自動給紙型カッティングプロッタ

CE7000-ASF
自動用紙搬送で生産性向上！
小ロットのラベル生産、POP の作成等、
多様な Print & Cut にお勧め！
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小ロットのラベル生産、POP 作成に最適
連続搬送・カットに対応
CCD カメラ搭載による素早い位置合わせ
連続搬送・カットに対応
ハーフカットに加え、破線カット
( 切り抜き ) に対応
CCD
カメラ搭載による素早い位置合わせ
AI、EPS データに対応した
ハーフカットに加え、破線カット
( 切り抜き ) に対応
専用カッティングソフトウェアを付属
AI、EPS
データに対応した
小ロットのラベル生産、POP 作成に最適
専用カッティングソフトウェアを付属

対応メディアサイズ

※ 使用するメディアにより、搬送できない場合があります。
＊1 記載されている数値は保証値ではありません。
使用するメディアの種類やカット条件によって異なります。
排紙トレイは、セットされた全てのメディアを収納することはできません。
排紙トレイのメディアは定期的に取り除いてください。

用 途事例

ハーフカットだけでなく、破線カット ( 切り抜き ) も可能なため、POP の作成用途に最適です。

ラベル

POP
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CE7000-ASF はカッターユニットと、オートシートフィーダーユニット(F-MARK2)を組み合わせた商品です。

カッターユニット

カッティングプロッタ CE7000-40 に位置合わせの為の CCD カメラを
搭載しています。

オートシート
フィーダーユニット
(F-MARK2)

給紙ユニット

先端に吸盤のある可動アームを搭載した自動用紙搬送ユニット。
給紙トレイからメディアを取り出し、プロッタへ給紙を行います。

排紙トレイ

加工が完了したメディアは排紙トレイに排出されます。
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カット条件のパラメータ設定・操作を行う専用カッティングソフトウェア。
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1200

専用カッティング
ソフトウェア
(Windows)

313
CE7000-40

設置台

外観図
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※ 単位：mm、寸法公差：±5mm

AI/EPS インポートに対応し、プレビュー画面や、カット条件 ( 出力枚数・カット圧・
カット速度・破線カット長さ・パス回数等 ) 設定機能、XY 位置調整機能の他、
用紙毎にカット条件を保存 / 読込できる便利機能を搭載。
CCD カメラによる位置合わせは 4mm 四方のクロップマーク ( トンボ ) を使用する
ため、メディアの面積を最大限に活用でき、かつ、従来のトンボ読み取りよりも
高速で読み取れるため、生産性の更なる向上を実現します。
本ソフトウェアはカット出力時に Adobe Illustrator や CorelDRAW を占有しない
ため、ライセンスを追加でご用意いただく必要はありません。
※ CE7000-ASFには、
プラグインソフトウェアCutting Master4、
グラフィックデザインソフトウェア
Graphtec Pro Studioが付属しますが、
オートシートフィーダーユニット(F-MARK2）
を使用する際は
使用できません。
オートシートフィーダー専用カッティングソフトウェアを使用してください。
※ F-MARK2はATS Digital S.r.l. 社の商品です。

