
Equipment

成功を支える真のマルチタレント
スピードマスターCX75



印刷プロセスの未来を見据えた印刷機
CX75が提供する14のベネフィット

IPA（イソプロピルアルコール）の使用量は、最適
な湿しローラを使うことで10%から3%にまで削減
可能。1,000万枚の印刷ではトータルで265リッ
トルの削減が可能。

ゴムブランケットの洗浄に必要な
洗浄液は1回わずか10cc。

10cc

環境保護

前準備

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。

スピーディな洗浄プログラムによって、
わずか 1分で洗浄作業が完了。

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。

1 分で完了

60分スピードアップ
シートブレーキモジュールは余白にあわせて自由に配置できるため、スピーディな打ち返し印刷が可能。
これにより後工程に 60分早く 印刷用紙を回すことが可能。

1 分に短縮

265ℓ削減
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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 2」には、プロセス重視のオペレータガイダンスシス
テム「インテリスタート」を搭載し、スピーディなセットアップとすぐれ
た操作性を実現。

・ 用紙サイズ／用紙厚などジョブデータにもとづいて、フィーダからデリ
バリまで印刷機各部を自動でセットアップする高度なプリセット機能を
搭載。

・ 印刷品質の標準化に欠かせない印刷品質管理装置「プリネクトイー
ジーコントロール」「プリネクトイメージコントロール」を用意。

・ 最大用紙サイズは標準で 530×750mm。より多くの頁面付けが可能
な 605×750mmモデルもラインアップ。

・ 薄紙でも厚紙でも多種多様な用紙や原反をフィーダからデリバリまで、
キズをつけることなく、やさしくスムーズに搬送する用紙搬送システム。

・ インキローラ洗浄装置／ブランケット・圧胴洗浄装置では、カスタム
設定が可能な洗浄プログラムがスピーディかつ確実な洗浄を実現。

・ どのような印刷アプリケーションでも、つねに最適な乾燥効果が得ら
れるドライスター乾燥装置。

スピードマスターCX75の主な特長
・ 4色機、5色機、6色機をラインアップし、コーティングユニットの装
備も可能。さらに乾燥システムも油性印刷／水性ニス用のドライスター
コーティング／ドライスターコンビネーション、UV印刷用のドライス
ター UV／ドライスター LE UV／ドライスター LEDがオプションで
装備可能。

・ 毎時 15,000枚の最高生産速度で、卓越した印刷品質を達成。
・ 一般的な印刷用紙からカードボード、フォイルまで広範囲な用紙に対
応したすぐれた柔軟性。用紙厚は標準で 0.03～ 0.6mm、オプショ
ンで最大 0.8mmまで対応可能。

・ 菊半裁判クラスのハイデルベルグ機で最も幅の狭い、省スペース設計
の印刷機。人間工学にもとづいた機械設計と革新的な操作コンセプト
により、すぐれた操作性と作業性を実現。

・ プリセットデータを利用すれば、前回の設定を素早く呼び出して正確
に再現できるため、再版の仕事でも前回と変わらない安定した印刷品
質を実現。

・ 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
スフィーダを採用。

コンパクトなボディに革新技術を凝縮
ミディアムクラスの新世代ストレート印刷機
スピードマスターCX75



・ プリセットプラスデリバリが、薄紙から厚紙までつねに用紙端の整った
正確なパイルを形成。このデリバリ部には操作が容易なタッチスクリー
ン方式の操作パネルを装備。

・ 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が、ムラの
ない高品質なニス引きを約束。前準備はコーティングプレート／ブラ
ンケットの自動交換装置によってスピーディに行え、さらにスクリーン
ローラやニスも簡単に交換できるため、幅広い仕事への対応が容易。

・ 延長デリバリとラウンドノズル技術を採用したドライスターコンビネー
ションを装備すれば、厚紙でも、高速運転でも、つねに最良の乾燥結
果を実現。

スピードマスターCX75は、すぐれた柔軟性と多彩な能力を兼ね備えた
50×70cmクラスの新世代ストレート印刷機です。
ピークパフォーマンスクラスとして卓越した性能を誇るスピードマスターXL75をベースに、
スピードマスターSX74の利点を加味して開発。
最新の機械コンセプトと革新的なテクノロジーの数々をコンパクトなボディに凝縮することで、
幅広い印刷アプリケーションへの対応とすぐれた経済性を両立しました。
変化する顧客ニーズに柔軟に応えて、印刷会社の成功を支える
オールインワンのソリューション…それがスピードマスターCX75です。

