
紙折機  AF-406 シリーズ

調整時間を
　　極限まで短縮する
　　　　新時代の紙折機

紙折機 AF-406F / AF-406FL / AF-406S / AF-406SL

AF-406シリーズ
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高精度な全自動セット機能が、セット替え時間短縮と損紙削減に
絶大な効果をもたらす

特　長

1. 高度な自動設定 – 大型カラータッチパネルディス
プレイに、用紙サイズと折形を入力するだけで各
部が自動セットされます。各部の高精度な自動設
定により、短時間でセット替えが可能です。

  （このカタログの自動設定箇所には、　　　　　　　　　のマークが掲載されています。）

2. 医薬品添付文書（能書）に対応 – 高精度な折りを
可能にする硬質ウレタン折りローラにより、添付
文書など独特の薄紙も対応可能です。給紙と排紙
の両方で枚数をカウントするダブルカウント機能を
標準装備しており、折り枚数が厳しくチェックされ
る能書折りに対応できます。バーコードリーダー、
紙面検知器などのオプションも充実しています。

3. 安定した給紙 – 優れた紙サバキと給紙台制御に
よって、安定した給紙が可能です。 最小 50×
100mm（オプションにより、50×60mm にも対
応可）の用紙に対応でき、小物折りが可能です。

4. 筋入れ調整時間を短縮 – 筋入れ刃調整機構によ
り、刃の位置調整が容易になりました。また排紙
ベルトユニットが移動可能で、筋入れの調整時間
を大幅に短縮しました。

  （このカタログの自動設定箇所には、　　　　　　　　　のマークが掲載されています。）
406F自動  （このカタログの自動設定箇所には、　　　　　　　　　のマークが掲載されています。）

406S自動

5. 折りローラを4種類ご用意 – 調整が容易な「発泡
ウレタンローラ（サンドイッチ）」、高耐久性で 2 番
機に最適な「硬質ウレタンローラ（サンドイッチ）」、
能書折など薄紙の折りのために開発した「硬質ウ
レタンローラ（全ゴム）」、「硬質ウレタンローラ（全
ゴムサンドイッチ）」の 4 種類をご用意し、さまざま
なニーズにお応えします。

6. メモリー機能を搭載 – バックルストッパー寸法、
ローラギャップ枚数、ベルト速度などの設定値を
200 ジョブまでメモリー登録しておくことが可能で、
リピートの折り作業を行うとき、すばやくセッティ
ングできます。

7. 2点構成の柔軟なシステム構成 – 2 点構成（1 番
機：6 枚バックル、2 番機：6 枚バックル）で、用
途に合わせたフレキシブルなシステム構成が可能
です。平行接続、直角接続により、幅広い折りパ
ターンに対応します。

8. 大判の能書折にも対応 – 用紙長さ 1,100mm ま
で可能な AF-406FL, AF-406SL で、大判の能書
折にも対応できます。

9. JDFワークフローシステム – 製本工程の全体最
適化を可能にするホリゾンの JDF ネットワークフ
ローシステム（pXnet）に拡張が可能です。



紙折機  AF-406シリーズ

3

高精度な全自動セット機能が、セット替え時間短縮と損紙削減に
絶大な効果をもたらす

平行１点式
平行６枚バックルによりチラシやカタログなどの折りが省スペース
で行えます。

写真: AF-406F+SCV-406+LT-40S（オプションのロングテーブル仕様）

写真: AF-406F+T-406F+SCV-406+LT-40S（オプションのロングテーブル仕様）

写真: AF-406FＬ+T-406F+ＳＣＶ-406

写真: AF-406F+T-406F+SCV-406+LT-40S（オプションのロングテーブル仕様）

平行 2 点式
6枚バックルのユニット２点を直線レイアウトし、最高10回のジ
グザグ折りが可能で、複雑な折りなどに対応できるレイアウトで
す。

流し台ロングタイプ
流し台長さ1,100mmのAF-406FL, AF-406SLで、長い用紙も高
精度に折ることができます。

直角 2 点式
6枚バックルのユニット２点をライトアングルコンベヤで連結し、
能書折やＤＭ折などに対応します。厚紙や印刷のイメージ割れが起
こりやすい印刷物には、１点目で筋を入れ、２点目で折ることで対
応が可能です。
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1  タッチパネル

