
高速無線綴ライン  CABS6000

CABS6000
高速無線綴ライン

丁合、製本、三方断裁まで
　　インライン処理できるシステム
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1.  丁合から三方断裁までのインラインで時間6,000冊の高速生産を実現します。

2. 高精度で素早いセット替えとタッチパネルでの直感的でやさしい操作により少量生産から大量生産まで幅広
いニーズに対応します。

3. 交換式のメルトタンクユニットを採用し、EVAと PURのどちらのホットメルトにも使用が可能です。

4. 最小A6サイズから最大B4サイズまでの幅広いサイズの製本がインラインで行えるため、様々な製本サイ
ズの要求にも対応します。

5. オプションの丁合機スタッカー (ST-600) により、オフラインでの丁合作業が行えます。また、オプション
の選別装置 (RU-600) を装備することで、丁合ミスでのシステムストップのロスを省きノンストップでの稼
動が行えます。

6. 要求が高くなってきている品質管理にも乱丁検知、厚さ検知、重量検知、冊子長さ検知機能等の充実装備で
対応します。

7. 	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。

CABS6000 の特長

CABS6000 は直感的な操作性、高度な自動化、高速生産、
高い品質管理への対応、そして様々な製本要求への順応
性を満たすフラッグシップモデルの無線綴じ製本ライン
です。



MG-600 6 駒万力丁合機 Gatherer
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オプション

丁合機スタッカー (ST-600)
オプションの丁合機スタッ
カーを装備することで、丁合
作業が可能です。

1.  最大６連結 (36駒 ) までの拡張が可能です。

2. タッチパネルからの直感的な操作性を実現します。

3. オプションの乱丁検知器 (IC2-MG600) により、積み間違いによ
る乱丁の検知が行えます。

4. 丁合作業の使用駒や検知センサのセット状態等をメモリー登録する
ことが可能です。

5. オプションの丁合機スタッカー (ST-600) の使用でオフラインでの
丁合作業が行えます。

給紙部
給紙が安定した万力方式を採
用。ランプで各駒の給紙状態
をお知らせします。

オプション

乱丁検知器 (IC2-MG600)
高性能カラーカメラが乱丁を
検知します。用紙の反対積み
等の作業ミスによる不良本も
未 然 に 防 ぎ ま す。 カ メ ラ で
撮影した画像はタッチパネル
ディスプレイに表示される為、
確認の操作も行えます。カラー
印刷物の判別も可能です。

オプション

手差しユニット (HF-600)
駒数を超える丁合物や、給紙
の難しい紙質の用紙を手差し
供給することができます。

オプション

選別装置 (RU-600)
ミス丁合（二枚差し、空差し、厚さ検知エラー）
を識別し、搬送ラインから取り除きます。丁合機
を止めることなく、ノンストップでの稼動が可能
です。

操作部
６駒ごとにある大 型カラー
タッチパネルディスプレイで、
全ての集中操作が可能です。
丁合作業の設定情報を メモ
リー登録することができます。

オプション

厚さ検知装置 (TD-600)
操作は大型タッチパネルディスプレイにより 簡単にセットで
きます。丁合された本身の厚さを測定して落丁・増丁を検知し
て丁合機を止めます。オプショ
ン の 選 別 装 置（RU-600) を
使用すればノンストップでの
稼動が可能です。



1.  簡単な操作で、高精度な自動セットを実現します。

2. 時間6,000冊の高速生産が可能です。

3. EVAホットメルトとPURホットメルトが使用できます。

4. EVAタンクは正転式のりローラ3ヶ、逆転式スクレープローラ１ヶ
の４ヶローラ式により高速運転でも確実な糊の塗布を実現します。

5. ２ステーションのミーリング機構の採用で、より幅広い背加工が可
能です。リサイクル可能なひも状の切り屑を出すことも可能です。

SB-17/SB-17F 17 クランプ無線綴機
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表紙供給部（選択式）
チャック機構の表紙給紙により確実に表紙をグリップし、安定
した給紙と搬送を実現します。万全のミス検知装置を装備して
おり、積み間違い検知は高性能カラーカメラを採用し、二枚差
し検知は超音波センサーを採用しています。また、表紙の追い
積みも可能です。

