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Invisible Joints. Perfect Appearance. Flexibility.

P R O D U C T I V I T Y  A N D  P R E C I S I O N

Edgebanders   |   CNC Machining Centers   |   Vertical Panel Saws   |   Pressure Beam Saws    |   Panel Handling

驚異の接着テクノロジー 
多機能と高性能を極めたハイエンドモデル 
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Video  
LUMINA

 Series

In addition to our LTRONIC and Glu Jet systems, our LUMINA series offers every-

thing required for a professional edgebander. Up to 25 NC servo-axes for maximum 

automation of all machining units with exact repetition at the touch of a button. 

Even the pressure and glue quantity settings can be made fully automatically and 

@C@OSDC�SN�SGD�RODBHÖB�QDPTHQDLDMS�3GD�'.+9�'$1�+4,(- �VHSG�+31.-("�K@RDQ�

edging unit sets the highest, professional standards for edgebanding without 

compromises.

Q  Fully automatic control of machining units at the touch of a button using 

-"ƁRDQUN�@WDR�VHSGNTS�NODMHMF�SGD�GNNC

Illustrations may contain  

optional features.

 シリーズ
全く新しい接着システムユニットLTRONIC（エルトロニック）とGlu Jet（グルー
ジェット）を搭載したHOLZ-HER社のハイエンドモデル LUMINAシリーズの誕生です。 
LUMINAシリーズにはパーフェクトな縁貼りを実現するために最新の技術で裏付けされ
た様々なユニットと機能が用意されています。 
繰り返し再現性100%の0クリアランステクノロジーのNCサーボ制御は最大で25軸を搭
載します。 
レーザーエッジングのLTRONICを搭載するLUMINAは妥協を許さないパーフェクトな
エッジバンディングを実現します。

全自動コントロールと HOLZ-HERタッチパネルテクノロジーを搭載。 
NCサーボ制御が全てのユニットのセットアップを全自動で行います。 
操作パネルにタッチするだけでフードを開くことなく全ユニットスタンバイが完了します。

搭載する写真にはオプション搭載のモデルもあります

 LUMINA 
 ビデオ
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ECOMODE

Q  Ergonomic operation with 18.5" latest gen-

eration touch screen control in 16 : 9 format. 

Includes an intelligent edging library for rapid 

selection of laser edges.

Q  Maximum precision and processing reliability 

for many years with torsionally stiff, welding 

machine columns.

Intelligent energy  

management for  

HOLZ-HER edgebanders.

For short intervals between 

workpieces and optimized 

edge protrusions.

人間工学に基づき開発された新世代の操作パネル。
18.5inch（16:9）LCDワイドスクリーン＋タッチパ
ネル、レーザーエッジングのための最新のソフトウェ
アライブラリーを搭載します。

高い加工精度のための堅牢なマシンフレーム。 
高度な製缶設計技術と製造技術が経年劣化のない強靱
なマシンフレームを実現しました。

HOLZ-HER社のCNCマシンは
高度な省エネシステムを搭載
します

材料に合わせエッジの無駄を
最小とする最適化システム
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G L U  J E T  A P P L I C AT I O N  S YS T E M

Heat-up time

3 minutes

Cleaning

3 minutes

Glue change*

3 minutes

*  to PUR glue, to EVA glue and color change

Glu Jet – Waterproof Invisible  
Joints with Thin Film Technology

Industrial technology for small shops – with the HOLZ-HER 

Glu Jet system, you can process PUR glue on a standard basis; 

just as simply as EVA glue. Strong arguments for you and 

your customers:

Q  No glue pots.

Q  No expensive nitrogen tanks.

Q  High strength joint for extremely long service life.

Q  Resistant to heat and water, providing quality advantages 

in all areas of cabinetmaking.

HOLZ-HER Ensures 
 Perfectly Invisible Joints

The LUMINA series offers a unique combination for panel processing:  

Two systems for perfect invisible joints.

Q  Our Glu Jet application system for standard use of PUR glue.

Q  LTRONIC, the laser edging unit from HOLZ-HER is unbeatable  

HM�SDQLR�NE�RODDC�@MC�BNRS�DEÖBHDMBX

HOLZ-HERが実現する 
接着層を消したエッジバンディングテクノロジー

LUMINA シリーズはパーフェクトな縁貼りを実現する2つの新しい接着システムを搭載
します。 

Glu Jet (グルージェット）：PURホットメルトの使用も可能な  
　　　　　　　　　　　　　 ホットメルト接着剤アプリケーションシステム

LTRONIC（エルトロニック）：スピードとコストを追求し開発したエッジシステム 

Glu Jet 接着層を見えなくし、かつ防湿性に優れた 
接着剤を薄く引き延ばすフィルムテクノロジー 

工場の初期投資を抑えるHOLZ-HER Glu Jet システム、EVAホットメルトもPURホットメル
トも標準仕様機のままで使用が可能です。 
Glu Jet は高品質な縁貼りを実現する、家具工場そしてユーザー様のための唯一無二の優れた
アプリケーションシステムです。 

電気を消費するグルーポットがない 
高価な窒素タンク不要でPURが使用可能 
PURは耐久性に優れ強力な接着性能 
PURは家具の品質をより高める優れた耐熱性と耐水性 
カラーEVAホットメルトやPURホットメルトの 
使い分けが可能 

ヒートアップ
3分

グルー交換
3分

*EVA/PURの交換やカラーの変更

グリーニング
3分

Glu Jet アプリケーションシステム
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LT R O N I C  L A S E R  E D G E B A N D E R

Heat-up time

None

Cleaning

None

Glue change

None

– Perfect Invisible 
Joints with Laser Edging

Co-extruded and subsequently coated “Laser Edging” can be pro-

cessed with LTRONIC. The NIR module in our LTRONIC unit can  transfer 

GD@S�DMDQFX�PTHBJKX�@MC�OQDBHRDKX�SN�SGD�RODBHÖB�ONHMS�QDPTHQDC�L@JHMF�

it ideal for activation of function layers on laser edging.

Q  Visually perfect results – tone in tone with invisible joints.

Q  No heat-up time.

Q  Noiseless processing.

Q  No cleaning work.

Q� �/HNMDDQ�HM�SDQLR�NE�DMDQFX�DEÖBHDMBX

Q  Completely clean postprocessing

LTRONIC and GLU JET –  
for superior edge appearance.
Unbeatable as twin pack!

