People & Print

KBA：最高の印刷テクノロジー
仕様に関する詳細は、以下の連絡先までお問い合わせください。

枚葉オフセット
KBA枚葉オフセット印刷部門
Postfach 02 01 64
01439 Radebeul, Germany
Tel: +49 (0)351 833-0
Fax: +49 (0)351 833-1001
Email: kba-radebeul@kba.com
www.kba.com
デジタル印刷(輪転部門)
KBAデジタル&ウェブソリューションズ
Friedrich-Koenig-Str. 4
97080 Würzburg, Germany
Tel: +49 (0)931 909-6396
Fax: +49 (0)931 909-4101
Email: rotajet-lead@kba.com
www.kba.com
輪転オフセット印刷部門
KBAデジタル&ウェブソリョーションズ
Friedrich-Koenig-Str. 4
97080 Würzburg, Germany
Tel: +49 (0)931 909-0
Fax: +49 (0)931 909-4101
Email: kba-wuerzburg@kba.com
www.kba.com
金属デコレーティング印刷事業
KBAメタルプリント事業会社
Wernerstraße 119-129
70435 Stuttgart, Germany
Tel: +49 (0)711 69971-0
Fax: +49 (0)711 69971-670
Email: info@kba-metalprint.de
www.kba-metalprint.de
UV印刷用特殊装置事業
KBAミープリント事業会社
Benzstraße 11
97209 Veitshöchheim, Germany
Tel: +49 (0)931 9085-9
Fax: +49 (0)931 9085-100
Email: info@kba-meprint.com
www.kba-meprint.com

デジタルマーキングおよび
コード印刷システム事業
KBAメトロニック事業会社
Benzstraße 11
97209 Veitshöchheim, Germany
Tel: +49 (0)931 9085-0
Fax: +49 (0)931 9085-100
Email: info@kba-metronic.com
www.kba-metronic.com
フレキソ印刷事業
KBAフレキソテクニカ事業会社
Via L. Penagini, 1
26838 Tavazzano (Lodi), Italy
Tel: +39 0371 4431
Fax: +39 0371 760574
Email: info@kba-flexotecnica.com
www.kba-flexotecnica.com
ガラス容器や中空容器などへの
ダイレクト印刷事業
KBAカンマン事業会社
Bergkirchener Str. 228
32549 Bad Oeynhausen, Germany
Tel: +49 (0)5734 5140-0
Fax: +49 (0)5734 5140-5130
Email: mail@kba-kammann.com
www.kba-kammann.com
セキュリティ印刷事業
KBAノータシス事業会社
PO Box 347
1000 Lausanne 22, Switzerland
Tel: +41 (0)21 345 7000
Fax: +41 (0)21 345 7010
Email: info@kba-notasys.com
www.kba-notasys.com
KBAジャパン株式会社
東京本社 〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町２０－３
箱崎公園ビル６階
Tel: 03-5623-3004
Fax: 03-5623-3006
Email:info@kba-japn.com
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フライヤー／フィルム／ガラス／カタログ／コーティング／ラミネート／雑誌／広告／新聞
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KBAグループ

KBA グループ
People & Print

した商業印刷・パッケージ印刷に、お客様固有
のご要望に基づきすべての機械をカスタマイズ
して、お客様に合った機械構成でお届けします。
その他に、紙幣・証券印刷、パッケージ印刷に加

KBAグループは、世界をリードする印刷機メーカーです。

えて通し枚数が多い電飾印刷、サイネージにお

多岐にわたる印刷分野の製品を提供しており、多くの市場分野における高い専門知識を有していま

いてもデジタル機および従来型の印刷機を提供

す。親会社として経営を総括するホールディングカンパニーのKoenig&BauerAG(KBA)は約200

しています。

年の歴史を持ち、本社はドイツのヴュルツブルグにあります。
ラデボイルに拠点を置くKBA枚葉事業会社は、
市場での経験を活かして、KBAグループの主力

製品の開発・KBAグループの事業管理・カスタ

高性能の枚葉オフセット印刷機で高い評価を

事業に携わる5000人以上の従業員が革新的

マーサービスを実施しています。

得続けていますが、今後の市場の進展に沿って

かつお客様志向の印刷ソリューションを提供し
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デジタル印刷機の投入も行って参ります。世界最

