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ファストバインド アルバム製本機
革新的なファストバインド・フォトマウントシリーズでは、印画紙、カード、ラミネート加工されたもの、コピー紙など様々な印刷物を使った高品質な
オーダーメイドのフォトブックが作れます。それらに適したハードカバーは、ファストバインド・ケースマティックで簡単に作成できます。用途として
は、豪華なフォトブック、ウェディングアルバム、ベビーブック、メモリーブック等々。ファストバインドフォトマウントは、写真スタジオ、フォトラボ、プロ
の写真家を念頭において考案された優れたソリューションですが、さらに、デジタルプリンター、コピーショップ、オンデマンド出版のニーズも完璧
に満たすことができます。

フォトマウントF32
ファストバインド・フォトマウントF32は、画期的な「マウンティングリフト」方式（特許申請中）を採用した手動のアルバム製本
機です。二つ折りにした写真をスムーズで正確なオペレーションで重ね合わせてブロックに製本します。アルバムサイズは
最小50ｘ50mmから最大タテ316ｘヨコ310mmまで、最大印刷サイズは321x630mmです。180度完全見開きが可能なので、す
べてのページでパノラマが堪能できます。ブロックが完成したら、裁断機で全体を化粧断ちし、ご希望のハードカバーを付け
ます。カバーガイド、カバーポジショニングホルダー（2個）、コンテンツホルダー（1個）が付属しています。

フォトマウントF42
ファストバインド・フォトマウントF42は、大きなサイズのフォトブックを作成することができる手動のフォトブックメーカーです。
人間工学に基づいた最適な操作ができるように、取り外し可能なエクステンションテーブルが付属しています。エクステンショ
ンテーブルを装着した時の最大アルバムサイズはタテ420xヨコ470mmで、テーブル無しの時の最大サイズはタテ420xヨコ
310mmです。F32同様カバーガイド、カバーポジショニングホルダー（2個）、コンテンツホルダー（1個）が付属しています。

フォトマウントF46e
ファストバインド・フォトマウントF46eは、457x457mmまでの大きなサイズのフォトブックを作成できる電動のフォトブックメー
カーです。マウンティングリフトの動きはフットペダルによって全て制御します。F46eには写真やサプライを載せるためのシェ
ルフ（棚）が付属しており、省スペース化と操作性の良さを実現しています。カバーガイド、サプライ用シェルフ、カバーポジ
ショニングホルダー（2個）、コンテンツホルダー（1個）が付属しています。

フォトマウント用オプション
サプライシェルフM2
フォトマウントF32及びF42用のサプライ収納棚です。製本に使用するサプライ及びプリントが収納できます。

フォトマウント用サプライ品
フォトマウント専用のサプライは2種類です。フォトマウント・マウンティングシートは、二つ折りした写真ページの背を貼り合せ、フォトマウント・エン
ドシートは、写真ブロックをハードカバーに貼り付けるのに使用します。必要に応じて見返しシートを使用してください。
フォトマウント・エンドシート
フォトマウントエンドシート、白
333x350mm、200μ
100枚/箱
フォトマウントエンドシート、白
333x350mm、200μ（マルチパック）
3 x 100枚/箱
フォトマウントエンドシート、白
440x350mm、200μ
100枚/箱
フォトマウントエンドシート
フォトマウントエンドシート、白
18x18インチ (457x457mm)、200μ
100枚/箱
フォトマウント・マウンティングシート
フォトマウントマウンティングシート、白
333x230mm、200μ
100枚/箱
フォトマウント
フォトマウントマウンティングシート、白
333x230mm、200μ（大容量パック）
100枚x5包/箱
マウンティングシート
フォトマウントマウンティングシート、白
333x318mm、200μ
100枚/箱
フォトマウントマウンティングシート、白
333x318mm、200μ(マルチパック）
3 x 100枚/箱
フォトマウントマウンティングシート、白
440x318mm、200μ（マルチパック）
100枚/箱
フォトマウントマウンティングシート、白
18x18インチ (457x457mm)、200μ
100枚/箱
国産品の厚手のフォトブック・エンドシート及びマウンティングシートを新たに追加しました。より高級感のあるアルバム作成にお使いください。糊
面はドットになっており、どのような素材でも簡単に空気抜きができます。
NEW
フォトブックエンドシート、白
333x350mm、0.5mm
100枚/箱
フォトブックマウンティングシート、白
333x230mm、0.5mm
100枚/箱
フォトブックマウンティングシート、白
333x230mm、0.8mm
100枚/箱
フォトブックマウンティングシート、白
333x230mm、1.0mm
100枚/箱
フォトブックマウンティングシート、白
333x318mm、0.5mm
100枚/箱
フォトブックマウンティングシート、白
333x318mm、0.8mm
100枚/箱
フォトブックマウンティングシート、白
333x318mm、1.0mm
100枚/箱
＊ ご要望に応じてその他のサイズも製造可能です。詳細はお問合せください。

