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エッジバンディングを極める高機能モデル
�������� ����������� � ���� ����� �� ����������

SPRINT
1327 / 29
�����������
スプリント

モダンキャビネットメーキングのための高機能モデル

スプレーシステムとエッジ接着エリアのフードカバーはオプション

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

�����������

エッジバンダーは新たな領域へ：新世代

     SPRINT
新しく設計されたマシンフレーム、各モジュールをさらに高度に制御する多くの機能と過去上位機だけに
 8/A6C ./=318/. ,+=/ 0<+7/ /@/8 79</ 0?8->398= 09< >2/ 79.?6/= 79</ :9A/<
搭載されていた高機能システムを搭載、スペックだけでなく操作性も極めた新世代エッジバンダーです。
+8. :/<0/->/. 9:/<+>398 >2/ $"# %
 09<7= >2/ ,+=3= 09< + 8/A 1/8/<+>398 90
>2/ =?--/==0?6SPRINT
$"# % =/<3/=
ベーシックな
1327 1 タイプと装備を増やした SPRINT 1329 3 タイプの全４モデルを用意。
� 312
■
新しく設計されたマシンフレームは堅牢な筐体と垂直
<313.3>C 90 >2/ ,+=/ 0<+7/ A/6./. @/<>3-+6
79.?6/
A+66 09< =?:/<39< :</-3=398
フレームで各ユニットの安定した正確な動きを実現

� +8
■
エッジ厚みはコイルエッジ
3mm、カットエッジ
:<9-/== <//6 +8. =><3: 7+>/<3+6
?: >9  77

� $>?<.C -2+38 1?3./ A3>2 <?,,/< :+.= 09< + =799>2
■ +8.
材料を滑らかかつ正確に送材するコンベアシステム
1/8>6/ ><+8=:9<> 90 >2/ A9<5:3/-/=

8mm まで（1329 はユニットにより 12mm まで）
'+<3+,6/ :<9-/==381 <+81/ >2+85= >9 + @+<3/>C
90 9:>398=
■ プリミリングユニットを標準装備

� $799>2
A9<5:3/-/ ><+8=:9<> >2+85= >9
■
高精度に機械加工されたコンベア軌道

%/6/=-9:3- A9<5:3/-/ </=> 09< :<9-/==381
:+<>=
■ 6981
エッジ接着部からグルーラインを消したフイルムテ

�

�

:</-3=/6C

7366/. 1?3./= 09< >2/ ><+8=:9<> -2+38

■
新し材料を正確かつ確実にホールドする複列ローラー
� "</==?</
,<3.1/ A3>2 .9?,6/<9A -98>38?9?= :</=
を装備した強固な上部プレッシャーブリッジ
=?</
<966/<= >9 296. >2/ A9<5:3/-/ 03<76C

� +=> 0//. =://. ?: >9  7  738
■ パネル厚み 60mm、送材速度 Max.18m/min を基本
�

スペックとして設計
$>+8.+<. 79./6 +6</+.C ./=318/. 09< + A9<5:3/-/
>23-58/== 90 ?: >9  77

クノロジー GluJet ユニットを搭載
>><+->3@/ ./=318 =9?8.:<990 :<9>/->3@/ 299.
38 79.?6/ +</+
■ 長い材料のための伸縮ワークレスト
� "</-3=/ +8. =>?<.C 1?3.+8-/ 90 >2/ :</==?</
,<3.1/
■ 加工エリアのフードカバーを装備、接着エリアはオプ
�

ションで装備可能

���������������������
コンピューター制御操作パネル
������������
簡単操作で最速セットアップ

新 ��������������������������������
トリミングユニット
MF���������������������������
トリミング 1827Pn.
マルチファンクション

フラッシュトリミング

傾斜トリミング

15

6?=2 ><377381
■ Power-PC 搭載のコンピューターコントロール PPC 221
� "9A/<" -98><96 ""
■� 8.4inchVGA
 38-2 'カラー液晶画面
-969?< =-<//8
■� シンプル操作、全ての情報は分かりやすいグラフックスとテキス
+=C 9:/<+>398 +66 3809<7+>398 -+8 ,/ </+. +8.
:<91<+77/. 38 :6+38 >/B> +8.9< 1<+:23トで表示
� #9>+>381 +8. :3@9>/. -98><96 :+8/6 +> /C/ 6/@/6
■ どこからでも見やすい回転機構付アイレベル操作パネル
� B>/8=3@/ :<91<+7 7/79<C +669A= + 0+=> =/>?:
■ 高度なプログラム機能で機械のセットアップは簡単です
90 >2/ 7+-238/
■� 各ユニットの制御やツールの交換もデフォルト機能で簡単
8.3@3.?+6 =/6/->398 90 79.?6/= A3>2 0?8->398= += ./0+?6>
=/>>381= 09< =/>:938>= 638/ :938>= +8. >996 -9<</->398=
■ 全ての操作データは記憶することが可能です
� (/66 +<<+81/. +8. -97:6/>/ </-9<.381 90 +66 9:/<+>381 .+>+
■ オンラインサービスはオプションで可能
� 8.3@3.?+6 +.7383=><+>398 90 ?: >9 >/8 ?=/<=
■� バーコードインターフェイスはオプションで可能
!8638/ =/<@3-/ 9:>398
■� ランニングソー、NC
ボーリングなどとネートワークで接続し
+<-9./ 38>/<0+-/ 9:>398
� データ送受信が行える
988/->398 >9 !*#
:<9-/==システムへの接続が可能
.+>+ +-;?3=3>398
HHPDE
" 09< + .3</-> /B:9<> 90 9:/<+>381 .+>+

