instax シリーズ初のワイドフォーマットプリンターが登場！
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スマートフォン用プリンター“チェキ”「instax Link WIDE」
写真が引き立つクールなワイドフィルム「BLACK（ブラック）」も同時発売

● 新発売 ●

2021 年 10 月 13 日

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤禎一）は、スマホで撮影した画像を、
通常のカードサイズのチェキプリントの 2 倍の大きさとなるワイドフォーマットフィルムにプリントできるスマート
フォン用プリンター“チェキ”「instax Link WIDE」（インスタックス リンク ワイド、以下「Link WIDE」）を、2021 年 10
月 22 日に発売いたします。
専用アプリ※1 から Bluetooth※2 でスマホの画像を簡単にカードサイズのミニフォーマット(86mm×54mm)フィ
ルムに高画質プリントできるスマートフォン用プリンター“チェキ”「instax mini Link（インスタックス ミニ リンク、
以下「Link」）」が世界中で大変ご好評をいただいています。今回、「スマホの画像をもっと大きくプリントしたい」
というお客様からのご要望にお応えし、ワイドフォーマット(86mm×108mm)のチェキプリントに対応したスマート
フォン用プリンター「Link WIDE」を新たにラインアップしました。大きなプリントサイズを最大限にお楽しみいただ
けるよう、多彩な機能を搭載したワイド専用アプリも新たに提供いたします。
また、写真を一層引き立てクールな印象を与える黒フレームのワイドフィルム「BLACK（ブラック)」を同日に
発売いたします。

instax Link WIDE キービジュアル

ワイドフィルム「BLACK(ブラック)」
サンプル画像

「instax」シリーズについて
1998 年の発売以来、日本で“チェキ”の愛称で長く親しまれているインスタントカメラ「instax」シリーズは、
ヨーロッパ・アメリカ・中国・東南アジアなど、世界 100 か国以上で若い世代を中心に、多くの方にご愛用いただ
いています。チェキは、大切な瞬間をその場でプリントにして残せるだけでなく、想いを伝えられる新しいコミュ
ニケーションツールとして、また自己表現ツールとして世界中で楽しまれています。

新製品「Link WIDE」について
新製品「Link WIDE」は、大人数での集合写真や風景写真など、instax シリーズで最も大きなプリントサイズを
活かした幅広い表現をお楽しみいただけます。ワイドフォーマット対応でありながら小型・軽量なプリンターで、
家でも外出先でも気軽にお使いいただけます。カラーバリエーションはスタイリッシュな「アッシュホワイト」と、
高級感のある「モカグレイ」の 2 色をご用意しました。
「Link WIDE」専用アプリには大きなプリントサイズを活かせる多彩な機能を搭載します。
・チェキプリントならではの柔らかい風合いのプリントが楽しめる「instax-Natural モード」に加え、色彩をより豊
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かに表現できる「instax-Rich モード」を新たに搭載し、被写体に合わせてプリントの風合いを選べます。
・「QR Print モード」では、音声メッセージやテキストメッセージ、地図上の位置情報、お気に入りの WEB ページ
の URL などをその場で QR コード化し、撮影画像に組み込んでプリントできます。さまざまな情報を QR コード
化して画像と一緒にプリントし、記録として残す、思いを伝えるコミュニケーションツールとしてご活用いただけ
ます。
・「エディタブルテンプレート」は、誕生日やウェディングなどのイベントに最適なデザインをはじめとした合計 29
種類のデザインテンプレートをご用意。テンプレートの色や文字を自由に編集することができ、お好みのグリ
ーティングカードが簡単に作成できます。
また、ワイドフォーマットのチェキプリントに対応した「ワイドアルバム」と「アクリルフォトフレーム」も同時発売
し、プリントした後の楽しみ方も提案いたします。

