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Compact Dimensions – Maximum Performance

TECTRA 6120

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

スペースユーティリティと高性能を極めた 
コンパクト ランニングソー 

テクトラ

TECTRA 6120 Power !!
※写真の機械にはオプション搭載のものも有ります
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T E C T R A  6 12 0

The saw with the high 
performance range

The TECTRA 6120 series pressure beam saws impress with their high performance. They are variable, 

BNLO@BS�@MC�SGDQDENQD�DUDM�ÖS�HM�RGNOR�VGDQD�VNQJ�@QD@R�QDPTHQD�DWSQDLDKX�DBNMNLHB�OK@MMHMF�

Nevertheless their cutting performance is far beyond standard. The free-supporting, torsionally rigid 

CDRHFM�NE�SGD�A@RD�EQ@LD�@R�VDKK�@R�SGD�GHFG�PT@KHSX�DPTHOLDMS�@QD�CHRSHMFTHRGHMF�ED@STQDR�NE�SGDRD�

panel cutting saws.

Q  3GD�GHFG�PT@KHSX�Q@BJ�@MC�OHMHNM�CQHUD�NEEDQR� 

high acceleration rates and rapid operating  

cycles without effort.

Q  Rip fence return speed of 100 m/min, positioner 

speed of 25 m/min (CE).

Q  Electronically-controlled pressure beam with 

 optimized hub for short cycle times.

Q  Air cushion support tables and machine table 

 depending on the model – for easy and careful 

�L@SDQH@K�G@MCKHMF�NE�GD@UX�O@MDK�RS@BJR

Q  Enables perfect solutions for charging and  lifting 

table or storage systems. The dynamic and lift 

�UDQRHNMR�@QD�HCD@KKX�DPTHOODC�ENQ�BG@QFHMF�SG@MJR� 

to the storage system and lifting table.

Q  Saw carriages, sawing units and rip fences 

are held precisely by ground V-guides, 

preventing vibration. This ensures clean  

and precise cuts over the long term.

Q  Electronically-controlled saw carriage, de-

ODMCHMF�NM�SGD�LNCDK��ENQ�DWSQDLDKX�RGNQS�

cycle times and a high level of productivity. 

 KRN�HCD@K�@R�BTSNTS�DPTHOLDMS�D�F�ENQ�

precise grooves.

Q� �(MÖMHSDKX�U@QH@AKD�EDDC�Q@SD�NE���SN� 

���ƁL�LHM��TO�SN����L�LHM�ENQ�SGD�BK@RRHB�

Q  Saw carriage return speed of up to  

����L�LHM��TO�SN����L�LHM�ENQ�SGD�BK@RRHB�

Illustrations may contain  

optional features.

コストパフォーマンスを高めた 
TECTRA 6120 シリーズ

TECTRA 6120は高度な機能と高い信頼性を低価格で実現したクラス最強の全自動ラン
ニングソーです。コンパクトなマシンでありながら最新の技術と装備でクラスを超える優
れた生産性を実現します。省スペース性と高い生産性は驚異のアドバンテージです。一つ
の構造体として製缶しメガプレナーで削り出されるマシンフレームは高い精度と優れた剛
性を備え圧倒的な高品質と高生産性を実現します。クラスを越えた次世代の高性能マシン
です。

ソーキャリッジとプッシャー定規にはリニアガイ
ドウェイを採用。高精度かつ振動のないスムーズ
な走行が美しく高品質な切断を実現し長期間の信
頼性を保証します。

電子制御とサーボモータ駆動のソーキャリッジは
加工サイクルを短縮し高い生産性を実現します。
またソーキャリッジの位置制御が正確なカットイ
ン/カットアウト加工を可能とし理想の溝加工や切
り抜き加工を実現します。　

ソーキャリッジ前進スピード1 ～ 100m/ 分 
　（Classicは最大70m/ 分）

ソーキャリッジ後退スピード130m/ 分 
　（Classicは70m/ 分）

高精度ラックアンドピニオンによるダイレクト駆
動システムが高速走行による高速サイクル運転を
高精度に実現します。

プッシャー定規後退スピード最大100m/ 分 
前進スピード25m/ 分（EC基準により制限）

電子制御プレッシャービーム（上部材料押さえ）
も高速サイクル運転に貢献しています。

デリケートな材料表面の保護と重いパネルの扱い
を容易とするエアーフローティングはサポートテー
ブルだけでなくランニングソー本体定盤全面に標
準装備します。 

材料パネル在庫管理システムとパネル投入システ
ムとの完璧なソリューションが可能です。
Dynamic及びLiftなら理想的なパネルハンドリン
グシステムの実現が可能です。

TECTRA 6120 Dynamic
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ECOMODE

Brilliant simplicity – 
simply brilliant. 
Just three clicks and  
my cutting begins.

Your cutting – perfect and efficient

Automatic cutting
Q  Improved and easier handling.

Q� � ��PT@KHSX�NE�BTSR

Q  Shorter machining times.

Energy management
Q  Low energy consumption through  

DEÖBHDMS�TRD

Q  Fewer emissions.

Q� �.OSHLHYDC�DWSQ@BSHNM�SDBGMNKNFX

Q� �2NESV@QD�BNMSQNKKDC�DEÖBHDMBX�BGDBJR

Simple work preparation
Q  Optimization software.

Q  Production schedule planning.

Q� �0THBJ6NQJR�m�SGD�ODQEDBS�NOSHLHY@SHNM�@RRHRS@MS

Q  Pre- and post-calculation.

Q  Material management.

Complete solutions
Q  Optimally prepared for charging systems,  

lifting table solutions and storage systems.

Q� �/DQEDBS�DUDM�ENQ�L@BGHMD�MDSVNQJHMF

The intelligent energy 

 management system – 

 standard on all HOLZ-HER 

panel cutting saws.

高度でも簡単 
操作性を極めた 
3クリックの 
シンプルスタート

高効率でパーフェクトな切断 

進化したより簡単な操作 
高品質な切断 
短い加工時間

 自動切断

 エネルギー管理
高効率技術による低消費電力 
低排出 
最適設計された集塵 
高効率生産を管理するソフトウェア

 簡単な加工準備
最適化ソフトウェア 
生産計画の作成 
クイックワーク：最適化のアシスタント 
前工程・後工程の計算 
材料管理

 完成されたソリューション
完成された最適化と自動投入と材料管理システム 
統合ネットワークとの接続 

HOLZ-HER社のランニングソーは
高度な省エネシステムを搭載します
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TECTRA: The right step  
for the perfect cut

Fast and reliable

Q  Most rapid programming of its type.

Q  Clear machine control.

Q  Simple and uncomplicated operation.

Q� �$PTHOODC�ENQ�@KK�XNTQ�OQNIDBSR

Q� �.UDQUHDV�NE�NQCDQ�VNQJKN@C

Q  Cost assessment.

Q  Proven safety for your employees.

Q�  �VNQJOK@BD�SG@S�HR�DMINX@AKD

Q  Perfect ergonomics for your employees.

Q  Perfect, uniform cutting.