LTRONICとGlu Jet 
これまでにない 
美しい縁貼りを実現

接着層を無くしたレーザーエッジング 

樹脂エッジもコーティングエッジもLTRONICならレーザーエッジングが可能です。 
LTRONICはNIR（近赤外）レーザーモジュールを搭載し熱エネルギーをターゲットによ
り正確に高効率に照射することが可能です。 
高効率NIRレーザーが接着に最適な状態を作りだし完璧な縁貼りを実現します。 

接着層が無い視覚的にも完璧な縁貼り 
ヒートアップが不要（時間とエネルギーの節約） 
静かなユニット 
洗浄が不要 
高いエネルギー効率 
後処理不要の美しいエッジング（接着） 

ヒートアップ
不要

カラー変更
不要

クリーニング
不要

LTRONICレーザーエッジバンダー

完全な縁貼りを実現するLTRONICテクノロジー
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N I R  M O D U L E

Q  Immediate Availability
  No non-productive heat-up times whatsoever. Immediate 

 availability at the touch of a button.

Q  Noiseless Processing
  LTRONIC operates without any noise emissions whatsoever and 

without compressed air.

Q  High Tech Cooling from CNC Technology
  The NIR module (Near Infrared Radiation) is kept at a uniform 

temperature by its liquid cooling system allowing continuous 

production without pauses for cooling.

Q  High Energy Efficiency
  The wave length of our NIR module (Near Infrared Radiation) 

is very close to the intensity of the diode laser allowing it to 

 optimize its energy with the utmost precision over the entire 

length of the workpiece. No energy is lost during set-up times.

Perfect results at  
the touch of a button 
with LTRONIC.

Your Advantages with the 
NIR Module in the 

ボタンを押せば 
LTRONICは 

即スタート

NIRレーザーを搭載、エッジバンダーの 
アドバンテージを高めた 

最速スタート 
タッチパネルを押すだけで全てのセットアップが完了 
ヒートアップの必要がなく即スタートが可能です。

静音性 
LTRONICシステムの作動源は電気のみ。 
騒音の発生源となるエアーメカは必要ありません。

CNC技術による高度な冷却 
NIR（近赤外）レーザーモジュールには高度に制御された水冷式システムを搭載。 
連続稼働にも余裕で対応します。

高いエネルギー効率 
NIR（近赤外）レーザーモジュールはその熱エネルギーを損なうことなく材料に照射。 
また材料の長さに合わせレーザーダイオードの出力を最適化しエネルギーのロスを低減します。
さらに、ヒートアップの必要がなく待機時のエネルギーロスのない優れたシステムです。 

NIRレーザーモジュール
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Supplier

GOLD STAR AWARD

AWISA 2012

WEINIG
AUSTRALIA

FOR INNOVATIVE TECHNOLOGY IN PRODUCTS,
SERVICES OR MANUFACTURING

TECHNIQUES PRESENTED BY

DESIGN + MATERIALS+TECHNOLOGY

FOR THE

HOLZ-HER PUR
CARTRIDGE EDGEBANDING

AT

GOLD STAR
2012

Supplier

GOLD STAR AWARD

AWISA 2014

HOLZ-HER

FOR INNOVATIVE TECHNOLOGY IN PRODUCTS,
SERVICES OR MANUFACTURING

TECHNIQUES PRESENTED TO

DESIGN + MATERIALS+TECHNOLOGY

FOR THE

LTRONIC
GLUE SYSTEM

SHOWN AT

GOLD STAR
2014

20142012 2014

CHALLENGER AWARD

IWF, Atlanta (USA)

2014

TROPHÈE EXPOBOIS

EXPOBOIS, Paris (France)

GOLD STAR AWARD

AWISA, Brisbane (Australia)

GOLD STAR AWARD

AWISA, Sydney (Australia)

On the LUMINA users can change over from the 

LTRONIC to the Glu Jet unit as required within 

 minutes using the high precision HSK interface 

from our CNC technology.

The LUMINA has an automatic unit recognition 

feature and is ready for use immediately after 

changing over to the LTRONIC. The change  

over time from edge to edge is only 5 minutes. 

Glu Jet and   
Changing Station

On the LUMINA the Glu Jet as well as the 

LTRONIC both have edging magazines with 

 optimized feed angles, allowing uncom-

promising edging variety, stating from 

modern high gloss edging to thick edging 

cross  sections in the solid wood range.

A W A R D S

Invisible joint with 

laser edging.

Waterproof invisible  

joint with PUR glue.

ユニット交換システム 

LUMINAはHOLZ-HERの優れたCNC技術とHSK
インターフェイスにより、Glu Jetユニットと
LTRONICユニットの交換が可能です。 
しかも交換作業は僅か数分で終わります。 !
ユニットの交換後はLUMINAが自動でシステムの
セットアップを行います。LTRONICの場合は交
換開始後わずか5分で全ての準備が完了します。 !
 

LTRONICとGlu Jetそれぞれのユニットに最適な
エッジ入射角にセッティングされます。堅い木製
エッジにはGlu Jetの鋭角な入射角が有効です。 

接着層のない 
レーザーエッジング 

防湿性の高い 
PURホットメルト 
Glu Jet

受賞

LTRONIC
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C O N T R O L

Edge Control Touch –  

high standards guarantee your  

investment for the future

Equipment / Service

Q  Network connectivity.

Q  Online maintenance, high speed data interchange 

with HOLZ-HER service department.

Q  Barcode interface for automatic program call-up.

Q  External USB port for data backup and system 

updates.

Q  Connection to HOLZ-HER process data  acquisition 

system for direct read-out of operating data 

 (optional).

Edge Control Touch

The HOLZ-HER Edge Control Touch provides extremely high performance and is exemplary 

for its simple operation. Ergonomic, simple and uniform tablet design.

Display

Q  18,5"-Touch screen with 16:9 format.

Q  Brilliant graphic display of machining process.

Q  Simple operation – rotating and swiveling  

control panel at eye height.

Operation

Q  Electronically controlled set-up processes  

with 100% repetition accuracy.

Q  Clear and complete acquisition of all  

operating data: Total running meters,  

total parts, total hours with reset.

Q  Custom user management with password 

 protection and single authorization.

