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KBA Rapida 145

技術開発は留まることがありません。市場を
席巻する技術もまた常に変化し続けていま
す。そこで常に最先端技術を持ち続けていく
ことは決して容易なことではありません。し
かし、印刷業界のなかで勝ち抜いていくた
めには、絶え間なく自ら革新を続けていくこ
とだけが成功をもたらす唯一の方法です。

お客様がお探しなのは商業印刷ですか？
パッケージ印刷ですか？ラベル印刷です
か？それともその他の特殊原反あるいは特
別な印刷ですか？それならラピダ145におま
かせください。ラピダ145はあらゆるご要望
に合ういかなるシステムも提供できます。お
客様は機械の仕様からご自分に合う機能を
お選びいただくだけで結構です。

用紙の汎用性においてこの機械を凌駕する
ものは他にありません。薄紙から厚紙まで、
プラスチック原反からフルートパッケージま
で対応できます。仕上げについても同様に、
艶出しまたは艶消し効果、全体または特定

K B Aラピダ14 5はそのようなご要望を受け
て最新ハイテク技術を満載して誕生しまし
た。2008年の市場導入以来、常に絶え間な
い開発を続けています。それは、パフォーマ
ンスの改善と向上であり、フレキシブルさの
改善であり、そしてもちろん更なる経済性の
追求であります。インフィードとデリバリに

部分、UV、水性、単独または複数のコーティ
ング。お客様が思い描く印刷物が何であれ、
必ずそのとおりのものを手にして頂けます。

ラピダ145に満載された最先進技術は準備
時間を究極まで最短化するだけでなく、職場
をいきいきと活性化することもできるように
なります。ここで革新的なドライブトロニック
技術をご紹介しましょう。

●�ドライブトロニックSISーサイドレイ不要
��のインフィード
●ドライブトロニックSPC全胴同時版交換

おいて設計を見直し、ソフトウエアは勿論、
機器の様々な細部に至るまでお客様視点に
たった数多くの改善を行いました。今あらた
めてラピダ145は、菊倍判機では最小準備時
間の世界チャンピオンとしてお客様に高い
ご評価を頂いています。

●�ドライブトロニック�プレートアイデント－
　自動刷版認識と見当プリセット

品質管理は大変重要です。KBAは品質管理
に関する一連のソリューションを一新し、イ
ンライン及びオンライン品質管理について
最新技術を導入致しました。これらによって
印刷プロセス全体を通した一貫した品質管
理を実現頂けます。

ハイライト

たえまないイノベーションがもたらす最高のパフォーマンス
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枚葉印刷機はフィーダによって決まると申し上げても過言ではないでしょう。突き詰めて申し上
げれば、正確な用紙分離こそがスムーズな生産を行うための基本的な条件なのです。KBAは市
場においてまさに最適なソリューションをここでもご提供できます。フィーダとインフィードの
ためのドライブトロニック専用ドライブ技術です。ドライブトロニックフィーダはシャフトレスの
ため、どのような印刷用紙・原反にも対応でき、またドライブトロニックSISはサイドレイ不要な
ので、全ての用紙を1枚1枚きっちり確実にとらえて簡単に位置合わせを行えるようになりまし
た。しかもオペレータにご負担をかけません。

●�4台のサーボモータを通してフィーダ動作を
制御

●�用紙厚に応じて自動速度補正し、ステップレ
スでパイル上昇

●自動用紙サイズ設定
●自動パイル左右位置調整装置
●�用紙先端センサにより、フィーダヘッドの高
さを自動補正

●�生産中にフィーダヘッドでの斜行シートの修正
●帯電防止の分離エア

サクションベルトフィードテーブル
●�帯電防止仕様のステンレス製フィードテーブ
ル、複数チャンバーサクションシステムのシ
ングルサクションベルト

●�用紙搬送速度を電子制御で遅らせることに
より、フロントレイへの用紙到達時間を最適化

ドライブトロニック フィーダ
●�スイングが加速することにより、フィードドラ
ムへの用紙搬送を最適化
●�ドライブトロニックインフィードは電動式リ
モート調整により、フロントレイ調整、フィー
ドライン、高さを調整
●�制御コンソール及びインフィードタッチパネ
ルからの光電式インフィードセンサー設定

●�信頼性が高く使いやすい機械操作のファン
クションキーとタッチパネル

ドライブトロニックSIS
(センソリック インフィードシステム)
●KBA特許の用紙インフィードシステム
●用紙の左右方向位置を電子制御にて調整
●�自動サイズ設定の統合によりオペレータによ
る調整が不要

●精度の高い用紙ポジショニング
●�フィードライン前の、KBA特許ベンチュリー
�方式による滑らかなシートインフィード
●�エア駆動による用紙位置ポジショニングは、
最高速度においても正確

