自動タックラベラー

ESSENTIAL

エッセンシャル － ベストセラーAUTO の上位機種







コンベア付き（AUTO より長い）、2 ロール（表
裏）まで可能
キャップシュールのディストリビューターとキャッ
プシューラー搭載可能 （スズ・アルミ・ポリラ
ミ・PVC のキャップシュールのヘッドを準備）
サーボモーターで AUTO より正確なラベル貼
り位置。
AUTO(800bph、キャップシューラー搭載不
可）と、R1000 M&B(1000bph)の中間機種。
納入実績
島根 I ワイナリーさま

※日本語表示搭載

能力
機械概略寸法
電源・エア
作動環境
許容容器直径
許容ラベル幅
許容ラベル高さ
その他

オプション

600（～800）個/時間 （作業者や容器、ラベルによる）
2430W x 825L x 2000H、重量約 120kg （オプションによる）
日本仕様：200V、2KW エア 3～6bar 最大使用量 6m3/h（オプションによる）
10℃～30℃
標準ロールで直径 40～90mm に対応
25mm 以上～360°全周まで（直径 85mm までの容器の場合。直径 85mm 以上の場合は 30mm 以上～360°全周ま
で。※ラベル材質により異なる場合があります。）
190mm
コンベア高さ 900mm、82.5mm 幅のコンベア、押し付けローラー（エア駆動）

日付印字（カートリッジタイプ・HSA インクジェット）

容器位置出しセンサー（刻印付き－底面ノッチ付き－

透明ラベル用センサー（超音波で厚み差を検出）
びんなどに）

ラベル位置出しセンサー（すでに貼ってあるラベルと

ラベルインデント（ラベル部胴径が僅かに小さい）壜や、
の位置出しに）
テーパー壜に合わせたロール

ラベル高さ 290mm まで対応（標準は 190mm）

全機種共通のラベル要求基本仕様
（※特別の指定がある機種もあります）
ラベル出し方向
左だし
A ：紙管内径
75mm
B ：最大ロール直径
260mm
C ロールの最大高さ
190mm
D 台紙の上下・ラベル間隔
3-5 mm
台紙品質
90 g/m²

タックラベルは DK
プリント（きた産業
のグループ会社）が
承ります！

自動タックラベラー

NINETTE AUTO ニネット オート
表ラベル
ディスペンサー

入口
ミニ・コンベア
納入実績
熊本 S 酒造さま（焼酎）
奈良 G 酒造さま（清酒）
山口 Y 酒造さま（清酒）
島根 F 酒造さま（清酒） ほか
能力
機械概略寸法
電源・エア
作動環境
許容容器直径
許容ラベル幅
許容ラベル高さ
その他

オプション

裏ラベル
ディスペンサー

タッチ
スクリーン

出口
ミニ・テーブル

押さえつけ
ローラー

●1 ロールまたは２ロール供給タイプ ●ミニ・コンベアで容器を供給
●デジタルディスプレーによる簡単操作 ●新たに日本語表示搭載！
●200V＋エア ●フランス CDa 社は年 450 台の販売台数！

600（～800）個/時間（作業者や容器、ラベルによる）
750W x 1200L x 1220H、重量約 95kg（専用架台－高さ 750－含む）
日本仕様：200V、1KW エアは 3bar 以上、最大使用量 3m3/h
10℃～30℃
標準ロールで直径 40～90mm に対応
25mm 以上～360°全周まで（直径 85mm までの容器の場合。直径 85mm 以上の場合は 30mm 以上～360°全周ま
で。※ラベル材質により異なる場合があります。）
190mm
コンベア高さ 925mm、82.5mm 幅のコンベア、押し付けローラー（エア駆動）

2 つ目のラベル貼りユニット

容器位置出しセンサー（刻印付き－底面ノッチ付き－

専用架台
びんなどに）

日付印字（カートリッジタイプ・HSA インクジェット）

ラベルインデント（ラベル部胴径が僅かに小さい）壜や、

透明ラベル用センサー（超音波で厚み差を検出）
テーパー壜に合わせたロール

ラベル位置出しセンサー（すでに貼ってあるラベルと

ラベル高さ 290mm まで対応（標準は 190mm）
の位置出しに）

半自動タックラベラー

NINETTE II
ニネット ドゥ （2 ロールタイプ）

●2 ロール、半自動タックラベラー
●オプションは AUTO に準じます
●1 ロールの「アン」もあります

自動タックラベラー

NINETTE R1000 M&B

ニネット R1000 M&B （最大 4 ロール、キャップシューラー付き）

●熱収縮またはロールオンのキャップシ
ューラーとディスペンサー搭載 ●2 ロー
ル（表・裏）に加え、オプションで 4 つま
でのロール（肩貼りなど）搭載可能 ●
最大 1000bph、インバーターとミニインフ
ィードウォームで容器の入り方を コント
ロール ●700Φの出口ターンテーブル
●シャンパンキャップシュールのプリーツ
＆フォールダーも搭載可能
オプションの
HSA インクジェット
大阪
M 食品さま

自動タックラベラー

NINETTE R1000 M&B Champagne Model

ニネット R1000 M&B （シャンパンフォイル用フルスペック仕様）
最大 600bph
＜シャンパン用フルスペック＞
 シャンパンフォイル供給装置
 フォイルの正面だしとクリンパー（プリーツとフォールド）
 フォイル正面に合わせて表・裏ラベル貼り
 日付印字(HSA)
 360 度ネックラベル
 出口ターンテーブル
＜シャンパン用フルスペック
＋2 つ目のキャップシュール兼用＞
上記に追加：
 2 種キャップシュール兼用の供給装置
 2 つめのクリンパー（スピナー）

大分 A ワインさま
＜シャンパン用のフルスペック＞

角びん用半自動タックラベラー
ラベル
ディスペンサー

NINETTE A PLAT ニネット アプラ
タッチ
スクリーン

オプション
楕円ボトル用押さえジグ

容器
スライダー

角びんの平面部分に
ラベルを貼る
（1 面貼り）

●1 ロール、角びん、箱、楕円ボトルに対応 ●容器を横にスライドさせてラベルを貼ります ●マッチ箱サイズ
の小さな箱から、ジェリー缶サイズまで実績があります（押さえジグが必要な場合があります）

CAP SYSTEM キャップシステム
●キャップシールの自動装着機

北海道
H ワインさま

シャンパンフォイルの
ディスペンサー

ネックカラーラベル装着

SOLO

ソロ （360 度ネックカラーラベルの装着機）
最大 600bph（びん形状などにより異なる）
＜シャンパンフォイルのみ＞
 正面位置だし
 ネックカラーラベルの 360 度貼り

＜本資料に関するご注意＞ ●表示の価格は 2018 年 6 月 7 日現在の為替レートに基づいていま
す。経済情勢や為替レートの急激な変動があった場合には価格を修正する場合がありえます。●標
準納期：通常は受注後約 3 ヶ月。容器とラベルの指定、サンプルが必要です。＜一般的ご注意と販
売条件＞ ●取引条件：ご発注時 40％現金、納入時 50％現金、検収時 10％現金。●所有
権：最終の支払いが完了するまで、機械の所有権はお客様に移転せず、当社所有となります。●試
運転に必要なユーティリティーや原料、資材は無償で提供されることを条件とします。●技術改良に
伴い、仕様は予告なく変更する場合があります。
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