アクリルフォトフレーム

ワイドアルバム

富士フイルムは今後も、“撮ったその場で、すぐにプリントが楽しめる”インスタントフォトシステム「instax」の
世界を広げていきます。
instaxシリーズのプロモーションについて
instaxは、「don’t just take, give. (とるだけじゃない、あげたいから。)」という世界共通のキャッチコピーで、チ
ェキプリントならではの価値を伝えるプロモーションを2019年より展開しています。同プロモーションを今後もさ
らに強化していくため、本日、新製品「Link WIDE」の発表タイミングに合わせ、instaxの新しいブランド動画を発
表します。コロナ禍においては、人と人との繋がりの大切さを改めて感じさせられる日々が続いています。新ブ
ランド動画では、大切な人と再会し、リアルなコミュニケーションが取れる近い将来への期待と、それらのシー
ンをinstaxがより楽しいものにできればとの思いを込めました。
また、新製品「Link WIDE」についても、「live life wide (思いのままワイドに)」というメッセージで、オンライン・ソ
ーシャルメディア・店頭を中心に発売告知の動画を配信いたします。「人生を最大限に謳歌して欲しい」という
想いを込めて、大々的に訴求していきます。
※1: Android 端末および iPhone 対応の無料アプリ。Android 端末の場合は Google Play より、iPhone の場合は App Store より取得可能。
Android、Google Play は、Google Inc.の商標または登録商標です。iPhone、App Store は、Apple Inc.の商標です。iPhone 商標は、アイホン
株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※2： Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、富士フイルム株式会社はこれらのマ
ークをライセンスに基づいて使用しています。

記
１．製品名

(1)スマートフォン用プリンター “チェキ”「instax Link WIDE」
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(2)ワイドフォーマットフィルム「BLACK（ブラック）」

2．発売日
(1)スマートフォン用プリンター
(2)ワイドフォーマットフィルム
3．価格

“チェキ”「instax Link WIDE」
「BLACK（ブラック）」

2021 年 10 月 22 日
2021 年 10 月 22 日

(1)(2)ともにオープン価格
※ワイドアルバム、アクリルフォトフレームもオープン価格

4．「instax Link WIDE」の主な特長
(1)幅広い表現が可能なワイドフォーマットフィルムに対応
ワイドフォーマットは、通常のカードサイズのミニフォーマットの 2 倍サイズで、大人数での集合写真や風景写
真など、フィルムサイズの大きさを活かした幅広い表現が可能です。（フィルムサイズ タテ 86mm×ヨコ 108mm）

プリントサンプル画像（集合写真）

プリントサンプル画像（風景写真）

(2)どこでも持ち運べ、すぐにプリントできる、小型軽量デザイン
ワイドフォーマット対応でありながらも、プリンター本体は小型・軽量、シンプルで使いやすい操作性を追求。
USB 充電でお使いいただけるため AC アダプターが必要なく、プリンターとスマートフォンさえあれば、家でも
外出先でも気軽にプリントを楽しめます。
本体デザインは上品なドレープ形状と、正面と上部に配置したメタリックパーツにより、高級感を演出。正面の
instax ボタンは専用アプリ上の操作と連動してさまざまな色に光り、操作性のシンプルさだけではなく、楽しさ
も演出しています。
またプリンター本体と一体感のあるデザインのスタンドと、ハンドストラップを同梱。プリンターをインテリアの一
部のように立たせて使用したり、気軽に外出先に持ち出してお使いいただくことができます。

プリンター上部にメタリックパー
ツを配置し高級感を演出

プリンターをインテリアの一部のよ
うに立たせて使用可能
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外出時にも気軽に持ち運べる
小型・軽量デザイン

(3)色彩をより豊かに表現できる「instax-Rich モード」を初搭載
色彩を豊かに表現できる「instax-Rich モード」を初搭載しました。チェキプリントならではの柔らかい風合いが
楽しめる「instax-Natural モード」と好みに合わせてお選びいただけます。