ており、2014年にはグループ全体で11億ユー

ヴュルツブルグのKBAデジタル・輪転事業会社

短の準備時間を提供する菊全印刷機と大判印

ロの売り上げを達成致しました。独立採算のグ

は、デジタル印刷およびオフセット輪転機のトッ

刷機は、すでに世界のデファクトスタンダードと

ループ各社がそれぞれの市場分野において、新

プシェアを誇ります。マーケットニーズにマッチ

なっています。
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企業理念
使命と責任
KBAの成功には秘訣があり、重要な指針があります。
KBA枚葉オフセット事業会社のカスタマーセンター

ファイツヘーヒハイムのKBAミープリント事業会
社とKBAメトロニック事業会社

シュトゥットガルドのKBAメタルプリント事業会社

KBA枚葉オフセット事業会社は、パッケージ印

ラベルへのUVオフセット印刷システムのメー

KBAノースアメリカ(アメリカ合衆国)やKBAマ

刷・大判印刷の分野でトップシェアを誇り、商業

カーです。

シナリー (中華人民共和国)のみならず、その他

印刷の分野でも高い評価を受けています。

の主要な市場でコンサルティングからアフター
KBAメトロニック事業会社は、約250人の従業

サービスに至る総合的なサポートを世界の多く

KBAグラフィテック事業会社は、チェコ共和国

員を擁し、
産業用のアナログシステム(ホットスタ

の国のお客様に提供しています。

のザクセンに主力工場を持ち、従業員約250人

ンプ)およびデジタルのマーキング・コーティン

を擁して菊判半裁枚葉オフセット印刷機を製造

グシステム(インクジェット・レーザー )を製造し

2015年のグループ再編プログラム「Fit@All」の

しています。

ています。

一環としてヴュルツブルグおよびラデボイルの
各拠点における生産活動は親会社から独立した

KBAノータシス事業会社は、ローザンヌ・ヴュ

KBAフレキソテクニカ事業会社は、イタリアの

事業体となり、新たに設立したKBAインダストリ

ルツブルグ・ウィーン近郊のメードリングに事業

ミラノ近郊に事業所を持ち、従業員約100人を

アルソリューションは、KBA社内向けだけでな

所を持ち、紙幣および有価証券印刷システムの

擁して軟包装材用に最先端のフレキソ印刷機を

く外部のお客様にもサービスの提供を行います。

トップベンダーです。

提供しています。
KBAの創業者達は200年前に初の機械式印刷

KBAメタルプリント事業会社は、約300人の従

KBAカンマン事業会社は、バート・エーンハウ

機を発明した時に、継続的な革新とお客様志向

業員を擁し、金属シートに対する印刷・コーティ

ゼンに事業所を持ち、従業員約150人を擁して

という伝統を確立しました。それは現在も受け

ング・乾燥システムを提 供する世界一のベン

高級化粧品や高級酒類のガラスやPET容器にス

継がれています。

ダーです。

クリーン印刷するシステムとデジタル印刷機を

また、KBAは1871年以来、グラフィックアーツ

提供しているトップベンダーです。

業界に優れた印刷機を提供し、世界中で人と最

KBAミープリント事業会社は、ヴュルツブルグ

なキャリア形成を重視しています。KBAの経営

最先端の製造方法と慎重に選定した取引先、そ

お客様の満足がKBAに対するインスピレーショ

理念は、高い自主性を伴うチーム精神に基づい

してKBAスタッフの努力によって全てのプロセ

ンと評価の源です。

ており、これがスピードと能力の根源となってい

スと製品に最高の品質を確保しています。

企業活動のあらゆる側面において、柔軟性と公

ます。
業界のリーダーシップ

開性によって評価を獲得出来るように努めてい
ます。

KBA…それは革新を意味する

KBAにはお客様に対する責任があります。

1817年 以 来、Koenig&Bauerという名前は、 カーであり、産業界における社会福祉施策の先

あらゆる取り組みと成果は、お客様のニーズを

印刷機の技術的進歩の代名詞となっています。 駆者でもあります。KBAは自らの責任を認識

最大限に満たすことを目的としています。

成功の鍵は、継続的な研究と今日のアイデアは

し、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

