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パーフェクトエッジバンディング
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特筆すべきは投資効果：
Top features

少ない投資で大きな生産性
for maximum productivity
AURIGA は高品質なエッジバンディングを、少ない投資と省スペースで実現するために
���������������������������������������������������������������������������������������
開発されたハイコストバフォーマンスなモデルです。
aspects for high quality edgebanding. The series is designed for workpiece thicknesses of
材料厚み 45mm（オプションで 60mm）、エッジ厚みは 6mm まで可能、コンパクトモデ
����������������������������������������������������������������������������������������
ルでありながらそのスペックは強力です。
units increase the processing range for the AURIGA series. The above-average productivity
プリミリング搭載機、コーナーラウンド搭載機などこのクラスでのフル装備機の選択も可
and top features make this series the best in its class.
能です。
AURIGA は上位機に迫るエントリーマシーンです。
�� 最適にチューニングされたマシーンフレー
�Stable, welded base frame with noise abate■
ment hood in equipment area.
ム、加工エリアには防音フードを備えます。
�� エルゴノミックス操作パネルは作業位置から
�Ergonomic control positioned directly in
■
entry area.
簡単に操作できます。

�� �A
s of the
model, に は パ ネ ル の
■
1304
及 AURIGA
び 13081304
＆ 1308XL
the
machines have a premilling
エッジを予め切削加工するプリミリングユ

unit
with two cutting motors
ニット装備します、もちろんユニット使用
�����������������������������������
/ 不使用の選択は可能です。
entry area. Also available without
premilling unit, if desired.

�� シリーズ全モデルに上位機と同じハイブリッド
�����������������������������������������������������
■

Technology as standard
on all models.
テクノロジーの
Glu Jetfeature
ユニットを搭載します。
�� ダイヤモンドカッターを標準装備、ライフタイ
�Diamond tipped cutters with integrated chip
■
removal as well as precise concentricity and long
ムが長く、煩わしかった刃物交換から解放され

tool life as standard features.
ます。

�� 美しい仕上がりを約束するバフやスクレーパー
����������������������������������������
■
�������������
などの仕上げセクションを標準で装備します。
�� パーフェクトなエッジバンディングを最小の投
�Clean and perfect edge processing.
■

資で実現。

Illustrations may contain optional features.
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エッジバンディングのための
Superior competency
機能と装備をコンパクトに凝縮
for edgebanding

基本性能にこだわったコンパクトマシンに、HOLZ-HER 社の長年の経験とエッジ
���������������������������������������������������������
バンダーテクノロジーを惜しむことなく投入された AURIGA 家具工場には無くて
combine compact design with a high degree of automation,
はならないエッジバンダーのエントリーマシーンでありスタンダードマシーンです。
�������������������������������������������������������

AURIGA 1303/1304
������������������
■ シリーズのベーシックモデル 、エンドカット、
������������������
� With or without premilling unit,

トリミング、スクレーパー、バフを標準装備
� With
or without premilling unit,
as required.
■ 1304 型にはさらにプリミリングを搭載
as required.
�� �
� ���������������������������������������
■ 材料厚み
6 〜 45mm〔オプションで 60mm 可〕
�
�
�
�
���������������������������������������
features.
エッジ厚み 0.4 〜 6mm

features.

� Workpiece thicknesses up to 60 mm and
� Workpiece
thicknesses
up6to
60can
mmbe
and
edging thicknesses
up to
mm

edging
thicknesses
to 6 mm
can
be
�-�package.
processed
with the up
optional
60/6
processed with the optional 60/6�-�package.

����������������������
シンプルでありながら必要な機能を
������������������
揃えた AURIGA コントロールパネル

AURIGA 1303/1304 型に搭載
�����������������������������������������������������������������������������

���������������������
���������������������

models
are quick
and easy
to operate.
■ 新開発の
GluJet
システムのノズルヒーターとプリヒーターの
2 つのヒー

� Including premilling and corner rounding
� Including
premilling
and corner rounding
unit for complete
processing.

unit for complete processing.
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�極�めた
適
��
快
�
簡単��
� (optional).
�� �
� ����������������������������������
�ル
spraying
�unit
パ�ネ
��
��作
A �操
����
��R�IG
A
�U
spraying unit (optional).