エッジコントロールタッチ 
エッジコントロールタッチはHOLZ-HERの新しい制御システムです、人間工学に基づい
た設計とシンプルで統一された操作体系が優れた機能と操作性を実現します。 

ディスプレイ 
18.5inch液晶タッチパネルスクリーン(16：9) 
加工プロセスのグラフィック表示 
シンプルな操作 
アイレベル操作パネルの回転、チルト機能 

作業管理 

サービス 

電子制御によるセットアップは完璧な再現性を実現 

エッジコントロールタッチ 
操作性と高機能を両立 
圧倒的な頭脳が 
簡単だけど凄いを実現

コントロール

ネットワーク接続 
オンラインサービス、HOLZ-HERサービスとの高速デー
タ通信   
バーコードインターフェィス、加工データなどの読み
取り 

USBポート、データバックアップやソフトウェアのバー
ジョンアップ 

HOLZ-HERデータ収集システムとの接続 
（オプション）

作業データの収集：材料数量、総加工長さ、総加工時
間など 

操作権限のパスワード管理 



縁貼りデーターライブラリー 
縁貼りデーターライブラリー 
!

!!
Rotating and pivoting 

control panel.

Laser edging at the touch of a button.

Edging Database

A highlight is the edging library completely integrated into the control. All of the very latest 

co-extruded and subsequently coated edging are already stored here as a factory-provided 

item and can be simply selected by the user via the standard touch screen.

$@BG�K@RDQ�DCFHMF�MDDCR�@�RODBHÖB�DMDQFX�DMSQX��VGHBG��AX�V@X�NE�@M�DW@LOKD��CDODMCR�NM�

the edge thickness or the color. After the selection is made, LTRONIC automatically adjusts 

the respective energy requirement.

レーザーエッジングもタッチパネルに触れるだけ

支持アームの関節により 
回転と首振りが可能な操作パネル 

縁貼りデータライブラリー 
特筆すべきは縁貼りの加工データのライブラリー。 
様々なエッジやパネルに最適な加工データのほぼ全てをライブラリーとしてLUMINAのコント
ロールタッチ内に保存されています。 
タッチパネルでライブラリーを選択するだけで目的のデータを簡単に取り出すことが可能です。 
レーザーエッジングではエッジの種類や厚みそして色、パネルの種類や厚みなど全てに最適な条件
設定が必要となります。 
LTRONIC は、これら必要な最適セッテイングを全自動で行います。 
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LUMINA 1380

Q  Including change-over gluing unit 

(LTRONIC and Glu Jet).

Q  Variable feed 10 – 18 m/min.

Q  Your start with HOLZ-HER laser 

edging technology.

LUMINA 1584 | 1586 | 1588

Q  Including a glue-changing unit 

(LTRONIC and Glu Jet).

Q  Variable feed up to 25 m/min.

Q  5 different equipment versions for 

your custom processing requirements.

Q  Maximum degree of automation 

right up to continuous multifunction 

milling technology with multiple stage 

tools and revolving tool magazine;  

TO�SN���CHEEDQDMS�OQNÖKDR�ETKKX�@TSN-

matically.

The LUMINA 1380 has a glue-

changing unit. The LTRONIC as 

well as the Glu Jet application 

station can be attached to this 

 machine. Perfect invisible joints 

VHSG�L@WHLTL�×DWHAHKHSX�@MC�

 absolutely affordable technology.

The 15 series LUMINA also has a glue-change unit. Here you can also choose between  

the Glu Jet and Glu Jet XL application systems. Here as well, high performance postprocessing  

units provide perfect results at feed rates up to 25 m/min.

LUMINA1380
LTRONIC / Glu Jet 2つの接着ユニット 
（接着ユニット交換システム） 
送り速度の無断変速（10～18m/min） 
HOLZ-HERレーザーエッジ技術搭載の 
最小モデル

LUMINA 1380は接着ユニット交換シス
テムを搭載した最小モデルです。 
Glu Jetユニットを使ってEVA/PURホッ
トメルトでのエッジングや、LTRONICユ
ニットに交換し、レーザーエッジングを行
うことも可能です。 
どちらのユニットも接着層の見えない視覚
的にも完璧なエッジングが可能です。

LUMINA 1584 / 1586 / 1588
LTRONIC / Glu Jet 2つの接着ユニット 
（接着ユニット交換システム） 
送り速度の無断変速（10～20m/min） 
加工に合わせ機種選定が可能な5タイプ 
様々なトリミング形状に即座に対応可能な
全自動マルチファンクショントリミングユ
ニットの搭載が可能 
（最大5種類の形状に自動で対応）

LUMINA 158X シリーズにはGlu Jet と 
Glu Jet XLの2つのホットメルト接着ユ
ニットが用意されています。もちろん
LTRONICユニットとの交換システムも搭
載しています。さらに搭載されるエンドカッ
トやトリミングなどの加工・仕上げユニッ
トは送材速度25m/minまで対応します。

 10 LUMINA



!

!!

Fully digital NC servo technology with 

positioning accuracy of 5/1000th mm.

Intelligent  pneumatic 

control.

Clearance-free 

 mechanics.

Blast nozzles to blow  

off chips in the sensing 

areas.

All probes are specially coated  

and optimized for high gloss  

processing.

High precision  linear 

guides for exact 

 adjustment of units.

High tech diamond   

cutters with optimized  

chip trans port (multiple 

function  milling technology 

as optional feature).

2NKHC�×NNQ�LNTMSDC�

units.

Units for 100 Percent  
Repetition  Accuracy!

All units must satisfy maximum requirements right down to the last detail 

to obtain the same precision results repeatedly at high processing rates.  

The shaping cutter unit is an example of what is important. 

!DB@TRD�����ODQBDMS�QDODSHSHNM�@BBTQ@BX�HR�GHFGKX�RHFMHÖB@MS�ENQ�OQNEDR-

sional edgebanding.

U N I T S

100%の再現性  
完璧なCNCセットアップシステム 

パーフェクトな縁貼りを実現するためには全てのユニットが完璧に調
整された状態にセットアップされていなければなりません。 
形状を加工するトリミングユニットは最も重要な要素の一つです。 
ユニットの全ての調整が100％の再現性を持ってセットアップが行わ
れることが極めて重要となります。 

全てのプローブは摩擦を最小とする
鏡面仕上げの特殊コーティング処理

クリアランスフリー機構

センサーエリアのゴミを
除去するエアーブロー

5/1000mmの高精度 
デジタルサーボCNCテクノロジー

位置決め機能付きハイテク 
ダイアモンドカッター 
（オプションのマルチファ 
　ンクショントリミング）

ユニットの正確な動きを支
える高精度リニアガイド

堅牢なユニットベース

インテリジェントな 
エアーコントロール

ユニット
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Multifunctional package (Option)

Revolving Cutter Unit – quattro shape

With 6 NC servo-axes and diamond revolving tool.

