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ご来場の際には、お名刺2枚をご用意下さい。

＊駐車場多数有り
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科学技術館 交通アクセス

販売店

 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル5F
 TEL. 03-3863-5361（代） FAX. 03-3863-5360
 〒132-8562 東京都江戸川区松江5丁目10-9
 TEL. 03-3652-7631（代） FAX. 03-3652-8083
 〒601-8206 京都府京都市南区久世大藪町510
 TEL. 075-933-3060（代） FAX. 075-933-4025
 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津4-12-17
 TEL. 092-626-8111（代） FAX. 092-626-8112

本 社

東京支社

京都支社

福岡営業所

「つながる Factory Automation」をコンセプトに、省

人化・省力化に特化した先進的なシステムをご紹介し

ます。

今まで重労働かつ生産性を妨げる原因となる加工機へ

の紙積み作業を無くし、より効率的な生産を可能にし

ました。進化した Factory Automation を、ぜひ実機

でご体感ください。

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

～つながるFactory Automation～

完全予約制 TEL:03-3652-7631

展示会へお越しいただく皆様へ
ご来場の皆様には、マスクの着用と検温および入場の際の消毒液のご利用
にご協力をお願い申し上げます。スタッフも皆様の安全の確保を最優先に、
新型コロナウイルスの感染拡大防止に、万全の態勢で進めてまいります。

2022年5月18 水 ▶5月20 金
開催時間 ： AM10:00～PM6:00 (20日：PM5:00まで）

新型コロナウイルス感染防止の為、完全予約制とさせていただきます。
事前予約のうえ、ご来場をお願い致します。
ご来場のご予約やお問い合わせは、弊社営業にお問い合わせください。

ホリゾン・ジャパン株式会社

セミナーも同時開催予定！！  ※詳細は別刷りチラシをご覧ください 

つながるFactory Automation



皆様のご来場をお待ちしております。（完全予約制）
注目のプロダクトラインのご紹介みどころ

協働ロボットパレタイズ

上製本下固対応書籍製本システム
上製本の多品種少量生産に対応する製本システムを実現
無線綴じ機 BQ-500 は、見返し貼付け装置 ESF-1000 と寒
冷紗供給装置 GF-500 を使用することで、本身に見返しを貼
り付け、寒冷紗を使用した上製本の下固製本を行うことが可
能です。バリアブル生産が可能なため、多品種少量生産に対
応した効率的な製本システムを実現できます。また、各機器
の連動設定は簡単に切り替え可能なため、一台の無線綴じ機
で並製本と下固製本の両方に対応できます。

新商品

菊判全判クロス折機 + ロボットパレタイズシステム
ロボットパレタイズでワンオペレーションを実現
協働ロボットが、折丁をパレットに積載する作業を行います。
折り作業から荷崩れしにくい効率的なパレット作業まで、
完全自動化を実現したシステムです。

ロータリーダイカットインライン折機システム

紙製ファイルの作成制作に最適なシステムです。型抜きから折り、
糊付けまでの工程をインラインで実演します。

寒冷紗供給装置
GF-500本身供給装置

LBF-500
見返し貼付け装置
ESF-1000

無線綴じ機
BQ-500

寒冷紗
寒冷紗供給装置 GF-500

本身
無線綴じ機 BQ-500

見返し
見返し貼付け装置 ESF-1000

パイル式プレススタッカー
PSX-56

菊判全判クロス折機
AF-764AKL

新商品

クリアファイルに代わる商材でSDGsや脱プラに貢献

極少～中ロット向け無線綴じ製本システム

今回実機展示はありませんが、注目の極少～中ロット向け無線綴じ
製本システムをセミナーでご紹介します。
万力丁合機からの折丁給紙・無線綴じ・三方断裁工程までを自動化
した無線綴じ製本ラインです。従来のオフセット印刷向け無線綴じ
システムに比べ、セット替え時間が極端に短く、オペレーションも
2～3人の少人数で稼働可能です。
従来の設備では手間と時間がかかっていた、極少～中ロットのオフ
セット印刷物の製本に最適なシステムですので、ぜひセミナーをご
聴講下さい。

