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パーフェクトエッジバンディング
���������������������������������
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ストリーマー
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ホルツヘル社の
�������������

技術と経験が造った
��������

����������������
コンパクトなエント
����������
リーモデル

� � � � � � � � ��� � � �� ��� � �

あらゆる材料を
Superior
appearance
パーフェクトに仕上げる
for
all materials
Starting
with the state-of-the-art, high gloss edging right
エッジの材料は様々で新しい物が登場しています、天然木から樹脂材、
up
to solid wood edging with cross section of 6 x 65 mm,
表面仕上げはつや消しから光沢、アートを思わせる鮮やかでカラフルな物など。
HOLZ-HER
remains unequaled for variety.
ホルヘル社のエッジバンダーはあらゆる材料を経験しています、
ホルヘル社のエッジバンダーは今日そして未来のトレンドを考えています。
HOLZ-HER sets the trends for tomorrow today.

Illustrations may contain
optional features.

�� さらに完璧な仕上げのために
���������������

空きスペースに、
R 面スクレーパー、
With two freely selectable
サーフェイススクレーパー、バフの
post-processing units (radius
内
2 ユニットまで搭載可能（オプ
scraper,
surface glue scraper,
ション）
。
�������������

�� 上位機にせまるポテンシャル
������������������������������������������

Compact, simple and powerful up to 6 mm edge
コンパクトでシンプルな機械でありながら
thickness and
60 mm
of workpiece
エッジ厚み
6mm
材料厚み
60mmthickness.
の高性能
※要オプション

�� プリミリングが実現する完璧なエッジング
�������������������������������

Includes
two diamond cutters for a perfect
2
つのダイアモンドカッターで削られた美しい
preparation of your panel before edgebanding.
材料端面が完璧なエッジバンディングを実現
※ 1054 のみ

�� 一目で分かる操作パネル
�������������������

Compact control for easiest operation.
誰もが使える簡単操作を実現、シンプルであり
ながら能力はパワフル

�� 常に最適な接着
�� �����������������������

������������������������
長年の実績に裏打ちされたホルツヘ
application with the classical
ル社独自のノズルシステム、糊の劣
HOLZ-HER nozzle system.
化とは無縁の常に最良の接着を約束
します。

�� 耐水性と強度アップに
���������������������������������

Process
PUR glue as easy as
PUR
ホットメルトの使用も可能で
���������
す、しかも使用法は
EVA ホットメ
ルト同様の簡単さです。

�� マルチファンクショントリミング
�� �������������������������

ダイアモンドカッター装備
Including diamond tipped cutter.
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ハイブリッド技術
Hybrid technology

2two
つのシステムの完璧な融合
perfectly

–

combined systems
高品質な家具の生産にはエッジバンダーは重要なキーマシンです。
The edgebander is decisive for furniture with a high
45 年の経験と実績を持つホルツヘル社のエッジバンダーなら
�������������������������������������������������������
最高の品質のエッジバンディングが可能です。
HOLZ-HER technological leadership in edgebanding.

� ホットメルトの色や種類の交換も簡単に
Change over from colored to neutral glue
�������������������������
可能です。
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� PUR
Change
over from EVA to PUR glue is also
ホットメルト使用後の処理作業も
簡単で短時間で
ホットメルトに戻
possible within theEVA
shortest
time.
すことが可能です。
� ホットメルトは外気を遮断した閉ざされ
And the entire system can also be comた空間で溶かされるので劣化しません。
pletely cleaned in just minutes.
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ユニット No.
STREAMER
1054
機種
STREAMER 1053
ユニット
操作パネル
コンパクト操作パネル
操作パネル
������������������
������������������
�������
�����������������������
�����������������������
回転及びスイバリング（角度変更）機能あり
�������������
�������������
材料サポート
固定式 400mm
ローラー
プルアウトタイプ〔600mm〕
����������
�����������������������
�������
プリミリング
2 軸ダイアモンドカッター
1801
−

最大加工高さ 45mm
��������������������������
���������������������
��������������������
������������������
カッター OP
最大加工高さ〔60mm〕
��������������������
縁材厚み 0.4 〜 3〔6〕mm テープとカット材（1 枚送り） 1903S
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エッジ
フイーダー

1903
エッジマガジン（カット材の連続自動送り）
��������������������
��������������������
������������������������
������������������
������������������
���������������������

�����������

ノズルシステム（手動高さ設定）1.9kw
��������������
�������������������
�������������������
カートリッジホットメルト
EVA、PUR 両用
��������������
����
��������������
�������������������������
�����������
�������������������������
自動高さ設定付
����������������
����������������
プレスユニット
3 ローラータイプ、第 1 ローラーモーター駆動
グルーユニット

1906M
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機械寸法と重量
����������
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STREAMER

STREAMER

1053

1054

全長 (mm)
�������������������

���� 3920

重量 (kg)
�����������

930
���

����
1055
����

����������
送材速度 (m/ 分 )
������������������

��
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加工サイズ
����������
��������������������
材料厚み (mm)
����

6-45〔60〕
� � �������
�����������

縁材厚み (mm)
�������������������

�����������
�����������
0.4-3〔6〕

���

1906A

����

1912-3
������������������������� 縁材厚み
�������������������������
�������������������������
3mm まで
�����������������������
�����������������������
������������������
同上、第 1 ローラーエアーテンション + プランジ制御
1912-3Pn.
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トリミング
�������
ユニット

������������
空きスペース 1
空きスペース 2
������

��������

1918Pn.
���

0.6kw 2、300Hz/18000rpm �����������������������
FR201
マルチファンクショントリミング ������������������������

フラッシュトリミング、R トリミング、疑似チャンファー
������������������
スクレーパースクレーパーユニット����������������� 1929
サーフェイススクレーパーユニット
�����������
バフユニット
はオプション
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�������������������������������������������������������������������������working machines are subject to constant development and are therefore
��������� ��� ������������ �������� ������ �������� ���� �������������� ���� ����������
not binding. Some of the machines shown also contain special equipment not
included as a standard feature. For clarity, some of the machines are shown
without protective hood.
Picture credits: © istock | lisegagne, © fotolia | Alexander Rochau
UK�������������������������������������������������������������
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Your authorized HOLZ-HER dealer

日本輸入元

〒 633-0065
奈良県桜井市吉備 588 番地 1
TEL 0744-43-2020
FAX 0744-43-2024
www.fuso-ltd.co.jp eMail:info@fuso-ltd.co.jp
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縁材高さ 51mm まで
���������������
���������������
0.45kw 2 モーター
200Hz/12000rpm
����������������������
����������������������
��� ��������������
��� ��������������
エアー式チャンファー
����� �����������������
����� �����������������
縁材厚み〔 65mm〕まで

���

���������������� ����
���������������� ���� 縁材厚み〔6mm〕まで
���������������������� ����
�����������������
����
�����������������
���������������������������
エンドカット
0.22kw
1
モーター、200Hz/9000rpm
1822
����������������������
����������������������
��������
��������������������
ユニット
������������������
������������������
0/10 チェンファリング（手動切り替え）

1964
1940
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上記仕様は 60Hz 域、
〔 〕はオプション搭載
時のものです。