プラスチック製フォトブック・エンドシート及びマウンティングシート － 腰が強く重量感があります。

プラスチック製フォトブックエンドシート、白
プラスチック製フォトブックマウンティングシート、白
プラスチック製フォトブックマウンティングシート、白
プラスチック製フォトブックマウンティングシート、白
プラスチック製フォトブックマウンティングシート、黒

333x350mm、0.2mm
333x230mm、0.2mm
310x460mm、0.2mm
310x460mm、0.5mm
310x460mm、0.5mm

400枚/箱
300枚/箱
400枚/箱
200枚/箱
200枚/箱

見返しシート（写真ページの最初と最後につけます）
見返し黒、100kg、316x468mmを二つ折り
見返し白、100kg、316x468mmを二つ折り
見返し白、100kg、310x620mmを二つ折り
見返し白、130kg、310x620mmを二つ折り

A4タテ用
A4タテ用
12インチ角用
12インチ角用

100枚/包
100枚/包
100枚/包
100枚/包

ファストバインド ステープル製本機
全く新しいアイディアから生まれた「ファストバインド ブックスター」は究極の製本機です。強力な電動ステープルユニットにより、フォトペーパー（印画
紙）、コート紙などどんなマテリアルに対しても、コピー用紙と同じ手軽さですばらしい製本をします。コンパクトな「ブックスター」は、オフィスや作業場
などのわずかなスペースに置くことができます。

ブックスター・ウーノ
ソフトカバー専用に新たに開発された新製品です。プロフェッショナルな書籍、報告書、フォトアルバム等をわずか数秒で
製本します。仕上がりは常に強固でスクエアな本になります。ステープリングはフットスイッチで行なうので、両手で本を
支えてズレを防止できます。オプションの「カバーセッター」を使えば、「ブックスター・デュオ」と同様の機能にグレードアッ
プ可能です。

ブックスター・デュオ
「ファストバインド ブックスター・デュオ」はブックスターシリーズの人気モデルであり、ソフトカバーだけでなくハードカバー
の製本もできる機能を兼ね備えています。プロフェッショナルな書籍、報告書、フォトアルバム等をわずか数秒で製本し、
仕上がりは常に強固でスクエアな本になります。ステープリングはフットスイッチで行なうので、両手で本を支えてズレを
防止できます。

ブックスター・トリオ（セミオート機）
ブックサイズ（製本幅）を自動検知し、ステープルを打つ本数を自動的に設定するという優れた機能を備えた「ブックス
ター」シリーズの最上位機種です。リング製本用の穴の開いた用紙でも穴の位置を避けステープリングできます。また、
お好みで手動設定にすることも可能です。プロフェッショナルな書籍、報告書、フォトアルバム等をわずか数秒で製本しま
す。仕上がりは常に強固でスクエアな本になります。
＊ 写真はオプションの「カバーセッター」付き

カバーセッター（ブックスター・ウーノ及びトリオ専用オプション）
この「カバーセッター」の上に「ブックスター・ウーノ」を乗せて使用すると、「ブックスター・デュオ」と同じ感覚でソフトカバー
に加えてハードカバーの製本もできるようになります。

ブックスター・ステープル
ブックスター製本専用のステープルです。最大8mm（ブックスター・エンドシート2枚を含む）までの製本ができます。
*最大製本厚は用紙によって異なります。

ブックスター・ステープル No. 10
ブックスター・ステープル No. 10

5,000本/カセット
5,000本/カセット

1個入
3個入

ブックスター・ストリップ
ブックスター・ストリップは、表紙と裏表紙に別々の2枚の用紙を使って製本する時に、背貼りをするためのテープで、ビニールレザーの豪華な質感を
持っています。表紙ではさんだ本文と共にこのストリップをステープル製本し、ステープルを覆うように背貼りをするので、普通のテープ製本とは一味
違った高品質な仕上がりが得られます。
ブックスターストリップ、黒
ブックスターストリップ、黒
ブックスターストリップ、黒

Ａ４タテ
Ａ4ヨコ
Ａ3タテ

100本/包
100本/包
100本/包

ブックスター・エンドシート
ブックスター・エンドシートは、ソフトカバー製本またはハードカバー製本に使用する片面粘着のシートです。
ブックスターエンドシート、白
ブックスターエンドシート、白
A4タテ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、白
A4ヨコ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、白
A3タテ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、白
A3ヨコ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、白
12 x 12インチ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、白
152 x 152mm
100枚/箱
ブックスターエンドシート、白
203 x 203mm
100枚/箱
ブックスターエンドシート、黒
ブックスターエンドシート、黒
A4タテ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、黒
A4ヨコ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、黒
A3タテ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、黒
A3ヨコ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、黒
12 x 12インチ
100枚/箱
ブックスターエンドシート、黒
152 x 152mm
100枚/箱
ブックスターエンドシート、黒
203 x 203mm
100枚/箱