明日の技術を変えるという考え方で、他社を上

KBAが設備を設けている各地域で、経済・社会・

回るスピードにあります。

文化の発展の推進に尽力しています。

従業員の充実

KBAはドイツでも有数の歴史を持つ機械メー

KBAの成功は、熱意にあふれ、豊かな創造性を
持ち、誠実であり、そして何よりも高いスキルを

KBA…それは品質を意味する

持った従業員たちに支えられています。従業員

お客様にとって製品の質の高さとは、確実な信

向けの質の高い基礎および高度な研修や、良好

頼性・生産性・コスト効率です。

先端の印刷技術をつないできました。

近郊のファイツヘーヒハイムに事業所を持ち、 世界の多くの国で、子会社または歴史ある代
データ記憶装置・プラスチックフィルム・包装・

お客様第一主義

理店が現地で事業を展開しています。そのため

KBAが掲げる「People&Print」というメッセー
ジは経営理念の基礎となっています。

左：ヴュルツブルクのKBAグループ本部

Koenig & Bauer AG（KBA）ホールディング会社
総括・マーケティング・広報・ＩＲ・ＩＴ・グループ会計・特許・人事・法務・コンプライアンス・税務・監査

KBA枚葉オフセット印刷部門

KBAデジタル＆輪転部門

KBA特殊部門

オフセットおよび
デジタル枚葉オフセット印刷機

オフセットおよび
デジタル印刷機

KBAノータシス
KBAミープリント
KBAモドリング
KBAメトロニック
KBAメタルプリント KBAカンマン
KBAフレキソテクニカ		

				

開発・販売・設置・保守

開発・販売・設置・保守

開発・販売・設置・保守および
部分的な自社生産

KBAインダストリアル部門
ＫＢＡ社内外のお客様にサービスを提供
4

鋳物・大型部品の製造・表面コーティング加工等
5

枚葉オフセット印刷機 │ 菊全判サイズ

企業理念

ラピダ106・105プロ・105
菊全判サイズ印刷機の強力なトリオ
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KBAラピダ106

チェンジ、多彩なインライン加工装置など、高性

KBAラピダ105プロ

印刷ユニット・コーティングユニット・乾燥ユ

能なオプションも豊富にご用意しています。更に

新たにラインナップに加わったラピダ105プロ

ニットを最多19ユニットまで構成可能なラピダ

JDFに対応した最新鋭の制御コンソール、総合

は、ラピダ106とラピダ105の中間に位置しま

106は、最高印刷速度20,000枚/時という菊全

的な品質管理機構、コーティングユニットにお

す。この新機種では、フィーダからデリバリにお

判サイズ印刷機で、かつて誰も成し得なかった

けるコーター版やアニロックスローラーの自動

よぶプリセット機能と新しい操作コンセプトに

新たなステージへと到達しました。薄紙から段

交換システム、全自動のパイル物流といった機能

よって、高印刷速度17,000枚/時となり、ラピダ

ボールまで幅広い原反で卓越した印刷品質を提

も選択可能です。ラピダ106は、インラインでの

105と比較して生産効率がの向上し、生産前準

供します。世界最短のジョブ切り替え時間、サイ

紙面検査や濃度計測制御を行うクオリトロニッ

備時間が短縮化されています。

ドレイ不要のインフィード、独立駆動の版胴、印

クソリューションによって、品質保証に関しても

刷準備と生産を同時進行するフライングジョブ

新たな基準を確立しています。
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50年間
大判印刷機市場のリーダー
KBAはドルッパ1995で大判のラピダを発表して
以来、納入実績は1,000台をはるかに超え、印刷
ユニット数では8,000ユニットの販売を達成し
て、
市場における世界のリーダーになりました。
2012年と2013年に相次いで発表した新しいシ
リーズのラピダ145とラピダ164は、自動化・生
産性・生産前準備時間の短縮・操作性が向上
し、オペレーターとってより一層使いやすいもの
になりました。
KBAラピダ145・KBAラピダ164
サイドレイ不要のインフィード「ドライブトロ
ニックSIS」、ジョブ切り替え中の高速な同時版
交換を実現する「ドライブトロニックSPC」、刷

