
モデル 染料機

型　式 ＣＣＳ２０００

印字方式 連続式 ( 帯電制御方式 )

対応インク 染料インク

防塵防水性 無し

ＲｏＨＳ 対応

画面サイズ ５．７" カラーＬＣＤ / タッチパネル

対応ノズル ５０ μ m  

文字高さ １～１０ ｍｍ

最高印字速度

（５×５ドットフォント、 文字間１)
２６６０文字 / 秒

文字種類 アルファベット（ 大／小文字）、 数字、 記号、 ひらがな、 カタカナ、 漢字 （ＪＩＳ第一 ・ 第二）、 ユーザー文字

印字段数とドット構成 （縦×横）
【１～５段】 ５×５             【１～３段】 ７×５, ７×８ 

【１～２段】 ９×７, ９×９, １０×８, １２×１０　　　【１段】 １６×１２, １６×１６, ２４×１８, ２４×２４

メッセージ登録文字数 最大４０９６文字

メッセージ登録数 最大９９９メッセージ

日付時間 ( 賞味期限 )

印字機能

西暦、 元号、 年月日、 曜日、 時間 （１２/ ２４時制）、 年間通し日付、 年間通し週番号、 月の上中下旬（ 可変期間設定）、

ＡＭ / ＰＭ、 シフトコード、 文字割付機能 （年 ・ 月 ・ 日 ・ 時 ・ 分 ・ 秒 ・ 曜日） を最大４～１５桁の別の文字へ割付機能

ナンバリング機能

最大１０桁、 任意初期値設定、 アップ / ダウン、 桁上げ （１カウントを１～９９９９のワーク数で設定可能）、 ゼロサプレス機能（ 上

位桁のゼロをスペースで置換、 または前詰め）、 ナンバリング文字割付機能（ 数字以外の文字へ割付可能）、 進数設定 （２～

３６進数） 分割可能（ 数字と数字の間に任意の文字を挿入）

距離印字機能 最大１０桁、 分割可能（ 数字と数字の間に任意の文字を挿入）

バーコード印字機能 ＩＴＦ ･ Ｃｏｄｅ３９･ ＮＷ７･ ＪＡＮ ･ Ｃｏｄｅ１２８

2 次元コード印字機能 ＱＲコード ･ データマトリクス

かな漢字変換 あり

外部接続 信号灯、 ＲＳ－２３２Ｃ、 エンコーダー、 ＵＰＳ、 ＵＳＢメモリー

データ入力 タッチパネル、 ＲＳ－２３２Ｃ通信

通信機能 ＲＳ－２３２Ｃ 　１ＣＨ 最大 １１５，２００ｂｐｓ、 Ｅｔｈｅｒｎｅｔ

ヘッドケーブル長 ３．５ m

ドライエアー源

（プリントヘッド内エアーパージ用）

適合チューブ外形 ： Φ６ｍｍまたは８ｍｍ、　　　エア源圧力 ： ０．８Ｍｐａ以下 （本体にエアベンチレーションセット付属）

エア流量 ： １０Ｌ / Ｍｉｎ以下

設置面積 （幅×奥行×高さ）
本体 ： ３７０Ｗ×３３０Ｄ×５３５Ｈ ( 突起部除く )

ヘッド ： Ф４９．２ｍｍ×１９７ｍｍ

使用環境（ 温度、 湿度） ０～４０ ℃ （インク種により異なる）、 １０～８５％　（ただし結露無きこと）

電源 ＡＣ９０ - ２６４Ｖ ( ４７ - ６３Ｈｚ )、　８０Ｗ

質量 ２２ Ｋｇ

接地 Ｄ種接地

http://www.kishugiken.co.jp

● 寸法図

▼本体

CCS2000

● 仕 様

▼ヘッド

注 ： 本体設置場所の周囲には所定のスペースが必要です。 詳しくはお問い合わせください。

産業用インクジェットプリンター　

http://www.kishugiken.co.jp

【連続式 （帯電方式）】

CCS2000

プリンターからインクまで、

全て自社開発だからこそできる　　。

「低価格と高機能の両立」

高機能満載のエコノミーモデル。

５．７インチタッチパネルで操作がわかりやすい。

カタログ No.7253A



紀州技研工業だからこそ。
上位機種の性能を低価格で実現!