ブックスターエンドシート、白

ブックスター・ハードカバーセット
ブックスターハードカバーは、ビニールレザーを3ｍｍ厚のボール紙でくるみ、背幅が10mmの豪華なハードカバーで、カバー1枚に付き黒のエンド
シート2枚がセットになっています。色は、黒、白、ダークブルー、ダークレッドまたはシルバーグレー
ブックスターハードカバーセット
ブックスターハードカバーセット
ブックスターハードカバーセット

Ａ４タテ
Ａ４ヨコ
203 x 203mm

同色10セット/包
同色10セット/包
同色10セット/包

ファストバインド 無線綴じ製本機
ファストバインド無線綴じ製本機は２５年に亘る経験と、製紙工場及びデジタルプリンターの協力を得て出来上がった結晶です。要求の厳しい用途に
おいても、独自の機構による糊の浸透で強固な製本を行ないます。特許のPGO（Paper Grain Opening）システムは、騒音も紙粉も発生させない画期的
なラフニングユニットで、難しい紙でも製本が可能です。ソフトカバーからハードカバーへの切り替えやパッディング(天のり製本）には数秒しかかかりま
せん。ファストバインドのどの製本機も、自動で異なった厚さや大きさ（セキュラ及びエリートでは0.1－40mmの厚さでA4オーバーサイズまで、エリート
XTでは50ｍｍまでの厚さでA３オーバーサイズまで）の製本に対応しています。セットアップや調整に掛かる手間もないため、ジョブの異なった製本も
次々にこなす事ができます。

セキュラ
ファストバインド・セキュラは、手動のコンパクトな無線綴じ製本機です。小型ながら、他の大型機と同じ機能 － 糊を浸透させ
るために自動的に用紙を開く機構並びにクランプとニッピング幅を自動的に調整する機能 － を搭載した第3世代の最初のモ
デルであり、ソフトカバー、ハードカバー、テープ製本、天のり製本のすべてを1台の製本機で可能にしました。取り扱い簡単
で頑丈な造りは、故障なく長期の使用に耐えられます。
オプション：ハードカバーツールキット（セキュラ、エリート用）、カバートリマー

エリート
ファストバインド・エリートはセキュラと同じベースに手動のPGO（ペーパーグレインオープナー）を備えたモデルです。オペレー
ターは、十分な強度の製本結果を得るためにはPGOを何回操作すればよいかということを、自分で判断することができます。
製本の難しかった紙でもPGOのツインローラーが頑丈な製本を可能にします。小～中部数のプロフェッショナルな製本が求め
られるコピーショップ、商業印刷、企業内プリントセンターにとって、最適で経済的な選択です。
オプション：ハードカバーツールキット（セキュラ、エリート用）、カバートリマー

エリートXT
ファストバインド・エリートXTは最大でSRA3サイズ(320x450mm)まで製本可能な、とても汎用性に優れた手動の無線綴じ製本
機です。厚さ0.1～50mmのどの厚みの本でも機械が自動的に製本厚を調整します。オペレーターは、十分な強度の製本結果
を得るためにはPGOを何回操作すればよいかということを、自分で判断することができます。用紙ガイドをA3、A4、A5の所定
の位置に合わせてセットすることにより、用紙を製本機の中央にセットできるので、常に最適な製本品質が得られます。エリー
トXTは、プリント/コピーショップ、製本会社、卒業アルバム、写真家などに最適です。
オプション：ハードカバーツールキット（XT用）。（エリートXTにはカバートリマーは用意しておりません。）

無線綴じ製本機用オプション
オプションのカバートリマー（セキュラ・エリート用）を製本機前面に取り付けると、製本後に余った裏表紙を本の幅に合わせて
切り落とすことができます。別途裁断機やカッターを使う必要がありません。ハードカバーツールキットは、ハードカバー押付
け板と特殊なペーパーガイドで構成されており、このキットをファストバインド製本機で使用するとハードカバー製本ができま
す。ユニークな形の押付け板でプロフェッショナルな仕上がりになります。A4オーバーサイズ（セキュラ・エリート用）とA3オー
バーサイズ（エリートXT用）の2種類があります。
カバートリマー
ハードカバーツールキット
ハードカバーツールキット
ホットメルト糊