大判印刷機
KBAラピダ145

この分野のリーダーであるKBAは、多彩なオプ
ションを提供しています。

1,060×1,450mm
最高印刷速度17,000枚/時

全自動パイル物流

KBAラピダ164

ることで、パイル物流を合理化し、製品の物流の

1,205×1,640mm
最高印刷速度15,000枚/時

KBAラピダ185

1,300×1,850mm
最高印刷速度11,000枚/時

KBAラピダ205

1,510×2,050mm
最高印刷速度9,000枚/時

版交換とコーター版の交換が可能なコーティン

フィーダとデリバリのノンストップ機構を連結す
自動化を推進できます。KBAは、すべてのお客
様にオーダーメイドのソリューションを提供して
おり、フィーダとデリバリの統合パイル物流にも
対応できます。
印刷現場における物流を完全に自
動化し、
効率を最大限に高めることが可能です。
ワークフローの統合とインラインの品質管理
ラピダは、すべての機械にKBAロゴトロニック
を搭載しており、ジョブの受付から終了までをユ

グユニット、スリーブ式のアニロックスローラー

トを最多12ユニットまで構成できる仕様なの

ニバーサルJDFワークフローに組み込むことが

システムなどの最先端技術は、ラピダ106から

で、世界最長の平版印刷ラインになります。

できます。見当合わせ・濃度・色調の値を計測

の継承とこの新しい大判印刷機のために特別に

最高印刷速度11,000枚/時、広範な自動化によ

制御する高度なシステムに加え、紙面検査装置

開発されました。

る生産準備時間の短縮、構成のカスタマイズが

によるインラインの品質検査によって、長いロッ

ラピダ145は最高印刷速度17,000枚/時、ラピダ

可能な超大判印刷機であるこのラインナップ

トの生産においても一貫した高い品質を実現し

164は最高印刷速度15,000枚/時と高い生産速

は、ポスター・ディスプレイ・パーッケージなど

ます。MISプロバイダのオプティマス社との協

度を実現し、ジョブ切り替え時の交換作業時間の

の分野においてライバルと差別化するための新

力により、KBAはKBAコンプリートの名称で印

圧倒的な短さで競合製品を凌駕しています。

しい選択肢を提供します。

刷管理の統合ソリューションを提供しています。

KBAラピダ185・ラピダ205

インラインフィニッシングによる効果

の新技術を超大判印刷機にも搭載している唯

ラピダ185・ラピダ205は、超大判印刷機として

ワンパスでのインラインフィニッシングは、設

一のメーカーです。

最先端技術を搭載しています。

備・作業手順・保管スペースを追加する必要が

高品質なインラインフィニッシングのために、印

なく、時間と労力を劇的に削減させることで、生

刷ユニット・コーティングユニット・乾燥ユニッ

産性と効率が向上します。

KBAは、ハイブリットUVおよびLED－UVなど

上:ラピダ106は最高印刷速度20,000枚/時という
速度と、高度な自動化によって菊全判印刷機の新
たな基準を確立

菊全判印刷機
KBAラピダ106

740(※750)×1,060mm
最高印刷速度20,000枚/時 ストレート
最高印刷速度18,000枚/時 反転

KBAラピダ105プロ

KBAラピダ105
世界最短のジョブ切り替え時間を誇るラピダ106

ど、魅力的でな彩なオプションがあり、お客様の

と同じプラットフォームをベースとしています。

ご要望にマッチして構成できます。

740(※750/780)×1,050mm
最高印刷速度17,000枚/時 ストレート
最高印刷速度15,000枚/時 反転

ジ会社にご利用いただいている印刷機で、ラピ

この3機種は、いずれもハイブリットUV・LED

KBAラピダ105

ダ106のように広範な自動化が不要な印刷会社

－UVを搭載した状態で納入が可能で、アップグ

様にとって理想的な選択となります。最高印刷速

レードでの追加も可能です。

ラピダ105は世界中の商業印刷会社やパッケー

度16,000枚/時で、インラインのコーティングや
濃度計測の他にインクジェットユニットの統合な

8

720(※740)×1,050mm
最高印刷速度16,000枚/時
ご要望に応じてオプション追加可能
※オプション

ラピダ185とラピダ205によって超大判印刷機を取
り巻く環境が変化しました
右:抜群の性能、柔軟性、
コスト効率のKBAの超
大判枚葉オフセット印刷機
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枚葉オフセット印刷機 │ 超大判サイズ