Q  Radius 1.3

Q  Radius 2 (double)

Q  Chamfer 45°

.SGDQ�SNNK�BNMÖFTQ@SHNMR�@U@HK@AKD�NM�QDPTDRSâ

Revolving Scraper Unit

With 8 NC servo-axes and HW standard scrapers  

on a fully automated 5-position revolving tool.

Q  Radius 1

Q  Radius 1.3

Q  Radius 2 (double)

Q  Chamfer 45°

.SGDQ�SNNK�BNMÖFTQ@SHNMR�@U@HK@AKD�NM�QDPTDRSâ

The multifunctional package for cutting, corner copying and radius scraping 

provides a perfect appearance for all your normal edgebanding processes,  

RTBG�@R�×TRG�BTSSHMF��U@QXHMF�Q@CHTRDR�@MC�BG@LEDQR�3NNK�BG@MFHMF�HR�@�BNL-

pletely automatic process via the NC servo-axes, multistage tooling technology 

and zero-clearance mechanisms for maximum precision.

Multistage Cutter Unit

With 6 NC servo-axes and diamond combination tool.

Q  Radius 1.3

Q  Radius 2 (double)

Q  Flush up to 8 mm

Q  Bevel 45°

.SGDQ�SNNK�BNMÖFTQ@SHNMR�@U@HK@AKD�NM�QDPTDRSâ

マルチファンクションパッケージ（オプション） 

トリミングのためのマルチファンクションパッケージはフラッシュトリミングや様々な
大きさのR面とスクレイピングそしてコーナーラウンドなどエッジバンディングに必要な
加工の全てを完璧に行うことを可能とします。 
ツール交換とセッティングはNCサーボ制御とマルチステージテクノロジーで全自動で行
われます。さらに0クリアランス機構が完璧な精度を実現します。 

マルチステージカッターユニット 

R1.3のＲ面 
R2.0のＲ面 × 2 
フラッシュ（平）面、最大 8mm 
45°の面取り 

6軸NCサーボとダイアモンドツール

ツール形状のオーダーも可能です

回転カッターユニット：クアトロ 

R1.3のＲ面 
R2.0のＲ面 × 2 
45°の面取り 

ツール形状のオーダーも可能です

回転スクレーパーユニット 

6軸NCサーボとダイアモンドツール

R1.0のＲ面 
R1.3のＲ面 
R2.0のＲ面 × 2 
45°の面取り 

ツール形状のオーダーも可能です

8軸NCサーボと6ポジション超硬ツール
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Jointing Cutting Ø 70 mm

Cut edgings often have small tears in the top layer.

The jointing cutter unit provides for perfect adhesive surfaces  

and prepares the panels for gluing. Equipped with quick- 

BG@MFD�×@MFD�/QN+NBJ�@MC�

diamond tool (ø 70 mm).

Including height adjustment 

for optimum utilization of 

cutters.

Jointing Cutting Ø 100 mm

With symmetrical diamond tipped cutters (ø 100 mm)  

for maximum joint quality and long service life. Automatic  

height adjustment with 2 NC servo-axes.

 Edging Feed

The edging magazine with SYNCHRO drive. With its synchronous 

adaptation to the feed rate, this edge feeder guarantees short 

 intervals between workpieces and simultaneously optimizes edging  

protrusions.

Small feed angle thanks to 

 nozzle design – easy feeding of 

solid wood edging up to 15 mm 

(20 mm as optional feature).

LTRONIC/Glu Jet Edging Magazine

The special LUMINA edging magazine combines the unique,  

acute feed angle of only 7 degrees for extreme edging cross  

sections in the solid wood range with optimum feed angle  

for activating laser edging.

SYNCHRO drive, automatic 

edging separation as well as 

automatic edge monitoring are 

all standard features.

プリミーリングユニットφ70

プリミーリングユニットφ100

エッジフィーダー

エッジマガジン

パネル小口を2本のカッターでパネルの木口面を完璧な状態に
再切削しパーフェクトな美しい縁貼りを実現します。 
2本のカッターの回転方向は逆でパネルの先端と後端の欠けを
防止するため加工の途中でそれぞれが入れ替わります。 !!!
カッター取り付けProLock 
カッター径φ70mm 

高品質切削とロングライフを実現するダイアチップ対称配列
φ100カッターを採用。NCサーボによるカッター高さ自動調
整も装備します。 !

送り速度と同期対応のシンクロドライブ搭載のエッジフィー
ダー、エッジのロスを低減しパネルの投入間隔も短縮します。 
エッジ入射角が鋭角で厚さ15mmまでのソリッドウッド縁材
の加工が可能です。 

!!
カッター取り付けProLock 
カッター径φ100mm 

!!!
オプションでエッジ厚み20mm
まで可能 

LUMINAに搭載のエッジマガジンには新しいシステムを搭載し
ました。極めて鋭角なクロスセクション入射角は僅か7°です。 
ソリッドウッド縁材とレーザーエッジのそれぞれに最適な状態を
実現します。 

!
シンクロドライブ、ソリッド
ウッド縁材自動送り、エッジ
監視は全て標準装備

LUMINA  13
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Motor-driven Pressure Unit (3 Rollers)

Synchronously driven pressure unit with automatic  

adaptation to feed rate and NC servo-axes for motor- 

driven adjustment to correct edge thickness.

Straight and tapered  

pressure rollers for  

perfectly glued joints.

Motor-driven Pressure Unit (4 Rollers)

Synchronously driven pressure unit with automatic  

adaptation to feed rate and NC servo-axes for motor- 

driven adjustment to correct edge thickness.

Straight and tapered  

pressure rollers for  

perfectly glued joints.

Trimming Unit (up to 12 mm)

For straight or chamfered trimming on thin edging;  

a standard feature allows this unit to be pivoted  

to 10 degrees pneumatically. High quality version  

with stable cast iron pillars.

Sawing motors each with 

�ƁFTHCDR�ENQ�OQDBHRDKX� 

trimming off protruding  

edging.