●パイルの左右位置をSISセンサにより制御

インフィード
●�不均質材料にも対応できる超音波式二枚止
め検知装置

●複数枚検知
●光電式斜行用紙センサ
●�光電式フロントレイセンサーによる、電空式
オーバーラン防止装置

●異物検知装置

ノンストップフィーダ
●串タイプの手動ノンストップシステム
●�センサ制御されたレーキによる全自動ノンス
トップシステムは、パイル移動に最適
●�パイル搬出とパイルドッキングのための
�センサによる監視
●3方向から用紙挿入が可能

用紙モニタリング

独 創的な匠の技術 ドライブトロニック専用ドライブ
究極の使いやすさを実現

フィーダー&インフィード



6 | KBA Rapida 145 KBA Rapida 145 | 7 

インキとダンプニングユニット

正確なインキ供給と、最適なインキと水のバランスはオフセット印刷が最適な印刷品質を得るための必須条件です。それがまさにラピダ145が
提供する、更に改良され、高速に反応するインキングユニットです。KBAのユニークな非接触のカラートロニック�インキ壺は印刷の再現精度を
高く、尚且つ確実に保証します。胴抜きによるインキ分離や、ジョブに応じて使用しないユニットを切り離すソリューションによって、ローラ摩耗
を減少させ、準備時間を短縮し、そして廃棄物も減らすことができます。同時にバリダンプ�ダンプニングユニットが必要なバランスを維持する
ので、まさにお望みの印刷物を手にできるようになります。

カラートロニック インキダクト
●�超硬刃のインキ�キーとセラミックコーティン
グされたインキ元ローラ

●インキ�キーのリモート操作
●印刷速度に追従するインキ元ローラ速度

インキダクトフォイル
●�特殊インキダクトフィルムがインキ�キーに被
らないので、基本設定に影響がありません

●�簡単なインキの除去と洗浄により準備時間
を短縮

●高速かつ簡単なフォイルの交換

インキングユニット
●�更に改良され、高速に反応するインキングユ
ニット

●�制御コンソールから、呼び出し回数の変更と
停止をリモートで設定

●胴抜け時のインキ分離装置
●�生産中の制御コンソールからバイブレタイミ
ングを無段階調整

●インキ着けローラの横振り
●�インキ元ローラとバイブレローラのインキ温
度調整装置

●�個々のインキングユニットを可動/非可動す
ることにより、ローラ摩耗の減少と準備時間
を最小化

ダンプニングユニット
●�安定したインキ、水バランスを保つ新しい、
速度追従型のバリダンプフィルム型ダンプ
ニングユニット

●�用紙幅に合わせて湿し水を適合させる水元
ローラのひねり機能

●水着けローラ上で横振りするライダーローラ
●�ゴミを排除するための差動ドライブは生産
中に制御コンソールから動作可能

●�デジタルによる温度制御と表示機能付き湿
し水準備

完全な色調を実現
最高の印刷品質のために
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版交換

日々小ロット印刷を多数行っている場合、印刷機に必要な機能が整っていないと、版交換には多大な時間を要してしまいます。ラピダ145であれ
ば、そんな心配は全くありません。お客様のご要望を全て満たし、最も簡単な操作を約束します。ユーザーであるお客様ご自身に必要な機能を
選択して頂けます。標準版交換から、全印刷ユニットで同時に版交換するドライブトロニックSPCまで自由にお選び頂けます。その選択でご満足
ですか？それとも、機械を止めずに版交換できるほうをお望みですか？ラピダ145はユニークなフライングジョブチェンジを含めて、ご希望に合
うすべての答えを用意しています。

フライングジョブチェンジ
●わずか数秒でジョブを交換
●��ドライブトロニックSPCとドライブトロニック
プレートアイデント（自動刷版認識装置）は
生産中に自動版交換を実施
●�プリントクリーン機能でブランケットの自動
洗浄が可能
●�同じ絵柄で、頻繁にその文言の言語を変えて
印刷する小ロット生産には特にお奨め

●�版胴前のカバーをエアーシリンダにより
開閉

●版交換位置で自動的に止まる
●版の自動クランピングとテンショニング
●分割された版胴咥え尻万力

SAPC（半自動版交換）

ドライブトロニック プレートアイデント
(自動刷版認識装置)
●�見当をプリセットし、版の認識を印刷ユニッ
トで行うシステム
●�プレートホルダー上のセンサで追加のレジス
タマークを検出
●�見当のプリセットは全ての印刷ユニットごと
に計算