エリート・セキュラ用
エリート・セキュラ用
エリートXT用
全機種共通

カバートリマー

ハードカバー
ツールキット

ハードカバー製本用サプライ
無線綴じのハードカバー製本には、オリジナルデザインのハードカバーの他に、既製（無地）のハードカバーも使用できます。そして、ハードカバーの
内側に貼り付けるサイドが粘着シートになっている、二つ折りのエンドペーパー（見返し）が2枚付属しています。
マネージャハードカバーセット（カバー1枚とエンドペーパー2枚のセット）、色： 黒、白、ダークブルー、ダークレッド
マネージャハードカバーセット
A4タテ
同色同サイズ 10セット/箱
背幅：8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm
エンドペーパー（見返しタックシート）
エンドペーパー白
A4タテ
50ペア/箱
エンドペーパー白
A4ヨコ
50ペア/箱
エンドペーパー白
A3タテ
50ペア/箱
エンドペーパー白
12x12インチ (305 x 305mm)
50ペア/箱
エンドペーパー黒
A4タテ
50ペア/箱
エンドペーパー黒
A4ヨコ
50ペア/箱
エンドペーパー黒
A3タテ
50ペア/箱
エンドペーパー黒
12x12インチ (305 x 305mm)
50ペア/箱

エンドペーパー黒

ソフトカバー製本用サプライ
ソフトカバーには、片側が透明フィルムになった「片透明カバー」と全体が紙製の「全紙カバー」があります。コピー用紙約550枚まで製本可能です。
片透明カバー (色： ブルー、クリーム、白）
片透明カバーA4タテ
A4タテ
同色100枚/箱
片透明カバーB5タテ
B5タテ
同色100枚/箱
全紙カバー (色： ブルー、クリーム、白）
全紙カバーA4タテ
A4タテ
同色100枚/箱
全紙カバーB5タテ
B5タテ
同色100枚/箱

テープ製本用サプライ
レイフラットストリップ(白布地）
レイフラットストリップ(白布地）
マネージャストリップ、タイプA（背幅：13mmまで）
マネージャストリップ、タイプB（背幅：26mmまで）
マネージャストリップ、タイプC（背幅：40mmまで）

A4タテ、背幅：10、15、20、25mm
A4タテ、背幅：30、35または40mm
A4タテ、色：白、黒
A4タテ、色：白、黒
A4タテ、色：白、黒

同サイズ100枚/包
同サイズ100枚/包
同色100枚/包
同色100枚/包
同色100枚/包

マネージャストリップ

ファストバインド ハードカバーメーカー（ケースメーカー）
ファストバインドのケースマティックシリーズは、オン・デマンドのハードカバー作成の大革命です。この製品の登場であらゆるサイズの高級なハー
ドカバー本が手軽に作れるようになりました。独特の位置決め方式により、表紙（タック紙）に対するボール紙の位置合わせがすばやくできます。ま
た、すべてのケースマティックモデルには、ライトテーブルとエアサクション機構がついていて、正確な位置決めをサポートします。カバーができた
ら、無線綴じ製本機、ステープ製本機またはアルバム製本機で製本して完成です。

ケースマティックH32プロ
ファストバインド・ケースマティックH32プロは、ファストバインドアルバム製本機、ファストバインドステープル製本機及び
ファストバインド無線綴じ製本機のいずれでも使えるように設計されており、330x330mmまでのあらゆるサイズの高品質
なハードカバーを作ることができます。表紙の最大サイズはタテ370xヨコ740mmです。この多目的なハードカバーメー
カーは異なるカバー厚に対応し、様々なカバー厚に調整可能なユーザーフレンドリーなフォールディングユニットも搭載
しています。5mmのスペーサー付き3mmスパインガイドにより、ノドの幅を3mmまたは8mmに選択できます。

ケースマティックH32
ファストバインド・ケースマティックH32は、ケースマティックH32プロと同様の用途で使えるように設計されており、タテ
330xヨコ390mmまでのあらゆるサイズの高品質なハードカバーを作ることができます。ボール紙を貼り付けたあとの折
りしろの曲げ加工は手作業で行なうため、表紙の最大サイズはケースマティックH32プロよりも大きいタテ370xヨコ
840mmです。5mmのスペーサー付き3mmスパインガイドにより、ノドの幅を3mmまたは8mmに選択できます。

ケースマティックH46プロ
ファストバインド・ケースマティックH46プロは、最大1040mm幅（オープン時）ｘタテ490mmまでの大きいサイズのケースや
ハードカバーを作ることができるモデルです。ボール紙の厚さは5mmまで対応します。それほど大きいサイズながら、家
庭用電源の１００Vで動作し、しかも消費電力はわずか３Aと、省エネタイプ。重さも45kgと軽量です。便利なエッジフォー
ルディングユニット付き。3面のハードカバー作りにも適しています。
性能比較表
項目
最大用紙サイズ（タテｘヨコ）
最大折り幅
ケース最大サイズ（タテｘヨコ）
折り曲げ方式
使用電源
最大消費電力
機械サイズ（奥行x幅x高さ）
重量

