新製品

Domino A-series A520i
小文字用 インクジェットプリンタ

優れた設置性と
高い防水・防塵性を実現
IP66（電気区画）

操作パネル

プリンタ本体

本体から分離可能

積み上げ可能

防水・防塵

IP55（電気区画は IP66）

操作パネルはプリンタ本体から

プリンタ本体は積み重ねて設置で

電気区画のキャビネットには耐久性

取り外し可能です。
お客さまの現場

きます
（オプション）
。
狭い製造現場

の高い316ステンレス鋼を使用。

の設置条件に柔軟に対応します。

でも場所を取らず、設置スペース

保護等級IP66に適合し、過酷な

を節約します。

現場でも安定して稼働します。

最大３台まで積み上げ可能

Domino A-series i-Tech の特長
メークアップカートリッジ
1200ml

インクカートリッジ
825ml

新インクシステム
「i-Techモジュール」
メインインクフィルタと
ガターフィルタを内蔵

メークアップリザーバ
250ml

i-Tech モジュール
600ml

サ ー ビス マン による
フィルタ交 換 メンテナンス 不 要
インク、フィルタの 交 換 に か かる
メンテナンスタイム は 年 間 約 1 0 分
自 動 洗 浄 ＆ノズ ル シ ーリング 機 能 で 頻 繁 な
ヘッド 手 洗 浄 は 不 要！
インク廃 棄 量 ＆ メークアップ消 費 量 を 大 幅 削 減

Domino A-Series A520i
仕様項目

A520i

最大メッセージ長（文字数）
最大印字行数

寸法図

各段 255文字、ユニコードベース
[標準] 4行
[Duo] 8行
[Pinpoint] 3行
256メッセージ×16フォルダ（4096メッセージ）

メッセージ保有数

510m/分（XS、5×4ドットの場合）

最大ラインスピード（1行、5ドット）
プリントヘッド [標準]
材質

重量

0.5kg (1.8kg 3mコンジットを含む場合）

印字距離
ノズル寸法

6 〜 12mm（標準12mm）最大25mm

470

60ミクロン、75ミクロン

キャビネット底面からの
プリントヘッドの位置

±１m

コンジット長、重量

SUS316または 同等品

IP基準

IP55（電気区画はIP66）
440mm × 395mm× 470mm

寸法（幅×奥行×高さ）
重量
コントローラ

395

440

3ｍ（オプション 6ｍ）

キャビネット
材質

TouchPanel

TouchPanel
材質

または

33kg
PCベースインターフェース（オプション）
1224

[前面] ナイロンプラスチック [背面] 鋳造アルミニウム

寸法（幅×奥行×高さ）、重量

307mm × 75mm× 232mm、2.5kg

IP基準

IP65
TouchPanelケーブルにてプリンタ本体の背面へ接続

プリンタ本体との接続

※TouchPanel は１台で最大16台までのプリンタを管理可能

[標準] 0.7ｍ

TouchPanelケーブル長
使用環境
使用温度
保管温度
使用湿度

10％ 〜 90％ 結露なきこと

曲げ半径
65mm

21.5

定格

連続

振動

無きこと

221.5

100V 〜 240V 単相、自動切り替え
50Hz 〜 60Hz
200W（外部に定格5Aヒューズまたはブレーカーを用意すること）
D種接地、単独アースが必要

135

入力電圧
周波数
電気容量
接地

標準型プリントヘッド

[オプション] 5ｍ

5℃ 〜 45℃
-20℃ 〜 60℃、インク配管内は洗浄すること

電源

698

本体：ステンレス鋼、ホルスタ：アルミニュウム合金
１
50.3mm × 50.3mm × 243mm

プリントヘッド数
寸法（幅×奥行×高さ）

無きこと

腐食性ガス

50.3

50.3

※仕様および外観は予告なく変更になることがあります。
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