●必要に応じ、自動補正を実施

●�制御コンソールからプログラムを開始す
ると全ユニットで自動版交換

●�複数のユニットで並列動作、3ステップ
で完了

●�より速く、最適化された版交換は見当
ゼロ調整を含み2.8分で完了

●分割された版胴咥え尻万力

FAPC（全自動版交換） ドライブトロニックSPC
（全胴同時版交換）

●�全印刷ユニットで同時に自動版交換を
実施

●�専用の高トルクモータによる版胴直接
駆動

●�前準備プロセスと並行して、版交換が
可能

例：�ブランケット洗浄と並行して版交換
を行うと、所要時間は0秒

●�データマトリクスコードを読み取り、版がジ
ョブに適した位置にあるかどうかを検証

●�自動版交換中に見当調整が行われるので更
に準備時間の短縮が可能

選んでください
版交換と認識装置
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クリーントロニック

もし今、印刷機の洗浄に多大な時間を割いているなら、この洗浄時間を大幅に削減できれば印刷機の稼働率は大幅に向上すると思われません
か？最高の印刷品質のためには印刷機を綺麗にしておかなければいけません。ラピダ145の高性能なクリーントロニック洗浄システムを使えば、
もう心配はありません。あらゆる汚れ、例えば油性、UVインキ、スプレーパウダー、紙粉などがついたローラ、ブランケット、圧胴も綺麗にできる
ことを実感し、それを活用できるからです。さらに洗浄にかける貴重な時間を節約する場合には、クリーントロニックシンクロをお勧めします。
2つの独立した洗浄ビームがブランケットと圧胴の洗浄を同時並行処理します。

クリーントロニック洗浄コンビネーション

ブラン胴と圧胴洗浄 2本の洗浄ビームによるブラン洗浄

クリーントロニック洗浄システム
完全な印刷品質のために

クリーントロニック洗浄システム
●�インキローラ、ブランケットと圧胴のための
多目的洗浄システム

●�ひとつの可動式洗浄ビームでブランケットと
圧胴を連続して洗浄

●ローラとブランケットの同時並行洗浄
●ブランケットと圧胴の連続洗浄
●�個々のプログラミングと洗浄プログラムの集
中制御

クリーントロニック シンクロ
●�ブランケットと圧胴の洗浄用に個別の洗浄
ビーム
●ブランケットと圧胴の同時並行洗浄
●2本の洗浄ビームによるブラン胴の洗浄
●生産中の洗浄布交換
●洗浄ビームは両方ともブラン胴の高さ

クリーントロニック リインク
●高速インキユニット洗浄平均90秒
●�シリンダー洗浄と並行洗浄

クリーントロニック マルチ
●��複数のインキ・洗浄液対応のマルチ洗浄シ
ステム

●�クリーントロニックとクリーントロニックシ　
ンクロで利用可能

クリーントロニックUV
●��クリーントロニックUVはUV点灯中に洗浄可
能なため、待ち時間が不要

●�UVランプ交換頻度の減少及び、寿命の延長

プリントクリーン機能
●版とブランケットからの残インキを除去
●�ブランケット洗浄回数と消耗品の減少
●�損紙枚数を事前に設定可能
●�従来のブランケット洗浄に要した時間を生産に

利点
・ クリーントロニック シンクロ
　版交換時の並行処理
・クリーントロニックマルチ
　複数インキ、洗浄液対応
・クリーントロニックUV
　UVスタンバイモードでの洗浄
・クリーントロニック リインク
　ローラー洗浄90秒
　洗浄布消費量の表示
　圧胴洗浄ビーム、ブラン胴高さ設置
　生産中の洗浄布交換
　大ボリュームの洗浄布

クリーントロニックリインクを用いた短い洗浄時間

ローラー洗浄
クリーントロニック�リインク

0 � � � � � � � 2 � � � � � � � 4 � � � � � � � 6 � � � � � � � 8

1:30

1:40

3:00

3:00

ブラン洗浄
クリーントロニック�シンクロ

圧胴洗浄
クリーントロニック�シンクロ

版交換
ドライブトニック�SPC

クリーントロニックによる最短の準備時間

クリーントロニックリインク

クリーントロニックリインク無

78%削減
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KBAの高性能バリドライシリーズでは、油性とUVの何れにも最高にご満足頂ける乾燥が実現し
ます。個々のランプモジュールは同じ形状ですので、胴間、デリバリのどちらでも相互に取り付
けが可能で、これによって柔軟な印刷物の乾燥が可能になります。また環境にとっても優しく、
特に、新たに開発された省エネシステム・バリドライ� ブルーは一度使用済みであるものの
未飽和状態の空気を再循環することにより乾燥のためのエネルギーを減らすことができます。
ジョブによっては従来の乾燥機システムに比べて最大50％のエネルギーを節約することができ
ます。エネルギーの効率的な使用により環境への負荷を低減できます。