instax-Rich モードでの
撮影画像サンプル

instax-Natural モードでの
撮影画像サンプル

(4)さまざまなコンテンツをコンパクトに QR コード化、撮影画像に組み込んでプリントできる「QR Print モード」
録音データを QR コード化して画像に組み込んでプリントする「音チェキ」に加え、テキストメッセージを QR コー
ド化する「手紙チェキ」、WEB ページの URL を QR コード化する「WEB チェキ」、地図上の位置情報を QR コード
化する「地図チェキ」を追加。「QR Print モード」としてさまざまなコンテンツをプリントにして伝えることができま
す。
・音チェキ
音声メッセージを QR コード化し、画像とともにプリントすることで、その写真に込めた想いも音声メッセージと
して伝えることができます。
・手紙チェキ
テキストメッセージを QR コード化し画像とともにプリントすることで、シークレットメッセージカードとして友人
や大切な方へ渡すことができます。受け取った相手は、QR コードを読み込むだけで、手紙のように写真を見
ながらメッセージを読むことができます。
・WEB チェキ
WEB サイトへのリンクを QR コード化して画像とともにプリント。例えば、お店の WEB サイトへのリンクを QR
コードにしてショップカードを作製するなど、販促ツールとしても幅広くご活用いただけます。
・地図チェキ
地図上の位置情報を QR コード化して画像とともにプリント。例えば結婚式などで、会場の位置情報を QR コ
ードにして好きな画像と共にプリントすることで、オンデマンドで招待状を作ることができます。
音チェキ

手紙チェキ

<WEB チェキ>

<地図チェキ>

地図チェキ

WEB チェキ
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(5)好みのグリーティングカードをオンデマンドで作成できる「エディタブルテンプレート」
誕生日やウェディングなどのイベントに最適なデザインから、季節やシーンを選ばないシンプルなデザインま
で、合計 29 種類のデザインテンプレートをご用意。テンプレートの色や文字を自由に編集することができ、好
みのグリーティングカードをオンデマンドで作成できます。
29 種類の多彩な
デザインテンプレート

エディタブルテンプレートの作成手順

（1）テンプレートを選んで
画像を当てはめます

（2）フォントを 12 種類
から選択できます

（3）文字の内容や色を
自由に編集できます

（4）フレームの色を
自由に編集できます

（5）好みのグリーティン
グカードが完成

(6)直感的な操作性にこだわった専用アプリ
スマホ画面をスワイプアップすることで、プリントしたい画像を簡単に「Link WIDE」に転送できたり、動画から好
きな瞬間をスクロールしながら切り出したりなど、直感的な操作性を実現。
今回新たに、画像を自由にデコレーションすることができる「ステッカー機能」を追加しました。お持ちのスマホ
の OS に搭載されている絵文字のほか、専用アプリにデザインステッカーを 100 種類準備しました。また
「Sketch, edit & print」機能を使うと、自分で描いた絵や文字を抜き出してオリジナルステッカーを作成、画像と
組み合わせてプリントすることができます。
プリント時は最大 10 枚までプリント枚数を設定できるため、たくさんの方にプリントを贈りたいときに便利です。
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指でスクロールし動画から
ベストショットを切り出せます

100 種類の多彩なステッカーで画像を自由に
デコレーションできます

デコレーションしてプリントした
画像サンプル

(7)富士フイルムのデジタルカメラからも、画像データを送信してプリントが可能
富士フイルムのデジタルカメラ「FUJIFILM X-S10」から画像を直接「Link WIDE」に送信、プリントすることができ
ます。
5．ワイドフォーマットフィルム「BLACK（ブラック）」について
・写真を一層引き立てクールな印象を与える黒フレームのワイドフィルムです。
・ワイドフォーマットに対応した全ての「instax WIDE」シリーズで使用可能なフィルムです。
・1 パック 10 枚入り。
6．instax に関するリンク先
・instax 公式ウェブサイト https://instax.jp/
・instax 公式ツイッター @FujifilmJP_ck
・instax 公式 Facebook

https://twitter.com/FujifilmJP_ck

https://www.facebook.com/FujifilmChekiJapan

・instax 公式 Instagram https://instagram.com/cheki_instax/

本件に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
報道関係
富士フイルムホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報グループ TEL：03-6271-2000
お客様
富士フイルム株式会社 お客様コミュニケーションセンター
TEL：0570-04-1711
富士フイルム ウェブサイト
http://fujifilm.com/jp/ja
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