Automation of the  
operating procedures

Q  Data transfer from third-party programs.

Q� �3GQDD�BKHBJR�SN�BTS

Q  Rapid and simple creation of cutting plans.

Q  Higher performance in cutting.

Q� �3GD�O@SG�SN�BNQQDBS�VNQJ�OQDO@Q@SHNM

Q� �/QD��@MC�ONRS�B@KBTK@SHNM�NE�SGD�BTSSHMF�INAR

Q  Ready for connection to third-party software  

and storage systems. 

Q  Simple operation – rotating and swiveling  

control panel at eye level.

TECTRA： 
完璧な切断のための正しい選択 

操作手順の自動化
サードパーティ製プログラムからのデータ転送 
3クリックスタート 
カッティングプランのシンプル作成 
高いパフォーマンスを備えた切断性能 
作業準備を設定する手順 
切断作業の前後の計算 
サードパーティ製ソフトウエア及び材料管理シス
テムへの接続 
シンプルな操作：向きと上下の位置の変更が可能
な目の高さのコントロールパネル

高速性と信頼性
高速プログラミング 
理解しやすい制御 
シンプルで優れた操作性 
あらゆる作業をこなす豊富な装備 
作業工程のオーバービュー 
コスト計算 
優れた安全性 
安心の作業性 
人現工学に基づく設計 
パーフェクトで均質安定した切断
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! We show you the easy step-by-step  
path to the perfect cut.

This is what your customers 
can expect from TECTRA.

TECTRA： 
新しい生産システムと新しい製品のため

完璧な切断のためのステップアップを提案します 

 TECTRA 5　
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HOLZ-HER Orbit

Orbit gives you total control of the HOLZ-HER software modules. Switch easily between 

the various windows and maintain an overview of your production.

Perfect  
VNQJ�OQDO@Q@SHNM

The software for any order 4MHPTD� 
interface solution

S O F T W A R E  PA C K A G E  I N  O F F I C E

様々なオーダーに対応するソフトウェア

オフィス用ソフトウェアパッケージ

パーフェクトな 
作業プラン

他に類をみない 
インターフェィス

オービット

オービットはホルツヘル・ソフトウェアモジュールの全コントロールを提供し、 
様々なウインドウを間単に切り替えることで作業のオーバービューを構築します。
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$PTHOODC�ENQ�@KK�NQCDQR��
whether large or small

Orbit

Pre- and post-calculation 
at the touch of a button

Seamless connection 
to your machine

Cutting optimization
Perfect utilization of material and high output  

SG@MJR�SN�HMSDKKHFDMS�RNESV@QD�*MNV�XNTQ�L@SDQH@K� 

and production costs now.

Production planning
Plan the production – monitor the manufacture.  

Also the perfect tool for post-calculation.

To the machine 
VHSG�NMD�BKHBJ

前/後の工程の計算は 
ボタンを押すだけ

機械本体との 
シームレスな接続

大小にかかわらず 
全てのオーダーに対応

ワンクリックで 
対応

最適化（自動板取計算）
材料ロスの発生を最小限に抑える高機能なソフトウェア、
材料と加工コストを即座に知ることも可能です。 !

生産計画
生産計画の作成、生産工程のモニター 
また後工程の計算にも対応する完璧なツールです。 !

オービット
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S O F T W A R E  PA C K A G E  O N  T H E  M A C H I N E

QuickWorks
3GQDD�BKHBJR�SN�SGD�ÖMHRGDC�BTSSHMF�OK@M�

Q Import the order

Q Optimize the order

Q Cutting plan on the machine 

The cutting can begin.

Direct cutting
Rapid implementation of 

 individual and serial cuts.

Sawing unit  
TO�SN����J6

Cutting eights 
up to 95 mm

The HOLZ-HER�RNESV@QD�O@BJ@FD�m� 
the comprehensive solution for your cutting.

機械本体用ソフトウェアパッケージ

ホルツヘル・ソフトウェアパッケージは 
切断のための統合ソリューション

カット高さ 
95mm

主軸出力 
最大15kw

（クイックワーク）
3クリックでカッティングプランが完了
オーダーのインポート 
最適化 
本体でカッティングプラン実行 
切断を開始 

（ダイレクトカッティング）
単純な連続カットの実行
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EasyPlan
3GD�PTHBJ�@MC�RHLOKD�SNNK�ENQ�

 optimization at the machine.

OptiCut
High-performance optimization solution with 

material management (option for classic).

Unlimited number 
of orders

Simple operation and 
�HCDMSHÖB@SHNM�NE�@KK�O@QSR

Rapid  
cutting cycles

Manufacture 
that inspires

高速 
切断サイクル

シンプル操作 
パーツの識別

オーダー数は 
無制限

（オプチカット）
高機能最適化ソリューションと材料管理 
（Classicはオプション）

（イージープラン）
本体の操作パネルで簡単迅速に実行する最適化 
ソフトウェア

製造工程への 
指示
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S O F T W A R E

CutControl 2

 �ODQEDBSKX�CDRHFMDC�VNQJOK@BD�ENQLR�SGD�A@RHR�ENQ�DEÖBHDMS�@MC�DEENQSKDRR�VNQJ�4RHMF�

the 21.5" control terminal, HOLZ-HER panel cutting saws meet all of a machine operator’s 

QDPTHQDLDMSR�3GD�DQFNMNLHB@KKX�@CITRS@AKD�RGDKE�FHUDR�XNT�SGD�LD@MR�NE�ONRHSHNMHMF�TO�SN�

SVN�OQHMSDQR��RB@MMDQR�NQ�JDXAN@QCR�ENQ�TRDQ�EQHDMCKHMDRR

Q� �3GD�RDKE�DWOK@M@SNQX�HMSDQE@BD�HR�@M�

 essential feature of this, so that your 

DLOKNXDDR�B@M�VNQJ�OQNODQKX�@MC�

rapidly with the machine without a 

RHFMHÖB@MS�SQ@HMHMF�NTSK@X

Q  Operating statuses, service and 

maintenance intervals and separately 

programmed energy management are 

displayed in real time.

Q  The 21.5" graphic user interface guar-

antees the largest possible overview 

with 3D real-time graphics and com-

plete graphical processing support.

Q  The optimized display of information 

HLOQDRRDR�HM�SDQLR�NE�jNUDQUHDVk��JDXR�

@MC�ETMBSHNMR�SG@S�@QD�MNS�QDPTHQDC�@QD�

faded out).