排紙トレイ
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CE7000-ASF 製品仕様
項目
内容
システム構成
カッターユニット
（CE7000-40）+ オートシートフィーダーユニット
（F-MARK2）
外形寸法（約）
W：772 mm × D：1200 mm × H：733 mm
質量【重量】
（約）
27kg（カッターユニット 13kg、給紙ユニット 10kg、排紙トレイ 4kg）
設置スペース
（約）
卓上：W：772 mm × D：820 mm × H：313 mm
（本システムは設置台の端に設置する必要があります。
排紙トレイは設置台の端から D：380 mm、H：420mm 垂下します）
使用環境
温度：10〜35℃、湿度：35〜75％R.H.
（結露なきこと）
保証期間
1年間
カッターユニット
（CE7000-40）仕様
項目
内容
最大カット速度
600 mm/s (全方向)
最大加速度
21.2 m/s2 (45°
方向)
最大カット圧
4.41 N 、38段階
インターフェース
USB2.0 (Full Speed)
定格電源
AC100-120、200-240V、50/60Hz 自動切替
消費電力
100W以下
安全規格
PSE、UL/cUL、CEマーキング
EMC規格
VCCI Class A、FCC Class A、CEマーキング
保証期間
1年間 (保証書登録が必要です)
オートシートフィーダーユニット
（F-MARK2）
仕様 (使用するメディアにより、
搬送できない場合があります。
)
項目
内容
対応メディアサイズ
【幅×長さ】
297〜370 mm × 210〜500 mm (A4、
A3、
A3ノビ)
対応メディア厚
最大 350 g/m2 (*1)
セット可能メディア枚数 / メディア積載高さ 最大 200枚 (*1) / 最大 35 mm (*1)
インターフェース
USB 2.0 (Full Speed)
定格電源
AC100-120、200-240V、50/60Hz 自動切替
消費電力
60W
F-MARK2専用
対応OS
Windows 10 / 8.1
カッティングソフトウェア 読み込み可能なファイル形式 AI / EPS (*2)
安全規格
cNus mark、CEマーキング
EMC規格
FCC Class B、CEマーキング
保証期間
1年間
＊1 記載されている数値は保証値ではありません。使用するメディアの種類やカット条件によって
異なります。排紙トレイは、
セットされた全てのメディアを収納することは出来ません。
排紙トレイのメディアは定期的に取り除いてください。
＊2 Adobe Illustrator、CorelDRAWで作成したデータを読み込む場合、以下の作業が必要です。
Adobe Illustrator：ファイルのバージョンを Illustrator Ver.8で保存し、
専用ソフトウェアで読み込み出力
Corel DRAW
：EPSで書き出し、専用ソフトウェアで読み込み出力
＊3 カッターユニット
（CE7000-40）
は付属しません。
既にCE7000-40をお持ちのお客様への販売となります。
＊4 2F以上階段担ぎ上げは、担ぎ上げ料金が別途必要となります。離島・特殊・クレーン搬入は都度見積となります。
＊5 CE7000-40点検中に故障が発見された場合や、機器の調整が必要な場合は、別途有償修理が必要となります。
＊6 サクションカップ、インサーションフラップ、カッティングマットは、サービスパック / ギャランティパックの保証対象外となります。
＊7 サービスパックの設定はありません。
サクションカップ、
インサーションフラップは保証対象外となります。
ギャランティパックの加入は、CE7000サービスパックまたは
ギャランティパックに加入いただいていることが条件となります。

本体標準価格
商品名
自動給紙型カッティングプロッタ
オートシートフィーダーユニット (*3)
搬入設置調整費
商品名
CE7000-ASF搬入設置調整費
F-MARK2搬入設置調整費

型名
CE7000-ASF
F-MARK2

価格

987,800円（税込）
814,000円（税込）

型名
価格
CE7000ASF-HAN
FMARK2-HAN

82,500円（税込）
93,500円（税込）

■ CE7000-ASF搬入設置調整費
現地配送(送料込)(*4)、製品の開梱、指定場所への組立・配置、廃材回収、
セッティング、
カッティング操作説明、
専用カッティングソフトウェアを使用しての出力指導、
トレーニング方式での操作実施
■ F-MARK2搬入設置調整費
現地配送(送料込)(*4)、製品の開梱、指定場所への組立・配置、廃材回収、
CE7000-40点検(カッティングマット交換、
ファームウェアバージョンアップ他)(*5)、
F-MARK2セッティング、
専用カッティングソフトウェアを使用しての出力指導、
トレーニング方式での操作実施