ターを最適かつ正確にコントロールする温度設定器。
� Cutting unit can be switched
■ テープエッジとカット材エッジ送りの選択スイッチ。
��������������������������������
equipped with precise temperature
■ control
エンドカットのストレート
/ チャンファー radius
(0/10milling
）又はユニットの
OFF
or can be comfor glue application over

�� �
� ������������������� System is

を選択するスイッチ。
two
heating circuits.

�������������������������������

pneumatically (optional).OFF を
■ トリミングユニットのストレート加工 /R 加工そしてユニットの
� Simple magazine switch-over from
選択するスイッチ〔オプション〕
� Selection switch for optional
strips to coil edging.
■ バフ ON/OFF スイッチ
����������������������
�
trimming unit can be switched
■ End
サーフェイススクレーパー〔オプション〕の
ON/OFF 選択スイッチ

� Selection switch for automatic

off for pointed or angled work.
■ 接着剤自動供給選択スイッチ

glue replenishment.

� End trimming unit can be pivoted

pneumatically from the control
panel.

AURIGA 1308/1308XL
■ プリミリングとコーナーラウンドを標準
装備するクラス最強のマシン、プリミ
������������������������������������������������������������
���������������������
リング、エンドカット、トリミング、コー
��������������������������������������������������
���������������������
� PC Edge�Control�for simple

ナーラウンド、スクレーパー、バフ
� PC
Edge
�Control
�forquick
simple
programming
and
setup
■ 1308XL
型はさらにサーフェイススク
������������������
���������������������������������
programming
and
quick
setup
��������������������
レーパーを搭載
� Carcass
furniture
at
the
click
of
� Perfect cutting results.
��������������������
■ 材料厚み
6 〜 60mm
�� �
� �������������������������������
the mouse.
� Mature optimization software.
�� �
� �������������������������������
（プリミリング使用時は
45mm〔オプショ
its
class.
��
Automatic generation of cutting
�
�������������������������
its class. 60mm 可〕）
ンカッターで
lists
CNC programmes.
��and
��������������������������������
エッジ厚み
0.4
〜 (optional).
6mm
�����
�����������������������������
network
port

network port (optional).
���������������������

���������������������������
� Program selection at the touch
of a button.
���������������������������������������
barcode.

�����������������������������

� Program information also via data
� Automatic program call with barcode.
も
降
昇
������ programming with CAMPUS Software.
ム
���������������
Variable
ビー ���������
電動
���������で可能
�
���������プ
� ������ cutting results.
ョ��ン
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Glu Jet

� �� � �� � � � � � �� � � � �� � � � ��
接着層を消した驚異のフィルムテクノロジー

ハイブリッド技術が

Hybrid technology –
異なるシステムを
two perfectly
1 台のユニットに融合
combined systems
縁貼りの良し悪しが家具の品質を決定づけます、45 年の
経験と最新の技術で新開発された
GluJet
The edgebander is decisive for furniture
withが接着面からグ
a high
��������������������������������������������������������
ルーラインを消しました。ホルツヘル社のエッジバンダー
�������������������������������������������������
が高品質家具の製作を約束します。

�
ムは
イ��
プタ
������
��
トアッ
��
�
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ヒー
ネ
�
エ
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省
��
�
も
��
� 3 分、しか
���僅
か

���ホットメルトの色や種類の変更も簡単に可能です。
��
� ����������������������������������������������������
■
of the wrist.
■ カートリッジホットメルト（左図 1）とペレットホット

メルト（左図
2）の両タイプのホットメルトの使用が可
���
�����������������������������������������������
能です。システムの変更は数分で可能です。
the glue can be changed over in minutes.
■ ホットメルトは外気を隔てた閉ざされた空間で溶かされ
� Change over from EVA to PUR glue is also possible
るので劣化しません。
within the shortest time.
■ PUR ホットメルトの使用も可能です、使用後の後処理
�作業も簡単短時間で行えます。
And the entire system can also be completely
������������������������
■ ヒートアップタイムは僅か 3 分、2.3kw の省エネユニッ

ト

�

�� Programs are simple to call with program

�����������������

names and numbers.
�����������������������������������������

�� Network connection (optional).

applications.

1308/1308XL はコンピュータ
コントロールを搭載 ��������������������������������������
����������������������
as basic
setting possibilities for nominal values,
�� Barcode interface (optional).
上位機と同じ PPC221 コントロールパネルで path points and tool corrections.
������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�� Individual selection of units with the functions

その操作はフレキシブルでコンフォート。

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������-

ment�����������������������������������������������������������������������������
to 1/100 mm (depending on equipment).
■ 加工のためのプログラムリストの作成、プログ models are quick and easy to operate.