H32プロ
370 x 740mm
700mm
330 x 700mm
ローラー圧着
100V、50/60Hz
3A
540 x 830 x 200mm
30kg

H32
370 x 840mm
800mm
330 x 800mm
手作業
100V、50/60Hz
3A
470 x 830 x 200mm
23kg

H46プロ
530 x 1,080mm
1,040mm
490 x 1,040mm
ローラー圧着
100V、50/60Hz
3A
684 x 1130 x 164mm
45kg

ハードカバーメーカー用アクセサリー及びサプライ他
ハードカバーメーカー用オプション
サイド＆バックガイド
クイックチェンジスペーサーセット（4ペア）

ケースマティックH32、H32プロ、H46プロ用
10、12、14、16mm用のセット

クイックチェンジスペーサーは、標準よりも「ノド」幅を広くしたい時に使用します。セットは4種類の異なったノド幅に対応します。

ハードカバープレゼンテーションサプライ
ハードカバーを作るために必要な表紙は、専用のタック紙を使うととても便利です。表紙の芯になるボール紙も用意しております。
ファストバインド タック紙 （印刷できます）
インクジェットプリンター用タック紙
329x530mm
50枚/箱
インクジェットプリンター用タック紙
329x530mm
マルチパック 2 x 250枚/箱
インクジェットプリンター用タック紙(大判）
329x660mm
250枚/包
レーザープリンター用タック紙
329x500mm
50枚/箱
レーザープリンター用タック紙
329x500mm
マルチパック 2 x 250枚/箱
ファストバインド ラミネートフリータック紙 （印刷できます。ＰＰ加工せずに表紙用マテリアルとして使えます。）
レーザープリンター用ラミネートフリータック紙
329x500mm
50枚/箱
ファストバインド ボール紙
ボール紙A4タテ、グレー
ボール紙A4ヨコ、グレー
ボール紙8インチ、グレー
ボール紙12インチ、茶

302x207mm、2mm厚
216x294mm、2.2mm厚
206x197mm、2mm厚
312x302mm、3mm厚

50ペア/箱
50ペア/箱
50ペア/箱
50ペア/箱

製本関連機器、中綴じ折製本機及び簡易製本機
完璧なフォトアルバム作成をサポートする、イチョウ機、筋付け機、プレス機、裁断機、箔押し機、紙揃え機及びラミネーターなど様々な機器を揃えて
います。用途に応じて適した機器をお選びください。また、少ないページ数の製本に適した、中綴じ折り製本機も新たに加わりました。

イチョウ機
完成したフォトアルバムにイチョウ機で「ノド押し」をすると、より完成度の高い製品が出来上がります。

ファストバインド サーマルプレス 「プレッソ」
新開発の手動タイプのイチョウ機です。完成したハードカバーブックをスリットに差し込み、レバーを下げると、ヒーターで
加熱された「バー」がボール紙のすき間を押してわずか数秒でノドが形成されます。次に本を反転して反対側のノド押しを
します。最大本幅：480mm、最大本厚： 45mm、機械サイズ：550x330x310mm、重量：15kg

JP-520
スタートスイッチを押すと自動的に「ノド押しバー」がテーブル上に置いたハードカバーブックのノドを押す、電動・卓上タイ
プのイチョウ機です。ヒーターは上下についているので一度の作業で両側のノド押しが効率よくできます。ヒーター温度及
び加圧時間調整機能付き、最大本幅： 520mm、最大本厚： 50mm、機械サイズ：420x630x590mm、重量：45kg

筋付け機
筋付け機は、出力した写真を二つ折りにする時に使用します。

ファストバインド フォトクリーサー C33

手動タイプ

筋付け幅：330mm、紙厚：400g/㎡、リバーシブルのグルーブ付き
手動タイプ
ファストバインド フォトクリーサー C500
筋付け幅：500mm、紙厚：400g/㎡、2連のディスクタイプストッパーでブックスターや簡易製本機用ソフトカバー作成に便利
手動タイプ
ファストバインド フォトクリーサー ローロ
筋付け幅：475mm、紙厚：400g/㎡、筋付け位置が目視でき、用紙の折り曲げが簡単、ディスクタイプストッパー2個付

