
切れ目もミシン目も、カンタン加工。

自動ミシン目カッター



普通紙に
ミシン目を入れる

普通紙に
切れ目を入れる

通常、コピーに使用している普通紙にミシン目を入れること
ができます。ミシン目の入った専用用紙を購入する必要がな
く、使いたいサイズに合わせたミシン目加工が可能です。

『切れ目カッター』を使用すれば、少しの力で分離できる切
れ目を入れることができます。用途に合わせて、1枚の用紙
にミシン目と切れ目を同時に入れることも可能です。

コストを
10分の1に削減する

用紙枚数を
手軽にカウントする

専用ミシン目用紙を購入する必要がないため、コストを大
幅に軽減することができます。領収書やイベントの招待状
の作成など、多くの枚数が必要な場合には特に効果的です。

カッター部分（カッターユニット）を取り外せば、用紙枚
数をカウントする計数処理機として使用できます。1分
間に117枚（A4横通しの場合）の枚数カウントが可能。
デジタルカウンターを加算設定で9999枚までのトー
タルカウント、減算設定で設定枚数毎に機械を停止さ
せるなど用途に合わせた枚数管理にもご利用いただけ
ます。

カッターユニットの取り外しは
簡単に行えます。

※ 重送検知センサーは装備されておりませんので 2 枚送りが発生し易い用
紙では確実な計数が行えない場合もあります。

※ 計数処理後はカウントした分を再度、減算カウントで検算処理をすること
をお勧めします。

専用ミシン目用紙から
自作に変えることによって
大幅にコスト削減ができます。

月間で1,000枚のミシン目入り用紙を使用した場合の比較

少しの作業で

コストを
大幅カット！

¥84,000／年間¥8,400／年間

専用ミシン目用紙は
通常のコピー用紙よりも
高価なので経費がかかります。

コストが
結構かかる。

たとえば、こんな使い方 たとえば、こんな使い方

で、できること。
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印刷した普通用紙に・・・ ミシン目を入れられます 印刷した普通用紙に・・・ 切れ目を入れられます

（1枚）

厚紙用カッターユニットとスリムカッ
ターユニットでは、ユニットを取り外さ
なくても目盛りを OFF にして計数処理
が行えます。

●お店の割引券
●プライスカード
●引換券
●入場券など

●納品書
●招待状
●ショップカード
●案内状など

（1枚）



Fe a tu re  特長 

1㎜（残る長さ）

2㎜（切れる長さ）

0.2㎜（残る長さ）

0.35㎜（切れる長さ）

厚紙（ハガキ程度）対応（オプション）
厚紙用カッターユニットをご使用することで 158㎏（官製
ハガキ程度）までの紙厚に対応できます。標準品に装着
されているミシン刃とは別のオプションの厚紙用ミシン目
カッターを利用します。2㎜（切れる長さ）× 1㎜（残る長さ）
となります。

マイクロミシン目カッター
マイクロミシンとは非常に細かい切り取り線で、バリが出
ずクリアな加工仕上がりになります。ミシン目加工を行っ
たコピー用紙もコピー機・プリンターに使用することが可
能です。ミシン目の位置は任意に移動可能です。2回通し
することで、十字ミシンも可能です。

精度の高いカッター位置微調整機能（スリムカッターユニットを除く）
ミシン目の位置はミリ単位の調整が簡単にでき、使用目的に合せて
自由に変えることができます。

スリムカッターユニット
従来のカッターユニットよりもスリム化したス
リムカッターユニット。最大 5 個のカッターユ
ニットを装着できるため、1 回通しで 6 枚まで
セパレート化が可能となりました。

さまざまなミシン目・切れ目加工例

●切れ目カッターの利用でさらにスピーディー
きりとれーる用『切れ目カッター』を、ミシン目カッターと
同時に装着し併用することで、従来のミシン目と、分離の
簡単な切れ目を、同時に加工することができます！切れ目
カッターによる切れ目は、少しの力で簡単に分離できます。

タテ4本×ヨコ5本で
最大30分割
まで可能です！

＜便利な使用例＞
図のような３枚綴りの伝票の、納品書（控）と納品書の間の
切れ目入れ、納品書と受領書の間のミシン目入れを同時に
加工。
控え分はすぐに分離でき
作業軽減にも！