ラウンドトリミング

ラウンド部を使用して
2+70/< ><377381 ?: >9
./1<//=
7+8?+6
疑似傾斜トリミング
+.4?=>7/8> 9:>398 :8/?7+>3- +.4?=>7/8>

スクレーパーの削り代
を残すオフセットセット
（オプション）

パワフルで信頼性の高いシステム

#+.3?= ><377381 =>+8.+<.

新設計フレームは各ユニットの性能をフルに引き出すパワフルマシンです、
さらにオプション装備により高度な自動システムへと発展することが可能です。

①
プリミリング 1802

2 本のカッターでパネル
の木口面を完璧な状態に
再切削し美しい縁貼りを
実現

③
②

①

②
エッジフィーダ 1903
2+70/< ><377381 09< >238 /.1/=
9:>398   !% 

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、エッジの交換
セット作業は工具不要。

③

グルーユニット GluJet
エッジ接合面からグルー

66 366?=><+>398= 7+C -98>+38 9:>398+6 /B><+=

ラインを消す理想のグ
ルーイングを実現した
フィルムテクノジー。
#+.3?= ><377381 A3>2 9@/<2+81 9:>398

�������

�����������

      
    

���������������������
グルービングユニット（溝加工）
SPRINT 1329 Groovibg

SPRINT
1329A9<57+8=23:
Groovibg には溝加工がユニットを搭載します
� �����������������������������������������
+-2 ?83> 90 >2/ 8/A $"# %
 -98@38-/=■
>2<9?12
3>= :</-3=/
%2/ :9==3,6/
�����������������������������
/;?3:7/8> 9:>398= +</ :/<0/->6C 7+>-2/. +8. �./=318/.
09< + 2312 -98=>+8> 69+.
■ 溝の位置と深さの 2 つの NC 位置期目を

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

■ ダウンカットにより切り抜けも部も美しくしい仕上がり
■ 溝の位置と深さの 2 つの NC 位置期目を搭載

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

■ �エ
ッジ接着部からグルーラインを消したフイルムテクノロジー
������������������������������������
ユニットを搭載
� GluJet
������������������������������������

■0
〜 90 の傾斜には 11.25 刻みのストップ機工を装備
� ������������������������
■ ユニットの IN/OUT 機能を装備

�

�

�

様々な加工に対応
������������������������

オプションを含めた特徴を
����������������������
記載しています
�����������������������

��
�
�
�
�
���
����
ジに
エッ
ゆる
対応
ら
あ
ルに
シブ
キ
フレ

SPRINT 1329 Premium

��������������������
プロファイル加工
トリミングとコーナーラウンド
����������������������

� ����������������������

� ���������������
%2/ :9A/<0?6 4938> 7366381 79.?6/
/8=?</= =799>2 ,98.381 =?<0+-/=
+8. + >238 ,98./. 4938> 3>>/. A3>2
>2/ "<99-5 ;?3-5 -2+81/ 06+81/
3+798.>3::/. +8. 2/312>
+.4?=>+,6/
>996= 09< + 6981 >99 630/
�����������������

������������������

プロファイル加工
���������������������
� ���������

� ���� ����������� �������

?66C +?>97+>/. ?=/<0<3/8.6C
0//.
%2/ :+>/8>/. !*# =C=>/7
� ��������������
���������������������������
■ SPRINT
1329 Premium
には 2 モータープロファイルユニッ
90 -936 +8. =><3: 7+>/<3+6
%9966/==
A3>2 89DD6/ >/-289691C 1?+<+8>//=
� ト������������������������������������
FF501 を搭載、様々なパネル形状に対応
-2+81/9@/< B+-> 1?3.+8-/
90 >2/
+ 03<7 296. 90 >2/ /.1/= +8. -6/+8
� �������������������
/.1381 7+>/<3+6 A3>2
>A9
+.4?=>+,6/
4938>= %2/ =>+8.+<. =C=>/7 3=
■ パネル厚み 60mm まで対応
� �������������������������������
296.381.9A8 ./@3-/=
+B37?7
./=318/. >9 :<9-/== 16?/= 38 +
69+.
-+:+-3>C