ソフトウェア

人間工学に基づきデザインされたコントロールシステムがパーフェクトな操作性を実現します。
21.5inchカラーLCDパネルで構成されたターミナルは操作に必要な全ての要素を満たしてい
ます。位置と角度の調整が可能なターミナル台によりキーボード、プリンター、スキャナーを
操作に最適な位置にセッティングすることが可能です。

21.5inch（16:9）ディスプレイに表示されるグラ
フィックスは「見るだけで分かる」優れたインター
フェイスを実現。3Dリアルタイムグラフィックス
が機械の動きをリアルに表示します。

高機能で実用的なオペレーションソフト 

CutControl 2

画面の表示内容は最適化されその画面での操作に
不要なキーとファンクションはフェードアウト（非
表示）されます。

必要な操作を案内するセルフガイダンスを搭載。 
従来機では必要とした長時間の操作トレーニング
が不要でごく短時間のトレーニングで操作を行う
ことが可能です。 

機械の作動状態を表示するオペーレーティングス
テータス、メンテナンス時期、サービス、エネル
ギー管理がリアルタイムで表示されます。 

カットコントロール
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Perfect data flow in the  
HOLZ-HER programming network
Q Programming  
Q Sawing  
Q Edgebanding  
Q CNC machining

Q  To be able to operate the  CutControl 

even more easily and effectively, 

SGD�3$"31 �B@M�AD�DPTHOODC�VHSG�

an  optional touchscreen. The entire 

�NODQ@SHNM�NE�SGD�HMSDQE@BD�HR�@CITRSDC�

for use by touch.

Q  All operating elements are laid out for 

ideal operability by mouse or by touch.

Q  Remote maintenance assistant, video 

monitoring, USB connection or use of 

L@MX�6HMCNVR�RTOONQS�OQNFQ@LR��@R� 

XNT�VNTKC�DWODBSâ

Control from  
experience –  
for practice.

経験と実績が
創る：絶妙の
コントロール

リモートメンテナンス、ビデオモニタリング、USB
ポートまたは多くのWindowsサポートプログラム
等を搭載します。 

カットコントロールの操作をより簡単に行えるタッ
チスクリーンをオプションで搭載可能です。カット
コントロールの全ての操作はタッチスクリーンから
も可能なように開発されています。 

全ての操作要素はマウス又はタッチスクリーンでの
操作を考慮し理想的にレイアウトされています。 

ホルツヘル統合ネットワークの 
パーフェクトデータフロー
プログラム作成 
カッティング 
エッジバンディング 
CNC機械加工 
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Bi-directional grooves

Using graphic groove and recess programming, you can 

 create your desired components in the shortest possible 

time and see the programmed cutting result in real time. For 

XNT��SGHR�LD@MR�@�RHFMHÖB@MS�SHLD�F@HM��SG@MJR�SN�SGD�AHCHQDB-

SHNM@K�BTSSHMF�RDPTDMBD�NE�XNTQ�'.+9�'$1�R@V�ENQ�FQNNUDR�

Precise grooves are cut in the forward and reverse directions 

and valuable production time is saved.

Labeling system

The labeling module gives you the means of designing 

labels perfectly matched to your manufacture. Logo, bar 

BNCD�NQ�C@S@�L@SQHW�BNCD�m�BQD@SD�XNTQ�HMCHUHCT@K�K@ADK�NQ�

TRD�@�OQDCDÖMDC�K@ADK

Remnant management

From cutting to the printing of labels, the whole 

 procedure is completed automatically, during which 

@KK�QDLM@MSR�@QD�BGDBJDC�HM�NQ�NTS�@TSNL@SHB@KKX�$UDM�

remnants that are added or removed manually can be 

managed seamlessly by the system.

Maintenance and service wizards

Detailed and easy-to-understand service and mainte-

M@MBD�VHY@QCR�HM�BKD@Q�SDWS�@MC�@R�OHBSTQD�FTHCDKHMDR�ENQ�

simplest implementation of all maintenance intervals.

D E TA I L Sディテール

 双方向溝加工 !
画面にグラフィック表示される溝加工プログラムを利用すれば 
思いのままの溝加工が簡単に可能です。 
加工状況はリアルタイムで表示されます。 
またシミュレーションを実行すればプログラムの加工状況と加工
結果をモニター上で見ることも可能です。 
ホルツヘルの溝加工プログラムは双方向切断も可能で加工時間を
大幅に短縮します。

 ラベリングシステム

ラベルは自由にデザインすることが可能です、社名ロゴやバーコー
ドそしてマトリックスコード（二次元コード）の印刷も可能です。
いくつかの定型ラベルもあらかじめ用意されています。

 残材管理 !
パネルの切断からラベルの印刷まで全ての加工は全自動で行われ
ます。その間に発生する残材が必要か不要かもチェックされます。
さらに取り出した不要な残材もシステム内でシームレスに管理する
ことが可能です。

メンテナンス・サービスウィザード !
必要なメンテナンスやサービスの内容はメンテナンス&サービスウィ
ザード画面で見ることが可能です。メンテナンス時期やその間隔さ
らにはメンテナンスの箇所や処置方法も表示されます。 
画面を見るだけで必要な時期に必要なメンテナンスを簡単に行うこ
とが可能です。 
またメンテナンス時期には自動でアラートが表示されます。
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Q  Remnant management
� �%TKKX�@TSNL@SHB�BGDBJ�HM�@MC�BGDBJ�NTS�

�CTQHMF�BTSSHMF�,@MT@K�BGDBJ�HM�@MC�

�BGDBJ�NTS�NE�O@QSR�SG@S�@QD�QDPTHQDC

Q  Compartment fill display
� �3GD�V@QDGNTRD�L@M@FDR�ÖKKHMF�NE�SGD�

QDLM@MSR�ANW�HMCDODMCDMSKX�8NT�SGDQDENQD�

maintain an overview of your operations 

and save valuable panel material.

Q  Label printing
  Even the labels for remnants can be 

CDRHFMDC�@R�XNT�QDPTHQD�@MC�DMRTQD�BKD@Q�

HCDMSHÖB@SHNM�NE�SGD�KDESNUDQ�OHDBDR

Q Bluetooth and wireless communication
� �3GD�G@MC�GDKC�RB@MMDQ�DPTHOR�XNT�ENQ�ETSTQD�

FDMDQ@SHNMR��VGDSGDQ�!KTDSNNSG�NQ�6HÖ�� 

the hand-held scanner can  

handle both platforms.

“MultiStore” storage management 
 offers safety for the future

6HSG�SGD�j,TKSH2SNQDk�RSNQ@FD�RNESV@QD�EQNL�HOLZ-HER, you have all panel formats and even 

QDLM@MSR�ÖQLKX�TMCDQ�BNMSQNK�8NT�R@UD�@�RHFMHÖB@MS�@LNTMS�NE�L@SDQH@K�@MC�MN�KNMFDQ�MDDC�

to carry out time-consuming searches for remnants. Using the mobile “MultiScan” hand-held 

 scanner, simply scan the bar code of the panel and see immediately on the display whether this 

part is available or if it has already been reserved for another order.

