ロールラベルプリンターの
後加工に最適！

デジタルラベルフィニッシングカッター

トータルコスト削減
抜き型不要で

コスト削減＆納期短縮

無人の連続加工で

コスト削減

必要な数だけ作るので

在庫削減

オープン価格

ラベル作成フロー
ロールセット

ラミネート

フリーカット

カス上げ

スリット *

巻取・完成

* 1本のロールを縦スリット加工で２本のロールに分割します。横切りカットによるシート紙出力も可能です。

主な特長
■ お客様がお持ちのラベルプリンターの後加工をこれ1台で実現！

■ カッティングプロッタ搭載により抜き型不要

■ ロール to ロール対応で最大200m巻きロールの連続加工が可能

■ ラミネート機能、
スリッター機能搭載

■ 標準付属プラグインソフトウェアCutting Master for DLCにより

■ 横切りカットによるシート紙出力

Illustrator/CorelDRAWから簡単に専用トンボ作成＆カット可能

■ 最大装着用紙幅216mmに対応

Illustrator/CorelDRAWプラグインソフトウェア

Cutting Master for DLC
■ DLC1000専用トンボを簡単に作成
■ カットデータをDLC1000に送信
■ Illustrator/CorelDRAW対応
■ 10言語対応

対応OS

Windows10/8.1、Mac OS X 10.10~10.11/macOS 10.12~10.15

ソフトウェア

Adobe Illustrator (CC - CC2020)、
CorelDRAW Graphics Suite (X7-X8, 2017-2020)

① トンボ作成

② 印刷（ロール）

③ カットデータ送信

④ ラベル完成

DLC1000 仕様
給紙部
装着可能なメディア幅
ページ長

オプション (*2)
品名
DLC1000給紙用フランジセット
DLC1000巻取用フランジ
DLC1000用ボックスセット
リコメンドイニシャルキット

最大 216mm、最小 100mm
1 ページサイズ：最大 300mm、最小 76.2mm
※分割セグメントつなぎ作図時は最大 1200ｍｍまで可能
最大 254mm（10inch）
紙管内径 76mm（3inch 紙管）
10kg 以下

装着可能なロール紙径
装着可能なロール紙質量
ラミネート部
装着可能なメディア幅
装着可能なロールメディア
巻き取り可能なロール紙径
装着可能なロール紙質量
カッティング部
型抜き方式
駆動方式
カット圧
最大カット範囲

型名
OPH-A28
OPH-A29
OPH-A31
DLC1000-RIS-KIT

仕様
価格（税込）
フランジセット
60,500円
50〜90mm幅メディア用
11,000円
用紙受けボックス
16,500円
ラミネートフィルム、巻取り紙管
72,600円
給紙用フランジセット、巻取用フランジ

型名
PHP33-CB09N-HS
PHP33-CB15N-HS
CB09UB-5
CB15U-5
PM-CT-001
CE6-CM40-2
DLC-2270R-1CORE-R5
PZ-WC-012

仕様
価格（税込）
φ0.9mm用カッタ−プランジャ(CB09UB用) 1本入
16,500円
φ1.5mm用カッタ−プランジャ(CB15U用) 1本入
16,500円
φ0.9mm超硬刃 刃先角度45°5本入
16,500円
φ1.5mm超硬刃 刃先角度45°5本入
22,000円
PHP33/PHP35シリーズ用
11,000円
CE6000-40用 2枚入
1,760円
ラミネートフィルム・セパレータ巻取り用 227mm幅 紙管径25.4mm(1inch)
1,375円
メディア巻取り用 216mm幅 紙管径７６ｍｍ（3inch）
2,750円

サプライ品 (*2)

最大 196mm、最小 80mm
最大 200m、または外径 210mm まで
紙管内径 76mm（3inch 紙管）
最大 200mm
紙管内径 25.4mm（1inch 紙管）、紙管長さ 227mm
8kg 以下

品名
カッタ−プランジャ
カッター刃
刃出し調整用ルーペ
カッティングマット
巻取り用紙管

カッティングプロッタ（超硬刃）によるハーフカット
デジタルサーボ
0.2 〜 2.9N（20 〜 300gf）：31 段階
203mm×1200mm
186mm×1200mm（スリッター使用時）
600mm/s