Trimming Unit (up to 15 mm)

With hardened linear guides for high precision trimming  

results up to edging thicknesses of 15 mm; pneumatic  

pivoting to 10° as standard feature.

(20 mm with solid  

wood equipment).

ローラーの回転を送り速度に合わせ最適化するシンクロドライ
ブシステム。NCサーボ制御がエッジの厚みに合わせてユニッ
ト位置を自動設定します。ファーストローラーはストレート、
セカンドとサードローラーは
テーパー形状でエッジを確実
にプレスしパーフェクトな接
着を実現します。 !!
LUMINA 1380

モーター駆動プレスユニット：3ローラー

ファーストローラーと3つのサブローラーを持つ4ローラープレ
スユニットです。ローラーの回転を送り速度に合わせ最適化す
るシンクロドライブとエッジの厚みに合わせてユニット位置を
自動設定するNCサーボ制御を 

モーター駆動プレスユニット：4ローラー

装備。ファーストローラーは
ストレート、サブローラーは
テーパー形状でエッジを確実
にプレスしパーフェクトな接
着を実現します。 
LUMINA 158X

最大エッジ厚み12mm、ストレートとチャンファー10°のエン
ドカットが可能です。ストレート/チャンファーは自動切り替
え、前後独立モーターで鋳物製のユニットフレームと各ユニッ

エンドカットユニット：エッジ厚み12mm 

ト2本の合計4本のラウンド
バーガイドが正確かつ美しい
エンドカットを実現します。 !!!
LUMINA 1380

最大エッジ厚み15mm、ストレートとチャンファー10°のエン
ドカットが可能です。ストレート/チャンファーは自動切り替
え、前後独立モーターで鋳物製ユニットフレームとリニアガイ

エンドカットユニット：エッジ厚み15mm 

ドで正確かつ美しいエンドカッ
トを実現します。 !
ソリッドウッド縁材20mm対
応パッケージ（オプション） !
LUMINA 158X
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Flush Cutting Unit (up to 20 mm)

High performance cutter unit for edge thickness up to 20 mm.

3 NC servo-axes for cutting work with and without  

protruding edging, as well as motor-driven horizontal  

adjustment for  optimal cutter  

utilization (optional).

Flush Cutting Unit (up to 15 mm)

High performance cutter unit for edge thickness up to 15 mm.

Optional: 2 NC servo-axes for cutting work with and without 

edge protrusion.

U N I T S

Convincing  Cutting 
Results on Edging 
with Thickness up 
to 20 mm

美しい仕上がりを実現する 
トリミングユニット 
縁材厚み20mmまで対応 
!

フラッシュトリミングユニット 
　　　　　　　　　　：エッジ厚み15mm 
エッジ厚み15mmまで対応のフラッシュ（平面）トリミング
ユニットです。 
オプションの2NCサーボ制御はエッジの耳だし量を自動で設
定することが可能です。 !!!
LUMINA 1586 Premium 
LUMINA 1588 Performance 

フラッシュトリミングユニット 
　　　　　　　　　　：エッジ厚み20mm 
エッジ厚み20mmまで対応可能なフラッシュ（平面）トリミ
ングユニットです。 
オプションの3NCサーボ制御はエッジの耳だし量の自動設定
と使用/不使用時のユニット
のIN/OUTを自動設定するこ
とが可能です。 !!
同上モデルにオプション 

ユニット

LUMINA  15
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Cutter Unit

'D@UX�CTSX�×NNQ�LNTMSDC�TMHS�VHSG�RGNBJ�@ARNQAHMF��AD@QHMF�

@MCƁK@QFD�RDMRHMF�QNKKDQR�ENQ�ODQEDBS�QDRTKSR�DUDM�@S�GHFG�EDDC�Q@SDR�

100 percent repetition accuracy at the touch of a button based  

on  zero-clearance mechanisms and 6 high precision NC  servo-axes. 

Horizontal sensing with 

 angular sensing rollers devel-

oped  especially for processing 

 modern, high gloss edging. 

Multiple function milling tech-

nology as optional feature.

Shaping Cutter Unit

Unit adjustment on linear guides With standard blast nozzles 

HMƁEQNMS�NE�RDMRHMF�QNKKDQR�SN�AKNV�@V@X�BGHOR�HM�EQNMS�NE��RDMRHMF�

 areas. Including shelf program for optimum processing of 

shelves with rounded edges.

With optional, automatic 

 revolving tool magazine.

+1/10 mm

+1/10 mm

0 mm

Q  Pendulum Sensor

Automatic pendulum sensor 

copies rear without material 

protrusion and leaves the 

optimum edge protrusion 

for the longitudinal edge for 

subsequent machining with 

the radius scraper.

LUMINA satisfies all  
machining desires.

贅沢な鋳物製ユニットベースを持つヘビーデューティなユニット
です。衝撃吸収軸受け、大きな径のセンシングローラーが正確
かつ安定したトリミングを実現します。 
0クリアランス技術の6軸NCサーボ制御が再現精度100%のセッ

トリミングユニット 

ティングを実現しています。
傾斜センシングローラーはデ
リケートな光沢エッジには特
に有効です。 !
マルチファンクションシステ
ムはオプションです。 

高精度でスムーズな動きを支えるリニアガイド、ガイドウエイ
とセンシングローラーを清掃するブローノズルを標準装備。コー
ナーラウンド加工やトリミング加工のセッテイング及び加工プ
ログラムもインストール済みです。 

コピートリミングユニット 

!!!!
回転ツールマガジンはオプショ
ンです。

自動振り子センサーは垂直加工仕上げ寸法で、水平加工は次工
程のスクレーパーのための削り代を残して加工します。 !!

振り子センサー 

!!

LUMINAは 
あらゆる加工と要求に
お応えします
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Scraper Unit (MOT 4)

For perfect smoothing of radiuses and chamfers on  

plastic edging.

With 4 NC servo-axes for exact  

adjustment of tool depth when 

using high gloss panels with  

protective foil.

Scraper Unit (MOT 6)

100 percent repetition accuracy at the touch of a button based on  

zero-clearance mechanisms and 6 high precision NC servo-axes.

Including high gloss package for exact adjustment of tool depth 

when using high gloss panels 

with protective foil as well as 

sensing rollers with chemical 

nickel plating.

With optional, automatic  

revolving tool magazine.

樹脂エッジに生じるトリミングユニットのナイフマークを削り
取るスムージングユニットです。4NCサーボ制御は保護フィル
ム付き光沢パネルの加工にも対応します。 !

