Autobag® PI 412cw Prism™ —
両面インライン印刷で包装生産性の向
上を実現。
毎分およそ 80 袋の処理速度に相当する毎秒 30.5 セン
チ (12 インチ) の両面インライン印刷が可能な Autobag®
PI 412cw Prism™ は、プログラム可能な熱転写印刷シス
テムで、業界最新のあらゆる印刷要件に対応するよう
設計されています。PI 412cw Prism™ は、使いやすさ、
信頼性、柔軟な操作性を特長としており、連続稼働時
間と包装生産性の最大化に大きく貢献します。
Autobag® AB 180™ 包装システムと併用すると、バーコ
ード、文字、図形を使用した製品識別をインラインで
簡単に個々のパッケージや袋の両面に印刷することが可
能。印刷済みの袋には、シンプルな Print-n-Pack™ 操作
で製品の充填と熱圧着が行われます。ラベル内容の変更
も簡単で、すでに保存されたラベルのデザインにアクセ
スするか、またはパソコンを接続してデータベースから
ダウンロードするだけで即座に実行できます。
最新技術を駆使した Autobag PI 412cw Prism なら、
2 次元バーコードや UPS MaxiCode といった現在使用さ
れているあらゆるバーコードの印刷が可能。8 メガバイ
トのメモリーに各種ラベルやフォントを保存しておけば
作業データに簡単にアクセスできるため、迅速な交換と
システム稼働時間の向上が実現します。

ユーザーへのメリット:
• 迅速なセットアップ、簡単な操作性、信頼性、
高速稼動
• 高解像度により鮮明でインパクトの強い印刷
• 別のラベル貼り作業の必要性を排除
• 両面、並行、単一の 3 の構成が可能
• 203 dpi のプリントヘッドで最大毎秒 30.5 cm
(12インチ)、300 dpi のプリントヘッドで最大
毎秒 20.3 cm (8インチ) まで印刷速度を加速
• ラベルおよびフォントの保存に 8 メガバイト
の容量を確保
• AutoLabel™ ソフトウェアまたは既存のソフト
ウェアとの整合性に対応するよう設計された
Autobag Print-n-Pack™ により、最大限の柔軟
性を実現
• 2 次元バーコードを含む 40 種類以上のバーコ
ードおよび True-type フォントに対応

機械的特徴

標準機能

代表的用途

• 印刷速度:

• 自動車・機器部品

— 203 DPI プリントヘッドで毎秒 30.5 cm (12 in.) • 金物・日曜大工品
— 300 DPI プリントヘッドで毎秒 20.3 cm (8 in.)
• 電気・電子用品

• シリアル ポートでもパラレル ポートでも汎 • ねじ・コネクター類
用性の高い接続が可能なため、ソフトウェ • 配管・暖房用品
アやデータベースとの柔軟な通信が可能
• 趣味・制作関連品
• 8 メガバイトのオンボード メモリーに作 • 宝石・希少品
業データを保存し、再度呼び出し可能
• 化粧品、美容製品
• 独立したフェストーン制御により、包装機 • 医療用ディスポーザブル製品
械とは独立してプリンターが稼働し、速度
増加と位置制御を実現。インライン印刷に
おける位置決め精度を 1.588 mm (1/16 in.)
の誤差に収めることが可能

PI 412cw のピボット設計によ
りプリントヘッドの作業がし
やすく、清掃や予防保全を瞬
時に行うことが可能。

• ターゲット調整により、インプリンター
稼働中に正確な印刷調整が可能
• 印刷処理を実行中にのみリボンを前進さ
せるリボンセーバー機能により無駄を大
幅に削減
• 内蔵バーコード：Code 39、UPC-A、UPC-E、
Code 128-A、B、C、Interleaved 2 of 5、
EAN-8 & 13、Codabar、UPC 2 & 5 digit
addendums、HIBC、Code 93、Postnet、
PDF 417、USD 8、Datamatrix、QR Code、
Aztec、Plessy、Telepen、Micro PDF 417、
UPS MaxiCode、FIM、TLC 39

拡張スロット
ボードを簡単に交換
できるよう設計され
ており、USB、イー
サ ネ ッ ト 、 AS-400
を経由した接続の拡
張能力のほか、フォ
ントおよび言語の拡
張も可能です。

PI 412cw 特有のフェストー
ン制御により、袋詰装置と
は独立してプリンターが連
続稼働するため、確実な速
度と印刷制御が可能。

オプション
• AutoLabel™ ソフトウェア
• スタンドアロン型ラベル デザイン キット
• イーサネット、Twinax/Coax 接続
• プリントヘッド調整ツール
• 予備部品キット • 袋巻き返し機

技術仕様
重量:

114 kg (252 lbs、巻き付け器を含む)
93 kg (206 lbs、巻き付け器を含む単一ヘッド)

電気:

115/230 VAC、(50/60 Hz)

寸法:

柔軟性を追求した設計によ
り、システムを再設定すれ
ば袋の同一面に 2 色印刷も
可能。

エアー フィード: 45 PSI (3.1 bar) の清浄な乾燥空気
袋のサイズ:
幅: 5.1～40.6 cm（2～16 in.）、
長さ: 6.4～55.9 cm（2.5～22 in.）
ラベルのサイズ: 最大幅: 10.2 cm（4 in.）、
最大長: 50.8 cm（20 in.）
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Automated Packaging Systems Japan
〒350-0164
埼玉県比企郡川島町吹塚 818-1-101
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E メール: info@autobag.jp

®または™の記号の使用は、オートメイテッド・パッケージング・システムズ・インクが米国において商標権を登録済みであるか、または別途請求していること
を示します。これらの記号は他の国において登録されている場合もあり、前記の権利が認められた国においてコモン・ロー上の権利が適用される場合があります。

machines

materials

s y s t e m s

service

a d v a n t a g e

お問い合わせ
autobag.jp
049-227-6066
© 2017 Automated Packaging Systems
機能、オプション、技術仕様は変更される場合があります。