バリドライ IR/熱風
●無段階調節のIR/熱風乾燥
●�デリバリまたは乾燥タワーに設置可能
●��60W/㎝定格出力のIRを有するカーボンツイ
ンランプ

●�工具不要のランプ交換
●�パイル上の温度を自動検知して乾燥機を制御

バリドライ ブルー
●�エネルギー効率のシステムバリアントへ機
能強化
●��従来のIR/熱布乾燥機に比べ最大50%の省
エネが可能

●�延長デリバリへの乾燥空気を再循環
●�制御コンソールから操作

バリドライ U V
●�コンパクトな160W/㎝定格出力（無段階調
整）のUVランプモジュール
●�デリバリまたは乾燥タワーに設置
●�工具不要のランプ交換
●�パイル上の温度を自動検知して乾燥機を制
御

●��取り付け位置に関わらずランプごとに使用時
間を確認

●��クリーントロニックUVで洗浄後の待ち時間
を短縮

バリドライ HR-UV
●高感度UVシステム用の特別なランプ
●��80から200W/㎝間でランプパワーの無段階
調整

●�従来型と高感度UVインキに適用
●��HR-UV乾燥機は、デリバリ、胴間の全ての位
置で使用でき、HR-UVと従来のUVと組み合わ
せた使用も可能

KBA バリドライ ドライヤー テクノロジー
もしもの時のために
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ラピダ145のエアトロニック�デリバリは、特に様々な印刷用紙・原反を高速に印刷する機械として設計されています。そのため、こすれやキズの
心配がある場合でも、あるいは繊細な取り扱いを必要とする用紙・原反料の場合でも、ご心配は要りません。ラピダ145なら問題なく最高スピー
ドで簡単に印刷できます。エアロダイナミック�グリッパは空気の流れを最適化し、パウダー消費量を軽減。同時に、高性能のベンチュリシート
ガイドシステムは、エアークッションにより、安定して滑らかな用紙搬送を提供します。薄型軽量の用紙を生産する場合でも、ダイナミックシー
トブレーキは全ての用紙がデリバリパイルの上に正確に紙揃えできることを保証します。そして、一番の利点として、エアトロニック�デリバリ
の全てのデジタル設定をプリセットし、後日呼び出せるように保存できる機能があります。

用紙搬送
●�スムーズな用紙搬送のためのハイレベルデ
リバリ

●��信頼性が高く操作しやすいファンクション
��キーとタッチパネル
●�コンソール上でベンチュリシートガイドシス
テムのエア設定の作成と保存が可能
●��IRドライヤーで乾燥ムラを除去するシャドウ
レス�エアロダイナミック�グリッパシステム

●��様々な用紙・原反に速度追従するグリッパ
オープニングカム

●�ファンモジュールとブロアーバーの方向をリ
モートで調整して最適なパイルを実現
●��オペレータを危険から守るためのライトバリ
アー

パウダースプレー
●�帯電防止されたエア機能付きの高性能パ
ウダースプレーと、制御コンソールからの
リモート制御

●��速度及び用紙・原反の寸法に追従するパウ
ダー量調整

シートブレーキ
●�速度追従型ダイナミックシートブレーキによ
るデリバリパイル最適化

●�反転印刷時に最大限に利用できる用紙寸法
●�自動用紙寸法調整
●��制御コンソールから、サクションホイールを
個別にオン・オフ可能

●�用紙・原反に応じた吸引力の制御
●��サクションホイールの入れ替えをイージーク
リックできる機能

排気システム
●�オゾンとVOC排出量から、健康被害を防ぐ為
の排気システム

延長デリバリ
●ドライヤーインストール用の拡張モジュール
●��長時間乾燥が可能であるためコーティング
の生産性が向上

ノンストップデリバリ
●�高速生産中にノンストップでのパイル交換
が可能

●��昇降ノンストップローララックは自動的に主
パイルの上に移動

●��主パイルと補助パイルの昇降のためにセン
サで監視

エアトロニック デリバリ
完全プリセット機能

デリバリ
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人間工学デザインに基づくエルゴトロニック制御コンソールにより、ラピダ145は常に完全なコントロールが可能です。タッチスクリーンにはイン
テリジェントメニューや使いやすいユーザーインターフェースを搭載し、全ての操作・機能にアクセスして頂けます。そして、全自動のジョブ切替
プログラム-ジョブアクセスはボタン1つで機械全体の前準備プロセスを調整できるのです。利点はまだまだあります。ジョブ�プロファイルはリ
ピートオーダー用に保存することができ、リピートオーダーはマウスを数回クリックするだけで呼出すことができます。最新技術のインライン品
質測定と制御も、コンソールで一貫して操作でき、リモートメンテナンスをご利用頂くことで、24時間×365日いつでもお客様のお役に立てるよう
KBAは常にスタンバイしています。

エルゴトロニック
●�全ての機能にアクセスする人間工学に基づく
タッチスクリーン

●�ウォールスクリーンに印刷機の設定を全て
表示
●��クオリトロニック� カラーコントロールからの
画像をウォールスクリーンに表示
●��インキプロファイルとインキ測定値をコン
ソールのディスプレーに表示