スクレーパーユニット：MOT4 

!!!!!!
LUMINA 1380

0クリアランス技術の6軸NCサーボ制御が再現精度100%のセッ
ティングを実現しています。ニッケルメッキセンシングローラー
と自動位置決めにより保護フィルム付き光沢パネル加工に対応
します。 

スクレーパーユニット：MOT6 

!
さらにオプションで自動回転
ツールマガジンの搭載も可能 !!!
LUMINA 158X
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Flat Scrapers (application controlled)

Clean post-processing of surfaces. Application controlled 

with 2 HW cutting edges, for use on 4 sides. Completely 

DKHLHM@SDR�@KK�L@MT@K�ÖMHRGHMF

Flat Scrapers (pre- and post-sensing)

"KD@M�RTQE@BD�ÖMHRGHMF�VHSG�OQD��@MC�ONRS�RDMRHMF�ENQ�GHFG�

feed rates. 2 HW cutting edges, for use on 4 sides. Completely 

DKHLHM@SDR�@KK�L@MT@K�ÖMHRGHMF�!NSG�TMHSR�B@M�AD�KHESDC�@TSN-

matically for special applica-

tions.

Buffing Unit

/NKHRGHMF�ENQ�L@WHLTL�FKNRR��ENQ�BNLOKDSD�ÖMHRGHMF

Buffing Unit (application controlled)

3GD�ATEÖMF�TMHSR�RDQUD�ENQ�ÖM@K�ÖMHRGHMF�NM�DCFDR�@MC�×@S�

surfaces. Application controlled and optionally oscillating.

接着面からはみ出した糊をスクレープし美しく仕上げます。 
もう手作業での仕上げ作業は必要ありません。 !!

サーフェイススクレーパーユニット 

!!!!!
刃物は4面使用の超硬替え刃 !

サーフェイススクレーパーユニット 
　　　　　　　：プリ/ポストセンシング 
プリ/ポストセンシング（パネル通過前と通過後を検知）搭載の
高速送り対応のサーフェイススクレーパーです。 
両ユニットは自動でリフトアップすることも可能です。 

!!!
刃物は4面使用の超硬替え刃 
LUMINA 158Xにオプショ
ンで搭載可能 

バフユニット：スタンダード 
　　　　　　　 
スクレーパーなどで白化したエッジをポリッシングし光沢を取
り戻し、美しくパーフェクトな縁貼りを完成させます。 !!!!!!!
LUMINA 1380

バフユニット：制御機能付き 
　　　　　　　 
バフユニット使用/不使用のユニットのIN/OUTの設定が操作パ
ネルから可能です。 !!!!
オプションでオシレーション
機能も可能 !
LUMINA 158X 
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Spraying Devices

Spraying units for parting agents and cleaning agents for feed 

and discharge area. Anti-static, coolant and lubricant – electroni-

B@KKX�BNMSQNKKDC�AX�RODBH@K�MNYYKDR�m�ENQ�@�ODQEDBS�DCFD�ÖMHRGHMF�

3GD�U@QHNTR�×THC�QDRDQUNHQR�@QD�

all integrated cleanly into the 

machine frame.

Grooving Unit (forward direction)

With 2 NC servo-axis for groove depth adjustment as well  

as groove position above control panel as a standard feature. 

Pivots 0 – 90 degrees including grid holes at increments of 

11.25 degrees. Including  

plunge control. Optimum chip 

collection with blast nozzle  

and optional post-evacuation 

hood.

Oscillating Sanding

Oscillating sanding unit with NC servo-axis for overall horizontal 

control as well as for motor-driven downfeed to increase sand-

HMF�OQDRRTQD�3GD�ODQEDBS�ÖMHRGHMF�ENQ�XNTQ�RNKHC�VNNC�NQ�UDMDDQ�

edging.

On request only.

Corner Buffing Unit

%NQ�@�ODQEDBS�ÖMHRGHMF�NM�DCFHMF�DMCR�"NLOKDSDKX�DKHLHM@SDR�

@KK�L@MT@K�ÖMHRGHMF�(MBKTCHMF�OKTMFD�BNMSQNK�@MC�LNSNQ�CQHUDM�

horizontal adjustment over NC servo-axis.

コーナーバフユニット 
　　　　　　　 
コーナーラウンド加工を行ったコーナー部のバッフィング仕上げ
ユニットです。 
垂直方向のモーターアジャストとNCサーボの水平制御を装備し
ます。 

!!!!
LUMINA 1586 Flex 
LUMINA 1588 Performance

グルービング（溝加工）ユニット !
溝加工用のユニットで2NCサーボ制御で位置と深さの設定が可
能。0～90°の角度変更が可能で角度設定用ピボットの間隔は
11.25°です。カッターヘッドのプランジ制御や、ブローノズルと
チップ集塵フードを装備します。 !!!!!
LUMINA 1586 Grooving 

サンディングユニット：オシレーション !!!!
NCサーボによる水平制御を搭載。昇降はモータードライブ 
サンディングベルトのオシレーションを装備。 
ソリッドウッド縁材などを美しく仕上げます。 !!!!!
機械オーダー時のリクエスト
で搭載

スプレーデバイス !!パネル投入エリアには離型剤、出口エリアにはクリーニング及帯
電防止剤をパネル通過に合わせて自動スプレーする装置です。完
璧なエッジングのため特殊なノズルとキャタピラ速度検知制御で
スプレーされます。 
液体タンクは本体フレームに
セットされます。 !!!
本デバイスはオプションです 
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1

5

4

3

2

1800 mm

Perfectly Equipped 
Down to the Last Detail

Q  Air Cushion Table
  For easy and careful handling – even with bulky 

work pieces (optional) (Fig 1).

Q  Workpiece Support
  Extremely stable, extending workpiece support, 

completely self-supporting and thus independent 

NE�HQQDFTK@QHSHDR�HM�×NNQ��NOSHNM@K���%HF���

Q  Transport Chain Lubrication
  Intelligent automatic transport chain lubrication. 

Sensor-controlled unit, for metering lubricate to 

match load. Moreover an automatic injection oiler 

lubricates all joints and bolts (optional) (Fig. 3).

Q  Guide System
  For optimum guidance of narrow parts. The  

guide system moves along with the workpiece  

@S�@���ƁCDFQDD�@MFKD�QHFGS�TO�SN�RDBTQD�SQ@MREDQ� 

to the machine (optional) (Fig. 4).