オプション

寒冷紗供給装置 (GF-17)
上製本の本身を作成
するとき、テープ状
の寒冷紗を定寸カッ
トして供給します。

（SB-17F に は 接 続
できません）

SB-17 SB-17F 雁垂れ製本（フラッ
プカバー）が行えます。

デリバリー部
クランパーからデリバリー部に冊子の背にキズが付かないよ
うに搬送されます。また搬送の途中で、本身と表紙のズレを
冊子長さ検知でチェックします。オプションの重量検知装置
(WD-17) と合わせて不良品として選別された冊子は不良選別
装置 (RU-17) で搬送ラインから排出します。

筋入れ加工・小口のり部
表紙の筋入れ加工や小口のり

（オプション EP-09 が必要）
の塗布が行えます。筋入れ加
工は、4 本まで可能で、厚い
表紙でも美しい製本が可能で
す。

表紙整合・ニッピング部
製本サイズを入力することで、ガイドが自動セットされ、一
冊目から背文字が中央にピッ
タリと合います。本身に貼付
いた表紙を強力ニッピングし、
美しく仕上げます。運転中で
もニッピング調整や表紙位置
の調整が行えます。

オプション

製本サイズ入力装置 (SI-17)
実際に製本する本身・表紙を使ってサ
イズを測定し、その値を製本機に取り
込むことができるので、タッチパネル
ディスプレイ上からの入力が不要にな
ります。0.1mm 単位で寸法が入力で
きます。



SB-17/SB-17F 17 クランプ無線綴機 Perfect Binder
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メルトタンク部
EVA 背のりタンクは、3 つののりローラで本身に背のりを確
実に塗布します。メルトタンク内は 2 分割することも可能で、
異なる 2 種類ののりを使用し
て、より強力なのりの塗布が
できます。横のりの設定はタッ
チパネルディスプレイ上で、
簡単にセット変更が可能です。

本身自動供給部
丁合機から送られてくる本身にズレが
無いかを高さ検知センサーで検出し、
ジョガーで揃えながら製本機のクラン
パに供給します。手差しで搬送部から
挿入すれば A4 縦長サイズの製本をす
ること
もでき
ます。

オプション

重量検知装置 (WD-17)/ 不良選別装置 (RU-17)
製本された冊子の重量を重量検知装置で、一冊ずつ測定するこ
とで、落丁・表紙なしを検出します。不良選別装置では重量検
知装置や製本機内で不良と識別された冊子を排出します。

オプション

集積装置 (SS-110)
製本機から送られてきた冊子を、設定数まで積み重ねて（最大
100 mm)、三方断裁機に送ります。製本機や三方断裁機の製
本サイズのデーターによって自動セットされます。大型カラー
タッチパネルディスプレイで、セットの微調整が可能です。三
方断裁機へ連結されている冷却コンベヤの速度を自動制御し
ます。

オプション

冊子押さえコンベヤ (APP-110)
冷却コンベヤ上で、小口のり
を押さえる上側コンベヤです。

ミーリング部
クランパを一対の加圧ローラで挟み込むことで、ミーリングを
より正確に行います。2 ステーションのミーリング機構で、美
しい背加工を行い、美しく強度のある製本を行う準備を行いま
す。リサイクル可能な帯状の切屑にすることができます。ミー
リング部各種刃の回転数・ノッ
チングピッチは、製本速度に関
係なく、タッチパネルディスプ
レイで簡単に変更できます。ア
ジロ製本とミーリング製本の
セット替えも簡単です。

オプション

プリメルタ
メルトタンクののり量が少なくなると、あらかじめ溶かしてお
いたのりを自動供給します。ユーザーの要求に合わせて、のり
の供給設定をすることも可能です。EVA 用と PUR 用のプリ
メルタがあります。（営業にお問い合わせください。） 

オプション

EVA背のりタンク /PUR背のりタンク
EVA ホットメルトと PUR ホットメル
トがタンクユニットを交換することで
使用できます。

　　　連結搬送部

操作部
2 箇所にある大型カラータッ
チパネルディスプレイで、製
本サイズ、機能設定、周辺機
の設定、各部の詳細設定が入
力できます。

オプション

横のり供給装置 (TM-17)
横のりタンク内ののりが少なくなると、設定
した供給時間だけペレット状ののりを自動で
供給します。のりをペレット状で保存できる
ため、劣化が起こりません。