77
09<
=><3:
-+<><3.1/ 9< 1<+8?6+>/ 09<7 3<</
■
NC
サーボモーター位置決めシステムの搭載も可能
�����������������
� �����������������������������������
=:/->3@/ 90 A2/>2/< >2/C +</
7+>/<3+6 %2/ =7+66 0//.381
+816/
' 9< "&# 16?/=
+::<9B  ./1<//=� 3=����������������������������
:+<>3-?6+<6C
1/8>6/ 98 =963. >37,/<
/.1/=
.?<381
� ������������������������������������
380//.
������������������

�������������������������
トリミング加工

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

���������������������������������������������
GluJet

�
�����
�
�����
������ ����������
�
��
����
���
������ ��������� ������
<
+ C/+
����
����
.+C=
���� ��������
<5381
>/7=

MODULES�of�1327/1329

9
=C=
 A
6?381
C +8. +6 <966/< 1
/< .+
 2 : 98@/8>398
2
3>
A
>9 +</.
-97:

%2/ =>+8.+<. $"# %
 3= /;?3::/. A3>2 >2/驚異のフィルムテクノロジー
:+>/8>/. !*#
グルーユニットの革新
89DD6/ =C=>/7  
エッジ接合面からグルーラインを消した理

想のグルーイング
� %2/ 16?/ 3= +::63/. /B+->6C += </;?3</. %23= =+@/= -9=>= +8. 9:>373=/=
■ カートリッジグルーとペレットグルーの
>2/ ;?+63>C
�
9 .3=-969<+>398 9< =-9<-2381 90 >2/ 16?/ =38-/ 986C >2/ 16?/ 8//./. 3=
両用が可能
+->?+66C 7/6>/. 38 >2/ -69=/. =C=>/7
■ タンクを持たないのでグルーの色や種類
� %2/ ;?3-5 -+<><3.1/ -2+81/ 3= + :+<>3-?6+< ,998 %23= +669A= + 0+=> +8.
の変更が可能
<+>398+6 -2+81/9@/< 0<97 ' >9 "&# 16?/ 9< .300/</8> 16?/ -969?<=
■ 外気を隔てた閉ざされた部屋で溶かされ
� $-+88381 89DD6/= 09< :</-3=/ 16?/ +::63-+>398 %2/ 89DD6/ 3= -9?:6/. >9
>2/ :</==?</ ,<3.1/ 9:>398 %23= .9/= +A+C A3>2 +8C 7+8?+6 +.4?=>7/8>
るのでグルーの劣化ががない
>9 >2/ ,9+<. >23-58/==
■ EVA グルーだけでなく PUR グルーの使
用も可能

�����������������������
プレスユニット 1913Pn.
312
-98>+-> :</==?</ 09< -6/+8 3 ロー
パーフェクトな接着を実現する
/.1/
16?381 66 :</==?</ <966/<= A3>2
ラープレスユニット。ファーストロー
:8/?7+>3- :6?81/ -98><96 9>9<3=/.
ローラーは強制駆動。
+.4?=>7/8> >9 /.1/ >23-58/== 98
ファーストローラー及びセカンド
</;?/=>
/ サードローラーは圧力調整が可能な
エアーテンションを装備、さらにプ
レス開始位置と終了位置の設定及び
加工プログラムへの登録が可能。

エンドカット 1918Pn.
�����������������������
9<
=><+312>
9<独-2+70/<
前後
カット
立 ユ ニ><377381
ットの 2 モー
:8/?7+>3=C=>/7 += =>+8.+<.209<
タータイプ、各ユニットに
本合計
=A3@/66381 >9 ./1<// -2+70/<
4 本のガイドウエイを持つ信頼性に優
><37=
れたユニット。ストレート / チャン
ファー
1079>9<
の切り替えは操作パネルか
+-2
=+A
98 >A9 1?3./=
ら可能。
09< + :</-3=/ ><377381 90 >2/ /.1/
9@/<2+81

�������������������
MF トリミング 1827Pn.
"9A/<0?6
4938> 7366381 79.?6/ 09< 06?=2 ><377381 90
フラッシュトリミング、ラウンドト
>2/
>9: +8. ,9>>97 69813>?.38+6 /.1/ <+.3?= ?: >9
リミング、傾斜トリミングを刃物交
-2+70/<
><377381  E
./1<//= :3@9>/.
換無しで可能なトリミングユニット。
エッジ厚みは 8mm まで、傾斜 0 〜
?<>2/< /;?3:7/8>
15 の可変、操作パネルからユニット
E 3+798.>3::/. >996=
IN/OUT も可能
Eの8>/1<+>/.
-23: 1?3./ 38 >996
オプションでサーボモーター位置決
E "<99-5 =C=>/7
の搭載も可能。
Eめの
%A91827Mot4PN.
@/<>3-+6 49-5/C <966/<=
E %A9 29<3D98>+6 -98>+-> =29/=
A3>2 >A9 <966/<= /+-2