　大型カラータッチパネルディス
プレイに、用紙サイズと折形を入力
するだけで、高精度のステッピング
モータによって各部が自動セットさ
れます。ローラギャップは、0.005 
mm単位で、バックルストッパーは
0.1 mm単位で、タッチパネルから
調整が可能です。

 ローラギャップ 
折りローラギャップは、用紙を1枚挟むだけで、厚さを測定し、全
てのギャップを自動計算
します。折りパターンに
応じてローラギャップが
自動セットされるので、
1 箇所ずつ紙を挟む手間
がありません。

2  サクションヘッド / 横吹きエアー

　新開発のサッカーヘッドにより、
耐久性が大幅にアップしました。給
紙台制御の改良により、サイズの小
さな用紙を安定して行えます。エ
アー調整が簡単に行え、給紙の難し
い用紙にも対応します。横吹きエ
アーの採用で、より安定した給紙が
可能です。

4  流し台

　静電気防止の表面加工が行われて
いるため、静電気による搬送の問題
を軽減します。独自の設計により、
薄紙から厚紙まで、傷のつかない安
定した搬送を行います。抜群の用紙
寄せ機能で、ばらつきの無い安定し
た折り精度を実現します。

3  給紙ロータ

　高品質のポリウレタンロータが、
高速でも傷の生じない給紙を行い
ます。給紙タイミング、給紙間隔な
どの調整がタッチパネルから行えま
す。小さな用紙を給紙する場合は、
サクションヘッドを使用せずに、給
紙ロータのみの給紙も可能です。

 超音波センサー 
超音波の透過率で検知するため、ベ
タ刷りなど印刷の状態に影響を受け
ることなく、確実に二枚差しを検出
します。
（AF-406SL/S には、メーカーオプションで取付可能で
す）
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写真: AF-406FＬ+T-406F+ＳＣＶ-406

406F自動

406F自動

406F自動 テーブルガイド
406S自動 流し台定規位置

406F装備

5
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7  折りローラの駆動

　駆動部にクロスカップリングを採
用し、紙の厚みや折り形による折り
精度への影響を軽減しました。長時
間の運転でも安定した折りが可能で
す。ホリゾン独自のベルト駆動を採
用し、確実なローラの駆動と騒音の
軽減を実現しました。

10   ライトアングルコンベヤ

　１点目と直角に連結し、能書折り
やＤＭ折りなど、複雑な折りに対応
します。

 ２番機コンベヤ定規位置 
コンベヤ定規は、用紙の幅に合わせ
て、自動セットされます。

5  バックル

　特殊加工されたバックルプレート
は摩擦が少なく、静電気による折り
ズレなどを防ぎます。タッチパネル
からの入力に合わせて、バックルス
トッパー位置を自動でセットしま
す。バックルストッパーはデフレク
ターと兼用で、面倒な交換が不要で
す。
　ゲート出量調整ツマミ
によって、バックルゲー
トの出代を調整できます。
　バックルボルトの目盛
りに合わせて、バックル
と折りローラの距離を容
易に調整することができ、初期セット値への復帰も簡単です。

6  折りローラ

　折りローラは、4種類をご用意し
ています。仕上がり最小20mmの
小物折りを可能にし、長時間の作業
においても、常に安定した精度の高
い折りを実現します。

9  搬出ベルトユニット

　搬出ベルトユニットを外側へスラ
イドできるので、筋ローラの位置調
整が容易に行えます。

11 デリバリーコンベヤ（オプション）

 ショートコンベヤ：SCV-406 
排紙位置に合わせて、高さ調整が可
能なコンベヤです。

 縦整列コンベヤ：ED-40S 
小物折りを縦整列します。バッチ
キッカーを搭載しており、任意の枚 
数での区分けが可能です。

8  ミシン / 筋入れ加工

　ミシン加工、筋入れ加工、スリッ
ター加工が行えます。筋入れのセッ
トはウレタン製のみぞ入り筋入れ下
ローラの採用で筋位置の調整が容易
に行えます。筋シャフトの脱着が簡
単に行えます。

 筋入れ調整ガイド 
筋入れ刃の固定位置を案内する機構によって、
0.1 mm単位で筋位置の調整が可能です。筋位
置の読み取りも可能で、読み取った位置をメ
モリー登録しておくことができ、リピート作
業に役立ちます。
（AF-406SL/S には、メーカーオプションで取付可能です）