搬入設置費 (*3) / 導入指導サービス

最大カット速度
セパレーター部
巻き取り可能なロール紙径 (*1) 最大 220mm
紙管内径 25.4mm（1inch 紙管）、紙管長さ 227mm
スリッター部
スリット数
３ヶ所
クロスカッター部
カットの種類
横切りカット
巻き取り部 1
装着可能なメディア幅
最大 216mm、最小 55mm
装着可能なロール紙径 (*1) 最大 254mm
紙管内径 76mm（3inch 紙管）
装着可能なロール紙質量
14kg 以下 (*1)
巻き取り部 2
装着可能なメディア幅
最大 108mm、最小 55mm
装着可能なロール紙径 (*1) 最大 220mm
紙管内径 76mm（3inch 紙管）
装着可能なロール紙質量
7kg 以下 (*1)
本体仕様
インターフェース
USB2.0 (High Speed)
ネットワーク (Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX)
LCD 表示
グラフィックタイプ (128dots × 64dots)
定格電源
AC100-120V、AC200-240V、50/60Hz（自動切換）
消費電力
170VA 以下
動作環境
10 〜 35℃、35 〜 75％ R.H.（ただし結露なきこと）
精度保証環境
16 〜 32℃、35 〜 70％ R.H.（ただし結露なきこと）
外形寸法（約）[W×D×H] 1904 × 994 × 1297mm
質量（約）
151kg

品名
DLC1000搬入設置費A
DLC1000搬入設置費B

型名
地域
価格（税込）
DLC1000-HAN-A 北海道、
中国地区、
四国地区、
九州地区
176,000円
DLC1000-HAN-B 東北地区、北陸地区、東海地区、
132,000円
関東地区、信越地区、関西地区
DLC1000-HAN-C 沖縄県
220,000円
DLC1000搬入設置費C
DLC1000導入指導サービス
本体セットアップ、本体操作指導、
55,000円
接続確認、
ドライバインストール
（1台）

標準付属品
品名
個数
品名
個数
AC電源ケーブル
１本
２極-３極変換アダプタ
１個
DLC1000専用スタンド
１式
カッターユニット
（CE6000-40DLC）
(*4) １セット
メディア用フランジセット
（角棒、
目盛有）１セット メディア用フランジセット
（角棒、
目盛無） 2セット
ラミネート用フランジセット
（角棒） １セット ラミネート巻き取り用フランジセット
（丸棒） １セット
カス巻き取り用フランジセット
（丸棒） １セット ダンサーローラー1, 2 (6inch)
１セット
ダンサーローラー1, 2 (4inch)
１セット アタッチメント
（カッターユニット取付用） １セット
スリッタガイド （L/R）
１セット DVD（取扱説明書、Windows Driver、Cutting Master for DLC） １枚
印刷物（セットアップマニュアル、スタートガイド、安全に正しくお使いいただくために、DLC注意、保証書） 各１冊

外観図（単位：mm、寸法公差：±5mm）
737

1545

994

767

1904

530

1297

*1 当社指定の条件によります。
*2 サプライ品、オプションの詳細は、担当営業までお問い合わせください。
*3 内容は、現地配送（送料含む）、製品の開梱、指定場所への配置及び組み立て、廃材回収となります。
離島・3 階以上の階段上げ、クレーン搬入は別途見積もりとなります。
本体は前日搬入または、当日搬入 AM10:00 までが条件となります。
組立後の移動ができない為、レイアウトは事前に必ず決めて、当日運送会社に指示をお願いします。
*4 CE6000-40DLC には以下の付属品があります。
セパレートカッター、USB ケーブル、カッタープランジャ（PHP33-CB09N-HS）
、カッター刃（CB09UB-1P）
、
DVD（取扱説明書、ドライバー等）、印刷物（マニュアル、説明書、注意等）

安心のアフターケア
グラフテックでは、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。

無償

優先修理サービス ＋ 保証期間中の修理・部品代

安心！優先サービス

突然のトラブルでも安心優先サービスを
行います。

2

お得！

保証期間中の修理費用は発生致しません。
保守費用を予算化できトータルランニング
コストの削減に役立ちます。

3

簡単！

簡単な登録で、安心サポート。サービスパックに
おいては契約更新不要の長期保証です。

4

選べるパック

最長5年の長期保証のサービスパックから
年間保守タイプのギャランティパックまで
お客様の用途に合わせてご購入できます。

1

サービスパック（標準タイプ）

メンテナンスパック（長期保証性能維持タイプ）

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。
毎年度の予算化が不要で手間がかかりません。

サービスパックに定期点検を追加した無償修理パックです。
※初年度点検なし以降は、年1回の点検になります。

ギャランティパック（年間保守タイプ）
サービスパックを未購入のお客様/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年となります。
※高稼動使用のお客様はご購入時に別途点検が必要となります。
機器が故障中の場合はご購入できません。
※定期点検付もご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

品名
サービスパック3年
サービスパック５年
ギャランティパック
メンテナンスパック３年
メンテナンスパック５年

型名
DLC1000-GSP3
DLC1000-GSP5
DLC1000-GGP0
DLC1000-GMP3
DLC1000-GMP5

価格（税込）
385,０００円
770,０００円
192,5００円
440,０００円
880,０００円

※ 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7月15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
DLC1000_JJ10626_3P