M U LT I S T O R E

「MultiStore：マルチストアーソフトウェア 
  管理された残材は材料と同じ価値を持ちます

ホルツヘルのマルチストアーソフトウェアは全ての残材データをパネルフォーマットに従
い保存し管理します。もう残材のストックから目的の材料を探し出すための無駄な時間を
費やす必要はありません。ハンドヘルドスキャナーでパネルのコードを読み取るだけで利
用可能な残材がモニターに表示されます。また別オーダーで既に確保されている場合はそ
の情報も表示されます。

残材管理 
加工中に自動で登録及び登録削除が行われます。
手動による必要部材以外の登録及び削除も可能
です。

保管庫ファイル表示 
残材ボックスごとにファイルは管理されます。 
作業を続けながら貴重なパネルを保存します。 

ラベルの作成 
加工中に発生する残材が必要か不要かを示すた
めの残材ラベルを作成することが出来ます。 

BluetoothとWi-Fi 
ハンドヘルドスキャナーはBluetoothとWi-Fiど
ちらの通信規格にも対応します。 
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TECTRA 6120 power  
and TECTRA 6120 classic

Reliable partner for optimum cutting

6HSG�SGD�3$"31 ������ONVDQ�@MC�3$"31 ������BK@RRHB�OQDRRTQD�AD@L�R@VR��

'.+9�'$1�G@R�HMSQNCTBDC�@�MDV�DQ@�HM�DPTHOLDMS�@MC�OQDBHRHNM�ENQ�BTSSHMF�

ENQ�BQ@ESRLDM�@MC�HM�RGNOR�VHSG�RDUDQ@K�HMCHUHCT@K�@MC�RS@BJ�BTSR

Q�  Saw blade protrusion 

The panel cutting saws of the TECTRA 6120 have a saw blade protrusion of 

���LL�����LL�ENQ�SGD�BK@RRHB��@MC�@QD�DPTHOODC�@R�RS@MC@QC�VHSG�@�ONVDQ-

ETK����J6�LNSNQ����J6�ENQ�SGD�BK@RRHB��%NQ�FQD@SDQ�ODQENQL@MBD��O@QSHBTK@QKX�

ENQ�RS@BJ�BTSSHMF��SGD�3$"31 �B@M�AD�DPTHOODC�VHSG�@M�NOSHNM@K�ONVDQETK�

���J6�CQHUD�����J6�ENQ�BK@RRHB���%HF��

Q� �Intelligent workpiece clamps 
3GD�RNKHC�BK@LOR�@QD�@KRN�@U@HK@AKD�DPTHOODC�VHSG�@M�NOSHNM@K�HMSDKKHFDMS�

control for the TECTRA 6120 power. For you, this means better cycle time 

@MC�BTSSHMF�PT@KHSX��%HF���

 –  Automatic, individual switch-on of the clamps by the cutting plan. 

-N�C@L@FD�SN�SGD�NTSRHCD�O@MDK�DCFDR�@R�SGD�RHYD�NE�SGD�VNQJOHDBD�HR�

BGDBJDC�HM�@CU@MBD�@MC�NMKX�SGD�MDBDRR@QX�BK@LOR�@QD�TRDC�ENQ�SDMRHNM

� m�� TSNL@SHB��HMÖMHSD�OQDRRTQD�BNMSQNK�TRHMF�L@SDQH@K�O@Q@LDSDQR

 –  Safety circuit in the front access area.

 –  Highest level of safety for you and your machine operators.

E N G I N E E R I N G

TECTRA 6120 Classic  
TECTRA 6120 Power

最適切断の信頼のパートナー
ホルツヘルランニングソーTECTRA 6120シーズ PowerとClassicの
両タイプなら単体カットも積層カットも思いのまま。 
生産工場と作業者のための新しい時代を開きます。

チップソー高さ 
TECTRA 6120シリーズは主軸チップソーの最大高さ95mm、軸出力は11kwのク
ラス最強のスペックを誇ります（Classicのみ82mm/11kw）。さらに積層カット
重視なら軸出力15kWの高出力ユニットもオプションで可能です。 
（ Classicは不可）（次ページ写真1） 

インテリジェント材料フィンガークランプ 
TECTRA 6120 Powerのプッシャー定規にはオプションでインテリジェント（高
機能）フィンガークランプの搭載が可能で最良の切断サイクルと高い切断品質を実現
します。（次ページ写真6） 
切断プランに従い使用するフィンガークランプを自動で選択しパネル端面へのダメー
ジを防止するため必要なクランプのみを作動させます。クランプ圧もパラメーターを
使用して無段階で制御されます。 
パネルが本体前面へと押し出されるフロントフィーディングもオペレーターが立つセー
フティエリアを考慮して作動するセーフティーシステムを搭載します。

TECTRA 6120 ソーキャリッジ
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Q�  Electronically positionable scoring saw 
3GD�ONRHSHNM�NE�SGD�RBNQHMF�R@V�NM�SGD�3$"31 Ɓ�����

B@M�AD�@CITRSDC�OQDBHRDKX�NM�SGD�BNMSQNK�O@MDK�TRHMF�

SGD�SVN�LNSNQ�CQHUDM�ONRHSHNMHMF�@WDR�ENQ�GDHFGS�

@MC�K@SDQ@K�@CITRSLDMS�5@KT@AKD�BG@MFDNUDQ�SHLD�

is saved in this way and a perfectly cut product is 

FT@Q@MSDDC��%HFƁ��

Q� �Electronically positionable grooving unit 
3GD�AH�CHQDBSHNM@K�FQNNUHMF�TMHS�OQNUHCDR�HMÖMHSD�

@CITRSLDMS�ENQ�FQNNUD�CDOSGR�@R�CDDO�@R���ƁLL�

3GHR�ETMBSHNM�BNMSQHATSDR�SN�@�RHFMHÖB@MS�SHLD�R@U-

HMF�VGDM�L@MTE@BSTQHMF�VHCD�FQNNUDR�@MC�×DWHAKD�

panels, due to grooving in forward and reverse 

CHQDBSHNMR��%HFƁ��

Q� �Feed speed 

(MÖMHSDKX�@CITRS@AKD�EDDC�Q@SDR�NE�TO�SN�����ƁL�LHM�

at the saw carriage ensure short cycle times. The 

solid design of the machine stand, the optimized 

DWSQ@BSHNM�CTBS�@MC�SGD�OQDBHRD�CHQDBS�CQHUD�DMRTQD�

NOSHLTL��TMHENQLKX�BTS�OQNCTBSR��%HFƁ��

Q� �Linear guides 
$UDM�HM�SGD�BK@RRHB�UDQRHNM��3$"31 Ɓ�����OQNUHCDR�

precision technology with ground linear guides 

on the saw carriage, on the sawing units and on 

SGD�QHO�EDMBD� �CHQDBS�Q@BJ�@MC�OHMHNM�CQHUD�@MC�

OQNWHLHSX�SXOD�RDMRNQ�ENQ�@ARNKTSD�CHLDMRHNMR�

FT@Q@MSDD�L@WHLTL�ONRHSHNMHMF�@BBTQ@BX��%HFƁ��

10-YEAR
WARRANTY
1100-YEAR
WARARRANTYTYTYTYYY

6

Only with HOLZ-HER  
10 year guarantee  
on all linear guides.

