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主な事実 :

• 素材の特性に応じて、最高 400 m / min （1,300 ft / minの優れ

た生産速度。

• 超薄型で繊細な、静電気を帯びたシングル・ウェブフィルム又は、

ライトペーパーをクロスカットする最先端の技術。

• ±0.15 mmの非常に正確な切断精度。

アプリケーション :

• プラスチックフィルムのメーカーやコンバーター企業、軽量紙

のメーカーやコンバーター企業向け、精密シーターです。

• 繊細な表面特性を持つ材料のコンバーター。 例え

ば、レジスターシートカット（cut-to-register）又は、

ビールラベル等。

• オフセット輪転機、グラビア印刷機、フレキソ印刷機用

のインライン・アプリケーション。

独自のシート搬送システムを備えたロータリーシーター。プラスチックフィルムや軽量紙など
幅広い素材に適しています。

生産プロセスを加速します。薄いフィルムや紙を、無段階に変化する長さで素早く切断することが当社の強みです。カットオフ長400

mm〜1.050 mmで、30g/m2から始まるシングル・レイヤー紙と、50μmから始まるプラスチックフィルムを、搬送及び切断する場合、

当社の高性能シーターは非常に競争力のある技術を提供します。

大判カッターJP

RQS-V 大判カッター



Questec

Questec の技術 – RQS-V

革新的なエアー搬送システム

材料は、クロスカットナイフの前のセクションから、シートがスタックの最後

まで搬送されるまで、確実に制御されます。 シート搬送中の“プッシュ（押

し出す）”必要性を排除する他のシーターはありません。Questec（クエス

テック）のテクノロジーは、最終的なスタック位置にシートが配置されるま

で、シートを完全に制御します。 この技術は、無駄なギロチントリミングを

必要とせずに、精密なカット及びスタッキングを提供します。

まるで空飛ぶ絨毯のよう

Questec（クエステック）は、シートを搬送する新しい方法を開発しまし

た。 「エアーストリーム」システムは、テープ、ローラー、ベルトなしで

シートを移動します。 搬送プロセスの中で、シートは“プッシュ（押し出

す）”されるのではなく、効果的に“プル（引き出す）”されます。 これは、

通常の非常に軽い素材に大きな利点をもたらします。 シート材表面と

の機械的な接触がないため、マーキングが排除されます。 これは、ハ

イテクコーティングフィルムや高グラフィックス印刷Webにとって特に重

要です。

その他の利点は次のとおりです :