1.  簡単な操作で、高精度な自動セットを実現します。

2. 断裁サイクルは最高1,600サイクルから最低400サイクルまで
の13段階の切換が可能なため、積み重ね部で4冊積み重ねるこ
とにより時間6,000冊の高速運転が行えます。

3. 頑丈なフレームと耐久性の高い機構の採用で高精度な断裁を実現し
ます。

HT-110 三方断裁機 Three-knife Trimmer
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操作部
大型カラータッチパネルディ
スプレイで、断裁サイズ、断
裁スピード、プレス力、刃の
最下点調整などが簡単に設定
できます。わかりやすいアイ
コン表示で、トラブル時にも
機械の状態が一目で判断でき
ます。

冊子搬送部

エアー抜きプレスと突き揃え
機構により、冊子の揃いを良
くし、確実な断裁を可能にし
ます。

チャックプレート認識装置

冊子サイズに適したチャックプレートの LED が点灯します。
また、チャックプレートの交換は安全性を考えて作業しやすく
なっています。間違ってチャックプレートを使用することによ
る破損を防止します。

断裁部

断裁途中でも、小口刃は傾きと高さの微調整が、天地刃は高さ
の微調整が排出部からも可能です。これにより作業者が排出部
から移動することなく対応できます。切り屑は、カッターホル
ダーから出る強力エアーでスムーズに排出します。プレートや
刃の交換は安全性を考えて作業しやすくなっています。

オプション

切り屑排出装置 (TB-100)
三方断裁を行った後に発生す
る切り屑をエアーで搬送し、
集積します。

オプション

各種サイズ断裁用プレート
冊子サイズ別に断裁用上下プレートを、オ
プションで用意しています。
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HT-110 三方断裁機

CBF-SB CABS 用給冊装置

先端技術紹介 Advanced Features

PUR 対応

強く、そして環境にも優しいエコロジーな PUR 製本
PURとは、Polyurethane	Reactive の略で、製本特性とエコロジーの両面から注目をされているポリウレタンホットメルトです。

製本強度
現在、印刷形態の多様化が進むと共にカラー印刷物の無線綴じ需要
が増加しています。その中で、EVA ホットメルトではコート紙の製
本物で強度が出せない、また見開きを要求される製本の要求を満た
せないのが現状です。PUR ホットメルトは EVA ホットメルトで問
題になるオフセット機や、デジタル印刷機で刷られた印刷物に対し
ても十分な強度が出せ、また見開きも良い製本を可能にします。※ 1

耐熱 ･耐寒性
PUR ホットメルトは耐熱、耐寒性にも優れており、
EVA ホットメルトの温度耐性が 0℃～ 60℃に対
し、－ 20℃～ 120℃までの温度耐性があります。
地域や季節に関わらず、取扱いに困りません。

エコロジー
PUR ホットメルトで製本された本は用紙のリサイ
クル性があり、エコマークの取得が可能です。また、
使用時の糊温度も 120℃程度で EVA ホットメル
トよりも低く省エネルギーです。

EVA PUR

PUR ホットメルトは従来の EVA ホットメルトに比べ、抜群
の開口性を得られます。接着強度が高く塗布量を薄くするこ
とができるので、開きやすい本を作ることができます。※ 1

（※ 1: 製本条件により変わります。）

＊ PUR ホットメルトは、反応性ののりのため、冷えて固化するまで時間がかかるなど
取扱いに注意が必要です。また、PUR 製本に対応するためのシステム構成が必要に
なりますので、詳しくは営業にご相談ください。

上流の集積装置から搬送されてきた本身を製本機まで搬送します。オプションの用紙追加投入装置ASF-SB を使用
して、本身の手前側と奥側に用紙を追加することもできます。

1 コンベヤ部
バッファ機能付きのコンベヤで本身を搬送します。

2 供給部
本身コードを読み取るコードリーダーと、本身の厚さを測定
するセンサーがあります。供給部で測定された厚さ、または
本身コードによって呼び出されたジョブ情報を元に SB-17/
SB-17F と CBF-SB の搬送部が自動的にセット替えされます。