●��既存のデンシトロニック�プロフェッショナル
との統合が可能

●�エルゴトロニックカラードライブとエルゴト
ロニックACRによってリニアーな濃度計測が
可能

●�角度調整可能な色見台
●�色見台は記憶装置付きでモータによる高さ
調整が可能

●�ジョブデータをUSBポートから高速読み込み
●��瞬断等によるシャットダウン時も無停電装
置で印刷機をコントロール

●��KBAの24時間×365日サービスにより、リモー
トメンテナンスからソフトウエアのバージョン
アップまで含めてインターネット経由で対応

エルゴトロニック 総合計測システム
エルゴトロニック�標準機能に加えて：
●角度固定のバキュームボードの検査デスク
●��濃度とLab計測器によるエルゴトロニックカ
ラーコントロール

●��エルゴトロニックICR（カメラによる見当管
理装置）によるレジスタコントロール

制御コンソールの機能（オプション)
●��自動ジョブプリセットのジョブ切替プログラ
ム-ジョブアクセス
●�各ジョブ固有の全ての印刷機の設定を記憶

見当の設定のリモート
●リモートによる見当調整
●��グレーバランスに応じて拡張されたカラーコ
ントロールの為のインストルメントフライト
との統合
●�全ての周辺機器の制御
●��メンテナンス表示とメンテナンスリストのプ
リントアウト

●��ロゴトロニック�プロフェッショナルへの生産
データの取得

●�パイル荷札の作成と印刷
●�プレビューイメージ

ジョブ切替プログラム ジョブアクセス
●生産中に次のジョブを準備
●�用紙・原反の厚みと寸法をプリセット
●�全ての用紙・原反のエア設定をプリセット
●��ジョブ固有のカラートロニック�インキ呼出
量をプリセット
●�事前選択と洗浄機能の実施
●��予め選択された機能を最短時間で効率よく
行うように最適化して自動的に実施

ロゴトロニック
●�インキ�プロファイルはCIP3データを介して
プリセット

最先端のKBA コンソール テクノロジー

コンソール
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品質測定と管理

印刷業界においては、ますます短納期化が進む一方で、タイムリーさと高品質、そして更なる経
済性に対する期待も今後ますます高まる一方です。このような状況のなかで、印刷機のエンジ
ニアリングに新たな着想、新たな手法を取り入れることは極めて大切なものとなってきていま
す。例えば、オンライン品質管理装置、インライン品質管理装置はこれまで以上にその重要性
が増して来ていると言えます。KBAは、あらゆる最新技術を取り込み、将来必要になる機能を
今日ご提供するために、ラピダ145とともに品質管理装置の導入もご提案致します。

見当
●��エルゴトロニックACR（自動カメラレジスタ）
は、ビデオ監視ルーペを通して自動測定と
制御を行います。

●��エルゴトロニックICR（統合カメラレジスタ）
は、オンラインにおける全自動の見当管理装
置です。

●�クオリトロニックICR（統合カメラレジスタ）
は、インラインにおける全自動の見当管理装
置です。

カラー計測
●��コンソールデスク上のオンラインカラー計測
制御システム-エルゴトロニックカラー制御
は、カラーバーと画像の濃度及び（オプショ
ンで）スペクトル値を決定します。
●��機械上に設置されたインラインカラー計測
制御システム-クオリトロニックカラー制御
は、カラーバーの濃度値を決定します。

●��ベタ濃度とともに、グレーバランス/トーン値
の計測に基づいて拡張されたカラー制御の
ためにプリフライトチェックを統合化。

品質制御
●��クオリトロニック�プロフェッショナルは"総
合的品質管理システム"を実現するためにイ
ンラインカラー測定制御のためのクオリト
ロニックカラーコントロールと組み合わせ
て、インラインシートの検査を行うシステム
です。

●��印刷物発注者にクオリトロニック品質レポー
トで文章と証明書を作成できます。

●��自動画像検査と品質保証システムであるデ
ンシトロニックPDFがプルーフリーダー機能
を担います。印刷イメージ（レイアウト、テキ
ストの内容）のエラーに加えて、ブランケッ
トと版だけでなく、目に見える色の偏差凹凸
を検出する機能を持っています。

●��エルゴトロニック�イメージズームにはデジタ
ルルーペ機能を搭載。
●�生産中の画像表示が可能です。品質のより高い新たなステージへ

インライン・オンライン
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物流システム

厚い用紙・原反の印刷時は、パイル交換が特に頻繁に行われます。即ち、これは機械の停止、印
刷物が積まれたパレットと空パレットの交換、機械の再稼働を意味します。ここで、どれだけ貴
重な生産時間が失われているか考えてみてください。そこで、ノンストップパイル交換システム
がソリューションとなることは間違いありません。フィーダとデリバリのKBAノンストップシステ
ムは、生産を中断させることなく、スムーズなパイル交換を可能にします。しかも最高スピード
で。お客様の印刷現場に合わせた物流システムの構築はKBAパイルトロニックなら簡単です。