スコアリング（ケビキ）軸の電子制御位置決め 
TECTRA 6120のスコアリング軸の垂直/水平位置調
整には電子制御システムを装備。操作パネルから簡単に
正確なスコアリングの位置調整を行うことが可能です。
従来機では面倒だったスコアリング軸調整の時間を大幅
に短縮します。（写真5）

溝加工深さ電子制御位置決め 
溝加工の深さ設定は電子制御により30mmまで任意の
深さで設定可能です。また双方向加工により幅の広い溝
や曲面パネルのための多量のスリット加工などの加工時
間を大幅に短縮します。（写真4）

ソーキャリッジスピード 
ソーキャリッジはラックアンドピニオンによるダイレク
トドライブ走行。前進1～100m/min、後進130m/min、
スピードは無段階で制御され加工サイクルの短縮を実現
します。また理想的に配置された集塵ダクトが高効率で
ダストを排出し良好な切断品質を保証します。（写真3）
（Classicは前進1～70m/min、後進70m/mm）

リニアガイドウェイ 
ソーキャリッジと同じくプッシャー定規の走行ガイドに
も高性能リニアガイドウェイを採用。ラックアンドピニ
オンダイレクトドライブとセンサーによるアブソリュー
ト測長が高精度な位置決めを保証します。  
TECTRA 6120全シリーズ（写真2）

HOLZ-HER クォリティ 
リニアガイドの10年保証
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Q�  Workpiece clamps 
3GD�3$"31 Ɓ����ƁBK@RRHB�G@R�SGD�ÖQRS�SGQDD�VNQJ-

OHDBD�BK@LOR�@RRDLAKDC�BKNRDKX��RODBHÖB@KKX�ENQ�RSQHO�

BTSSHMF� KK�BK@LOR�@QD�LNTMSDC�×N@SHMF�@MC�B@M�

BNLODMR@SD�ENQ�HQQDFTK@QHSHDR�HM�O@MDKR�RS@BJR�AX�

means of a linear guide (Fig.1).

Q� �Angle pressing device (pneumatic) 
The pneumatically-controlled angle pressing 

CDUHBD��TO�SN�@�L@WHLTL�NE������ƁLL��GNKCR�

SGD�VNQJOHDBDR�RDBTQDKX�@MC�B@QDETKKX�HM�ONRHSHNM��

FT@Q@MSDDHMF�@M�DW@BS�BTS��DUDM�VHSG�KNMF�VNQJ-

pieces. Optional program-controlled and route-

NOSHLHYDC�CDUHBDR�@QD�@KRN�@U@HK@AKD��HMÖMHSDKX�TO�SN�

�����ƁLL��3GD�SHLD�R@UHMF�CTD�SN�OQDONRHSHNMHMF�

is demonstrated in shorter cycle times and in-

creased saw output (Fig. 2).

Q�   Stable support tables 
For simple and careful handling of your panel 

L@SDQH@K�6GDM�G@MCKHMF�GD@UX�O@MDKR�NQ�RS@BJR�

of panels, the optional air cushion table is recom-

LDMCDC��%HFƁ���  

�.ODQ@SHMF�BNMUDMHDMBD�@R�RS@MC@QC�� 

each TECTRA provides movable support tables, which 

B@M�AD�@CITRSDC�D@RHKX�@MC�OQDBHRDKX�NM�KHMD@Q�FTHCDR

TECTRA 6120 classic –  
perfect cutting for craftsmen

3

1

2

TECTRA 6120 Classic 
最適切断のエントリーモデル

フィンガークランプ 
TECTRA 6120 Classicのプッシャー定規にはフェン
ス側に3連フィンガークランプを装備し幅の狭い材料切
断にも対応します。リニアガイドによるフローティング
機構を備え材料高さの違いを吸収しクランプ性を高めパ
ネルの緊張を吸収し高品質切断を実現します。 
（写真1） 

エアー式サイドプレス 
幅の狭い材料をフェンスにしっかりと押し当てる空圧式
サイドプレスを装備。最大プレス幅は1200mm、プッ
シャー定規で移動される長尺材もフェンスから離れるこ
とはありません。カッティングプログラムから自動制御
されるオートタイプの装備もオプションで可能です。 
（写真2）

サポートテーブル 
大きな材料も安定して扱うことができるサポートテーブ
ル。日本に輸入されるTECTRA 6120 Classicにはサ
ポートテーブルと本体定盤全面（カッティングラインの
前後共）にエアーフローティングが標準装備されます。
重い材料や表面がデリケートな材料の加工品質を高めま
す。サポートテーブルはリニアガイドとピボットロック
により材料の大きさに合わせ簡単に移動と固定が可能で
す。テーブルの長さは標準装備が1800mmです。 
（写真3）  
（TECTRA 6120全モデルに装備）
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Q�   Double-finger workpiece clamps 
3GQDD�CNTAKD�ÖMFDQ�VNQJOHDBD�BK@LOR�HM�SGD�RSNO�

@QD@�NE�SGD�3$"31 Ɓ����ƁONVDQ�@KKNV�M@QQNV�

RSQHOR�SN�AD�BTS�RHLTKS@MDNTRKX�VHSG�L@WHLTL�

RS@AHKHSX�3GD�×N@SHMF�SXOD�BK@LOR�BNLODMR@SD� 

ENQ�SDMRHNM�HM�SGD�O@MDK�RS@BJ�TRHMF�@�KHMD@Q� 

FTHCD��%HFƁ��

Q� ��Angle pressing device (program-controlled) 
The program-controlled angle pressure unit with 

rubberized, ball bearing pressure roller presses the 

material to be cut against the solid stop guide gen-

tly and precisely at right angles to the cutting line. 

For additional hold in the remnant cutting area, 

SGD�3$"31 Ɓ����ƁONVDQ�B@M�AD�DPTHOODC�VHSG�SGD�

optional TwinPress system, with two rubberized 

OQDRRTQD�QNKKDQR��%HFƁ�� 

Q� �Solid air cushion table 

The air cushioned machine tables ensure easy 

and gentle handling on the support tables with 

an air cushion before and after the cutting line. 

For more space when machining serial cuts, all 

RTOONQS�S@AKDR�B@M�AD�DWBG@MFDC�ENQ�SGD�NOSHNM@K�

������LL�UDQRHNM��%HFƁ��

Q� �Trimming stops 
%NQ�OQDBHRD�BTSSHMF�D�F�NM�TMUDMDDQDC�VNQJ�

pieces, optional pneumatically-controlled trim-

LHMF�RSNOR�@QD�@U@HK@AKD��%HFƁ���  

4RDETK�DWSQ@�ENQ�SGD�3$"31 Ɓ����ƁCXM@LHB�� 

Additional lateral alignment on roller table for 

angular layout of narrow and long parts on the 

DWSDMCDC�RSNO�EDMBD�ADGHMC�SGD�BTSSHMF�KHMD

TECTRA 6120 power – the variable  
all-round solution for your operations

7

4

5

6

TECTRA 6120 Power 
様々な要求に対応するオールラウンダー

ダブルフィンガークランプ 
TECTRA 6120 Powerのフェンス側フィンガークラ
ンプはダブルフィンガーの3連クランプを採用。1クラン
プ2本フィンガー合計6本のフィンガーが幅の狭い材料
も安定したクランピングを実現します。フローティング
機構が材料高さの違いとパネルの緊張を吸収しクランプ
性を高めるとともに高品質切断を実現します。 
（写真4）