オプション
品名
型名
仕様
価格
給紙部延長ガイド(700mm対応) EXTENDER メディア長さ700mm対応用
11,000円（税込）
消耗品 ※消耗品合計が1万円未満の場合、別途送料がかかります。
品名
型名
仕様
価格
カッタ−プランジャ
PHP33-CB09N-HS φ0.9mm用カッタ−プランジャ
16,500円（税込）
(CB09UB用)1本入 先端：POMタイプ
PHP33-CB15N-HS φ1.5mm用カッタ−プランジャ
16,500円（税込）
(CB15U用)1本入 先端：POMタイプ
カッタ−刃
CB09UB-5
φ0.9mm超硬刃 刃先角度45°
5本入
16,500円（税込）
CB15U-5
φ1.5mm超硬刃 刃先角度45°
5本入
22,000円（税込）
刃出し調整用ルーペ
PM-CT-001 PHP33/PHP35シリーズ用
11,000円（税込）
カッティングマット
PM-CR-009 ２枚入
1,760円（税込）
保守部品価格
品名
型名
仕様
価格
サクションカップ
U797000027 メディア吸引用吸盤(2個入)
2,090円（税込）
インサーションフラップ
U797000009 メディア搬送用フラップ(1個入)
2,420円（税込）
安心のアフターケア
いつまでも最良な状況でお使い頂くため、安心の保守サービス商品をラインナップいたしました。

優先修理サービス

サービスパック（長期保証タイプ）
製品購入時に導入できる
最長5年間の無償修理パックです。

保証期間中の修理代

無償

ギャランティパック（年間保守タイプ）
サービスパック未購入のお客様/サービスパック継続ご希望の
お客様が対象となります。保証期間は1年です。

アフターケア価格
種別
対応機種
サービスパック 3年 CE7000-ASF(*6)
4年
5年
ギャランティパック
CE7000-ASF(*6)
F-MARK2(*7)

型名
CE7000ASF-GSP3
CE7000ASF-GSP4
CE7000ASF-GSP5
CE7000ASF-GGP0
FMARK2-GGP0

価格
132,000円（税込）
198,000円（税込）
231,000円（税込）
112,200円（税込）
91,300円（税込）

※保証期間は本体設置日より最長5年間となります。
※ このカタログに記載のソフトウェア名・ハードウェア名等は、各社の商標または登録商標です。
■ このカタログの記載内容は2020年11月30日現在のものです。■ このカタログに記載されている価格には消費税10％を含みます。
■ このカタログの記載事項(仕様・デザイン・価格等)は、商品の改良の為予告なく変更することがあります。必ず弊社WEBサイトでご確認のうえ、ご発注ください。

■ 外 為 法 に 基 づ く 注 意 事 項

機 器 を 正 し く 、安 全 に お 使 い い た だ く た め に
■

RoHS指令
対応製品

弊社製品を輸出または国外に持ち出す際、その製品が外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定による規制貨物に該当する場合は、日本国政府(経済産業省)に対して、
輸出許可証の申請が必要です。また、非該当品であっても通関上何らかの書類が必要となります。詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。
■
■

ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従って正しくご使用ください。
故障や漏電による感電を避けるため、アース接続を確実に行った上、表示された正しい電源・電圧でご使用ください。

お問い合わせは下記へ

お電話によるお問い合わせは

0570-016262

本社 〒244-8503 横浜市戸塚区品濃町503-10

東日本担当

担当は

(03) 5847-5201

北 海 道 全 域・青 森・岩 手・秋 田・山 形・宮 城
福 島・新 潟・長 野・茨 城・栃 木・群 馬・埼 玉
東 京 ・ 千 葉 ・ 神 奈 川 ・ 山 梨 ・ 静 岡

詳しい商品情報はこちら

www.graphtec.co.jp
(06) 6821-8821

西日本担当

静 岡・愛 知・三 重・岐 阜・富 山・石 川・福 井・大 阪
京 都・滋 賀・奈 良・和 歌 山・兵 庫・広 島・岡 山
山 口・島 根・鳥 取・愛 媛・香 川・高 知・徳 島・福 岡
佐 賀・大 分・熊 本・長 崎・鹿 児 島・宮 崎・沖 縄
CE7000-ASF_JJ10663_2P