物流システム
印刷現場における生産性の最大化

ノンストップフィーダ
●��連続生産のためのロッド仕様のノンストップ
システム

●�センサで制御されたレーキによるパイル搬
出とパイルドッキングのための全自動ノンス
トップシステム
●�3方向からパイルの出し入れが可能

ノンストップデリバリ
●��高速生産中にノンストップでのパイル交換
が可能

●�昇降ノンストップローララックは自動的に主
パイルの上に移動

●�主パイルと補助パイルの昇降のためにセン
サで監視

1.  パイルターナー：使い捨てのパレットを、ノンストップシステ
ムパレットに置き換え

4.  リモート制御のトロリーは、ローラートラックからパイルを
受け取り、所定の場所に運びます。この場所は、バーコード
で指定できます。

2.    パイルターナーへの全自動パレット供給システム 5.  パイルは、トロリーから動いてフィーダの正面の場所に移動
します。

3.  パレットのルーティングのためのターンテーブル。昇降する
ので、床の高さの違いにおける問題点も解消されます。

6.  フィーダの空パレットが自動的に回転し、パイルターナーで
パレットディスペンサーに戻ります。

パイルトロニック
●�効率的な生産のために印刷制御とノンストッ
プパイル交換システム、パレット供給をネッ
トワーク化

●�実績のある物流モジュール
●�お客様に合わせてユニークなソリューション
をご提供

●�パレット不要で給紙が可能
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サービス テクニカルデータ

全ての印刷機のコンソールには、リモートメンテナンスモジュールが標準で組み込まれておりKBAリモートサービスへ直接接続されます。アドバ
イスだけでなく、実際にリモートで機械のサポートを24時間×365日受けることができ、必要な時にいつでもコンタクト頂けます。操作方法や、機
械の設定に関してご質問頂いたりオンラインでの機械の診断や、即刻機械の修復を図ることもできます。世界中のリソースを活用して、サービス
マンの派遣、部品の手配を遅滞なく瞬時に行います。データの機密保持も心配ご無用です。リモートメンテナンスはお客様側で起動をかけてオ
ンラインにして頂きますので、データの機密性は常に保証されています。

リモート診断とメンテナンス
必 要なときにいつでもご利用頂けるサービス

機能一覧
最小準備時間のためのコンポーネント

リモートメンテナンス
●��機械ごとの一貫したリモートメンテナンスモ
ジュール

●�トータルなリモートメンテナンス機能と市場
での長年の経験
●�個々の印刷ユニットコントローラーにリモー
トで直接アクセス

●�80%の問題はその場で解決し、サービスマン
の訪問も、スペアパーツも不要

●�保証期間中のホットラインサービスは無料
●��時間とコストの大幅な節約
●�印刷機の稼働率向上

スペアパーツサービス
●�KBAオリジナル部品のための総合品質テスト
●��サービススペシャリストからの効率的なアド
バイス
●��高精度で、信頼性が高く、また最大のライフ
タイムを保証

●�スペアパーツ管理のための最新システムによ
る管理

●�250万以上の部品の常時在庫
●�スペアとアクセサリーパーツの迅速な配送

改良
●��変化する市場状況のなかで、既設置機械へ
の適用

●��準備時間の短縮、無駄の排除、更なる品質
向上の可能性

●�豊かな経験に裏打ちされた改良
●��印刷機の生産性を向上するための総合的
対策

用紙寸法
最大用紙サイズ：
最小用紙サイズ：

1,060×1,450
500×600

mm

mm

1）�印刷適正も被印刷材料の剛性によって決まります。　�2）�個々のプロセスパラメータに依存します。　3）ハイスピードパッケージは、ダブルコーター仕様では選択できません。

版/ブランケットサイズ
版サイズ：
印刷開始位置：
ブランケットサイズ：

1,180×1,460
72
1,305×1,480

mm
mm
mm

ハイスピードパッケージ 3）

印刷ユニット7まで�+�コーター：
印刷ユニット8まで�+�コーター：

17,000
16,000

s/h
s/h

最大パイル高さ
フィーダ：
デリバリ：
ノンストップデバイス付フィーダ：
ノンストップデバイス付デリバリ：

1,500
1,500
1,000
1,400

mm
mm
mm
mm

印刷面積
最大印刷面積： 1,050×1,450 mm

かさ上げ仕様
選択可能な高さ： 210/420/630 mm

用紙厚 1）

標準：
ライトウェイトパッケージ：
厚紙ボールパッケージ（約450g/㎡まで）：
段ボールパッケージ：
グリッパーマージン：

0.1-0.7
.1-0.7
0.1-1.2
0.1-1.6
10+/-1

mm
mm
mm
mm
mm

印刷速度 2）

印刷ユニット7まで�+�コーター：
印刷ユニット8まで�+�コーター：
印刷ユニット7まで�+�ダブルコーター：
印刷ユニット9まで�+�コーター：
印刷ユニット10：