ファストバインド フォトクリーサー C47e

電動タイプ

筋付け幅：475mm、紙厚：400g/㎡、目盛りは400mm長まで、リバーシブルのグルーブ付き

筋付け機 HC-28

手動タイプ

筋付け幅：460mm、紙厚：400g/㎡、ディスクタイプストッパー2個付

裁断機
貼り合わせた写真ブロックやその他の用紙を化粧断ちするのに使用します。ブロックを強力に固定し、裁断寸は0.5mm単
位で調整可能
手動タイプ
PC-3971
最大裁断幅 475mm、最大裁断厚 80mm、裁断寸 490～45mm （専用台付）

MC-4205

手動タイプ

最大裁断幅 430mm、最大裁断厚 40mm、裁断寸 435～35mm （* 専用台はオプション）
電動タイプ
CE-4215
最大裁断幅 430mm、最大裁断厚 40mm、裁断寸 435～35mm、裁断寸法をデジタル表示 （* 専用台はオプション）
オプション品
替刃セット（替刃1枚、受木5本）（PC-3971用）
受木（PC-3971用）
専用台（MC-4205またはCE-4215用）
替刃セット（替刃1枚、受木5本）（MC-4205及びCE-4215用）
受木（MC-4205及びCE-4215用）

1セット
5本/セット
1台
1セット
10本/セット

中綴じ折り製本機
A5からA3サイズの用紙（コピー用紙で最大20枚まで）の中綴じ及び平綴じができます。オプションで専用台及びフットス
イッチがあります。
手動タイプ
BM-20
オプション品
専用台（キャスター付）
1台
フットスイッチ
1個
専用ステープル 26/6
5,000本/箱

簡易製本機（サーマルタイプ）
あらかじめ背の部分にホットメルト糊が塗布されている表紙を使って製本します。見積り、報告書など、少枚数の製本にお勧め
します。

T-30
製本サイズ：A4タテまで、製本厚：24mm、クーリングスタンド付

簡易製本機サプライ － ハードカバー製本用
ハードカバー・ディプロマット（ホットメルト糊付）
背幅： 3mm、6mm、9mm、12mm

10冊/箱

黒、灰、緑、青、えび茶

紙揃え機
印刷・出力したプリントの紙粉、パウダー、静電気をきれいに除去し、貼り付いた用紙を振動とエアブローの力でほぐします。ま
た紙を載せるテーブルの角度も自由に変えられるので、紙質、大きさ、斤量に応じて最適に設定可能です。

エアジョガーJS-１８０（卓上型）
振動量：無段階可変、エア量：無段階可変、用紙積載枚数：約1000枚（80g/m2）、サイズ：520 x 370 x 590mm、重さ：27kg

エアジョガーJS-２８０（スタンド型）
振動量：無段階可変、エア量：無段階可変、用紙積載枚数：約1000枚（80g/m2）、ペダルスイッチ付、サイズ：410 x 450 x
1,330mm、重さ：45kg

プレス機
プレス機は、二つ折りした用紙をプレスしたり、貼り合せた用紙の間に入った空気を押し出す時に使用します。

MP-460

手動タイプ

プレス面積：460mm x 350mm、高さ：70mm

ホットラミネーター（ＰＰ貼り機）
表紙や写真ページを保護するためにラミネート加工をすることをお勧めします。特に印画紙やインクジェット用紙に出力した場
合は必須です。

RSL-382S （A3ワイド対応） (AC100V)
ラミネート幅：345mm、コールドフィルム対応、カール防止機構付

RSL-2702S （A1ノビ、菊半対応） (AC100V)
ラミネート幅：670mm、コールドフィルム対応、カール防止機構、冷却ファン付

ホットラミネーター用フィルム各種
ラミネートフィルムには加工対象の素材に応じて様々な種類があり、確実な加工を行なうためには処理速度や温度設定も吟味
する必要があります。従って、必ずテストランをしてから本作業をされることをお勧めします。

PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム
PPロールフィルム

- PP素材は、印画紙、インクジェット写真用紙、オンデマンド機のコート紙などすべての用紙に適しています。
クリア 27μ A3ワイド
310mm幅 x 500m
クリア 27μ 四六８裁
385mm幅 x 500m
マット 27μ A3ワイド
310mm幅 x 500m
マット 27μ 四六８裁
385mm幅 x 500m
スーパークリア A3ワイド
310mm幅 x 400m
スーパークリア 四六８裁
385mm幅 x 400m
スーパーマット A3ワイド
310mm幅 x 400m
スーパーマット 四六８裁
385mm幅 x 400m
ウルトラクリア 30μ A3ワイド
310mm幅 x 500m
ウルトラクリア 30μ
340mm幅 x 500m
ウルトラマット 30μ A3ワイド
310mm幅 x 500m
＊出荷ロット：4本
ウルトラマット 30μ
340mm幅 x 500m
＊ ロールフィルムにはPET素材のものや、その他のフィルムもあります。詳しくはお問い合わせください。

