
顔料インク、高温耐熱印字の決定版

ヴィーデンバッハ CSシリーズ



顔料系インクでも世界最高レベルの安定稼働
ノズル詰まり激減！ 長期停止後でもスムーズな立ち上がり

特殊な用途に対応するユニークなインク

高温･耐熱 高温･耐熱製品への印字に強い

1000℃まで加熱しても消失しない顔料系黒インク。電球、
セラミック、ガラス、フェライトコア製品など、印字後に
加熱処理がある製品に最適です。（黒インク）

PE・PP PE･PP被覆ケーブルに強い

従来困難であったPE素材の被覆に強い接着性を示します。

ゴ ム ゴム系製品への印字に強い

ゴム製のホースやチューブへの印字に優れた接着性を発揮
するインク。エラストマー素材にも強い接着性を示します。

業界
No.1 新製品

極小文字 細ケーブルへの印字に強い

直径約１mmのケーブルにも小さな文字でくっきりと印字
します。

P V C PVC被覆ケーブルに強い

強い接着性と優れたコントラストを示します。

新製品

IP54のステンレス鋼製キャビネットは丈夫でコンパクト。
製造現場で塵や埃を防ぎ、限られたスペースでも柔軟な
設置が可能です。

ケーブル太さ：1.2mm



秘密はノズルシーリング機能の採用

ケーブルプロセスマシンとの通信に対応

ノズルシーリング機能と自動洗浄機能の複合システムにより、スムーズなスタート＆ストップを実現
※ノズルシーリング機能はドミノ社の特許技術です。

ケーブル加工機にヴィーデンバッハ社製インクジェットプリンタを組み合わせることで、
コストパフォーマンスに優れたシステムを構築可能です。

シールに比べ、添付の手間や印字
の剥離を大幅削減

ケーブルの無駄を削減

品質管理 / ロット管理が容易に

下記の印字条件が管理できます。３つのパターン
の組み合わせも可能です。

ケーブル先端、中央、後端に異なるデータを自動印字

ケーブル全長に渡る連続印字

自由な位置でのテキスト印字

ノズルシーリング機能

ヘッド内のノズル孔をソレノイドノズルで塞ぎ、外部からの空気を遮断
することで、インクが空気と接触して発生するノズル詰まりを解消。
また、一定圧力に達した時点でノズル孔が開くため、インク流が
安定し、帯電電極板や偏向板を汚しません。

自動洗浄機能

プリンタ停止時にノズル、ガター、ガンボディをメークアップ液で自動洗浄。
プリントヘッドの内部を常にクリーンな状態に保ちます。
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始動時、ノズル孔が閉じた状態
でインクが供給されます。

設定圧力に達した時点で
ノズル孔が開き、印字が
開始されます。

外部からの空気を遮断

終了時、ノズル孔が閉じて
ヘッド内からインクが
除去されます。

ノズル孔は閉じた状態で
洗浄液がボディ内を洗浄
します。

ノズル孔が開き、ノズル
孔とガターラインが洗浄
されます。

ノズル孔が閉じた状態
で停止しヘッド内部を
ドライに保ちます。

始動時

終了時

安定稼働

マシンスタートが
スムーズ

ノズル詰まり激減

頻繁な手洗浄が
不要
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Wiedenbach  CS405 / CS407
寸　　法仕様項目 CS405 CS407

材質
寸法（直径、高さ）、重量
印字距離
ノズル寸法
キャビネット底辺からの
プリントヘッドの位置

ステンレス鋼

インクタンク容量 1.00L

最大印字行数 4行

メッセージメモリー容量 16MB

使用温度 5℃ ～ 45℃（インクに依存、高温インクの場合は＋35℃）

定格 連続
振動、粉塵、腐食性ガス 無きこと、1立方メートルあたり0.1mg以下、無きこと

イーサネット TCP / IP

保管温度 －20℃ ～ 60℃ インク配管内は洗浄すること
使用湿度
電源 入力電圧

周波数
消費電力、接地

100V ～ 240V 自動切り換え、単相
50Hz ～ 60Hz

100W、第3種接地（D種）、単独アースが必要

10％ ～ 90％（ただし結露しないこと）

印字可能バーコード EAN13、BC39、EAN128、Code128、2/5i、UPCA、POSTNET
ドット数 5 to 23ドット（1 ～ 12mm）

メークアップタンク容量 1.00L
インク粘度管理 比重管理 / 自動制御
インクブリード制御 始動時・停止時  自動制御
動作インク圧力 （2.6Bar ～ 3.2Bar（75μm）、3.2Bar ～ 4.0Bar（60μm））
高性能ペルチェ 標準装備

材質、IP基準

寸法（幅×奥行×高さ）

SUS316、IP54

重量（インク込み） 26.4kg 31kg

インクの駆動 ギアポンプ ダイアフラムポンプ

コントロールパネル 1/4VGA（カラー）WYSIWYG

418mm × 325mm × 630mm
（必要スペース：700mm × 325mm ×630mm）

印字機能 メッセージ保存機能、ロゴ作成機能、カレンダー機能、文字幅 / 高さ調整、時計機能、
太字、転倒 / 反転文字、オートリピート、連続印字、オートリバース、連番

コンジット長、重量 標準3m（オプション：4m ～ 8m）、1.8kg
コンジット回転半径 100mm
プリントヘッドヒーター機能 標準装備

上下方向  ±1.5m以内

φ40、252mm、0.950kg（コンジットは含まず）
6mm ～ 12mm（最大25mm）

75μm（64 kHz）、60μm（84 kHz）、40μm（120 kHz）※40μmはCS405のみ

プリントヘッド

エアー供給 不要 常時エアー供給クラス4またはそれ以上
（ISO8573-1）、最低6Bar（84psi）

※仕様および外観は予告なく変更になることがあります。

キャビネット

インク管理システム

印字機能

使用環境

その他

252mm

Ø40mm

325mm

630mm

418mm