3 受け取り部
受け取り部の回転板で起こされた本身は、搬送ガイドの間を
通過して次のユニットへ搬送されます。

4 搬出部
搬送されてきた本身をジョガーでそろえてから SB-17/SB-
17F へ受け渡します。

5 用紙追加投入装置 ： ASF-SB（オプション）
搬送されてくる本身の手前側か奥側に用紙を追加します。3
台まで接続することが可能です。

1

2

4

3

5

5



オプション
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CABS6000 オプション設置名称図

MG-600

SB-17/SB-17F

HT-110

TB-100

CCG-100
HCG-100

APP-110
APP-100

WD-17

MG-600

RU-17

SS-110

UC-110

TD-600
RU-600 IC2-MG600

HF-600

CMP-075

R-17 DC-600 EU-600

ST-600
KB-17

冷却用コンベヤ（カーブ）

IC2-MG600
TD-600

HF-600

CMP-075

CST-600
ST-600

CVA-100
CV-101

SSP-101

EP-09
GF-17※ VS-17

AP-15

MG-600
SB-17/SB-17F

HT-110

SSP-101

CV-101

CVA-100

TB-100

HC-110

HCG-100

IC2-MG600

DC-600AP-15 R-17

EP-09
RC-15

GF-17※ VS-17 SC-17 KB-09

AFV-566DF/564DF+BBS-40L+CBF-SB+MG-600+SB-17/17F+HT-110連結時

MG-600+SB-17/17F連結時

MG-600+SB-17/17F＋ＨＴ-110連結時

HT-110単体使用時

MG-600単体使用時

PH-17

MU-17EVA
EVAプリメルタ

PURプリメルタ
MU-17PUR

SI-17 TM-17

PH-17

MU-17EVA
EVAプリメルタ

PURプリメルタ
MU-17PUR

SI-17 TM-17

MG-600bMG-600a
SB-17/SB-17F

HT-110

EVAプリメルタ

PH-17

MU-17EVA
MU-17PUR

PURプリメルタ

SI-17 TM-17 AP-15 R-17 R-17

RU-17

TB-100

CVA-100
CV-101

IC2-MG600

EP-09
GF-17※ VS-17

DC-600

RU-600

TD-600
HF-600

ASF-SB
CBF-SB
CBF-MG

SS-110

AI-56V

冷却用コンベヤ（直線）

APP-110
APP-100

BGV-56BBS

TB-564F

BBS-40L

RU-40L

CBF-CV3
P-ASF

DIFV-56

AFV-566DF/564DF

※ SB-17F には接続できません。

　　　詳細は、当社の営業担当まで
お問い合わせください。



オプション Option
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CABS6000 オプション一覧

万力丁合機	MG-600 オプション
型　　式 名　　称 備　　考

EU-600 丁合機延長ユニット MG-600 と SB-17 の間の搬送部で、重量検知装置を使用時に必要になります。

IC2-MG600 乱丁検知器 カメラで紙面を撮影し、用紙の積み間違いを検知します。

TD-600 厚さ検知装置 丁合物の厚さを検知して落丁、増丁を検知します。使用時は、手差しユニット HF-600 が必要になります。

ST-600 丁合機スタッカー MG-600 で丁合作業が行えます。使用時は、選別装置ＲＵ -600 または、単体用集積装置 CST-600 が必要となります。

RU-600 選別装置 ミス丁合物を識別してミス排出します。使用時は、手差しユニット HF-600 が必要になります。

HF-600 手差しユニット 駒数を超える丁合物や給紙の難しい紙質の用紙を手差し供給することができます。

　　　DC-600 連結搬送部 MG-600 から丁合物を SB-17 へ搬送する装置です。

　　　CST-600 単体用集積装置 MG-600 を単体で使用することに限った、搬送集積装置です。丁合機スタッカー ST-600 を連結することもできます。

　　　CU-600 搬送爪旋回部 MG-600 を単体で使用するとき、選別装置 RU-600 と連結したいときに必要になります。

CMP-075 コンプレッサ 0.75kW のコンプレッサです。厚さ検知装置 TD-600、選別装置 RU-600、丁合機スタッカー ST-600 を使用時、
他にエアー源が無い場合に必要です。