フレキソ印刷機

ハイテクEVO XG 12のスリーブ交換

フレキソ印刷機ラインナップ
印刷機のタイプ**

EVO

XD

EVO

XD

s/n

EVO

XG

EVO

XG

LR

EVO

XG

12

印刷デッキ数

8または10

8

8または10

8または10

12

印刷幅

1,000－1,600mm

s:600－1,000mm
n:1,000－1,200mm

1,000－1,600mm

1,000－1600mm

1,000－1,600mm
オプション最大
2,000m

印刷リピート

最大1,070mm

最大800mm

最大1,200mm

最大1,200mm

最大900mm

印刷速度*

最高400m/分

最高350m/分

最高600m/分

最高600m/分

最高600m/分

* ご要望に応じてスピードアップ可能
** その他の印刷加工やインラインフィニッシングが可能なハイブリッド印刷機もあります

10

11

デジタル印刷機

KBAフレキソテクニカのEVO印刷機
軟包装材専用のフレキソ技術
成長著しい軟包装市場で活躍するスペシャリストによって、カスタマイズされたセントラルシリンダ

EVO XGシリーズはギアレススリーブを擁し、
多

（以下Cl）印刷機がKBAの製品ラインナップに加わりました。KBAフレキソテクニカのEVOシリー

様な原反に対応しており、印刷幅は最大2m、最

ズは、性能、装備、自動化の分野で豊富なバリエーションを準備しています。このシリーズの印刷機で

高印刷速度は、600m/分です。生産前準備時

は、主にプラスチックフィルム・アルミニウムコート素材・多層ラミネート素材の印刷加工に使用さ

間がとても短いため、小規模な印刷ロットにも

れますが、用紙や段ボール等への印刷加工も可能です。

向いています。

EVOフレキソ輪 転 機は、 最高12台の印刷ユ

柔軟な用途

EVO XG LRは、印刷長が最大1,200mと大き

ニットとインラインフィニッシング用の追加コ

フレキソ印刷機の主な用途

なロットのジョブに向けて設計されており、幅広

ンポーネントを装備しており、印刷長は600〜

●

食品の包装

のロール紙でも高い生産性が得られています。

2,500mmに対応し、最高印刷速度は1,000m/

●

医薬品や洗剤の包装

最上位のEVO XG 12は、ドルッパ2012でフレ

分です。予算を配慮したエントリーモデルから、

●

美容・衛生用品の包装

キソテック賞を獲得しました。

高度に自動化されたハイエンドモデルまで、幅

●

冷凍食品の包装

広い需要にお応えできるラインナラプをご用意

●

牛乳などの液体用容器

廃棄物とエネルギー消費を削減

しています。

●

パウチ・袋・ラベル・産業用袋

新たに開発された数多くの技術が廃棄物の大

●

様々な分野の段ボール容器

幅な削減に貢献します。AIFシステムは刷り位

ラインナップの特徴

置の自動制御で排気量を30mに抑えるととも

●

多色片面/両面印刷のためのCl印刷機

EVO XD ハイプロフィットはギアレス駆動で

に、迅速な生産準備を実現します。ARFシステ

●

フレキソ・グラビア・コールドフォイル・ホッ

あり、
性能と装備の両面で多くのユーザーのニー

ムは、印刷時の見当合わせを自動制御し、精密

トメルト接着剤の無溶媒技術のためのラミ

ズを満たしています。KBAフレキソテクニカの

な見当合わせ設定を可能にします。印刷物の分

ネートシステム

ラインナップで最も人気の高い製品です。

光光度分析を行うフレキソカラーマッチングシ

●

水性・溶媒・UVインキまたはコーティング用

ステムは、
適正なインキ配合を高速で行うことを

途

EVO XD s/nは、極めて小型で、人間工学を取

目的としています。すべてのシステムがオペレー

●

デジタル印刷機とEB技術による用途

り入れた構造になっています。また、限られた予

タ用タッチスクリーンに完全に統合されており、

●

印刷・コーティング・ニス加工のプロセスを

算での導入を想定した仕様になっています。お

操作も簡単です。革新的な乾燥装置と空気循環

複数持つハイブリット印刷機

客様の小ロットのジョブの効率的かつ高い品質

システムもエネルギー消費量を削減します。

に対する製品需要を満たします。

産業印刷向けKBAロタジェット168

幅広の原反に対応した高速印刷機
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EVO XG

EVO XDシリーズは数々の技術革新で市場のニーズに応えます

ロタジェット76

ロタジェットL

ロタジェットVL

最大巻取速度

150m/分

150m/分

150m/分

巻取幅[cm]