プログラムコントロールサイドプレス（エアー式） 
サイドプレスはカッティングプログラムで自動制御され
ます。ゴム巻きローラーが材料側面にダメージを与える
ことなくしっかりとパネルをフェンスに対して押し当て
完璧な直角切断精度を保証します。残寸カットの精度向
上にはチップソー走行ラインの前後で作動するオプショ
ンのツインサイドプレスが有効です。（写真5）

エアーフローティングテーブル 
TECTRA 6120 Powerにはサポートテーブルと本体
定盤全面（カッティングラインの前後共）にエアーフロー
ティングが標準装備されます。重い材料や表面がデリケー
トな材料の加工品質を高めます。サポートテーブルはリ
ニアガイドとピボットロックにより材料の大きさに合わ
せ簡単に移動と固定が可能です。テーブルの長さは標準
装備が1800mm。オプションで2400mmロングテーブ
ルの選択も可能です。（写真5）

ベニアフィンガー 
表面材を貼ったパネルやフラッシュパネルなど耳の出た
パネルを正確にトリミングを行うためにエアー制御式ベ
ニアフィンガーがオプションで装備可能です。(写真7） !!
TECTRA 6120 Dynamic 
Dynamicモデルは本体奥側のローラーテーブル内の長
尺材用側圧ローラーやローラー台の延長や追加などの特
殊装備が可能です。
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Charging and  
handling systems

"TRSNLDQ�QDPTHQDLDMSR�G@UD�ADDM�

changing. Our modern society with  

HSR�L@MX�BTKSTQ@K�HM×TDMBDR�HR�QD×DBSDC�

by highly divergent tastes. Custom 

RNKTSHNMR��S@JHMF�SGD�ODQRNM@K�KHEDRSXKD�

of the customer into consideration, 

@QD�SGD�RSQDMFSG�NE�RL@KK�B@AHMDSL@J-

ing shops. However economical 

G@MCKHMF�NE�RL@KK�KNSR�HR�@KRN�DWODBSDC�

from industrial shops today. A variety 

of decors, veneers and new types of 

panel materials poses the problem  

of storage and effective handling of 

such material for all shops.  HOLZ-HER 

is your competent partner in this 

sector and a pioneer for innovative 

solutions in automation of panel and 

material handling with very high 

R@UHMFR�ONSDMSH@K�/QNÖS�EQNL�NTQ�

DWODQSHRD�@MC�L@JD�XNTQ�OQNCTBSHNM�

LNQD�OQNÖS@AKD

A U T O M AT I O N

For individual and efficient production

パネル管理とハンドリングの 
フレキシブルな統合システム

個別生産における効率生産

社会は多くの文化を吸収し高度に発展し続けています。それに伴いお客様の
要求も日々変化し多岐に広がります。それぞれのお客様のライフスタイルを
見極め作成されるカスタムソリューションは小規模ファニチャーショップの
大きな魅力となります。小ロット生産の高効率化は現在最も求められる生産
システムです。素材そして表面材の種類、色や柄そして大きさや厚みなど、
余りに多いパネルの種類はそれらの保管と効率的な利用に関して様々な問題
を生じさせます。ホルツヘルはこの問題に対ししての革新的な技術とシステ
ムで有効な解決策を提案します。

TECTRA 6120 Dynamic
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State-of-the-art and profitable  
charging of panel cutting saws

HOLZ-HER storage systems offer fully automated and intelligent processes as well 

@R�GHFGKX�DEÖBHDMS�TRD�NE�@U@HK@AKD�RSNQ@FD�RO@BD�,@STQD��ETKKX�HMSDFQ@SDC�RNESV@QD�

with chaotic storage management increases production capacity enormously.

Solid scissor-type lifting table for high capacity mass production. The 

KNV�RO@BD�QDPTHQDLDMS�@MC�BNMRHCDQ@AKD�RTOONQSHMF�B@O@BHSX�@KKNV�

GHFG�RODDC�OQNBDRRHMF�@S�GHFG�L@SDQH@K�SGQNTFG�OTS�Q@SDR�VGDM�RS@BJ�

cutting. Select the suitable version for optimum integration into your 

production process.

The lift solution for maximum  
material throughput

ランニングソーのための 
高効率自動投入&自動積載システム
ホルツヘル社のパネル供給システムはパネル供給だけでなくパネルの積載も行います。しかもこれら
の動作は完全自動化され、さらにストックエリアを有効利用するインテリジェント化されたシステム
です。パネル管理とハンドリングシステムの統合ソフトウェアが生産効率を飛躍的に向上します。

大量供給のための 
リフティングシステム
大量生産のための大容量シザー型リフティングシステム。低床リフターによ
る高い積載能力がストックエリアを省スペース化し積層切断の高速化を実現
します。工場のレイアウトと生産量に応じて様々なバリエーションでシステ
ムの構築が可能です。パネル管理とハンドリングシステムの統合ソフトウェ
アにより生産性の飛躍的な向上が可能です。
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Perfect panel processing  
is our passion

Our engineers are among the world's best. 

3GDHQ�UHRHNM@QX�HL@FHM@SHNM�@MC�DWBDOSHNM@K�RJHKK�

guarantee that our machines are the highest 

ODQENQL@MBD��LNRS�×DWHAKD�@MC�R@EDRS�HM�SGD�

world today. Customers appreciate our capa-

AHKHSX�SN�CDUDKNO�@MC�OQNCTBD�DWBDKKDMS�OQNCTBSR�

PTHBJKX�@S�DPTHS@AKD�OQHBDR�@MC�GHFG�PT@KHSX�

(MSDFQ@SHUD��MDSVNQJDC�RNKTSHNMR�@QD�CDBHRHUD�ENQ�

machining wood and panels worldwide. 

This is why HOLZ-HER offers a range of 

products matched to one another and always 

develops a complete product series, from 

an entry-level machine right up through all 

performance ranges to the comprehensive 

top model. All service activities and product 

training courses are planned alongside new 

products. This ensures that, in addition to being 

offered a new machine, customers can also 

S@JD�@CU@MS@FD�NE�@�BNLOKDSD�Q@MFD�NE�RDQUHBDR�

This focuses on practical solutions and greater 

BTRSNLDQ�ADMDÖS

Absolute precision in  

production guarantees  

perfect results for customers.

パーフェクトなパネル生産システム構築の 
世界屈指のエキスパート

ホルツヘルの技術部門は世界に誇るエンジニア集団です。技術力だけではありません。
卓越した先見性そして想像力と発想力で、彼らが創り出す製品は最高のパフォーマンス
を備えしかも市場の要求に対する高い適応性と高い信頼性をパーフェクトに実現します。
ホルツヘルはランニングソーだけでなくエッジバンダーやCNCマシンなどパネル関連の
多くの製品を生産しています。そしてこれらの機械を統合するネットワークソリューショ
ン統合ソフトウェアも製品化しています。エントリーモデルからヘビーデューティモデ
ルまであらゆるお客様のニーズにお応えできるパネル生産システムの設計と構築が可能
です。ホルツヘルのパネル生産システムは操作性、生産性、生産品質そしてシステムの
信頼性など全てが最高クォリティのシステムとしてお届けします。

　　完璧な精度は 
　　パーフェクトな結果を 
　　保証します。
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For over 100 years, our HOLZ-HER employees 

have been developing innovative products 

and setting trends for the future.