インテリジェントファクトリー 
プリネクト：印刷とメディアワークフローの統合

• 生産管理を自動化し透明性を高めるソフトウェアモジュー
ルを提供 

• プリネクトプロダクション：プリプレス、デジタル印刷、オフ
セット印刷、ポストプレスを統合

• プリネクトポータル：24時間いつでもワークフローへのア
クセスが可能



静電気対策テクノロジー
・ 静電気除去装置スタティックスターが、特に薄紙の帯電を最小限に抑
えて最高速でもスムーズな用紙搬送を実現。

フィーダ
・ 中央に配置した 1本のサクションテープとエア制御の横針を備えたプリ
セットプラスフィーダが正確な見当で用紙を機内に搬送。

インキング装置／湿し装置
・ 素早い反応と安定した色再現を約束するインキング装置／湿し装置を
装備。インキの消費量を最小限に抑えるショートパスインキング機能
など、各種機能は遠隔制御が可能。

・ バリオ機能が印刷中のヒッキーを防止。

刷版交換装置
・ オートプレートがスピーディで正確な版交換を約束。作業時間は印刷
ユニット 1台あたり、わずか 1分ほどで工具も不要。

ブランケット洗浄装置
・ ブランケット／圧胴を素早く確実に洗浄。
・ 楽な姿勢で取り付け／取り外しが行え、洗浄布も迅速に交換可能。

用紙搬送システム
・ ベンチュリノズル技術を利用したフィーダ／デリバリ部の用紙搬送シス
テムとプリセット可能なニップブロアが、スムーズでやさしい用紙搬送
を実現。

・ 倍径の圧胴／受け渡し胴を採用することで多種多様な用紙への対応を
実現。

コーティングユニット
・ ニス版の見当調整はプリネクトプレスセンター2から遠隔制御が可能。

ドライヤーシステム
・ 用紙搬送にあわせて最適化されたドライスター乾燥装置が最良の乾燥
結果を実現。

スピードマスターCX 75-5+Lの構成例（オプション装置を含む）

印刷ユニット間の余裕あるスペースと折りたたみ式ステップ
がすぐれた作業性を実現。

完璧なパイルを形成して後加工をスムーズにするプリセット
プラスデリバリ。

最高速でも高品質なニス引きと乾燥結果を約束するコーティ
ングユニット／ドライスター乾燥装置。
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デリバリ装置
・ 用紙ガイドやエア量などプリセットプラスデリバリのすべての調整は、
プリセットデータにもとづいて自動的に設定可能。

・ サクションテープ付きシートブレーキモジュールは、任意の場所に配
置でき角度も自由に変えることが可能。取り外しも容易で、多種多様
な仕事への対応を実現。

・ プリセットプラスデリバリのエアシステムにはハニカムグリッド構造を
採用。エアの流れを分散・最適化して多種多様な用紙をばたつかせ
ることなく、しっかりと減速して整ったパイルを形成。
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正確な見当で用紙を機内に搬送するプリセットプラスフィー
ダは、安定生産の第一歩。

最後の一枚まで安定した色再現を約束するインキング装置
／湿し装置。

倍径の圧胴を採用し、スムーズで安定した用紙搬送を実現。

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 
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生産性

品質

分光測色技術を採用したプリネクトイージーコントロールが、100%忠実
な色再現性を実現。安定した色再現と共に、損紙削減にも貢献。

ベンチュリノズル技術による用紙搬送システムとラウンドノズル技術を
搭載したドライスター乾燥装置が100%完璧に連携して、
最高速度でも確実な乾燥結果を提供。

刷了からOKシートまで

100 % の安定性 100 % の連携

5分以内

15,000 枚
薄紙から厚紙まで毎時15,000枚の最高速度で安定した生産が可能。

操作性
5分でチェックして、約 20分間短縮。
ローラチェックアシスタントを使用すれば、各印刷
ユニットの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。

乾燥待ち時間は0分
ドライスター LE UV／ドライスター LEDの確実な硬化によって、
印刷終了後、即座に印刷用紙を後工程に回すことが可能。

インテリスタートがジョブチェンジに必要な操作ステップを 70%削減。

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/cx75/efficiency

最高速度（毎時）

※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。

毎時 15,000枚の最高速で厚紙印刷を行っている場合でも、
印刷機を止めることなくデリバリパレットの交換が可能。

最後の一枚を刷り終えてから、わずか 5分以内に
次のジョブのOKシートを得ることが可能。

70% 削減
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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

11104-1805-WA-DAT

商標登録
Heidelberg、Heidelbergのロゴ、DryStar、Intellistart、Prinect、
Pr inect  Image Contro l、Pr inect  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。