発泡ウレタンローラ（サンドイッチ）
RL-406-S

ゲート出量調整ツマミ バックルステーのボルト

硬質ウレタンローラ（全ゴムサンドイッチ）
RL-406-H3

硬質ウレタンローラ（全ゴム）
RL-406-H2

硬質ウレタンローラ（サンドイッチ）
RL-406-H1

406F自動
406S自動 バックルストッパー位置

406F自動

406F自動

SCV-406
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プレスローラユニット PR-40S

縦型デリバリ－ ED-40S

作業効率をアップさせる周辺機器

406Aと後処理の接続可否表
紙折機 プレスローラ

ユニット 縦型デリバリ－ 接続可否 BG-406

AF-406A※4

T-406A※4

PR-40 ※4

○ 必要
ED-40 ※4 ○ 必要
ED-40S ×

PR-40S
○ 不要

ED-40 ※4 ×
ED-40S ○ 不要
ED-40 ※4 ○ 不要 ※5

ED-40S ○ 不要

紙折機 ナイフユニット 接続可否 BG-406

AF-406A※4
T-406A※4

KTU-40 ○ 必要
MKU-38 ○ 必要
MKS-32 ○ 必要

※ 3: AF-406A/T-406Aには BG-406 は標準付属です。
※ 4: 生産終了機種です。
※ 5: BG-406 を使用した方が、作業しやすくなります。

406F/FLと406S/SL 後処理の接続可否表
紙折機 プレスローラ

ユニット 縦型デリバリ－ 接続可否 BG-40S

AF-406F ※1

AF-406FL ※1

AF-406S ※1

AF-406SL※1

T-406F ※2

T-406S ※2

PR-40 ※4

○ 必要
ED-40 ※4 ○ 必要
ED-40S ×

PR-40S
○ 不要

ED-40 ※4 ×
ED-40S ○ 不要
ED-40 ※4 ○ 必要
ED-40S ○ 不要

紙折機 ナイフユニット 接続可否 BG-40S

AF-406F ※1

AF-406FL ※1

AF-406S ※1

AF-406SL ※1

T-406F ※2

T-406S ※2

KTU-40 ○ 必要

MKU-38 ○ 必要

MKS-32 ○ 必要

※ 1: AF-406F、AF-406FL、AF-406S、AF-406SLには BG-40Sは付属しません。
※ 2: T-406F、T-406Sには BG-40Sが含まれます。

※ 4: 生産終了機種です。

 PR-40S  プレスローラユニット

4,000Nの強力プレスで折りのふくらみを確実にプレスし、
美しい仕上がりを実現します。タイトな仕上がりのため、効
率のよい梱包が可能です。

 ED-40S  縦型デリバリ－

縦整列により梱包時のハンドリングの効率がアップします。
区分け機能により正確な計数管理が行えます。

406F/FL, 406S/SL,406A 接続組み合わせ表
1番機 2番機 接続可否

AF-406F
AF-406FL

T-406F
○

T-406S

T-406A ※4 △ 制御ソフトの変更、およびコネクター
中継ボックス（オプション）が必要です。

AF-406S
AF-406SL

T-406F ×
T-406S ○

T-406A ※4 △ 制御ソフトの変更、およびコネクター
中継ボックス（オプション）が必要です。

AF-406A ※4
T-406F ×
T-406S △ 制御ソフトの変更が必要です。

※ 4: 生産終了機種です。

406F/FLと406S/SLの相違点一覧表
ユニット 項目 406F/FL 406S/SL

給紙部
サッカーヘッド位置調整 手動 手動
テーブルガイド 自動 手動

流し台部 流し台定規位置調整 自動 自動

折り部

ローラギャップ調整 自動 手動
バックルストッパ位置 自動 自動

筋入れ調整ガイド あり
無し
※メーカーオプ
ションで取付可能

2番機 2番機コンベア定規位置 自動 手動
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平行1点式 平行2点式 
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3,830（406FL/406SL）
3,020（406F/406S）

2,948（406FL/406SL）
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直角2点式 オプションで拡張接続
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2,948（406FL/406SL）
2,138（406F/406S）

586

289

4511,671
3,075

882
152

471

3,227

1,814

471

586

289

2,948（406FL/406SL）
2,138（406F/406S）

3,370（406FL/406SL）
2,560（406F/406S）

3,724（406FL/406SL）
2,914（406F/406S）

1,671
3,180

987

451

992 1,814

3,332

機械寸法 （単位：ｍｍ）
機械の周囲に約700mm のスペースを確保してください。
機械の保守、点検のために必要なスペースです。

 AF-406F/406FL 

 AF-406F/406FL 
 AF-406S/406SL 

 AF-406S/406SL  T-406F/406S 
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寸法図は標準テーブル仕様です。

