
卓上紙折機  PF-P3200

PF-P3200
卓上紙折機

折り作業の効率化に
素早く、正確な折り性能で応えます



クラス初の大容量スタッカ式給紙トレイ搭載 ！!
折りスピードは最高240 枚 /分（A4二つ折）
オフィスの作業効率をアップさせる、最新の機能を揃えました。

 用紙をのせて紙サイズと折形を選ぶだけの簡単セットアップ

用紙をセット サイズ・折形の選択 スタート できあがり

快適に作業を行うための4つのステップ
ステップ 1（静音モード）
クラストップレベルの静音性を実現ししたことで、作動音によるスト
レスから解放されます。高速モードに比べ 70% の音圧を軽減しま
す。

ステップ 2（標準モード）
ホリゾン独自の駆動制御（特許登録済み）により、140 枚 / 分 (A4
二つ折 ) の高速折りでありながら、折り音を軽減します。

ステップ 3（高速モード）
処理速度 175 枚 / 分（A4 二つ折）の高速度で幅広い用紙や折形
に対応できます。

ステップ 4（超高速モード）
最高 240 枚 / 分（A4 二つ折）で処理が可能です。厚紙の折りに
も最適です。（最大 157 g/㎡）

カンタン操作で折形自動設定
誰もが簡単に操作できるコントロールパネルを使用して用紙サイズ
と折形を選択すると、各部が自動セットされます。二つ折、三つ
折、片袖折等6種類の折形が登録されており、多様な折り用途に
お応えします。

毎分240枚の高速処理
大量の DM 作成や、急な資料の作成等にも、最高 240 枚 / 分

（A4 二つ折）の処理能力で、急ぎの折り作業をサポートします。

■ 折形

二つ折 四つ折 片袖折 外三つ折 内三つ折 観音折

高速セットアップ
高精度のステッピングモーターを採用し、高速かつ正確なセット替
えを実現しました。また、セット替え時の動作音も軽減しました。

A3片袖折からA4内三つ折へのセット換え

従来機
従来機

20（秒）151050

PF-P3200 ５秒

従来機 17.5 秒

セット換え時間：従来機の３分の１以下に削減。

簡 単 操 作

1 2 3 4
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640枚の大容量給紙
大容量の給紙トレイを装備してい
るため、一度の給紙で最大640枚

（上質紙 64 g/㎡）の用紙を折る
ことができます。棚上下モータの
採用により、極めて細やかな棚制
御が可能になり、最初から最後ま
で安定した給紙が行えます。

シンプルな操作パネル
誰もが迷わず操作ができるシンプ
ルな操作パネルを装備しています。
セットから操作までの流れが一目
でわかるレイアウトです。

拡張パネルとメモリー機能
規格外の寸法の用紙や、特殊な
折形は、拡張パネル内のテンキー
による寸法入力で設定できます。
また、設定したサイズ ･ 折形を 8
パターンまで記憶することができ
ます。

用紙をきれいにスタック
折り上がった用紙のハンドリング
をスムーズに行えるコンベア式の
排紙トレイを装備しました。折り加
工後の用紙をきれいにスタックし
ます。

簡単メンテナンス
専用工具を必要としませんので、折りローラの清掃や交換はワン
タッチで簡単に行えます。

排紙ローラを取り外します。 バックル部を倒してローラを外し、
清掃または交換します。

クロス折 / ダイレクトメール折にも対応
ダイレクトメール折や 8 ページ折り
などの複雑な折りにも対応してい
ます。標準付属のクロス折用ロー
ラの使用で簡単にクロス折が可能
です。

静電気によるトラブルを軽減します
デジタル印刷物や、冬などに静電気によってデリバリー部の排出
トラブルが発生する場合は、間欠給紙が有効です。

図面折りにも対応
図面番号順に出力された図面を裏向けに給紙トレイにセットすると、
折り加工後の図面は番号順に積み重ねられます。排紙後に並べ直
す必要がないため、作業者の負荷を低減できます。

安定した用紙搬送
クラス最多、5 本の折りローラを使用しています。各折りローラが
用紙を一枚一枚確実に搬送し、安定した折り精度を実現します。
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給紙ローラ折りローラ

1ストッパー

2ストッパー

給紙部排紙部

■ 用紙の流れ
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裏面にセット番号順に排出

クロス折用ローラ
ダイレクト
メール折

クロス折



210215/PFP3200/09J

卓上紙折機  PF-P3200

＊ このカタログの記載内容は、2021 年 2 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。

PF-P3200 仕様
設置タイプ 卓上
給紙方式 フリクション方式

用紙サイズ
幅

長さ

幅 × 長さ
最大 311 × 432 mm
最小 65 × 90 mm
A3 / B4 / A4 / B5

紙質
上質紙：52 ～ 157 g/㎡（四六判連量45 ～ 135 kg)
同等の更紙、中質孔版紙、中質紙
※ただし、127.9 g/㎡ (四六判連量110 kg）以上は四つ折不可。

給紙積載量 最大55 mm（自動昇降式水平テーブルにより 640枚積載可能）
折形 二つ折・四つ折・片袖折・外三つ折・内三つ折・観音折

処理速度 200 枚/分 （B4 二つ折時 50 / 60 Hz）
240 枚/分 （A4 二つ折時 50 / 60 Hz）

電源 単相 100 V, 50 / 60 Hz
消費電力 単相 100 V, 50 / 60 Hz, 100 W

機械寸法 幅1,000×奥行517×高さ623 mm（使用時）
幅829×奥行517×高さ623 mm（収納時）

質量 38 kg

その他の機能

静音モード
排紙コンベヤ付き
定形サイズ折り位置自動セット
定形外サイズ折り位置自動セット
折り位置メモリー機能
折りローラ脱着レバー付き
４桁プリセットカウンター
斜行調整レバー付き
給紙間隔調整機能

 ⿎ 専用台 （MT-330)

  ゴム洗浄液………………２本
  二枚差防止パット………４個
  給紙ローラ………………２個
  折りローラ………………２本

 ⿎ メンテナンスキット

ホリゾンの紙折機 PF-P シリーズ
 

PF-P3200 PF-P3110 PF-P3300
給紙方式 フリクション方式 フリクション方式 エアーロータ方式

用紙サイズ(幅 × 長さ) 最大 ： 311 × 432 mm
最小 ： 65 × 90 mm

最大 ： 302 × 430 mm
最小 ： 65 × 108 mm

最大 ： 310 × 432 mm
最小 ： 120 × 130 mm

紙質 上質紙52 ～ 157 g/㎡
（四六判連量45 ～ 135 kg)

上質紙52 ～ 128 g/㎡
（四六判連量45 ～ 110 kg)

上質紙52 ～ 157 g/㎡
(四六判連量45 ～ 135 kg)

給紙積載量 最大 55 mm 最大 30 mm 最大 50 mm

処理速度 200 枚/分 (B4 二つ折時)
240 枚/分 (A4 二つ折時)

高速モード：251 枚/分 (A4 二つ折時)
標準モード：140 枚/分 (A4 二つ折時)
静音モード：84 枚/分 (A4 二つ折時) 

250 枚/分(A4 二つ折時)

自動調整機能 
ローラ隙間圧調整 2段階の調整可能 2段階の調整可能 2段階の調整可能

 ■ PF-Pシリーズ仕様比較表

 ■ PF-P3110 : セミオートタイプ  ■ PF-P3300 : エアー給紙・フルオートタイプ

PF-P3200 のオプション