80

89.5－130

80168－225

最大印刷長[cm]

77.6

88.8－129.3

167.3－223.7

カットオフ

可変式

可変式

可変式

坪量

36－250g/㎡

36－250g/㎡

36－250g/㎡

インキ

KBAロタカラー

KBAロタカラー

KBAロタカラー

1ヶ月あたりの印刷量(A4:4/0)

8500万

1億1600万－17500万

85,000,000

印刷ヘッド技術

Piezo DOD heads

Piezo DOD heads

Piezo DOD heads
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輪転オフセット印刷機

KBAロタジェットによるデジタル印刷
オフセットのエキスパートによるインクジェット大量印刷
KBAはドルッパ2012でKBAロタジェット76を発表し、2014年にはインクジェット大量印刷のため

ギー乾燥装置は、原反を低温で乾燥させるた

の新しい印刷機プラットフォーム「ロタジェットL」を発表しました。このシステムでは、変化する市場

め、平滑性・見当精度・フィニッシングに関して

の需要に応じて導入後に装備を追加することができます。また、このプラットフォームをベースにした

大きなメリットが得られます。

KBAロタジェットLは、デジタル印刷市場の大半の分野をカバーします。さらに、ディスプレイ印刷な
どの産業用用途に向けに最大用紙幅2.25mのロタジェットVLを提供します。