アンダーフィルム PET 38μ - 片面加工で、素材がフィルム幅より小さい時や、素材表面を保護したい時に使用します。
アンダーフィルム PET 38μ
345mm幅 x 200m
＊出荷ロット：4本
アンダーフィルム PET 38μ
460mm幅 x 200m
ラミネーター用両面テープ - ラミネーターを使って表紙の裏側に貼付します。表面加工と同時にできます。
両面テープ
310mm幅 x 50m
両面テープ
340mm幅 x 50m
両面テープ
385mm幅 x 50m

＊出荷ロット：4本

メタルバインド製本機
メタルバインドは、チャネルと呼ばれる綴じ具で製本する方式の、ハードカバー及びソフトカバーに対応するユニークな製本機です。A4タテ・ヨコ、A3
ヨコ、A5タテが標準サイズで、色は黒、グレー、グリーン、ブルー、えび茶を標準でそろえております。
＊ ハードカバー及びチャネルの色とサイズは種類によって異なります。

アトラス３００（箔押しと製本）
アトラス３００は、ベースとなるメタルバインド製本機に加えて、箔押しユニット「イメージプレス」を備えた優れものです。専用
のハードカバーの一定の位置に箔押しをしたい時に便利です。製本時には箔押しユニットをはずして使用します。ページの
サシカエに便利な「製本やり直し」機能がついています。
最大製本長：A4、最大製本厚：32mm（コピー用紙約320枚）、機械サイズ：418x269x65mm、重量：18.5kg（イメージプレスを含
む）

アトラス１５０
アトラス１５０は、最大16mm厚までの製本が出来ます。ページのサシカエに便利な「製本やり直し」機能がついています。
最大製本長：A4、最大製本厚：16mm（コピー用紙約160枚）、機械サイズ：418x269x65mm、重量：14.6kg

サプライ
メタルバインドには魅力ある製本をサポートする豊富なサプライが用意されています。ハードカバーのテクスチャは3種類、テ
キスタイル調の「クラシック」、レザータッチの「ムンディアル」、そしてシルバーラミネートの「ビジネスハードカバー」がありま
す。また、それらのカバーに使用するチャネルも多くの種類がそろっています。

ハードカバー
クラシックA4タテ (304x212mm）（リネン地、エンボス加工）

同色20枚＝10セット入/箱

黒、灰、緑、青、えび茶

クラシックA4ヨコ (217x300mm）（リネン地、エンボス加工）

同色20枚＝10セット入/箱

黒、灰、緑、青、えび茶

クラシックA5タテ (217x151mm）（リネン地、エンボス加工）

同色20枚＝10セット入/箱

黒、灰、緑、青、えび茶

ムンディアルA4タテ (304x212mm）（リネン地、レザータッチ）

同色20枚＝10セット入/箱

黒、青、赤

ムンディアルA4ヨコ (217x300mm）（リネン地、レザータッチ）

同色20枚＝10セット入/箱

黒、青、赤

ムンディアルA5タテ (217x151mm）（リネン地、レザータッチ）

同色20枚＝10セット入/箱

黒、青、赤

ビジネスハードカバーA4タテ (304x212mm）（ラミネート加工）

同色20枚＝10セット入/箱

シルバー

ハードカバークラシック

ハードカバームンディアル

ビジネスハードカバー

ハードカバー用チャネル
チャネルクラシック304 (ハードカバークラシックA4タテ・A3ヨコ用） （リネン地、エンボス加工）
背幅：5mm、7mm、10mm、13mm、16mm