Q  Glu Jet Catch Reservoir
� �%NQ�BKD@M�@MC�BNMUDMHDMS�×TRGHMF��NOSHNM@K�� 

(Fig. 5).

E Q U I P M E N T

作業を助ける 
様々な装備とデバイス 

エアーフローティングテーブル 
材料のハンドリングが極めてスムーズでより丁寧
な材料の扱いが可能です。（オプション）

ワークピースサポートローラー 
パネルの送材をよりスムーズにするローラー台。 
写真は地面設置のローラー脚がないビルトインアー
ムサポートローラーです。（オプション）

フィーディングシステム自動給油 
キャタピラチェーンなどのフィーディング装置には
自動給油を装備。チェーンと駆動軸への給油タイ
ミングはプログラムで制御されます。 
（オプション）

材料ガイド 
幅の狭い材料を正確に投入するための治具です。
材料ガイドは90°を保ちスライドします。 
（オプション）

Glu Jetトレー 
グルーの色替えやPURホットメルト使用時など不
要グルーを受ける容器です。（オプション）

スペシャル装備
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Automatic glue quantity controlAdaptive trimming blade Adaptive pressure unit

The adaptive package  
reduces adjustment  
errors and reject quotas  
to a minimum. 

Adaptive Package

Intelligent Return System
Q  With 90°/180° rotation unit.

Q  Stacking and nesting.

Q� �%NQ�HMBQD@RDC�DEÖBHDMBX

The optimized, automatic control for the extensive pressure adjustments with plausibility 

BGDBJR�@KKNVR�'.+9�'$1�SN�QD@KHYD�@TSNL@SHB�FKTD�PT@MSHSX�BNMSQNK�L@SBGDC�SN�SGD�RODBHÖB�

requirements. Moreover, an adaptive trimming blade automatically adapts the pressure of 

the trimming blade to the edge thickness.

Also included is an adaptive pressure unit for optimum adjustment of the pressures  

NE�SGD�HMCHUHCT@K�OQDRRTQD�QNKKDQR�SN�SGD�RODBHÖB�@OOKHB@SHNM�ENQ�ODQEDBS�QDRTKSR�DUDQX�SHLD� 

This reduces adjustment errors and reject quotas to a minimum.

インテリジェント・リターンシステム 
パネルの自動反転 90°/180° 
パネルの自動積み取り/積み上げ 
生産性の向上 !

アダプトパッケージ（適応パッケージ） 

アダプトパッケージは 
設定ミスを防ぎ 
製品不良の発生を 

パネルとエッジの種類や材質など様々なエッジバンディング環境に対応します。プレスユニッ
トの広範囲な圧力最適化と自動設定、さらにホルツヘルなら特定条件に合わせ糊の量を制御す
るグルーコントロールの搭載も可能です。 
アダプトトリミングブレードはエッジの厚みに合わせ自動で圧力を調整する事も可能です。 
アダプトプレスユニットは常に完璧な縁貼りのために個々の条件に合わせた最適な圧力に自動
設定されます。 
これらのシステムはアプリケーションとしてソフトウエアに組み込まれ、機械の設定ミスと製
品不良の発生を未然に防止します。 

アダプト トリミング ブレード     アダプト プレス ユニット        グルー コントロール

無くします
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T E C H N I C A L  D ATA

Equipment for  1380

Free space

Machine LUMINA 1380 Options

Control 18,5" Touch screen

Bridge Roller bridge

Edge feeder LTRONIC / 

Jointing 60 mm

Exchange unit 1 LTRONIC with NIR* *LTRONIC with NIRplus

Exchange unit 2 Glu Jet automatic

Pressure unit 3 motor-driven rollers

End trimming Two-motor 12 mm

Cutting Multifunction MOT 6

Corner copying Two-motor, 60 mm, MOT 4

Radius scraper MOT 4, incl. high gloss package

Flat scraper Flat scraper  
(application controlled)

Buffing Buffing unit

Spraying device

Standard Optional

オプションLUMINA 1380

コントロール

上部材料押さえ

エッジフィーダー

プリミーリング

チェンジユニット1

チェンジユニット2

プレスユニット

エンドカットユニット

トリミングユニット

コピートリミングユニット

スクレーパーユニット

サーフェイススクレーパーユニッ
ト

バフユニット

スプレーデバイス

18.5”LCDタッチパネル

ローラービーム

60mm

モータードライブ３ローラー

＋ NIR ＋ NIR Plus

２モーター 15mm

マルチファンクションMot6

２モーター 60mm Mot4

グロスパッケージ付 Mot4

プログラムコントロール 
サーフェイススクレーパー

スタンダード

取り付け可能

標準装備 オプション 取り付け可能フリースペース

テクニカルデータ
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LUMINA 1380 
with Glu Jet

LUMINA 1380 
with LTRONIC

Technical Data

Overall length (mm) 5,584

Width x height 1,329 x 2,066

Weight (kg) 2,200

Feed Rate

Feed rate (m/min) 10 –18 10 –18

Working Dimensions

Minimum workpiece length (mm) 160 160

Minimum workpiece width (mm) 60 60

Workpiece thickness (mm) 8 – 60 8 – 23 (45)

Edge thickness (mm) 0.4 – 8 (12)* 0.4 – 3

T E C H N I C A L  D ATA

*with tool change
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テクニカルデータ

テクニカルデータ

全長（mm）

奥行き × 高さ（mm）

重量（kg）

5584

1329×2066

2200

フィード（送材）速度

インバーター（m/min） 10 ～ 18 10 ～ 18

加工可能サイズ

パネル長さ：最小（mm） 160 160

パネル幅：最小（mm） 60

8 ～ 60

0.4 ～ 15

160

8 ～ 23(45)

0.4 ～ 3

パネル厚み（mm）

エッジ厚み（mm）

（延長入り口フェンス取り付け）
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Tool Versions for  15 Series

Maschine LUMINA 1584 
automatic

LUMINA 1586
premium

LUMINA 1586 
grooving

LUMINA 1586 
flex

LUMINA 1586  
performance Options

Control 18,5" Touch screen 18,5" Touch screen 18,5" Touch screen 18,5" Touch screen 18,5" Touch screen

Bridge Roller bridge* Roller bridge* Roller bridge* Roller bridge* Belt bridge *Belt bridge 