超幅広向けのロタジェットVL
「ロタジェット130」
は現時点で、巻取幅1300mm
で 最 高 品 質の4色 印 刷 が で きる 唯 一 の イン

インクジェットの大量印刷では、デジタル印刷

出力速度を大幅に高めるために、小さいサイズ

クジェット大 量印刷システムです。カスタムメ

システムに求められる仕様や用途は多岐にわた

のKBAロタジェット89を上位グレードの他機種

イド の 最 大 印 刷 長2.25mの「 ロ タジェット

り、書籍・DM・雑誌・新聞・ディスプレイなど

へ簡単にアップグレードが可能です。参考までに

VL(VL:Very Largeの略)」は、アルンスベルグ

の印刷分野において求められるものが異なり

1 ヶ月の印刷量はA4サイズで考えた場合、KBA

にあるインタープリント社が手がけているよう

ます。また、デジタル印刷の広がりによって、市

ロタジェット89は1億1,600万枚で、KBAロタ

スプレイのような特殊用途に最適です。また、こ

場のニーズは目まぐるしく変化します。こうした

ジェット130は1億7500万枚になります。このシ

の高性能なロタジェットシリーズの大量印刷機

状況にKBAは、巻取幅・印刷長・色数・装備

リーズが持つ卓越した柔軟性によって、誤った投

に加え、ヒューレットパッカード社と提携して段

の追加といった特徴も持つ新しい製品シリーズ

資のリスクが大幅に軽減されます。

ボール包装の市場に向けて幅2.80mのインキ
ジェットを開発していて、様々な原反と多様な市

の「ロタジェットL」を打ち出します。このシリー
ズでは、次世代の印刷ヘッドにも対応が可能に

また、ロタジェットLシリーズを既存のオフセッ

場で精密な印刷機を製造・提供してきたKBA

なるように設計が行われました。そのため、ロタ

ト環境に導入する場合に、一般的な巻取幅や印

の豊富な経験が活かされています。

ジェットLのユーザーは、取り巻く環境の変化に

刷原反であれば調整は不要です。物流の観点か

も新台を購入せずとも迅速に対処できます。

らは、実績のあるリールスタンドや巻取紙の搬
送システムを装備することが可能です。KBAロ

ロタジェットL 次世代にも対応可能な設計

タジェットには、ロターカラー™のポリマーイン

高性能な製品シリーズ「ロタジェットL」
には、巻

クと制御液という最高の組み合わせでインクを

取幅だけでも5種類のラインナップがあり、すべ

準備していますので、原反の選択肢が広がって

安定した生産性と品質
商業および新聞印刷での堅実な選択

て同じプラットフォームをベースにすることで、 非塗工紙の印刷にも対応できます。
新しい用紙サイズへの対応を可能にします。最高

冷 却システム が 内 蔵されたKBAの 低 エネル

KBAは、長年にわたって商業および新聞印刷向けの輪転オフセット印刷機を提供し続けてきたトッ

また、KBAイージートロニックは、印刷機の起

プサプライヤです。商業印刷会社向けの革新的なCシリーズは、16~80ページ折の生産オプション

動および停止時の生産前準備時間と損紙を削

を取り揃えています。また、新聞印刷市場のミドルレンジおよびハイエンド分野では揺るぎない技術

減します。

リーダーであり、将来を見据えた小型コルティナ・コマンダー CT・コマンダー CLを提供しています。 KBAロゴトロニックは、印刷機をプリプレスおよ
び管理部門とネットワークで接続します。
KBA C16

自動版交換にかかる時間は2分以内で、KBA独

KBA C16は、高度に自動化された輪転オフセッ

自の自動ローラーベアリングで摩耗を抑え、メ

ト印刷機です。主要な16ページ折分野での頻繁

ンテナンスの労力を軽減します。

KBA C16*

なジョブ切り替えに対応します。1分未満の版
交換時間・55,000または65,000インチ/時と

KBA C32~C80

いう速度・高度なジョブ切り替え・最小限の損

倍胴式のこのラインナップは、A4 32~80ペー

紙によって、少量化した印刷ロットにおいて効率

ジ折の出版物を大量に印刷するための横型輪

の良い生産を実現します。

転機です。
P5ピンフォルダまたはサイズ可変のV5グリッ

KBA C32~C56 SG

パフォルダを構成することもできます。

32ページ 折の 縦 型 輪 転 印 刷 機である「KBA
KBAロタジェットはロタカラー™のポリマーインク
を使用して、様々な原反で優れた印刷品質を実現
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カスタマイズを前提に設計されているロタジェット

「KBA製」の幅広ロール紙用デジタル印刷機

商業・冊子・書籍向けの輪転オフセット印
刷機

C32」に、生産性をさらに高める48ページ折と

KBAドライブトロニック専用エレクトロニクスと

56ページ折の分野に「KBA C48 SG」と「KBA

シャフトレスドライブは、Cシリーズ全機の標準

C58 SG」が新たに加わりました。

機能です。

16ページ折
最高

横型輪転機

65,000インチ/時

KBA C32－C80*
32〜80ページ折
最高

横型印刷機

50,000インチ/時

KBA C32 SG－C56 SG*

32～56ページ折（ショートグレイン）
最大65,000 iph
* シリンダの径と特殊機能についてはご要望に応じ
て選択可能
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特殊な分野向けの印刷技術

左:KBA C48 SGは生産性を最大限まで高
める縦型印刷機
KBAコルティナ
高品質な準商業や新聞印刷の分野において柔
軟な生産を可能にするウォーターレスのKBAコ
ルティナは、損紙を最小限に抑えながら、スク
リーン線数 最高175線/インチという最高のイ
メージを出力します。環境配慮型の印刷機であ

KBAコマンダー CL
4つのタワーで構成され、柔軟に自動化できる印
刷機のKBAコマンダー CLは、新聞社から絶大
な支持を得ています。名称はクラッシクに由来す
るシンプルな印刷機で、ハイエンドの印刷ライン

を求められていないお客様に最適です。柔軟な
るコルティナは、効率が抜群に高いだけでなく、 モジュール式設計のためカスタマイズが容易で、
ユーザーにとっても使いやすく、メンテナンスも 半自動の版交換システムは全自動式へのアップ
容易です。
特筆すべき機能に、自動版交換の「プ

レートトロニック」
、KBAの特許であるリニアベ
アリング「ニップトロニック」
、ボタン操作で4つ
のタワーが中央から分かれる「ステップイン™」
などがあります。
コルティナは、同じインキでコー

グレードが可能です。乾燥装置・様々な幅のロー
ル紙を扱う機能など、多彩なオプションもご準
備しています。

などに使用するコールドセットのインラインコー
ティングがあります。
KBAコマンダー CT
90,000cm/時の 従 来 型オフセット印刷 機の
KBAコマンダー CTは、コルティナと同じくKBA
の優れたプラットフォームCompactTをベース
としており、高度な自動化と豊富な独自機能を
誇ります。最も導入の多いハイテクノロジー新聞
印刷機です。

