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DM・チラシから案内状、図面まで、
豊富な自動紙折り機のバリエーション
NP270A
標準排紙型 ¥186,900

［本体価格 ¥178,000］

JAN4938692037881

■７種類の折りを標準装備
■B4二つ折りが約110枚/1分の速さ
■月に500枚～1,000枚程度が目安
■コート紙にも対応※２

機　能

機　能

機　能

機　能

機　能

●標準排紙型
●テスト折り機能
●クロス折りアーム付
●抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
●給紙スリップ検知機能
●給紙スリップ防止切替レバー付
●紙詰まり停止機能
●４桁加算デジタルカウンター表示
●第２トレイ横スライド方式採用
●AC100V 50/60Hz 60W

NP270L
整列排紙型※1 ¥239,400

［本体価格 ¥228,000］

JAN4938692037898

■７種類の折りを標準装備
■B4二つ折りが約110枚/1分の速さ
■月に500枚～1,000枚程度が目安
■コート紙にも対応※２

●整列排紙型※1
●テスト折り機能
●クロス折りアーム付
●抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
●給紙スリップ検知機能
●給紙スリップ防止切替レバー付
●紙詰まり停止機能
●４桁加算デジタルカウンター表示
●第２トレイ横スライド方式採用
●AC100V 50/60Hz 60W

NP450A
標準排紙型 ¥357,000

［本体価格 ¥340,000］

JAN4938692037904

■スピードダイヤルで速度調整可能
■B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
■厚めの用紙を折りたい場合に最適
■コート紙にも対応※２

●標準排紙型
●テスト折り機能
●クロス折りアーム付
●抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
●給紙スリップ検知機能
●給紙スリップ防止切替レバー付
●スピードダイヤル
●紙詰まり停止機能
●４桁加算・減算デジタルカウンター表示
●第２トレイ横スライド方式採用
●AC100V 50/60Hz 140W

NP450L
整列排紙型※1 ¥399,000

［本体価格 ¥380,000］

JAN4938692037911

■スピードダイヤルで速度調整可能
■B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
■厚めの用紙を折りたい場合に最適
■コート紙にも対応※２

●整列排紙型※1
●テスト折り機能
●クロス折りアーム付
●抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
●給紙スリップ検知機能
●給紙スリップ防止切替レバー付
●スピードダイヤル
●紙詰まり停止機能
●４桁加算・減算デジタルカウンター表示
●第２トレイ横スライド方式採用
●AC100V 50/60Hz 140W

NP480
整列排紙型※1 ¥512,400

［本体価格 ¥488,000］

JAN4938692037928

●整列排紙型※1
●テスト折り機能
●クロス折りアーム付
●抑止圧調整機能・給紙圧調整機能
●スピードダイヤル
●給紙スリップ検知機能
●給紙スリップ防止切替レバー付
●紙詰まり停止機能
●４桁加算・減算デジタルカウンター表示
●折り位置自動設定
●変形折り記憶メモリー機能
●AC100V 50/60Hz 140W

■スピードダイヤルで速度調整可能
■B4二つ折りが最大150枚/1分の速さ
■折り位置自動設定タイプ
■コート紙にも対応※２

※１，折り方によっては一部整列しない事があります。　※２，紙質によっては折れない場合があります。　※３，クロス折りは全機種２回通しです。　▲は微調整ダイヤルで折りが調整可能です。
≪注意≫厚紙や小さい用紙サイズは折れない場合があります。　印刷機で印刷されたものは乾いてから折ってください。　印刷時のパウダーが多く残っているコート紙は滑りを悪くするため、まめにローラーの清掃が必要な場合があります。

　トナーが全面に付いている紙はコート紙対応機でないと折れない場合があります。
　 安全にお使いいただくために●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、害虫等の多い場所での使用や設置はしないでください。
●アース接続が必要な機器はアース接続を行って下さい。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

お問い合わせは…

※商品の外観・仕様・価格などは予告なしで変更することがあります。このカタログは2012年5月現在のものです。
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対応
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NP-Series
紙折り機紙折り機自動

かんたん
操作！

きれいに
素早く
大量に！

豊富な
折り

バリエーション！
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長方形
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長方形
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長方形
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ENG103
タイプライターテキスト
  ¥178,000

ENG103
タイプライターテキスト
                          [+消費税]