寸法図は標準テーブル仕様です。

寸法図は標準テーブル仕様です。 寸法図は標準テーブル仕様です。
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＊ このカタログの記載内容は、2021年 5月現在のものです。
＊ 安全にお使いいただくために、ご使用の前にユーザーズマニュアルをよくお読みの上、正しくお使いください。
＊ 商品の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
＊ 環境や条件により、仕様が変動することがあるため、十分な事前確認の上でご使用ください。

ロングテーブル LT-40S 超音波センサー ＳＤ-40Ｓ ※AF-406SL/Sのみオプション

ウォータースコアリング バーコードリーダー BR-40S

延長バックル LB-40Ｓ 観音折バックル GFB-40

反転バックル RB-40 筋入れ調整ガイド ＳＮ-40Ｓ ※AF-406S/SLのみオプション

ズレ検知センサー AD-40Ｓ コネクタ中継BOX FABOX-40S

溝裁ちセット AF-ST4S 端切りセット AF-ET4S

AF-406F/FL AF-406S/SL 仕様
機械構成 平行バックル6枚/平行バックル6枚

用紙サイズ
幅

長さ

幅 × 長さ
最大 430 × 660 mm
※オプションLT-40S使用時：長さ900 mm
まで給紙テーブルに積載可能
※AF-406FL, AF406SL：長さ1,100 mm 
まで可能
最小 50 × 100 mm
※オプションで長さ60 mmまで可能

流し台長さ AF-406F / AF406S: 740mm
AF-406FL / AF406SL: 1,100mm

紙質 非塗工紙 33 ～ 157 g/m2（四六判連量 28.4 ～ 135 kg）
塗工紙 73 ～ 157 g/m2（四六判連量 63 ～ 135 kg）

ベルト速度 30 ～ 180 m / 分
処理速度 サクションヘッド　30,000サイクル/時

バックル折長さ

1番機
（AF-406F/406S, 
AF-406FL / 406SL）

第1/第3/第5バックル 20 ～ 350 mm
※第1バックルでオプションLB-40S使用時：
20 ～ 430 mm
第2/第4/第6バックル 20 ～ 280 mm

2番機
（T-406F / 406S） 第1 ～第6バックル 20 ～ 280 mm

エアーポンプ 標準付属

電源 1番機：3相 200 V, 50 / 60 Hz
2番機：単相 200-240 V, 50 / 60 Hz

機械寸法

1番機（AF-406F / 406S）
幅2,138 × 奥行922 × 高さ1,457 mm
1番機（AF-406FL / 406SL）
幅2,938 × 奥行922 × 高さ1,457 mm
2番機（T-406F / 406S）
幅1,671 × 奥行858 × 高さ1,285 mm

PR-40S 仕様

用紙サイズ
幅

長さ

最大幅 400 mm
最小幅 30 mm
最小長 25 mm※

※25 mm以上であっても折丁の開き具合によっては搬
送および前後処理機との受け渡しができないことがあり
ます。

折丁厚さ 最大 3 mm
ベルト速度 30 ～ 180 m /分
プレスローラ本数 プレスローラ×1
電源 単相 200 ～ 240 V, 50 / 60 Hz
機械寸法 幅791 × 奥行657 × 高さ1,066 mm

ED-40S 仕様

用紙サイズ

最大 幅 400 mm
最大 高さ 150 mm
最小 幅 30 mm
最小 高さ 20 mm※

※20 mm以上であっても折丁の開き具合によっては搬送および前処理機と本機間
で受け渡しができないことがあります。

折丁厚さ 最大 3 mm
スタック量 最大 395 mm  最小 5 mm
ベルト速度 30 ～ 160 m /分
区分け量 最小区分け枚数  5枚
電源 単相 200 ～ 240 V, 50 / 60 Hz
機械寸法 幅982 × 奥行624 × 高さ1,153 mm

オプション・周辺機器
下記以外に、オプションや周辺機器が豊富にございます。詳しくは弊社の営業にお問い合わせください。

ナイフユニット MKS-32 ナイフユニット KTU-40

モバイルナイフユニット MKU-38 プレススタッカー PST-66