高性能インクジェットプリンターを低価格で。
５. ７インチタッチパネル搭載、エコノミーモデル。

紀州技研工業こだわりの機能をご紹介
操作性重視 入れ間違い防止 印字の安定性を追求

ヘッドにレンズを装備

消耗品の交換が簡単

スリムな筐体
「誰でも使える」をコンセプト
に、エコノミーモデルでは珍
しい５.７inch フルカラータッ
チパネルを採用しました。
直感操作を促す操作性と見や
すさを確保しています。また、
各種設定画面には解りやすい
アイコンを多用し、より操作
性を重視した設計となってお
ります。

インク、溶 剤の入れ 間 違い
を防止するため容器をカート
リッジ式にしました。
これにより、お客様の手を汚
さず簡単にインク・溶剤の補
充がスムーズに行えロスタイ
ムを削減します。

フッ素ノズルを採用。ノズル汚れが
ほとんど無く安定した印字を実現

インク滴の状況をヘッドを開けずに
確認できます。

従来機に比べてひとまわり小さく、
軽くなりました（CCS3000 と比較）

フィルターのみの交換が可能。
交換時期が来ればお知らせします。

自社開発にこだわることで、「信頼の印字」をご提供します。
その他の特長ある機能をご紹介

連続式インクジェットプリンターの概念

ノズルキャッピング機構

ハード・ソフト・インク全て自社開発しているのは紀州技研工業だけ。

インクは優れた速乾性をもつため「オンデマンド式」ではノズル部分で固化してしまいます。
そこで、常に連続してインクを噴出し固化を防ぐのが「連続式インクジェットプリンター」です。

●ポンプで加圧供給されるインクが ､ピエゾ素子
の振動によりノズルから微細なインク滴となっ
て飛んでいきます

● 印字しないインク滴はガターチューブに回収さ
れプリンター内を循環します

●印字信号 ON で帯電されたインク滴は、軌道
がずれ印字対象に向かって飛びます

●曲面に印字できることも特長です

紀州技研工業の連続式インクジェットプリンターは、運
転終了後、ノズルの洗浄が不要な「ノズルキャッピング
機構」を採用しています。
これにより、ヘッド内のインクを溶剤に置換する必要が
なく溶剤消費量を削減、さらに運転再開の際にインクが
薄まる心配がありません。

なかでも各種機能性インクのラインナップは業界
トップクラスです。
自社でインク開発部・インク製造部を有する産業用
インクジェットメーカーとして紀州技研工業はオン
リーワンの存在です。

●運転開始ですぐ印字できます
●ノズル洗浄が不要で溶剤を消費しません
●長期の運転休止中にはインクの固化を防ぐため、一定間隔で

インクを回転させる、「インターバル機構」も装備。

■本体（コントローラー）・ヘッド
　 ・「ノズルキャッピング機構」搭載
　・設置環境 温度：０～４０℃
　 ・エアパージ機構（ヘッド内部）
　・ヘッドヒーター内臓 ( 寒冷地対応 )
　・マルチ電源対応：ＡＣ９０Ｖ～ＡＣ２６４Ｖ
　・ポンプのダイヤフラム膜の交換が簡単
　・市販のＵＳＢメモリーに対応　
　・ＣＥ、ＲｏＨＳ対応

■ソフト
　・ＱＲコード、データマトリクス対応
　・1 メッセージに４０９６文字登録可能
　・９９９メッセージまで設定可能
　・ナンバリング１０桁対応
　・ゼロサプレス機能や進数設定機能を追加
　・日本語、英語、簡体字中国語、韓国語に対応
　・ＪＩＳ第一、第二水準漢字搭載
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