ENG103
タイプライターテキスト
   ¥228,000

ENG103
タイプライターテキスト
　　　             [+消費税]

ENG103
タイプライターテキスト
　　　             [+消費税]

ENG103
タイプライターテキスト
                          [+消費税]

ENG103
タイプライターテキスト
                          [+消費税]

ENG103
タイプライターテキスト
  ¥340,000

ENG103
タイプライターテキスト
  ¥380,000

ENG103
タイプライターテキスト
  ¥488,000



■製品仕様

スライド設定方式

●内三つ折り ●外三つ折り ●変形外三つ折り

案内文の記載内
容を内側に折りた
い時

長３窓付封筒に
入れた時に窓に
宛名を合わせる時

DM・パンフレット
などを表面を外側
に折りたい時

自動紙折り機

イメージ

■操作パネルのLED液晶によって折った枚数をカウントする加算
カウンター表示
■NP450/NP480は、折りたい枚数を設定する減算カウンター
付き

折り方をセレクト

操作パネル

3わかりやすいLED表示

■NP270/NP450は、用紙の排出
が標準排紙型（Aタイプ）と整列
排紙型（Lタイプ）の２タイプ
■クロス折りの際は、排出用紙がは
さまらない Lタイプ がおすすめ

5２つの排出タイプ
（Aタイプ）（Aタイプ）（Lタイプ）（Lタイプ）

■操作パネルに表示された数値に合わせる、横スライド設定方式
■細かく設定する微調整ダイヤルもついてお好みに合わせます
■NP480は折り位置自動設定機能付き

■NP270は１分間に約１１０枚の折りが、きれいに早くできます
■NP450/NP480は１分間に約８０枚～１５０枚の速度が選べて
厚めの紙にも対応出来ます

※枚数はB４二つ折り時、５０Hzの場合です
※用紙積載量は５００枚（上質紙６４g/㎡の場合）

■NP270は標準７種類、変形折りにも対応（封筒サイズなど）
■NP450/NP480は標準９種類、変形折りにも対応

■ゴムが擦り減って給紙がうまく行かなくなった場合に交換が必
要です
■給紙ゴム軸交換キット（抑止板１個付）　
メンテナンスキット（２００シリーズ・４００シリーズ用）
￥１２，６００ [本体価格 ￥１２，０００]

1
2

4

6

簡単設定方式

きれいに早く

豊富な折り
バリエーション

メンテナンス
キット

NP270A

NP270L

NP450A

NP450L

NP480

A3（観音折り不可）～
B7（二つ折り・観音折りのみ可）

A3（観音折り不可）～
B7（二つ折りのみ可）

ザラ紙

上質紙

孔版紙

再生紙

カラー印刷紙

特定のアート・コート紙
（薄めのチラシ不可）

52.3ｇ/㎡～127.9ｇ/㎡

52.3ｇ/㎡～157ｇ/㎡

52.3ｇ/㎡～127.9ｇ/㎡

W850×D537×H480
約30kg

W950×D537×H480
約35kg

W850×D537×H480
約31kg

W950×D537×H480
約36kg

W950×D537×H480
約37kg

数値に合わせて手動設定

自動設定

110枚/分
（B4二つ折り時）

80枚～150枚/分
（B4二つ折り時）

用紙サイズ 紙　質 用紙厚さ 折り速度（50Hz時） 本体使用時寸法（mm）
質量 折り位置設定

きれいに早く！きれいに早く！

細かくセット！細かくセット！
豊富な機種！豊富な機種！

1分間に約110枚の折りが、
きれいにスピーディーにできます。

変形折りにも対応。
用途に合わせて選べる機種をラインアップ。

微調整ダイヤルで細かく
お好みの折りがセッティングできます。

DM・
パンフレット
DM、パンフレットを郵送するのに
紙を折る作業って
結構時間かかって面倒。

案内書・
広告・ちらし
明日までに１０００通
用意しないといけないのに　
手折りは大変だな・・・。請求書

毎月発行する請求書を
長３窓付封筒にきれいに
入るサイズに折れたら
早く送れるのにな。

こんなシーンで
活躍します！

glad！

glad！
glad！

ENG103
長方形

ENG103
タイプライターテキスト
¥12,000

ENG103
タイプライターテキスト
[+消費税]