What you can  
expect from us

Q� �6D�V@MS�SN�TMCDQRS@MC�NTQ�BTRSNLDQR�@MC�O@QSMDQR�@R�

much as possible and optimize and increase their success 

with innovative products and services.

Q� �Close contact with our dealers as well as with end cus-

SNLDQR��B@AHMDS�L@JDQR��HMSDQHNQ�@QBGHSDBSR�@MC�HMCTRSQH@K�

shops is one of HOLZ-HER's particular strengths.

Q� �Providing higher than average performance in all areas, 

SGHMJHMF�SNV@QCR�SGD�ETSTQD��BNMSHMTHSX�@MC�BNMRHRSDMBX�

in development and design, perfection in produc-

tion and intensive consulting in sales and service are 

 HOLZ-HER's strong points.

Q� �HOLZ-HER sets trends and provides the impetus for tech-

nological development. This is the only way to meet mar-

JDS�CDL@MCR�ENQ�BNMSHMTNTRKX�RGNQSDQ�CDUDKNOLDMS�BXBKDR�

and deliver these developments to our customers faster. 

This applies for mechanical systems as well as software.

Q� �1DBNFMHYHMF�@MC�@MSHBHO@SHMF�SQDMCR�@QD�JDX�PT@KHÖB@-

SHNMR�ENQ�RTBBDRRETK�BNLO@MHDR�KHJD�'.+9�'$1�3GHR�

QDPTHQDR�TO�SN�C@SD�PT@KHÖB@SHNMR�EQNL�D@BG�@MC�DUDQX�

employee. For this reason, HOLZ-HER places great 

�DLOG@RHR�NM�PT@KHÖDC�SQ@HMHMF�ENQ�XNTMF�DLOKNXDDR� 

A selected range of courses of advanced occupational 

and personal training maintain the learning process.

Q� � R�@�6$(-(&�&QNTO�BNLO@MX�VD�OQNÖS�EQNL�RXMDQFX�HM�

development, production and sales – to the advantage 

of our customers.

C O M PA N Y

期待にお応えできる 
それは私たちのポリシーです

お客様の要求を理解し革新的で最適な製品、システム、プラを
提供しお客様の発展と成功をサポートします。

ディーラーと同様にエンドユーザー、キャビネットメーカー、
インテリア及び建築デザイナーなど多くの企業とのパートナー
シップもホルツヘルの強みの一つです。

ホルツヘルは時代のトレンドを見極め常に新しい技術を追求し
続けます。より早く市場の要求を満たすために開発サイクルの
短縮に努めます、機械システムだけでなくソフトウェアにも注
力しています。

現状の認識と未来の予測は発展のための重要なキーポイントで
す。これらは社員一人一人の資質も重要です。ホルツヘルでは
若い社員や女性社員の研修や資格習得にも取り組み高度な職業
技術を含めたパーソナルトレーニングプログラムの充実にも努
めています。

ホルツヘルは創業以来100年革新的な製品を世界に送り出して
きた実績があります。そしてこれからの未来を切り開く新しい
製品を開発し続けます。

WEINIGグループの開発、生産、販売あらゆる面での相乗効果
はお客様にとって多くのメリット生み出します。

若い社員や女性社員の研修や資格習得のための 
パーソナルトレーニング 
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TECTRA 6120 classic power dynamic lift

Machine data
Cutting length  
Cutting width 

3,100 mm, 4,400 mm
3,100 mm, 4,250 mm 

3,100 mm, 4,400 mm
3,100 mm, 4,250 mm 

4,400 mm
6,500 mm

4,400 mm
4,800 mm

Charging

x Via vacuum storage system Via vacuum storage system x

x x x Via lifting table

x Stack aligner Stack aligner Stack aligner

Saw blade protrusion 82 mm 95 mm 95 mm 95 mm

Main sawing unit

7.5  kW 11 kW 11 kW 11 kW

350 mm, dia. saw blade 380 mm, dia. saw blade 380 mm, dia. saw blade 380 mm, dia. saw blade

11 kW  15 kW, speed control  15 kW, speed control  15 kW, speed control

Automatic cutting length Automatic cutting length Automatic cutting length Automatic cutting length

Scoring unit

2.2 kW 2.2 kW 2.2 kW 2.2 kW

180 mm, dia. saw blade 180 mm, dia. saw blade 180 mm, dia. saw blade 180 mm, dia. saw blade

x Speed control Speed control Speed control

Electronic adjustment Electronic adjustment Electronic adjustment Electronic adjustment

Post-forming x 280 mm, dia. saw blade 280 mm, dia. saw blade 280 mm, dia. saw blade

Groove cutting equipment Electronic positioning Electronic positioning Electronic positioning Electronic positioning

Saw carriage feed rate
Forwards 
Backwards

1 – 70 m/min
70 m/min

 
1 – 100 m/min

130 m/min

 
1 – 100 m/min

130 m/min

 
1 – 100 m/min

130 m/min

Rip fence
Positioner speed 
Return speed

25 m/min
100 m/min

25 m/min
100 m/min

25 m/min
100 m/min

25 m/min
100   m/min

Workpiece clamps

3 band clamps 3 band clamps 3 band clamps 3 band clamps

2 – 6 pieces 2 – 6 pieces 2 – 6 pieces 2 – 6 pieces

x Intelligent  
workpiece clamps

Intelligent  
workpiece clamps

Intelligent  
workpiece clamps

 x Angle cut clamps Angle cut clamps x

Angle presser

Pneumatic (1 roll) Controlled (1 roll) Controlled (1 roll) Controlled (1 roll)

Controlled (1 roll) TwinPress, controlled (2 rolls) TwinPress, controlled (2 rolls) TwinPress, controlled (2 rolls)

x x
Lateral aligner  

in the roller table
x

Machine and  
support tables

Without air cushion With air cushion With air cushion With air cushion

With air cushion x x x

Additional support tables Additional support tables Additional support tables Additional support tables

Trimming stops Pneumatically-controlled Pneumatically-controlled Pneumatically-controlled Pneumatically-controlled

T E C H N I C A L  D ATA

Tool versions of the TECTRA 6120

OptionalStandard x Not possible

TECTRA 6120 シリーズ （日本輸入機）
TECTRA 6120 Classic Power Dynamic Lift

テクニカルデータ

切断長さ（ノコ走行） 
切断寸法（プッシャー定規）

3100 mm　　4400 mm 
3100 mm　　4250 mm

3100 mm　　4400 mm 
3100 mm　　4250 mm

4400 mm 
6500 mm

4400 mm 
4800 mm

パネルハンドリング 
システム

ー

ー

ー

ー ー

ーバキュームストレージ バキュームストレージ

積層パネル整列ローラー 積層パネル整列ローラー 積層パネル整列ローラー

リフティングテーブル

チップソー最大高さ 82 mm 95 mm 95 mm 95 mm

主軸ユニット

11 kw (15hp) 11 kw (15hp) 11 kw (15hp) 11 kw (15hp)

