
Equipment

ピークパフォーマンスクラス
スピードマスターXL106



印刷プロセスの未来を見据えた印刷機
XL106が提供する19のベネフィット

前準備時間

一般商業印刷では、
最後の一枚を刷り終えてから、
次のジョブのOKシートを
3分以内で得ることが可能。

3 分以内

5 分
パッケージ印刷でも
最後の一枚を刷り終えてから、
わずか 5分で次の仕事をスタート。

保護ライナーを使用することで、
インキつぼの清掃時間は
従来の 5～ 10分からわずか 1分に短縮。

0分でエアを調整。特性プロファイルを使用して
エア設定を完全自動化。用紙の種類を変更する場合でも、
追加の前準備作業は一切不要。

30枚以下、1分以内。
プリネクトインプレスコントロール 2（オプション）が
刷り出しの色を正確に測定。最初の測定結果は
30枚以下で得られ、1分以内に本刷りのスタートが可能。

環境保護

インキ量の正確なプリセットが
スピーディな前準備を実現。
カラーアシスタントプロが
プリセット値を正確に算出して、
損紙 60枚以下での本刷りを達成。

スイッチを切ることなく
電力消費量を削減。
スタンバイ機能による
節約効果は最大 50%。

ゴムブランケットの洗浄に必要な
洗浄液は1回わずか20cc。

20cc
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革新的テクノロジーの数々
・ 印刷機の機能を集中的に制御する高性能制御ステーション「プリネク
トプレスセンター XL2」には、プロセス重視の革新的なオペレータガ
イダンスシステム「インテリスタート2」を搭載。

・ ハイデルベルグ特許の「インテリスタート2」が、最適なジョブチェン
ジプログラムを自動生成。あらゆる要素を考慮して、つねに最短時間
でのプログラムを作成。ジョブチェンジの間、実行中のすべての自動
プロセスはインテリガイドの画面に分かりやすく表示。

・ 最高速での連続生産を可能にするプリセットプラスフィーダを搭載。
用紙搬送精度を一段と高めると共に、高度な自動化機能が、スピーディ
なセットアップを実現。

・ 刷版を全自動で全版同時に交換するオートプレートXL2、または順次
交換するオートプレートプロが搭載可能。

・ ブランケット／圧胴の洗浄や刷版を交換している間でも、インキング
装置の洗浄が行えるハイカラーマルチドライブが前準備時間を劇的に
短縮。またジョブに必要ないインキング装置を停止しておくことも可能。

自動化を徹底的に推進し、
圧倒的な生産性と効率、操作性を提供
スピードマスターXL106

・ 分光測色技術を採用したカラー／見当制御システム「プリネクトインプ
レスコントロール 2」（オプション）が、印刷中の色と見当を最高速で
も正確に測定して、必要に応じて制御。刷り出し時の色合わせから本
刷りまで、印刷機を停止する必要がなく、トップクラスの生産性を達成。

・ 多様な印刷用紙のエア特性プロファイルをデータベースに登録するこ
とで、正確なプリセットを実現。

・ オートプレートコーティング／オートプレートコーティングプロにより、
インキング装置の洗浄中にニス版を自動交換して前準備時間を短縮。

・ ローラコンベアシステム オートパイル／オートパイルプラスが資材の
流れを自動化。

・ フィーダ／デリバリに全自動のノンストップ装置を搭載すれば、印刷機
を停止することなくパイルの自動交換が可能。
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スピードマスターXL106は、いつでも、どのような仕事でも、つねに最高のパフォーマンスを
発揮できるよう設計開発された 70×100cmクラスの基準となる未来志向の印刷機です。
ハイデルベルグの革新的テクノロジーの数々が最高レベルの自動化を達成し、
「Push to Stop」をコンセプトとした、極めてシンプルな操作、迅速な前準備、
安定したプロセスを約束します。
豊富なオプション装置を組み合わせた柔軟なユニット構成であらゆるジョブに対応。
ショートランでもロングランでも、標準的なジョブでもハイレベルなジョブでも、
一般商業印刷からウェブ トゥ プリント、ラベル／パッケージ印刷まで、卓越した品質と経済性で
お客様の成功に大きく貢献する、ピークパフォーマンスクラスの最新鋭機です。

スピードマスターXL106の主な特長
・ ジョブチェンジの分析、タスクリストの作成・提示、そして実行までを
インテリスタート2が自動的に進めることで、前準備のプロセスを完
全自動化。

・ 堅牢な機械設計により、最高速でもスムーズな稼働を約束。
・ プリネクトインプレスコントロール 2を利用すれば、用紙の抜き取りや
測定のために機械を停止する必要がなく、前準備時間を劇的に短縮。

・ インキング／湿し装置ハイカラーが、インキングの反応速度を大幅に
迅速化。目標となる色が素早く得られ、刷り出し時の損紙も大幅に削
減。またマルチドライブとの組み合わせによって、インキング装置を同
時洗浄し、前準備時間をさらに短縮。

・ 世界最速のインキ交換とインキつぼの清掃を実現。

稼働率の向上を徹底追求 
プレディクティブモニタリング

• スピードマスターの稼働状況など、機械データを常時監
視して分析 

• 変化の兆しを見逃すことなく、障害を早期に検知してダウ
ンタイムを未然に防止

• 予防措置の実行
• 機械の稼働率を最大限に高めて生産計画を確実に実行 



用紙反転装置／用紙搬送技術
・ 自動設定機能を備えた用紙反転装置は、薄紙から0.8mmの厚紙ま
で多種多様な用紙をすぐれた見当精度で反転してスムーズに搬送。

・ 用紙間隔をセンサーで検知し動的制御するバリアブルエアトランス
ファーシステムを搭載。特性プロファイルにもとづいた非接触方式の
用紙搬送システムで、片面印刷でも両面印刷でも卓越した印刷品質を
提供。