新商品

ロットの少ないオフセット印刷物を効率的に製本可能

新商品 無線綴じ機
BQ-500

万力丁合機
MG-600

三方断裁機
HT-300



筋入れ折機
CRＦ-362

ペラ丁合鞍掛け中綴じ製本システム
StitchLiner Mark III 

無線綴じ機 iCE BINDER
BQ-500

三方断裁機 iCE TRIMMER
HT-300

上製本下固対応書籍製本システム
GF-500 + BQ-500 ＋ LBF-500 ＋ ESF-1000

菊判全判クロス折機 + ロボットパレタイズシステム
AF-764AKL + PSX-56 + 協働ロボットパレタイズ

四六判半裁 ・ 全自動紙折機 + 横型プレススタッカー
AFV-566FKT + PST-44

菊判半裁 ・ 自動ミシン機
VP-66AF

自動無線綴機1クランプタイプ + 筋入れ機
BQ-160 + CRB-160

自動無線綴機1クランプタイプ
BQ-270V

油圧断裁機
APC-660

油圧断裁機
APC-450

除電式紙揃機
PJ-200

中綴じ折製本システム
VAC-2000 + ST-40 + SPF-200A
 + HP-200A + FC-200A

2点式 ・ 自動小物折機 /折丁計数機
AF-406Ｔ6Ｆ / VC-1 

自動小物折機 
AF-402

新商品

新商品 新商品

10号館

8号館

9号館

ロータリーダイカットインライン折機システム
型抜き装置 RD-N4055 + 給紙装置 FFU-N4055
 + 分離装置 SPC-N4055 + 紙折機 AFV-564SA

新商品

皆様のご来場をお待ちしております。（完全予約制）注目の商品を展示会場でご体感ください！

自動紙折機 
PF-40L



8号館
iCE Series
● iCE LiNK
● BQ-500 （無線綴じ機4クランプタイプ ）　
● HT-300 （三方断裁機）
上製本下固対応書籍製本システム 新商品
● GF-500 + BQ-500 ＋ LBF-500 ＋ ESF-1000
菊判全判クロス折機 + ロボットパレタイズシステム 新商品
● ＡＦ-764AKL ＋ PSX-56 （菊判全判クロス折機 + 協働ロボットパレタイズ）

9号館
紙折り機・ミシン筋入れ加工機
● AFV566FKT ＋ PST-44 （四六判半裁 ・ 全自動紙折機 + 横型プレススタッカー）
● AF-406Ｔ6Ｆ / VC-1 （2点式 ・ 自動小物折機 /折丁計数機）
● AF-402 （自動小物折機） 新商品
● PF-40L  （自動紙折機）
● VP-66AF （菊判半裁 ・ 自動ミシン機)
● CRＦ-362 （筋入れ折機）
● CRB-160 （筋入れ機）
中綴じ製本システム
● VAC-2000 ＋ ST-40 ＋ SPF-200A ＋ HP-200A ＋ FC-200A
   （中綴じ折製本システム）
● StitchLiner Mark III （ペラ丁合鞍掛け中綴じ製本システム）

無線綴じ製本
● BQ-270V （自動無線綴機1クランプタイプ）
● BQ-160 （自動無線綴機1クランプタイプ )
断裁機・周辺機器
● APC-660 （油圧断裁機）
● APC-450 （油圧断裁機）
● PJ-200 （除電式紙揃機）

10号館
ロータリーダイカットインライン折機システム 新商品
● 型抜き装置 RD-N4055 / 給紙装置 FFU-N4055
分離装置 SPC-N4055 / 紙折機 AFV-564SA

出展機種・会場のご案内
＊都合により出展機種に変更がある場合があります。
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8号館商談コーナー

ロータリーダイカット
インライン折機システム

HT-300

BQ-500

ＡＦ-764AKL + PSX-56

PJ-200AFV-566FKT ＋ PST-44
StitchLiner MarkIII 

BQ-270V BQ-160

AF-406Ｔ6Ｆ

VC-1

APC-660

APC-480

VP-66AF

CRＦ-362 

CRB-160

AF-402

中綴じ折製本システム

上製本下固対応
書籍製本システム 

商談コーナー

ロータリーダイカット
インライン折機システム

HT-300

BQ-500

ＡＦ-764AKL + PSX-56

PJ-200AFV-566FKT ＋ PST-44
StitchLiner MarkIII 

BQ-270V BQ-160

AF-406Ｔ6Ｆ

VC-1

APC-660

APC-450

VP-66AF

CRＦ-362 

CRB-160

AF-402

中綴じ折製本システム

上製本下固対応
書籍製本システム 

ワークフローシステム 

菊判全判クロス折機 + ロボットパレタイズシステム菊判全判クロス折機 + ロボットパレタイズシステム

ワークフローシステム 11号館

セミナー会場

PF-40LPF-40L


