


400-450（LEXTAR due シルバーバック）
400-460（LEXTAR due パッションピンク）



NEWテンションシステム・壁紙裏面検尺機構





コントローラー、スリッターは、本体から取り
外して別に運搬してください。運搬中に機械
が落下して破損する恐れがあります。機械本
体と脚部を同時運搬される際は、機械本体・
上下フレームのパチン錠、本体と脚のパチ
ン錠を必ず掛けてください。また、糊タンク
ロックを『閉』の位置にしてください。



LEXTAR  due
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LEXTAR  due
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【LEXTAR due　全体外観図】

クロス側板W（蝶ネジ付）404-988



糊タンク

※400-092ノリアゲローラーセットLS（　～　 を組立てたものです。）



LEXTAR dueコントローラー (シルバーバック)
LEXTAR dueコントローラー（パッションピンク）
電気ケーブル

400-451
400-461
400-318

LG

※408-022ツメステー一式（　 　～　 を組立てたものです。）,　54 61 67



400-471
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テープナビゲーターはカットテープを本体にセットする時の
みに使用します。カットテープを本体にセットした後はテー
プナビゲーターをカットテープから外してください。また、糊
付時にカットテープにテープナビゲーターがついていない
ことを確認してください。



右側のガイドレールには重量センサーが付いています。糊
等が付着しますと、重量センサーが作動しない恐れがあり
ます。糊重量センサー、ガイドレール、糊タンク側面は常に
きれいを状態を保ち、汚れた場合は水を含ませた雑巾等
で拭き取って下さい。（第19図参照）

糊厚を絞った状態で、空運転しないでください。異音が発
生したり、機械が故障する場合があります。



カッターボックス内のAのラインがスリッター
の刃の位置を示しています。Aのラインをス
ケールプレートの所要寸法位置にあわせ、A
のラインが左右のスケールプレートで同じ値
にあることを確認して刃幅調整ツマミを締め
てください。（第21図参照）



クロスを引き上げ、NEWテンションバー2、1、
カッターボックス、本体部の順に通した後、運転
を停止させます。カッターボックスにクロスを
通す時は原反を足で押さえクロスが張った状
態で通してください。（P19　第23図参照）

原反を足で押さえながらクロスを手で引き、ク
ロスが張った状態で上部フレームを閉じます。
パチン錠2カ所を締めて確実にロックさせます。

クロス原反の位置、スリッターのカッターのカッター位置を
左右同じにセットします。カッターボックスにクロスを通す時
は原反を足で押さえクロスを貼った状態で通してください。
上部フレームを閉じる時も同様に原反を足で押さえクロス
を手で引き、張った状態で閉じて機械にセットしてください。
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壁紙裏面検尺機構

検尺車輪

スリッター背面中央上部に壁紙検尺車輪が付いています。壁紙
の裏面の検尺を行うので壁紙の種類による寸法誤差が少なく
正確な採寸を可能にしています。ピンチロールより原反側の位
置で検知し機械を停止します。検尺機構の停止を検知し壁紙が
無くなる前に機械を自動停止し最後の1枚まで有効に活用出来
ます。糊付した壁紙が手前に落ちる心配がありません。

スリッターを取り外した場合、本体の検尺ローラーにて壁紙の検尺を行
います。スリッターを外した状態での糊付作業も可能となっています。

スリッター使用時糊付作業の際、壁紙によってはスリッターテンション
バーの樹脂部で表面に跡の残る可能性が在ります。
予め試験使用し状態によってはスリッターの使用を避けてください。















糊付作業中に壁紙がなくなると端末（壁紙終了）を検知して自動停止し、糊付量のカウント
がストップします。

壁紙の端末を検知した後に寸動ボタンの
みによる運転が可能です。左記の画面表示
後、寸動ボタンのみによる運転が可能で
す。寸動ボタンのみの運転を解除する場合
はリセットボタンを押し新しい壁紙をセット
し、スタートを押せば、糊付作業を再開でき
ます。

【端末検知後の寸動ボタンによる運転】

実際の糊付量とカウント数では、誤差が生じます。

スリッターテンションバーが閉じていない状態
で運転すると壁紙がセットされていても検尺車
輪が回らず端末検知が発生します。必ずスリッ
ターテンションバーを閉じて糊付作業を行って
ください。
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検尺車輪に壁紙が
掛かっていない状
態になっていないか

（P27参照）



テープ芯棒の蝶
ナットをゆるめ平
行な位置でしめ直
すか、あるいは矯
正し平行にする



405－806　クロス受け板



（16.07）
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