15,000
14,000
14,000
13,000
13,000

s/h
s/h
s/h
s/h
s/h



20 | KBA Rapida 145

ドライヤー

最短準備時間の
　　世界チャンピオン

KBA Rapida 145-
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Vergleich des konventionellen Kamerrakels zum neuen KBA HiFlow Kammerrakel

準備時間を秒単位で競う中で、コーティングユニット切り替えで、まだ分単位で準備時間を削
減する事が可能です。
ラピダの標準構成のコーターはすでに最速の切り替えを誇りますが、新型のドライブトロニッ
クコーターは洗浄、版交換などと並行作業を取る事が可能なため、事実上、準備時間をゼロと
致します。

コータータワー
●�レーザ加工されたアニロックスローラ付属
のチャンバーブレードコーティングシステム
●��リモートで圧力調整
●�左右、天地、斜めの見当リモート調整
●�コーティング版の見当システムとクイックリ
リースクランプ
●���超軽量アニロックスローラにより迅速かつ
簡単にローラ交換

ドライブトロニックSFC
(同時コーティング版交換)
●��自動コーティング版交換
●�印刷ユニットの前準備と並行したコーティン
グ版交換

新型 アニスリーブシステム
●��スリーブ式アニロックスローラー
●��一人で交換可能
●�他の洗浄、版交換作業と並行処理

コーティング供給システム
●�水性とUVコーティングそれぞれ個別の供給
ルートシステム

●���制御コンソールからの集中管理
●��水性とUVコーティングの全自動洗浄
●��優れた洗浄結果により次のジョブのコーティ
ングシステムが即時使用可

●��UVコーティング剤の加温
●��メタリックコーティングやその他の特殊アプ
リケーションのための専用循環キット

インテリジェント粘土ロジック(IVL)
●�インテリジェント粘度ロジック（IVL）による
コーティングレベル及び粘度に従いポンプ
制御

新型ハイフローチャンバー
●�充填量を70%削減
●�流量を少なくする事により、十分なニス供給
量を確保

●�アニロックスへの接触面を減らすことによ
り、ニスの泡立削減
●�ハイフローチャンバーブレードによる高速印
刷への対応

利点
・増強された流量に発泡しやすいニスに対応
・ニス供給不足に陥りにくい
・より高速な生産性
・ニス漏れのさらなる改善
・1/3のチャンバー容積
・ニスと溶剤の削減と素早い洗浄
・扱いやすさと軽量

ハイフローチャンバースタンダードチャンバー

新型ドライブトロニックコーター
アニロックスローラ交換とコーター版交換の革新
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主な特徴

KBAが誇る最先端のコンソール
テクノロジー
●���エルゴトロニック�コンソールにタッチ�����
スクリーンを統合することで容易な操
作を実現

●�ウォールスクリーンに全ての印刷機の
設定を表示
●�全自動及び前準備のための、ジョブ切
替プログラム-ジョブアクセス

●�ジョブプロファイルはリピートジョブの
ために保存可能
●�オンラインとインラインによる生産の品
質管理のために、様々な機能を活用で
きるエルゴトロニックプロフェッショナ
ルコンソール

●��KBAプレスサポートの24時間リモートメ
ンテナンスモジュールは、ソフトウエア
のアップデートとリモートメンテナンス
をインターネット接続で実施

●�ロゴトロニック�プロフェッショナルへ
の統合（CIP4/CIP3への対応）

コーター：更に高性能化
●�最先端のチャンバーブレード技術と軽
量のアニロックスローラ

●�KBAアニロックスローダにより全自動で
のアニロックスローラ交換が実現

●�ドライブトロニックSFC（同時コーティ
ング版交換）は他の準備機能と並行し
て、全自動でコーティング版交換が可能
●�交換時間約1分で自動コーティング版
交換

●�印圧、天地、左右、斜め見当のリモート
設定

●�水性とUVコーティングの個別回路の供
給システム

●全自動洗浄

反転装置：ボタンひとつで全自動
●�正確な反転見当で実績のある3-ドラム
構成

●約2分で片面と両面を完全に自動切替
●�最先端のインク撥水性コーティングを
施したKBA圧胴ジャケット

●キズ防止加工が施されたシェルドラム
●�エアークッションによりスムーズな用紙
搬送を可能にするブロアシステムとベン
チュリーエアシートガイドシステム

●�ツィスティングサッカーはストレージド
ラム上で用紙の咥え尻を伸ばし見当精
度を向上
●�エア設定はコンソールで保存でき、
�リピートジョブの為に呼出し可能
●用紙搬送を監視するビデオシステム