77

���������������������
コーナーラウンド
1832
9:C -?>>/< ?83> >9 :<9-/== >2/
新たに改良されたユニットはパネル厚
0<98> +8. </+< @/<>3-+6 /.1/ A3>2 +
み 60mm まで可能です。倣いヘッド
7366381 79>9< +B 380//.  7738
がボスﾄフォームパネルのなどの加工
+B37?7 A9<5:3/-/ >23-58/==
も可能です。
E
77
Sprint 1329Premium は 2 モ ー タ ー
FF501 を搭載。

�������������������
スクレーパー
1929pn.
9<
:/<0/->
=799>2381
ト
リ>2/
ミン
グユニ
ッ ト で 生90じ<+.3?=/=
るナイフ
+8. -2+70/<= 98 :6+=>3- /.1/= !:>398
マークを削り取る仕上げユニット。
:8/?7+>3- /B-2+81/ 9< A3>2 79>9<3=/.
操作パネルからユニットの IN/OUT の
038/ +.4?=>7/8> (3>2 @/<>3-+6 +8.
選択が可能、
コピーリングのサーボモー
29<3D98>+6 49-5/C
<966/<= 09< :/<0/->
ター位置決めをオプションで選択可能。
=-+88381

�����������������
ファ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
6/+8 :9=>:<9-/==381 90 >2/ =?<0+-/ E
89 79</ 7+8?+6 0383=2381 %23= 1</+>6C
プし、より美しい製品に仕上げます。
</.?-/= >2/ ON/OFF
-9=> :/< A9<5:3/-/
ユニットの
タイミングを操
作パネルから設定可能

機
仕様
日本�装
�
�
�
備
�
�準
標

�������������������
バフ
1940
スクレーパーで加工面が白くなるエッ
!8/ 2?8.</. :/<-/8> :9=>:<9-/==381
90 /.1/= +8. =?<0+-/= 09< +,=96?>/6C
ジの場合はバフのポリッシング効果で
-6/+8 0383=2381 ?00381 .3=- .3+7/>/<
艶を出します。
 77

機
仕様��
日本��装
�
備
�
標準

������������������������
搭載ユニット
���������
����������������

1327

1329 Massiv

1329 Grooving

����

1329 Premium


8.4インチカラー液晶PPC221コンピューター制御
�������������������������������������������������������������������
操作パネル
�����������������������
〔15インチカラータッチスクリーンPPC231〕 
��������������������� � 10m/mini
����������������������������������
フィーディング
�����������������������
〔10〜18m/min〕
���������������������������

上部材料押さえ
���������������������������� ���

10〜18m/minインバーター可変
�

自動昇降ローラーブリッジ

スプレイ����������������������������������������������������

�

〔1856〕

�����������������������������
プリミリング



1802

������������������

エッジフイーダー

1903シンクロ

������������������������

グルーユニット

�

GluJet 301Automatic

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

1913Pn.（3ローラー、エアーテンション）

������������������������

プレスユニット

�

〔1913Mot.Pn.（同上サーボモーター位置決め）〕
�����������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������
エンドトリミング
1918Pn.（2モーター、0/10°操作パネルで切り替え）
��������������������

���������������������������������������������������
第1トリミング
�

�

1828

〔1828Mot2〕

����������������������

�
�

1827Pn.（MFトリミング）

�����������������������������

第2トリミング

�

〔1827Mot.Pn（同上サーボモーター位置決め〕�

��������������������

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

�������
コーナーラウンド

FF501（(2ﾓｰﾀｰ）

1832（1モーター）

〔FF501Mot4〕

����������������������



������������������������������

スクレーパー

�������

1929Pn.
〔1929Mot.Pn.（同上サーボモーター位置決め〕

������������������������

バフ

〔1964Mot2〕

�� =>+8.+<. ���  9:>398

グルービング



1964

ｻｰﾌｪｲｽｽｸﾚｰﾊﾟｰ
��������������������������

�

1940
�

1841-4Mot2

�

� は装備無し 〔 〕はオプション

ル
シャ���
スペ �備
�
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標準仕様機 重量（kg）
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日本輸入元
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〒 633-0065
奈良県桜井市吉備 588 番地 1
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TEL 0744-43-2020
FAX 0744-43-2024
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www.fuso-ltd.co.jp eMail:info@fuso-ltd.co.jp
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