ラムリストから加工内容の呼び出し、各ユニッ

トの自動位置決め（オプション）を搭載すれば �� �
� ������������������� System is
ユニットのセットアップまでも全自動で可能
equipped with precise temperature

� Cutting unit can be switched

��������������������������������

■ 先進のリミットレス制御

control for glue application over

radius milling or can be com-

■ 8.5inch カラー液晶画面で機械の状

two heating circuits.

�������������������������������

態を分かりやすく表示

pneumatically (optional).

15inch
��晶 タ ッ チ パ ネ ル も オ プ
��液

�� �
ションで可能
��������
���������

� Simple magazine switch-over from
� Selection switch for optional

strips to coil edging.

■ 各機各ユニットの自動位置決

����������������������
� End trimming unit can be switched

めをオプションで搭載可能

� Selection switch for automatic

off for pointed or angled work.

■ 各機械とのネットワーク接続

glue replenishment.

の HHPDE システムへの接続

� End trimming unit can be pivoted

が可能

pneumatically from the control
panel.

������������������������������������������������������������
工場の生産性を向上するホルツヘル社のネットワークシステム
��������������������������������������������������

プログラミング / カッティング / エッジバンディング / CNC 加工
キャビネットコントロール
(1)
������������������

自動ランニングソー
(2)
���������������������������������

高機能エッジバンダー
(3)
���������������������������

■家具構成図をマウスでクリック
� Carcass furniture at the click of

■パーフェクトな最適化ソフト
� Perfect cutting results.

■簡単なボタン操作のプログラムモー
� Program selection at the touch

the mouse.
■カッティングリストとプログラムは
��
Automatic generation of cutting
�
自動生成

� Mature optimization software.
■最適なカッティングプラン
�������������������������
■完璧なカッティング

of a button.
ドと自動位置決め
���
�
�
����������������������������������
■バーコードによる自動セッティング
barcode.

データフロー
(4)
���������������������

CNC ボーリング (5)
�����������������������������

■データマトリックスバーコードによ
� Program information also via data

�
Automatic program call with barcode.
■バーコードによるプログラム呼び出し
�
�
VariableCAMPUS
programming
with CAMPUS Software.
■高機能
ソフトウェア

lists and CNC programmes.

���������������
るプログラミング情報

※ネットワークシステムには
1308 及び 1308XL のみ
オプションで対応します。

� Perfect cutting results.
■完璧なカッティング

�
�

�

�

�

ユニット

プリミリング 1801
パネル木口面に欠けや荒れがあると美しい縁貼りは望
����������
めません。プリミリングユニットは 2 本のカッターで

Cut edges often have small tears in the top layer. The
木口面を完璧な状態に再切削し美しい縁貼りを可能と
premilling unit ensures perfect panel surfaces and preします。カッター高さ調整機能装備。
pares the panels for the gluing
process.
Equipped with
カッターの脱着が簡単な
ProLock
システムを採用。
���������������������������
パネル高さ 45mm、オプションカッターで 60mm 可。
����������������������������
for optimum utilization of
1304/1308/1308XL に標準装備
cutters.
0.8kw+1.2kw,12000rpm
ProLock システム
1303 型には搭載されません

エッジフィーダー 1903
�����������
テープエッジもカットエッジもスムーズに送り込みま
す、テープエッジ / カットエッジの切り替えはスイッ
Fully automatic, user-friendly
チ操作で簡単に行えます。

feed of strips and coiled
ベルトドライブシステムと光電センサーによりエッジ
edging; conversion without
は決められた位置に確実に送り込まれます。
tools.

Gentle material handling
全機種標準装備
with transport0.4
belt〜
for3mm
edging
コイルエッジ
transport
and
light
barrier
for
カット材エッジ 1.4 〜 6mm

edging recognition.
カット材エッジの連続自動投入
（ストック幅 40mm)

プレスユニット 1912-3Pn.
��������������
エッジを確実に接着する
3 ローラープレスユニット。
第 1 ローラーはモータードライブの強制駆動と圧力可

��������������������������変が可能なエアーテンションを装備。
sure unit for pressing edging
against panel cleanly and
forcefully. First roller with motor drive and pneumatic ap全機種標準装備
plication control. Two conical
縁材厚み
Max.6mm
subsequent
pressure rollers.