同色・同幅10本入/パック

黒、灰、緑、青、えび茶
チャネルクラシック

チャネルクラシック217 (ハードカバークラシックA4ヨコ・A5タテ用） （リネン地、エンボス加工）
背幅：5mm、7mm、10mm、13mm、16mm

同色・同幅10本入/パック

黒、灰、緑、青、えび茶

チャネルムンディアル304 (ハードカバームンディアルA4タテ用） （リネン地、レザータッチ）
背幅：5mm、7mm、10mm、13mm、16mm

同色・同幅10本入/パック

黒、青、赤
チャネルムンディアル

チャネルムンディアル217 (ハードカバームンディアルA4ヨコ・A5タテ用） （リネン地、レザータッチ）
背幅：5mm、7mm、10mm、13mm、16mm

同色・同幅10本入/パック

黒、青、赤

同色・同幅25本入/パック

黒、灰、緑、青、えび茶
シルバー

シンプルチャネル304 (ビジネスハードカバー用） （光沢塗装）
背幅：5mm、7mm、10mm、13mm、16mm

シンプルチャネル304

ソフトカバー用チャネル
シンプルチャネル297 (A4タテのソフトカバー用） （光沢塗装）
背幅：5mm、7mm、10mm、13mm、16mm

同色・同幅25本入/パック

黒、灰、白

同色・同幅25本入/パック

黒、灰、白

シンプルチャネル210 (A5タテ・A4ヨコのソフトカバー用） （光沢塗装）
背幅：5mm、7mm、10mm、13mm、16mm

オプション
アトラス300には、箔押しの可能性を拡張するためのオプションが用意されています。詳細は次ページの「箔押し機用アクセサ
リー」をご覧ください。

シンプルチャネル210

箔押し機及びサプライ
箔押しや型押しは、特にハードカバー製本の表紙に重要なアクセントを与えることが出来ます。用途は本だけに限らず、箱、革製品など熱と圧力をか
けることができる素材であれば材質を問いません。日本語やロゴマークの場合には「版」を作成し、「マトリックス」と呼ばれる金属の板にその版を貼り
付けて使用します。また、アルファベットの場合は専用のフレームの中にフォント(活字）を組み合わせて使うことができます。フォントサイズは9mm、
5.5mm、4mm、3.2mmの4種類、書体はスタンダード、イタリック、イタリック・セリフの中から選べます。

ゴールドプレス4型
豊富なアクセサリーをそろえて、あらゆる素材への箔押し、または型押しに応えます。デジタルディスプレイは、50～150℃ま
での設定温度表示、箔押し時間、カウンターの3つの機能を備えています。付属品やアクセサリーを収納する引き出し、ロー
ルタイプの箔を適当な長さに切るためのフォイルカッターを標準装備。位置合わせに便利なスケール付き。凸版に対応する
フレーム付き。アルファベットのフォントを使用する場合は別途オプションのフレーム（いろいろあります）が必要です。
箔押し面積：40x180mm、素材最大幅：305mm、素材最大厚：40mm、電源：100V、500W、機械サイズ：546x362x278mm、重
量：24kg

箔押し機用サプライ
ロールタイプフォイル

クイック＆イージーフォイル

箔押し機に必要なサプライは箔（フォイル）です。用途や素材に応じてロールタイプとシートタイプがあります。
ロールタイプ・フォイル
ユニバーサルフォイル（前ページのすべてのカバーに対応）
ユニバーサルフォイル（前ページのすべてのカバーに対応）

18cmx122m巻
18cmx122m巻

金・銀（光沢）
白、黒、青、えび茶、緑

クイック＆イージーフォイル
ユニバーサル（ハードカバークラシック及びムンディアル用）
ユニバーサル（ハードカバークラシック及びムンディアル用）
ビジネス（ビジネスハードカバー用）

9x18cm、200枚
9x18cm、200枚
9x18cm、200枚

金・銀（光沢）
白、黒、青、えび茶、緑
金・銀（光沢）

箔押し機用アクセサリー
フレームホルダー
(フレーム 2L9を
載せた状態）
フレーム
3L5,5
マトリックスベース
GPハンドル付

アクセサリーには各機種にのものと共通で使えるものとがあります。用途に合わせてお選びください。この他にも多数用意し
てあります。詳細はお問い合わせください。
アトラス３００・ゴールドプレス4型用
フレームホルダー
フレーム 2L9
フレーム 3L5.5
マトリックスベースGPハンドル付

フレームを置く台
2列、9mmフォント用
3列、5.5mmフォント用
凸版を貼り付けるためのフレーム

その他のアクセサリー

ゴールドチャネル
ベースGP

ゴールドチャネルベースIP（アトラス３００専用）

チャネルの背に箔押しするためのベース

ゴールドチャネルベースGP（ゴールドプレス4型専用）

チャネルの背に箔押しするためのベース

スパインプリンティングベースGP（ゴールドプレス4型専用）

ディプロマットの背に箔押しするためのベース

フォントコンテナ

フォントを収納するための容器（フォントサイズ別）

* フォントコンテナにはフォントは含まれておりません
フォントコンテナ

フォントセット
ナショナルマスターセットGBラテン
ナショナルマスターセットGBラテン
ナショナルマスターセットGBラテン
ナショナルマスターセットGBラテン
記号と数字

スタンダード
スタンダード
スタンダード
スタンダード
5.5mm

9mm
5.5mm
4mm
3.2mm

187個入
292個入
338個入
159個入
70個入

※ フォントセットはこの他にも多数あります。また、書体はスタンダード以外に、セリフ（ヒゲ付き）、セリフイタリック、ブロック（太文字）があります。セット内の
文字の内容等詳細はお問い合わせください。）

MEMO