最高の印刷テクノロジーというキーワードは、多くの市場分野・自動流通・その他の各ソリューショ

4ページ幅×1ページ周長

ンのための特殊システムにも当てはまります。

4ページ幅×2ページ周長
6ページ幅×2ページ周長
4/1:最高印刷速度

86,000インチ/時

4/2および6/2:最高印刷速度

45,000インチ/時

KBAコマンダーCT

4ページ幅×2ページ周長
最高印刷速度

KBAコメット

す。多くの場合、ヒートセットパーケージが搭載
されて導入されています。
KBAコンティネント
準商業および新聞印刷の分野向けの2ページ幅
×1ページ周長のタワー型印刷機で、最高出力速
度は75,000インチ/時です。
性能レベルに応じて強力な輪転オフセット印刷
機用フォルダの豊富なラインナップや、パストリ
ンおよびパストマットのリールスタンドを選択で
きます。オプションで、KBAパートラスが提供す

有価証券・金属・ガラス・デコレーションまで

KBAコルティナ

ウォーターレス・キーレス

6ページ幅×2ページ周長

ルドセットとヒートセットの印刷ができるため、 主に小規模な新聞社やその関連企業向けに開
作業時間を必要とするインキ交換が不要です。 発された8ページ折の輪転オフセット印刷機で
コルティナ独自の機能として、高付加価値印刷

新聞用の輪転オフセット印刷機

45,000インチ/時

KBAコマンダーCL

4ページ幅×1ページ周長
4ページ幅×2ページ周長
6ページ幅×2ページ周長
4/2:最高印刷速度
(4/1:最高印刷速度

45,000インチ/時
84,000インチ/時)

KBAコメット

2ページ幅×2ページ周長
最高印刷速度

37,500インチ/時

紙幣と有価証券

ました。KBAミープリントは、インラインまたは

印刷機の市場における世界的リーダーです。

KBAは1952年に有価証券用の印刷機を開発し

オフラインのコーティングシステム・乾燥システ

ました。

ム・空気清浄システムもオーダーメイドで提供し

KBAパートラス

スイスのローザンヌに拠点を構えるKBAノータ

ています。

産業用の枚葉および輪転印刷所における用紙
とパレットの流通、リールの受け取り・保管・装

シス事業会社の印刷機で、世界の紙幣の90%以
上が印刷されています。KBAノータシスの卓越

デジタルマーキングおよびコーティングシステム

着・残芯の回収まで、KBAパートラスの流通ソ

した処理能力が、紙幣と有価証券の生産におけ

KBAメトロニック事業会社は、産業用のマーキ

リューションで自動化できます。

る全工程で、高度な品質管理システムと紙幣デ

ングおよびコーディングシステム（インクジェッ

ザインを実現しています。

トプリント・レーザープリント・ホットスタンピ
ング・熱転写）を専門にしています。

金属デコレーション
KBAミープリント事業会社は、この分野の市場

ガラスへの印刷

と技術をリードし、ラピダの大判印刷ユニットを

ドイツのバート・エーンハウゼンにあるKBAカン

アルミニウムやスチールシートへの高品質印刷

マン事業会社は、
食品や美容業界で使用されるガ

が可能な特殊印刷機へと変貌させました。人気

ラス容器などのラグジュアリーな中空容器に直接

のメタルスター 3に新しくマレンダ280が加わり

デコレーションを行うスクリーン印刷とデジタル

右:別々の刻印を行うKBAメトロニックのインクジェ
ットコーティング
中央左:KBAノータシスは紙幣印刷および有価証
券の世界的なリーダーです

KBAコンティネント

2ページ幅×2ページ周長
最高印刷速度

75,000インチ/時

全機にドライブトロニックのシャフトレスドライブを搭
載しています。

る自動用紙流通システムもございます。

自動版交換機能を搭載したコンパクトなHタイプ印刷ユニットのコマンダーCL
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インキ変更なしで環境にやさしいコールドセットとヒートセットの生産が可能な
コルティナ

KBAミープリントが提供する省エネ乾燥技術(High Econ)を搭載した
最先端金属印刷機

ラグジュアリーなガラス容器などの中空容器に直接印刷を施します。
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特殊な分野向けの印刷技術
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