• 従来の高速シーターの長さの50％未満となる非常に

小さな設置面積。

• 調整ポイントが少ないため、セットアップ時間が短縮されます。

• メモリを設定して、各ジョブの完璧な運転条件を複製します。

• 幅広い素材を扱う能力。

• 実質的にメンテナンス・フリー。

ASB (Air Stream Bar)のおかげで静電気の問題はなくなりました

薄いフィルムやコート紙は、静電気により、加工産業に多くの問題を

引き起こします。 制御されていない放電は、製造プロセスを著しく乱

す可能性があります。 当社のASBシステムは、静電気帯電の問題を

解決し、干渉要因をコントロールすることで、生産性が向上します。

より速く、より安全に ： 非常に軽いフィルムや紙のためのエアー搬送システム

従来のロータリー・クロスカッター

ライン搬送システム（従来の技術）： 次のアクセスまでの長いギャップと、

フィルム又はペーパーシートのガイダンス。大きな障害の発生可能性と生

産停止のリスク。

Questec（クエステック）のロータリー・クロスカッター

エアー搬送システム（エアーストリーム）： Questec の技術革新。ほぼ

隙間のないシート搬送とテイクオーバーによる材料の切断。 非常に安

定した安全な生産が可能。



可変サイズの柔軟なインライン又はオフラインシーター

本機「RQS-V」の可変サイズシーターはユニークです。経験豊富なチームによる長

年の開発により、困難な材料の切断を希望する顧客が直面する問題を体系的に

克服しています。

私たちは既存のコンセプトを改善したわけではなく、まったく新しいコン

セプトを発明しました。 ロールから始めて、操作の容易さ、効率、および

廃棄物の削減が重要な設計要件です。 ブレーキまたはモーターによっ

て張力が維持されたシャフトレス自動ローディングが標準です。 アンワ

インダーとシーターエントリー間には、デカールとエッジガイド機能があ

ります。

オプションとして、レジスター・シートカット（cut-to-print register）、コロナ処理、

ミシン目、コーティングなどのオプションが利用できます。 ウェブがシーター

に入ると、オプションのサイドトリミングと中央スリットが利用できます。 トリ

ムは、ブロワーで巻き戻すか削除することができます。 セグメント化された

ニップロールシステムがウェブをシーターに引き込み、特殊なシステムが

ニップポイントからクロスカットポイントまでウェブを制御し続けます。 セミシ

ンクロナイズド・クロスカットナイフは、乱気流を引き起こすことなく、最高品

質のカット精度、カット品質、菱角度を生成します。 シートは、スタック上の

最終位置に到着するまで、確実な制御の下で保持および搬送されます。

スタッキング品質は、フロントおよびサイドジョギングで維持されます。

特殊な用途では、当社のシートデリバリーシステムにより、通常よりも

はるかに長いシート長での搬送も可能です。

高度なドライブおよびコントロールパッケージにより、ジョブ特有の調整が、将

来の使用に備えて、簡単に設定および保存されます。 リモート診断が標準で

あり、当社のグローバルサポートチームによる可能な限り迅速なサポートが

提供できます。

* 機械速度は材質の特性によります。

RQS-V 85 RQS-V 135 RQS-V 165

原反幅 (Max)
850 mm     

(33.46”)

1.350 mm  

(53.14”)

1.650 mm  

(64.96”)

原反幅 (Min)

シート長

（紙/板紙）坪量

（フィルム）厚み

機械速度 (Max)

カット精度

パレット高

ウェブ数

ポケット数

対応資材

オプション

レジスター・シートカット(Cut-to-

register)、インライン・コーティング、インライン・エンボ

シング、ノンストップパレット交換、リモート診断、サン
プルゲート

Technical Data　技術データ

400 mm (15.74”)                                               

min.   400 mm  (15.74”)                                              

(オプション:280 mm)                                             

max. 1.050 mm  (41.33”)                                                                

(オプション:1.800 mm)

min. 　30 g/m2                                                             

max. 300 g/m2

min.　 50 μm                                                                                       

max. 300 μm

500 m/min.   (1,640 ft/min.)*

+/- 0.15 mm  ( 0.006”)

1500 mm (オプション:1.800 mm)

1

1-4

フィルム、紙、板紙、ビールラベル等
specialties papers etc. 
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About BW Papersystems

BW Papersystems, part of the Barry-Wehmiller group,

builds capital equipment, that converts paper into

products used by consumers – every day, all over the

world. We offer innovative technologies, service and

parts plus, long-standing global experience, in the

corrugating and finishing; sheeting and packaging;  

stationery; book-binding and security-documents

industries. Customers rely on us for machines to create

items such as: corrugated boxes, folding cartons,

passports, notebooks, copierpaper, and more.

日本総代理店: 

株式会社イリス

〒141-0021 

東京都品川区上大崎3-12-18 

イリスビル

t. +81 3 3443 4111 (東京) 

t. +81 6 6252 6892 (大阪) 

japan-mp@illies.de 

www.irisu.jp
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解決策

導入に至る背景

工場には、以前10台の低速カッター及び後工程で使用するギロチン断裁機がございましたが、全てRQS-V 135 
sheeter1台に集約されました。

RQS-Vは、200 m/分の速度で稼働させており、従来のカッターと⽐べ10倍の⽣産量があります。 このカッターには、
サイド及びセンタートリム（製品2丁付け）が搭載されており、1台で、最終製品まで⽣産できるため、後工程のト
リミングで使用していたギロチン断裁機も必要なくなりました。

非常にスクラッチに敏感で静電気を帯びたポリカーボネート素材であっても、イオナイザーを搭載したRQS-V のユ
ニークなエアー搬送システムによりマーキングなしで、問題なくスタック上に搬送します。

オペレーターの数を⼤幅に削減でき、ギロチン断裁機による紙屑もなくなり、はるかに⾼速で、効率的な⽣産工程と
なり、お客様は非常に喜ばれております。機械設置面積も小さく、メンテナンスコストも削減できており、コスト削減が
実現できております。

•非常にデリケートなポリカーボネートフィルム（80か
ら300μ）の加工。クレジットカード、IDカード、⾞
のディスプレイフィルム、⻭の矯正用マウスピース。

• 10台のカッター（15-20 m/分の⽣産能⼒）で
⽣産後、ギロチン断裁機によりすべてのシートのト
リミングを⾏われておりました。

• より効率的な⼿法を模索されておりました。

•非常にデリケートなポリカーボネートフィルム（80か
ら300μ）の加工。クレジットカード、IDカード、⾞
のディスプレイフィルム、⻭の矯正用マウスピース。

• 10台のカッター（15-20 m/分の⽣産能⼒）で
⽣産後、ギロチン断裁機によりすべてのシートのト
リミングを⾏われておりました。

• より効率的な⼿法を模索されておりました。

お客様情報

お客様:   

国: 
事業内容:

従業員数: 

プラスチック素材の製造及び加

工会社、ドイツ⼤⼿ケミカルグ

ループの子会社

ドイツ

セキュリティー、⾃動⾞／化粧

品業界

約1.400人

カッター導入事例–プラスチックフィル

ム