・ 受け渡し胴のトランスファージャケットブルーと用紙反転後の圧胴に装
着したパーフェクトジャケットが、片面印刷でも両面印刷でもすぐれた
印刷品質を約束。

洗浄装置
・ ブランケット／圧胴洗浄装置は、少量の洗浄液ですぐれた洗浄結果を
達成。

コーティングユニット
・ チャンバーブレードシステムを備えたコーティングユニット、脈動がな
く安定したニスの供給機能／コンディショニング機能を備えたコーティ
ングスターによって、卓越したコーティング品質を実現。

・ オートプレートコーティングプロとスクリーンローラの自動交換装置マ
ルチローダーシステムが、極めて迅速な前準備を実現。

 フィーダ
・ 用紙サイズ／用紙厚にあわせて、用紙ガイドやエア量などを自動設定
し、スピーディな前準備と安定した用紙搬送を実現するプリセットプラ
スフィーダ。

 刷版交換装置
・ ブランケット／圧胴の洗浄中でも、オートプレートXL2が、すべての
刷版を同時に交換して、前準備時間を大幅に短縮。

インキング装置／湿し装置
・ ハイカラーマルチドライブにより、他の前準備プロセスと並行してイン
キング装置の洗浄が可能。頻繁なインキ交換が必要な場合には、前
準備時間を大幅に短縮可能。

カラー測定／見当制御システム
・ 分光測色技術を採用したプリネクトインプレスコントロール 2が、印
刷中の色と見当をインラインで測定し、必要に応じて補正。前準備時
間を短縮して、損紙の枚数を削減。

用紙を制御しながらデリバリに搬送する
サクションセグメントディスク。

デュアルレンズ技術を採用したドライスター LED乾燥装置。
UV光の焦点を正確に合わせて、UVインキを完璧に硬化。

ダイナミックシートブレーキが用紙をゆるやかに減速して
完璧なパイルを形成。

ドライスター LEDを搭載したスピードマスター XL106-8-Pの構成例（オプション装置を含む）
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ドライヤーシステム
・ デリバリ部には用途にあわせて最適なドライスター乾燥装置（UV、

LE UV、LED）、ドライスターコーティング、コンビネーションUVが
装備可能。いずれも用紙搬送にあわせて最適化されているため、つ
ねに最良の乾燥結果を実現。

デリバリ
・ プリセットプラスデリバリでは、ダイナミックシートブレーキが用紙を
安全確実に減速し、端の整った正確なパイルを形成。このダイナミッ
クシートブレーキをはじめ、デリバリ部のすべての調整は、プリセット
データにもとづいて自動的に設定。

反転後の用紙を非接触でスムーズに搬送する
ベンチュリエアジェット技術。

ブランケット／圧胴の洗浄と並行して
刷版を同時交換するオートプレートXL。

自動設定機能を備えた用紙反転装置が、
最高速でも高い見当精度を実現。

独創的で多彩なラインアップ  
サフィラコーティング

• 多種多様な印刷アプリケーションに適した、製品をライ
ンアップ

• 厳選した素材による独自のニス配合
• 使いやすさとトップクラスの信頼性を両立
• あらゆる機能性ニスを提供（装飾効果／保護機能／機
能強化）
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ハイデルベルグのサービスネットワーク
世界170カ国に広がる業界最大のサービスネットワークを展開。

170カ国

利便性

年間生産量

7,000 万枚

印刷中であっても、わずか 3分で 30件のジョブを選択して完全に自動で処理。

操作性

生産性

280以上のロジスティックスシステムが、
パッケージ印刷会社で稼働。

2分 30秒で洗浄。
ハイカラーマルチドライブによって
ブランケット／圧胴およびインキローラを
同時に素早く洗浄可能。

スピードマスターXL106-8-P
による版交換は 1年間で
最大 150,000回。

100%の透明性。
プロセス重視の革新的な
オペレータガイダンスシステム
インテリスタート2により、
複雑なジョブチェンジでも
ワークフローの透明性を確保。

2 クリック

用紙変更時でも
0分でエア調整が終了。

5分でチェック。
ローラチェックアシスタントを使用すれば、
ローラ設定をわずか 5分でチェック可能。
これにより、一度の調整で約 20分間の
短縮が可能。

わずか 2クリックで
ジョブ選択と印刷予約が完了。

リモートサービス
リモート接続によりエラーの分析速度が平均で50%向上。

50%向上

刷版交換回数は
最大150,000回 

※ここに記載された数値は仕事の内容、インキ、用紙、その他の要因によって変わることがあります。

より詳細な情報についてはホームページをご覧ください。
heidelberg.com/xl106/efficiency
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〒140-8541 東京都品川区東品川3-31-8
TEL(03)5715-7377
www.heidelberg.com/jp

〒140-8541 東京都品川区東品川3-31-8
TEL(03)5715-7377
www.heidelberg.com/jp

11095-1701-1000-WA-IWO

商標登録
Heidelberg、Heidelbergのロゴ、CoatingStar、CutStar、DryStar、
FoilStar、Hycolor、Intelliguide、Intellistart、PerfectJacket、Prinect、
Prinect Axis Control、Prinect Image Control、Prinect Press Center、
Saphira、Speedmaster、Stahlfolder、StaticStar、Suprasetterは
Heidelberger Druckmaschinen AGの登録商標です。その他記載の製品
名、会社名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

本カタログに記載されている内容は、
改良のため予告なく変更される場合があります。


	170124_XL106_8p_JNcs6_04
	Pages from 170124_XL106_8p_JNcs6_04

