのアンインストール」を選びます

＜ツールバーの場合＞ ＜メニューの場合＞

選択します

確認画面が出ますので、「はい」をクリックします。

クリックします

アンインストール処理されます

また

④処理が終わると、この画面が出ます。ＯＫをクリックします。

クリックします

以上で、プロファイルの削除は完了しました。




