
電線、ケーブルおよびパイプ用の
マーキング、コーディングおよびシステムの最適ソリューション
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電線 • ケーブル • ホース • パイプ • 押出成形

お客様の声

「Videojet 1710プリンタで、定期保全の負担が大幅
に減りました。 おかけでランニングコストが下がり、

生産ラインの稼働率も上がりました。」

Wan JiaQin、生産技術責任者 
 Baosheng Cable Group



無駄の削減、稼働時間 
アップで大きい投資効果

電線、ケーブルおよびパイプ押出成形に関わるランニング
コストや関連諸経費は、全製造業平均に比べて非常に高
いと言われています。 例えば、押出成形ラインの停止は
ダウンタイムと発生するスクラップによって高くつきます。 
そのため、継続して稼働し続けるコーディングシステムが
必要になります。

製造ラインの生産性と利益アップに貢献。 ビデ
オジェットは以下を提案します：

•  Videojet 1620のモジュラーシステムは清掃および保全
の必要性を最小限に留めます。インクコアの交換頻度は
最大14,000時間で、高信頼性の連続インクジェット技術
で最高の稼働率を目指します。 

•  内部エアポンプ、温度制御およびIP65シールで、劣悪な
製造環境でも安心の連続運転を実現します。

•  グローバルサポート、お客様のニーズに合わせた保守契
約など幅広く柔軟に対応します。

•  ビデオジェットのClean Flow™（プリントヘッドの自動洗
浄機能）により中断のない長期安定稼働が可能になりま
した。

生産ピークを伸ばす 
スピード

押出成形ラインは毎分数百メートルの速度で稼働するこ
とがあります。 また、長い印字やマーキングシーケンスに
は連続印字技術が必要になります。 それらを実現するた
めには生産ラインを稼働し続けるマーキングシステムが
必要です。

お客様の生産ラインを最高速で動かします。  
ビデオジェットは以下を提案します：

•  印字内容の変更に関わる時間を最小限にするためのコ
ンテンツの自動変更機能を備え、高速生産ラインで信頼
できる連続印字を実現します。

•  ビデオジェットの非接触連続インクジェットおよびレー
ザーマーカー は、摩擦で熱生じる熱がなく、高速稼働で
も製品にダメージがありません。

稼働時間、スピード、そして品質： ビデオジェットで実現
電線、ケーブルまたはパイプ業界は、高速、連続そして安定など、厳しい条件のマーキングシステムが必
要とされます。 高信頼性の印字装置があって初めて、お客様の製造ラインの生産性および製品競争力
が約束されます。 30年を超える実績に支えられてビデオジェットは、他社の追随を許さない最高の生
産稼働率、速度、そして品質をお約束します。

大型のゲージケーブルに高コントラストのインクジェッ
トコーディング



最高の製品品質を目 
指すお客様のために

製品に印字されるコーディングおよびマーキングは貴社
ブランドの評判および製品品質のイメージに繋がる最も
大切な機能の一つです。 ロゴ、製造コード、タイムスタン
プ、バーコードおよびその他のマーキングの読み易さと印
字品質は、製品の売上、品質認識およびエンドユーザーの
満足感など様々な形でお客様に貢献することがありま
す。 また、素材に関わらず明瞭に読み取ることが出来る
印字が可能なマーキングシステムが必要です。

お客様の製品を際立てる明瞭印字。 ビデオ 
ジェットは以下を提案します：

•  マーキングに必要なフォント、グラフィック、解像度、コン
トラストおよび明瞭さ備え、お客様の幅広い製品群に優
れた印字品質を提供します。

•  電線の絶縁被覆、ケーブルジャケットまたはパイプなど
幅広いアプリケーションに、UV硬化/UV可視および高コ
ントラストの顔料インクなど、豊富なインクソリューショ
ンで明瞭印字を実現します。

•  インクの転写または滲みなど、お客様の生産工程や製品
用途にあったプリンター（インクジェット、レーザー）やイ
ンクを選定します。

•  長さマーキング、製造日およびその他の付加価値情報な
どあらゆる可変印字に対するソリューション

”ビデオジェットのセールスやサー
ビスとは必要な時に連絡が取れ
ます。システム構築、設置からメ
ンテナンスまでビデオジェットの
サポートは安心です。 ビデオジェ
ットはその幅広い製品群と豊富
な実績で当社の生産性向上に貢

献してくれました。”