切れ目カッター使用

納品書

納品書

受領書

控

ミシン目カッター使用



自動ミシン目カッターきりとれ……る
注文番号 品　番 本体価格（税抜） 梱包単位
846-21 LP-117 ¥198,000 1

”きりとれ……る”ホームページではさまざまな
ミシン目加工例や商品の特長などを詳しく紹介しています。きりとれーる

0.35㎜（切れる長さ）×0.20㎜（残る長さ）バリの無い加工ができます。
ミシン目カッター（交換刃用）
注文番号 品　番 本体価格（税抜） 梱包単位
846-20 LF-MC ¥12,000 1

きりとれ……る　ゴムローラーセット
注文番号 品　番 本体価格（税抜） 梱包単位
846-30 LP-R2 ¥3,500 1

●給紙ゴムローラー×1、セパレーター×1、ゴムリング×2

2㎜（切れる長さ）×1㎜（残る長さ）厚紙用ユニット専用刃になります。
厚紙用ミシン目カッター（交換刃用）
注文番号 品　番 本体価格（税抜） 梱包単位
846-23 LF-AMC ¥12,000 1

名　称 注文番号 品　番 本体価格（税抜） 対応紙質 カッター刃 カッター位置
微調整機能

カッター圧
調整機能

受け
ローラー

カッターユニット
（追加刃用） 846-19 LF-CU

¥38,000
55～70㎏(64～81.4g/㎡) ミシン目カッター

（LF-MC）標準装備 有 無 有

厚紙用カッター
ユニット 846-22 LF-ACU 55～158㎏(64～184g/㎡) 厚紙用ミシン目カッター

（LF-AMC）標準装備 有 厚紙/普通紙/
OFFの３段階 無

スリムカッター
ユニット 846-29 LP-SCU ¥30,000 55～158㎏(64～184g/㎡) 別売(装着する交換刃LF-MC・LF-AMC・

LP-KCいずれかを同時にご注文ください。) 無 厚紙/普通紙/
OFFの３段階 有

O p t i o n  オプション

薄皮1枚を残すイメージで切れ目を入れます。
切れ目カッター
注文番号 品　番 本体価格（税抜） 梱包単位
846-28 LP-KC ¥8,000 1

●標準のカッターユニットと差し替
えてLF-ACUを使用する場合は受
けローラーは共用できます。2個装
着する場合は、受けローラー〔本体
¥10,000（税抜）〕が必要です。
●LF-CU、LF-ACUは幅68㎜で、き
りとれーる本体への装着できる個数
は最大2個まで。　
●LP-SCUは幅30㎜で、きりとれー
る本体へ装着できる個数は最大5
個まで。

製品動画に
アクセスで
きます。

ライオン商品のご用命は当店へ

KR1508996GANI5 017-63

本　社 〒164-0003 東京都中野区東中野2-6-11TEL.03-3369-1111

お客様相談室 
●お問い合わせは下記のフリーダイヤルへ

お問い合わせは土日祝日を除く午前9時より12時、午後1時より5時とさせていただきます。

TEL.　　0120-074416 
FAX.　　0120-402539

www.lion-jimuki.co.jp

札幌・仙台・北関東・新潟・東京・西新宿・多摩・横浜・名古屋・大阪・広島・福岡

カッター圧調整機能
（LF-CUは除く）

カッター位置微調整機能
（スリムカッターユニットは除く）

受ローラー

写真は厚紙用カッターユニット

用紙質量 55～70kg（64～81.4g/㎡）

紙質 上質紙（オフセットペーパー）
ケント紙、上質紙特厚口、官製はがき（別売の厚紙用カッターユニット使用時）

用紙サイズ A4～A5

処理速度 117枚/分 （A4横通しの場合）

給紙積載量 300枚（上質紙55kg）

ミシン目ピッチ 0.35ｍｍ（切れる長さ）×0.20ｍｍ（残る長さ）
2mm（切れる長さ）×1ｍｍ（残る長さ）・・・厚紙用ミシン目カッター（別売）

ミシン目加工本数 標準1本（オプションを追加することで同時に最大5本まで加工可）

カウンター 加算/減算切替式

刃の耐久性 約50,000枚※

※上質紙A4コピー用紙を横通しでカッター圧標準の場合の目安です。紙質、カッター圧により数値は前後します。

寸法 使用時：Ｗ640×Ｄ510×Ｈ240ｍｍ（A4横通し）
収納時：Ｗ480×Ｄ510×Ｈ240ｍｍ

質量 19kg

消費電力 62W/50㎐・86W/60㎐

ミシン目カッター付カッターユニットが1個標準装備　　　使用地域により50Hz/60Hzをご指定ください。注

S p e c  仕様

※表示価格は税抜価格です。