選
択

17 クランプ無線綴機	SB-17/SB-17F オプション
型　　式 名　　称 備　　考

R-17 連結ベルト装置 MG-600 と SB-17 の間の連結搬送装置です。

AP-15 挿入部エアーポンプ SB-17 の本身搬送補助エアー用ポンプです。

ー プリメルタ 詳細は、営業にお問い合わせください。

TM-17 横のり供給装置 横のり専用のペレット自動供給装置です。

SI-17 製本サイズ入力装置 製本する本身、表紙のサイズを測定し、その値を製本機に取り込むことができます。

RU-17 不良選別装置 重量不良や糊付き不良の製本物をミス排出します。三方断裁機連結時に必要です。

WD-17 重量検知装置 搬送中の冊子の重量を測定する装置です。使用時は、不良選別装置 RU-17 が必要になります。

SC-17 積載排出装置 三方断裁機 HT-110 を連結しないときに必要な排出装置です。

RC-15 排出用コロコンベヤ 積載排出装置 SC-17 の後に連結する 1 ｍのコロ排出用コンベヤです。

VS-17 排煙装置 無線綴機 SB-17 の上に設置する排煙装置です。

EP-09 小口のり装置 表紙と見返しを貼るためののり塗布装置です。

MU-17EVA EVA 背のりタンク EVA ホットメルトを塗布する装置です。

MU-17PUR PUR 背のりタンク 2 ローラ、スクレープローラで PUR ホットメルトを塗布する装置です。

GF-17 寒冷紗供給装置 テープ状の寒冷紗を定寸カットして供給する装置です。搬送ガイド付きです。（SB-17F には接続できません）

PH-17 外部加熱電源装置 メルトタンクを外部で予備加熱する電源部品です。

CBF-SB CABS 用給冊装置 糸かがりや仮のり綴じされたブックブロックを自動投入します。

連結搬送部オプション
型　　式 名　　称 備　　考

SS-110 集積装置 無線綴機 SB-17 で製本された冊子を設定数まで積み重ね、三方断裁機 HT-110 に搬送します。

UC-110 冊子押さえ装置 製本後の小口のり押さえ用の上側コンベヤです。

KB-09 渡り台 搬送部をまたいで渡るための台です。

KB-17 橋脚 MG-600、SB-17、HT-110 連結のときの渡り橋です。

　　　APP-100 冊子押さえ装置 冷却コンベヤ上で、小口のりを押さえる加圧スライド装置です。

　　　APP-110 冊子押さえコンベヤ 冷却コンベヤ上で、小口のりを押さえる上側コンベヤです。

ー 冷却用コンベヤ（直線・カーブ） スペースと用途に合わせて、直線型とカーブ型の冷却コンベヤがあります。

CCG-100 カーブコンベヤ用ガイド 冷却コンベヤ上で冊子搬送位置を訂正するガイド板です。

選
択

三方断裁機 HT-110 オプション
型　　式 名　　称 備　　考

HC-110 手差し用コンベヤ 三方断裁機 HT-110 を単体使用するときに冊子を手差しするための 1.3m のコンベヤです。速度変更が可能です。

HCG-100 手差し用ガイドセット 三方断裁機 HT-110 入り口部の冷却コンベヤ上にセットする冊子ガイドです。

ー 各サイズ断裁用プレート 冊子サイズの断裁用上下プレートです。

　　  CV-101 排出用コロコンベヤ（1 ｍ） 断裁後の冊子排出用の 1 ｍのコロコンベヤです。

　　  CVA-100 排出用アコーディオンコンベヤ 断裁後の冊子排出用の 1.5 ～ 3.8 ｍに伸縮するコロコンベヤです。

SSP-101 シリコン塗布装置 断裁時に製本物ののりが刃に付くのを防ぐため、シリコンを天地刃にスプレーします。

TB-100 切り屑排出装置 三方断裁後の切り屑を、エアーで搬送し集積します。

選
択
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システム構成
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機械寸法とシステム構成例 （単位：ｍｍ） ※ システム構成は、営業にご相談ください。
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システム構成 CABS6000