Wan JiaQin、生産技術責任者  
Baosheng Cable Group



様々な電線、ケーブルおよびパイプ押
出成形の用途に対応したマーキングと
コーディングシステム

PVC、ポリエチレン、架橋ポリエチレン、ポリプロピレン
へのインクジェットの印字例

金属、ゴム、PVC およびその他のプラスチックへのレー
ザーおよびインクジェットの印字例

フレキシブルチューブ ケーブル

電線 パイプ

ゴム、PVC や多くのプラスチック材料への高コントラス
ト印字例

PVC、ポリエチレン、架橋ポリエチレン、ポリプロピレン
への印字例

ビデオジェットは大文字マーキングやラベ
ルプリントなど、二次包装に対応した様々
なマーキングテクノロジーを提供します。

段ボールへの
大文字印字

ストレッチ 
フィルムへの
ラベリング

段ボール、ケースおよびパレットのコーディング



ビデオジェットのウェブサイトをご覧ください！  以下の情報が満載です。

  電線、ケーブルおよびパイプ製造者
の経験談

  革新的な用途およびその設置例

  お客様の最適マーキングを実現する
ガイドライン

Videojet® 1710  
24時間稼働インクジェット

•  印字が困難な表面でも高コントラ
ストの顔料インク

•  豊富なフォントと言語、バーコード、
カスタムロゴなど

•  Clean Flow™ （自動洗浄機能）のプ
リントヘッドとインクコアモジュー
ルで稼働率を向上させ、 
メンテナンスコストを 
抑えます。

Videojet® 1620  
24時間稼働インクジェット

•  24時間の高速稼働用途に最適

•  インクコアモジュールの交換が最大
14,000時間を実現

•  自動洗浄機能とカートリッジのよる
交換でインクのこぼれ、無駄、印字
エラーおよび清掃を最小限に

Videojet® 3320  
レーザーマーキングシステム

•  マルチラインテキスト、機械による
読取が可能なマーキングおよび詳
細なグラフィック作成

•  最大毎秒1,300文字、最速毎秒15m

•  ユーザーフレンドリーなメンテナン
ス、ソフトウェアそして柔軟に対応
する標準システムモジュール

ここをクリック、また 

はブラウザに入力
www.videojet.com/jp/cable-wire-industry

バーチャル製品デモケーススタディ、マーキン
グ用途別の分析、およ実

例報告書

電線、ケーブルおよびパイプ
押出成形の用途に最適な 
ビデオジェットのプリンタ



過去30年以上に渡って世界中のお客様をサポート
Uptime Peace of Mind®（安心の最高稼働率）というブランドコンセプトでビデ
オジェットは 様々なマーキングおよびコーディング技術と最適なソルーションン 
をお客様にお約束します。その優れた製品パフォーマンスとビデオジェットのグ
ローバルサービスネットワークを通して、お客様のラインの稼働率と生産性ア
ップを実現します。ビデオジェットは連続インクジェット、ドロップオンデマンド 
(DOD)、サーマルプリンティング、およびアレイテクノロジーの専門家として世界
で 285,000台以上を設置してきました。 各種産業用マーキングシステム、バーコ
ードプリンタからラベラーソリューションまで、ビデオジェットはその豊富な製品
群でお客様の今日の生産性アップに最適なソリューションでお応えします。

世界最大のフィールドサービスネットワーク
ビデオジェットがお客様のマーキン
グパートナーになれば、世界中のど
こでも素早いサポートを受けること
ができます。 ビデオジェットは、世
界26ヶ国に3,000名を超える従業員
と代理店のグローバルネットワーク
でサポートされています。 マーキン
グエキスパートであるビデオジェット
のセールスエンジニア、およびサー
ビスエンジニアが、トレーニング、メ
ンテナンス、修理、部品供給、システ
ムソリューションおよび優れた顧客
サービスをグローバルに提供してい
ます。

最高の稼働率を目指して手厚いサポートを目指します。
ビデオジェットをお客様のマーキングパートナーにお選び下さい：

   経験を積んだサービスエンジニアが、現場で素早いサポートを提供

   お客様のニーズに合わせて、予防保全のための訪問、チェックアップ、オペ 
レータトレーニング、現場サービス、消耗品、装置レンタルおよび保証期間
の延長など、様々なサービスと個々のニーズに合ったプログラムおよび保守
契約をご提供します。

販売およびサービス拠点 製造拠点

03-6414-2900 / www.videojet.co.jp
ビデオジェット株式会社 / 東京都港区芝浦4-16-23 / アクアシティ芝浦7F/ 
電話 03-6414-2900 ファックス 03-6414-2901
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