印刷ユニット：高精度
●��強固なねじれ鋼性を持つ一体成型のフ
レーム

●�倍胴圧胴、倍胴受渡胴により、安定し
た用紙搬送

●�スムーズな回転と優れた精度をもたら
すギア駆動
●��非接触で用紙を受け渡すベンチュリエ
アークッションによる用紙搬送

●�リピートジョブのためにエルゴトロニッ
クコンソールでエア設定を記憶、保存
●��ユニバーサルグリッパーシステムは用紙・
原反の厚さに応じてシームレスに対応

●�左右、天地、斜めの見当リモート調整
●�用紙・原反の厚さの自動設定
●��エアーシリンダによる2段階の胴入れオン・
オフ機構

バリドライ乾燥機システム
●�高性能乾燥機バリドライIR/熱風、バリ
ドライUV、およびバリドライ�HR-UV

●空気を再循環させエネルギーを節約
●工具不要のランプ交換
●�エネルギー効率を高めるバリドライブ
ルー技術（従来比最大50％節約）

クリーントロニック:より完全な
洗浄のために
●�洗浄プロセスの同時並行処理とユニッ
ト別に選択可能な洗浄プログラム

●���クリーントロニック洗浄システムはイン
キローラ/ブランケットの組合せもしく
はインキローラ/圧胴の組合せで同時
並行洗浄
●�ひとつの可動式洗浄ビームでブランケッ
トと圧胴を連続して洗浄

●�クリーントロニック�シンクロはブラン
ケットと圧胴洗浄のための独立した洗
浄ビーム
●�クリーントロニック�マルチ洗浄システ
ムは異なる洗浄液の使用が可能
●�クリーントロニックUVはUV点灯中の洗
浄により、待ち時間を解消

インキングユニット:完璧な色調を実現
●�最新の流動学のノウハウを応用しイン
キフローとインキ分配を最適化

●�最高の再現性を誇るカラートロニック
インキダクト

●�特殊インキダクトフォイル使用によりイ
ンキの交換及び壺洗浄の準備時間を
削減

●�特殊インキダクトフィルムがインキ�キー
に被らない為、基本設定に影響なく頻
繁なゼロ点調整不要

ドライブトロニックSIS（センソリッ
クインフィードシステム）：匠のわざ
●�KBA特許の用紙インフィードシステム
●�用紙の左右方向位置を電子制御にて調
整

●�高い精度を持つ用紙ポジショニング
●��自動サイズ設定の統合によりオペレー
タによる調整の必要性を排除
●��フィードライン前の特許ベンチュリーシ
ステムにより、滑らかなシートインフィード

エアートロニック デリバリ
完全なプリセット機能
●�空気力学技術によるグリッパは空気の
流れを最適化し、粉の消費量を軽減

●��安定した用紙搬送の為の、洗練された
ベンチュリシートガイドシステム

●�速度追従型ダイナミックシートブレーキ
によるデリバリパイル最適化

●�速度及び被印刷材料寸法に追従するパ
ウダー量

●より良い乾燥のための延長デリバリ
●�熱、臭気等の危険性を取り除く排気シ
ステム（EES）

●��生産を中断させないKBA特有のノンスト
ップシステム

版交換:選んでください
●�SAPC（半自動版交換）-版交換位置で
自動的に停止

●��SAPC（全自動版交換）-より速く最適化
されたプロセス

●�ドライブトロニックSPC（全胴同時版交換)
●他の準備作業と並行して版交換可能
●�フライングジョブチェンジ（FJC）-生産
中に完全自動で版交換が可能
●�ドライブトロニックプレートアイデント
(自動刷版認識装置-版挿入時に版を認
識して見当を調整）

●�生産中の制御コンソールからバイブレ
タイミングを無段階調整

●�胴抜け時のインキ分離装置
●�個々のインキングユニットを可動また
は非可動にすることでローラの摩耗を
抑え、準備時間を最小化

●�水無し印刷に特に有利なインキ元ロー
ラとバイブレローラ用のインキ温度調
整装置

●�安定したインキ、水バランスを保つ速度
追従型のバリダンプ� フィルム型ダンプ
ニングユニット

●�ゴミを排除する為の差動ドライブ

ドライブトロニック フィーダ：
究極の使いやすさ
●��用紙厚に応じて自動速度補正して、ス
テップレスでパイル上昇するドライブト
ロニックフィーダ

●��サクションベルトが用紙搬送速度を電
子制御で遅らせ、フロントレイへの用紙
到達時間を最適化

●�ドライブトロニックインフィードは電動
式リモート調整により、フロントレイ調
整、フィードライン、高さを調整
●�自動用紙サイズ設定とパイルサイドの
自動調整
●��信頼性が高く、使いやすい機械操作の
為のファンクションキーとタッチパネル

●�超音波式二枚送り検知装置
●��生産を中断させないKBA特有のノンスト
ップシステム
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