コンピューターパネル搭載の
1308/1308XL 型は第 1 ローラー
の IN/OUT 制御が可能。

ユニット

エンドカット 1918Pn.
���������������������������
前後カット独立ユニットの
2 モータータイプ、
各ユニット 2 本合計 4 本のガイドを持つ信頼性に優れ
For straight or chamfered end trimming on thin
たユニットです。

edging; a standard feature allows this unit to be
ストレート 0 / チャンファー 10 の切り替えは操作パ
��������������������������������������������������
ネルから可能です。
version with stable cast iron pillars.
Each saw motor mounted on
two guides for precisely trimming off protruding edging.
全機種標準装備。
0.45kw

2、12000rpm

マルチファンクショントリミング 1827Pn.
���������������������

ストレート加工、R 加工、傾斜加工が刃物交換なしで
マルチに使えるトリミングユニット、エッジ厚みは
�����������������������������������������������������������6mm
まで、傾斜は 0 〜 15 の可変です。
������������������������������������������������������������
操作パネルからユニットの
IN/OUT も可能 (1929pn
Including diamond tools.
と連動）。
カッター脱着が簡単な
ProLock システムを搭載。
������������������

– Integrated chip removal
in tool.
�����������������
全機種標準装備。
0.65kw

2、12000rpm

ProLock カッター

コーナーラウンド 1832
��������������������
全周倣いヘッドがボスとフォームや様々な形状の終
端加工を行います。
Unit for copying vertical, end edges, various
edge まで
新たに改良されたユニットはパネル厚み
60mm

�������������������������������������������������
可能です。
Integrated chip removal. With diamond tipped tools
for long tool life.
��������������������
operating height for
1308/1308XL のみ標準装備。
������������������������
0.22kw、12000rpm
1303/1304 は搭載しません。

ユニット

スクレーパー 1929Pn.
トリミングユニットで生じるナイフマークを削り取る仕上げユ
���������
ニット。

����������������������������������������������������
�������������������������������������������������

�

� ������������
全機種標準装備
For perfect smoothing
操作パネルからの IN/OUT の設
of radiuses and chamfers
定が可能（1827Pn.
と連動）
on plastic edging.

1940
バフ
Also available with two NC
�������������������������
スクレーパーで加工面が白くなるエッジの場合はバフのポリッ
����������������������������������
シング効果で艶を出します。

� ������������
全機種標準装備
�����������������������������
0.09kw 2
�������������������������������

�

サーフェイススクレーパー 1964
接着面からはみ出した糊をスクレープし、より美しい製品に仕
� ������������
上げます。
The application-controlled

glue scraper removes all glue
residues, に標準装備
which are then
1308XL
blown off the panel by the

�

integrated blow nozzles
1303/1304/1308
型はバフと
(Fig.
3).
交換装備となります。

スプレー 1856
�����������������������������
パネル表面とエッジへの付着物（糊など）の防止とクリーニン
グ効果を高めます、パネル投入口には付着物防止の剥離剤、サー
������������������������������������������������������������2 本の
フェイススクレーパー手前に洗浄剤をスプレー、各上下

special
spray nozzles in the entry area. This prevents any glue or
計
4 本のスプレーノズルを搭載します。
contamination residues from adhering. These glue and contamination residues are removed reliably by the spraying unit
(for cleaning agent) in the
discharge area in combination
��������������������������������
�����������������������������
1308XL
のみオプションで
�������������
搭載可能。
他の機種は搭載できません。

���������

装備及び仕様

AURIGA
Overview
of AURIGA series
ユニット構成

※いくつかのオプションを標準装備とした日本仕様機

�������

�����������
AURIGA
1303

�������
操作パネル

���������������
シンプル操作パネル

ビーム昇降
������

手動

�����������
AURIGA
1304
���������������

������

�����������
AURIGA
1308

コンピューター操作パネル
���������������
PPC221 〔PPC231〕

PPC231:15inch タ パ ネ
ル〔オプション〕

���������������

手動〔自動昇降〕
������

������

備考
�������

��������������
AURIGA
1308XL

������

エッジフィー 自動エッジフィーター
���������������������� 1903：
����������������������
����������������������
����������������������
�����������
ダー
コイルエッジ
0.4-3mm、カット材エッジ
0.4-6mm、カット材ストック幅
������������������������
������������������������
������������������������ 40mm
������������������������
プリミリング
����������

パネル厚み 22mm 切削量 1mm
� ����� 45mm
2mm

1801：パネル厚み
max.45mm、
〔60mm
������
������ 切削量 1mm〕 ������

�

GluJet：新開発フイルムテクノロジー、カートリッジグルーシステム
グルーユニッ
�����
��������4 連投入ホッパー、ペレットグルー用ホッパー〕
��������
��������
〔カートリッジ
ト
�����������

������������������
����������������

��������

�����������������
����������������
�����������������
プレスユニッ 3 ローラープレスユニット 1912-3Pn.：
�������������
�������������������������
�������������������������
�������������������������
ト
第 1 ローラーモータードライブ
+ 圧力可変エアーテンション
����������������
����������������
����������������

�����������������
�������������������������
����������������

1908/1908XL 型 は 第 1
ローラーの IN/OUT 制御可

�������������������1918pn.：
�������������������
エンドカット 2 モーターユニット
������������
�������������������
�������������������
ユニット
パネル厚み max.65mm、0/ チャンファー 10
�������
�������

�������������������
�������������������
�������

���������������
�������������������
�������

0/10 の切り替えは操作パ
� ����������������
ネルから可

トリミングユ マルチファンクション 1827Pn.：
�������
��������������������
��������������������
ニット
平削り max.6mm /R 加工 / 傾斜 0 〜 15

��������������������

��������������������

1827Pn.
はユニットの IN/
� ���������������������
OUT
が操作パネルから可
� �������������
� ����

コーナーラウ
�������
ンドユニット
��������

�

1 モータータイプ 1832H：
�����
�����
エッジ厚み max.3mm、パネル厚み 12 〜 60mm

�

スクレーパー 1929Pn：
パネル厚み min.12mm
�����������
�����������
�������
ユニット
�������������������������
R/�������������������������
傾斜 15 のスクレーピング

�����������
�������������������������

�����������
�������������������������

1929Pn. はユニット IN/
� ���������
OUT が操作パネルから可

1964：
����������������������
������������������
ブローノズル付

1308/1308XL
は操作パ
�������������������������
������������������
ネルからタイミング設定可

サーフェイス 〔1964〕
： バフユニットと交換搭載
����������
����������
������������
スクレーパー
������������
������������
ブローノズル付
ユニット

����������
������������

バフユニット
������
�����������
1940：取付角調整可

�����������

�����������

�����������

�

�

〔1856〕
：投入口とサー
�
フェイススクレーパー前

スプレー
���������
ユニット
������

�

〔

���������������
��������������

〕はオプション

�テクニカルデータ
� �� � � � � � �����
�������1303
AURIGA
全長
������������������

����
3920mm

全長
�������������������

930kg

�����������
フィードスピード

���
10m/min

�����

�������
�������
AURIGA 1304
����
����
1060kg
�����

�����

�����

�������
AURIGA
1308

������� 1308XL
�������
AURIGA

1250kg

�����

1420kg
�����

�����

�����

�����

�����

���

��

��

���

���

�������
4630mm

�����

����
4930mm

�������

����������
パネル長さ
������������������

210mm 〜〔1918
搭載時は ��
160mm 〜〕
��

パネル厚み
������������������

6mm 〜 45mm〔1918 搭載時は 6mm 〜 60mm〕 160mm 〜

エッジ厚み
�����������������������������

0.4mm 〜
3mm〔1918 搭載時は
���
��� 0.4mm 〜 6mm〕
��� 0.4mm 〜 6mm
���

��

160mm 〜

������������������������

�����������

�����������

�����������

������

������
〔
〕はオプション������

�������������������

�����������

�����������

�����������

�������

�������

�������

�������
��������

�����

�����

�������

�����������
�������������������������

�����������
�������������������������

� �����

������������

�����������������������

����������������������
������������������

�������������������������
������������������

��������
������

���������
������

�����������

�����������

�
����
����� �
�
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� �� � �
�����
���� ����������
� �� �

�
�����
�
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�
�
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���

���������

�

������������������������
�����

�

������������

����������

�����

���

�����

���

���
機械寸法と重量
幅及び高さ（mm）

���

（標準固定ローラーは 440）
1303

全長（mm）

標準仕様機 重量（kg）

1304

1308

1308XL

4630

4930

1060

1250

1420

上図による

3920
930

���
���
���

���
���
�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ������ �������� ���� �������������� ���� ���������� ���� ���������
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.
�������������������������������������
UK ������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������

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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