チップソー径φ350 mm チップソー径φ380 mm チップソー径φ380 mm チップソー径φ380 mm

パネル端自動検知 パネル端自動検知 パネル端自動検知 パネル端自動検知

15 kw (20hp)インバーター 15 kw (20hp)インバーター 15 kw (20hp)インバーター

スコアリング（ケビキ） 
ユニット

2.2 kw (3hp) 2.2 kw (3hp) 2.2 kw (3hp) 2.2 kw (3hp)

チップソー径φ180 mm チップソー径φ180 mm チップソー径φ180 mm チップソー径φ180 mm

電子制御位置決め 電子制御位置決め 電子制御位置決め 電子制御位置決め

インバーター インバーター インバーターー
ポストフォーム ー チップソー径φ280 mm チップソー径φ280 mm チップソー径φ280 mm

溝加工 自動位置決め 自動位置決め 自動位置決め 自動位置決め

ソーキャリッジスピード 
前進 
後進

!
1～70 m/min 
70 m/min

!
1～100 m/min 
130 m/min

!
1～100 m/min 
130 m/min

!
1～100 m/min 
130 m/min

プッシャー定規スピード 
前進 
後進

!
25 m/min 
100 m/min

!
25 m/min 
100 m/min

!
25 m/min 
100 m/min

!
25 m/min 
100 m/min

プッシャー定規 
フィンガークランプ

3連クランプ ダブルフィンガー3連クランプ

クランプ数 5 / 6本

ー

ー

インテリジェント（高機能）
フィンガークランプ

インテリジェント（高機能）
フィンガークランプ

インテリジェント（高機能）
フィンガークランプ

アングルカットデバイス アングルカットデバイス ー

サイドプレス

シングル/エアー式

シングル自動

シングル/プログラムコントロール

本体後方サイドプレス 
（ローラーテーブル内）

本体定盤及び 
サポートテーブル

エアーフローティング エアーフローティング

ー ー ー

ー ー ー

追加テーブル

ベニアフインガー エアーコントロール エアーコントロール エアーコントロール エアーコントロール

標準装備 オプション ー 設定無し
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シングル/プログラムコントロール シングル/プログラムコントロール

シングル/プログラムコントロール ツイン/プログラムコントロール ツイン/プログラムコントロール ツイン/プログラムコントロール

ー

クランプ数 5 / 6本 クランプ数 5 / 6本 クランプ数 5 / 6本

ダブルフィンガー3連クランプ ダブルフィンガー3連クランプ

エアーフローティングテーブル1800 mm エアーフローティングテーブル

追加テーブル

2400 mm ロング 
エアーフローティングテーブル

ー

1800 mm 1800 mm 

追加テーブル 追加テーブル 追加テーブル

2400 mm ロング 
エアーフローティングテーブル

2400 mm ロング 
エアーフローティングテーブル

1800 mm 
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TECTRA 6120 
classic | power

TECTRA 6120 
classic | power

TECTRA 6120 
classic | power

TECTRA 6120 
dynamic

TECTRA 6120 
lift

Machine dimensions 3,100 x 3,100 4,400 x 3,100 4,400 x 4,300 4,400 x 6,500 4,400 x 4,800

A (cutting length) 3,100 mm 4,400 mm 4,400 mm 4,400 mm 4,400 mm

B (cutting length) 3,100 mm 3,100 mm 4,300 mm 6,500 mm 4,800 mm

C 5,160 mm 6,460 mm 6,460 mm 6,460 mm 6,460 mm

D 6,220 mm* 6,220 mm* 7,320 mm* 9,885 mm* 8,650 mm*

E 3,440 mm 3,440 mm 4,540 mm 7,110 mm 5,870 mm

Weight 4,100 kg 4,700 kg 4,900 kg 5,500 kg 6,200 kg

* with support table 1,800 mm.

OptionalStandard

TECTRA 6120 classic power dynamic lift

Screen 16:9
21,5" 21,5" 21,5" 21,5" 

21,5" Touch 21,5" Touch 21,5" Touch 21,5" Touch

Optimization

EasyPlan EasyPlan EasyPlan EasyPlan

CutControl CutControl CutControl CutControl

Office package Office package Office package Office package

HOLZ-HER Orbit HOLZ-HER Orbit HOLZ-HER Orbit HOLZ-HER Orbit

Label system

Printing software Printing software Printing software Printing software

Label printer Label printer Label printer Label printer

Bar code scanner Bar code scanner Bar code scanner Bar code scanner

C O N T R O L

650 730

1,800

1,
14

0

TECTRA 6120 
Classic/Power

TECTRA 6120 
Classic/Power

TECTRA 6120 
Classic/Power

TECTRA 6120 
Dynamic

TECTRA 6120 
Lift

タイプ呼称 3100×3100 4400×3100 4400×4300 4400×6500 4400×4800

A 切断長さ

B 切断寸法

3100 mm

C 本体長さ

D 本体奥行き

E 後部長

重量

3100 mm

5160 mm

 6220 mm*

3440 mm

4100 kg

4400 mm

3100 mm

6460 mm

 6220 mm*

3440 mm

4700 kg

4400 mm

4300 mm

6460 mm

 7320 mm*

4540 mm

4900 kg

4400 mm

6500 mm

6460 mm

 9850 mm*

7110 mm

5500 kg

4400 mm

4800 mm

6460 mm

 8650 mm*

5870 mm

6200 kg

* サポートテーブルは標準の1800mm

表示パネル（16：9）

TECTRA 6120 Classic Power Dynamic Lift

21.5 inch

21.5 inch タッチパネル

21.5 inch

21.5 inch タッチパネル

21.5 inch

21.5 inch タッチパネル

21.5 inch

21.5 inch タッチパネル

オプチマイジング 
（自動板取計算）

EasyPlan イージープラン

OptiCut オプチカット

EasyPlan イージープラン EasyPlan イージープラン EasyPlan イージープラン

オフィスパック オフィスパック オフィスパック オフィスパック

HOLZ-HER Orbit

ラベルシステム

プリントソフト

HOLZ-HER Orbit HOLZ-HER Orbit HOLZ-HER Orbit

ラベルプリンター

バーコードスキャナー

プリントソフト

ラベルプリンター

バーコードスキャナー

プリントソフト

ラベルプリンター

バーコードスキャナー

プリントソフト

ラベルプリンター

バーコードスキャナー

標準装備 オプション

操作システム
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OptiCut オプチカット OptiCut オプチカット OptiCut オプチカット
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 included as a standard feature. For clarity, some of the machines are shown  without protective hood.
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Ihr autorisierter HOLZ-HER-Händler

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 

本機お
よび他

機種の
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