Edge feeder LTRONIC / 
SYNCHR

LTRONIC / 
SYNCHR

LTRONIC / 
SYNCHR

LTRONIC / 
SYNCHR

LTRONIC / 
SYNCHR

Jointing 60 mm*,  
Ø 70 mm

60 mm*,  
Ø 70 mm

60 mm*,  
Ø 70 mm

60 mm*,  
Ø 70 mm

60 mm MOT 2,  
Ø 100 mm *60 mm MOT 2, Ø 100 mm

Exchange unit 1 LTRONIC  
with NIR*

LTRONIC  
with NIR*

LTRONIC  
with NIR*

LTRONIC  
with NIR*

LTRONIC  
with NIR* *LTRONIC with NIRplus

Exchange unit 2
Glu Jet*
automatic

Glu Jet*
automatic

Glu Jet*
automatic

Glu Jet*
automatic

Glu Jet*
automatic

* Glu Jet XL 
PU unit (2-kg cartridge)

Pressure unit 4 motor-driven  
rollers 

4 motor-driven  
rollers 

4 motor-driven  
rollers 

4 motor-driven  
rollers 

4 motor-driven  
rollers 

End trimming Two motor 15 mm* Two motor 15 mm* Two motor 15 mm* Two motor 15 mm* Two motor 15 mm* * 20 mm with solid wood 
package

Cutter  1 x Flush 15 mm* x x Flush 15 mm* *+ MOT versions (20 mm)

Cutter  2 Radius 2 mm* Radius 2 mm* Radius 2 mm* Radius 2 mm* Radius 2 mm*
* Multifunctional package  
for cutting, corner copying 
and radius scraping

Corner copying 60 mm, MOT 4* 60 mm, MOT 4* 60 mm, MOT 4* 60 mm, MOT 4* 60 mm, MOT 4*

Radius scraper MOT* MOT* MOT* MOT* MOT*

Flat scraper Application  
controlled*

Application  
controlled*

Application  
controlled*

Application  
controlled*

Application  
controlled* *with pre- and post-sensing

Buffing Application  
controlled*

Application  
controlled*

Application  
controlled* 

Application c 
ontrolled*

Application  
controlled* *oscillating

Corner buffing x x x Application  
controlled

Application  
controlled

Grooving x x MOT 2 x * *MOT 2

Spraying device

OptionalStandard x Not available Free space

T E C H N I C A L  D ATA
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The illustrations 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.

テクニカルデータ

LUMINA 1584 
Premium

LUMINA 1586 
Premium

LUMINA 1586 
Grooving

LUMINA 1586 
Flex

LUMINA 1588 
Performance

オプション

コントロール 18.5”LCDタッチパネル

ローラーブリッジ *

パネル厚み最大60mm*　カッター径φ70mm

モータードライブ４ローラー

２モーター 15mm *

フラッシュ15mm フラッシュ15mm

R2mm *

MOT 4*、パネル厚み最大60mm

MOT *

プログラム制御 *

プログラム制御 *

プログラム制御

MOT 2

標準装備 オプション 取り付け可能フリースペース装備不可

*ベルトブリッジ

*60mm MOT 2 
カッター径φ100mm

*20mm  
ソリッドウッドパッケージ

*＋MOT （20mm）

*トリミング、Rトリミング、
コピートリミング, 

Rスクレーパーのための 
マルチファンクション 

パッケージ 

*プリ /ポストセッティング

*オシレーション

*＋MOT 2

上部材料押さえ

エッジフィーダー

プリミーリング

チェンジユニット1

チェンジユニット2

プレスユニット

エンドカット 
ユニット

トリミングユニット１

コピートリミングユニッ
ト
スクレーパーユニット

サーフェイススクレー
パーユニット

バフユニット

スプレーデバイス

トリミングユニット２

コーナーバフ 
ユニット

グルービングユニット
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LUMINA 1584 
with Glu Jet

automatic

LUMINA 1586
with Glu Jet

premium

LUMINA 1586 
with Glu Jet

grooving

LUMINA 1586  
with Glu Jet 

flex

LUMINA 1586  
with Glu Jet 
performance

LUMINA  
with LTRONIC

Technical Data

Overall length A (mm) 7540 8085 8085 8085 8755

Total length with air cushion table 
and extended discharge B (mm) 8990 9450 9450 9450 10120

Width x height (mm) 1368 x 2223 1368 x 2223 1368 x 2223 1368 x 2223 1368 x 2223

Weight (kg) 2750 3000 3000 3000 4200

Feed Rate

Feed speed (m / min) 10 – 20 (25) 10 – 20 (25) 10 – 20 (25) 10 – 20 (25) 10 – 25 10 – 20 (25)*

Working Dimensions

Minimum workpiece length (mm) 140 140 140 140 140 140

Minimum workpiece width (mm) 60 60 60 60 60 60

Workpiece thickness (mm) 8 –  60 8 –  60 8 –  60 8 –  60 8 –  60 8 – 23 (45)

Edge width (mm) 0.4 – 8 (12)** 0.4 –15 0.4 – 8 (12)** 0.4 – 8 (12)** 0.4 –15 (20) 0.4 – 3

*   Edge dependent
** with tool change

テクニカルデータ

全長 A（mm） 

全長 B（mm） 
エアーフローティングテーブル 
出口延長ローラー台 

重量（kg）

7550

1368×2223

2750

8090 8760

奥行き × 高さ（mm）

8990 9450 10120

フィード（送材）速度

加工可能サイズ

インバーター（m/min）

パネル長さ：最小（mm）

パネル幅：最小（mm）

パネル厚み（mm）

エッジ厚み（mm）

10 ～ 20（25） 10 ～ 20

3000 4200

140

60

8 ～ 60

0.4 ～ 8(12)** 0.4 ～ 15 0.4 ～ 8(12)** 0.4 ～ 15(20)

10 ～ 20(25)*

140

60

8 ～ 23(45)

0.4 ～ 3

*エッジの種類による 
**ツールチェンジ付き

1588
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www.holzher.comProduct brochures and many 

videos are available at

〒633-0065  　奈良県桜井市吉備588番地１ 
        TEL 0744-43-2020　FAX 0744-43-2024 

eMail : info@fuso-ltd.co.jp 
 www.fuso-ltd.co.jp 

本機の
および

他機種
の 

ビデオ
ご覧い

ただけ
ます

www.f
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