MG-600 仕様
給紙方式 エアーサクション形万力丁合

丁合駒数

６駒（6連結　最大36駒まで可能）
１連目：MG-600a
２～３連目/５～６連目：MG-600b
4連目：MG-600c

用紙サイズ 最大 天地385 × 小口275 ｍｍ
最小 天地148 × 小口105 mm

給紙積載量
上質紙折丁：最大 300 mm
コート紙折丁：最大 150 mm
紙質によりそれ以下になる事有り

搬送厚さ 最大 50 mm

丁合可能紙質 一般的な紙質の折丁 
上質紙四六判 55 kg、コート紙四六判 73 kg 以上のペラ丁

丁合可能折丁 4 ページ折～ 32 ページ折 
丁合速度 最高6,000 丁合/時
電源 3相200Ｖ, 50 / 60 Hz

機械寸法
MG-600a：幅3,200 × 奥行1,180 × 高さ1,690 mm
MG-600bc：幅2,860 × 奥行1,180 × 高さ1,690 mm

HT-110 仕様

冊子サイズ（断裁前）

天地間長さ

背小
口間
長さ

天地間長さ × 背小口間長さ
最大 410 × 320 mm
最小 148 × 105 mm

冊子サイズ（断裁後） 最大 366 × 300 mm
最小 145 × 103 mm

断裁代 小口最大 45 mm（A4E最大断裁代は23 mm）
天地最大 各々 30 mm

断裁厚さ 最大 100 mm、最小 ２ mm  ※制限あり
標準付属品での 
断裁可能サイズ A4, A5 (±3 mm)

プレス方式と圧力 サーボモータ 4 ～ 12 kN (1 kN単位で9段階変更可）
断裁処理速度 400 ～ 1,600回転/時（13段階変更可）
電源 3相200 V, 50 / 60 Hz

機械寸法
本体：幅1,950 × 奥行2,150 × 高さ1,910 mm（ポールランプ含む）
電源BOX：幅510 × 奥行1,000 × 高さ1,450 mm

※・仕上がり小口寸法が145mm 以下となる寸法は最大50 mm まで。
　・仕上がり天地幅が325mm を超える寸法は断裁前天地寸法によって制限あり。
　 例えば断裁前天地寸法が400mm の場合は最大55 mm、364 mm の場合は最大80 mm。

仕様

SB-17/SB-17F 仕様

製本サイズ

天地間長さ × 背小口間長さ

本身自動
供給時

S 綴じ
（長辺綴じ）

最大 380 × 275 mm
最小 148 × 105 mm 
(A6)

E 綴じ
（短辺綴じ）

最大 250 × 320 mm
最小 135 × 185 mm 
(B6)

クランパー
手差し時

S 綴じ
（長辺綴じ）

最大 400 × 320 mm
最小 148 × 105 mm 
(A6)

E 綴じ
（短辺綴じ）

最大 400 × 320 mm
最小 135 × 185 mm 
(B6)

製本厚さ 2 ～ 50 mm（条件による）　

表紙サイズ
　 幅

長さ

長さ × 幅
最大 400 × 660 mm
最小 135 × 220 mm

表紙紙質
SB-17 ：四六判70 ～ 260 kg 上質紙、四六判90 ～ 300 kg コート紙
SB-17F：四六判 70 ～ 260 kg 上質紙、四六判 90 ～ 300 kg 
アート紙/コート紙

表紙積載量 最大130 ｍｍ
製本速度 最高 6,000 冊 / 時
電源 3相200Ｖ, 50 / 60 Hz

機械寸法
SB-17：幅7,100 × 奥行1,700 × 高さ1,500 mm
SB-17F：幅7,200 × 奥行1,700 × 高さ1,500 mm

天地間長さ

背
小
口
間
長
さ

CBF-SB 仕様

製本サイズ
天地間長さ × 背小口間長さ
最大 385 × 320 mm
最小 148 × 105 mm

本身厚さ
最小3 mm
最大50 mm（SB-17接続時）
最大45 mm（SB-09V接続時）

処理速度 最高 3,000 サイクル / 時
（丁合機から流す場合は最高6,000サイクル/時）

天地間長さ

背
小
口
間
長
さ
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＊ このカタログの記載内容は、2019 年 6 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、正しくお使い下さい。
＊ 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。あらかじめご了承下さい。


