
自動紙折り機
〈ジャストフォルダーシリーズ〉

※折り位置の任意調整は出来ません
※A4用紙・内三つ折り専用となります

※折り位置の任意調整が出来ます

■折り種類

■仕様

メンテナンスセットMA190～480用
（給紙ローラー×３・抑止板×１）
8,200円（税別）
JANコード 4571473360503

クリーニング液
MA190～480用
2,400円（税別）

メンテナンスセットMA150用
（給紙ローラー×３・マルチフィードパッド×１）
5,100円（税別）
JANコード 4571473360381

ＭＡ40α

オープン

4571473360015

Ａ４

上質紙・アート紙
コート紙（50～90g/㎡）

22枚

20枚/分

AC100V 8W

W308×D143×H317

約4.5kg

ＭＡ150

148,000円

4571473360022

Ａ３～Ａ５
※Ａ５は二つ折りのみ

更紙・上質紙
（50～100g/㎡）

300枚

110枚/分(50Hz)
130枚/分（60Hz)

AC100V 62W

W790×D420×H504

約16kg

ＭＡ190

228,000円

4571473360435

ＭＡ270Ａ

178,000円

4571473360442

AC100V 60W AC100V 65W

W850×D537×H480

AC100V 140W

ＭＡ270Ｌ

228,000円

4571473360459

Ａ３～Ｂ7対応
※Ｂ7は二つ折り・観音折りのみ、Ａ３は観音折り不可

更紙・上質紙・特定のアート紙・特定のコート紙　※薄めのチラシは不可

500枚

（52.3～127.9g/㎡）

自然落下方式
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固定 手動 LED表示数値に合わせて手動設定

クロス折りアーム

1年間

約20,000枚約5,000枚約1,000枚

手差し給紙で
重ね折り

マルチフィード
パット

本体シール 日本字/英字表記
海外向けレター・リーガルサイズ折り位置対応

ジャム解除ノブ

4桁加算カウンター 4桁加算・減算カウンター

整列排紙方式 自然落下方式 整列排紙方式

約30kg 約35kg 約31kg 約36kg 約37kg

(52.3～157g/㎡） （52.3～127.9g/㎡）

ＭＡ290

260,000円

4571473360466

ＭＡ450Ａ

340,000円

4571473360473

ＭＡ450Ｌ

380,000円

4571473360480

ＭＡ480

488,000円

4571473360497

JUST FOLDER
MA40α

JUST FOLDER
MA150

外三つ折り 内三つ
プラス折り

クロス折り
(十字折り)

観音折り内三つ折り 外三つ
クロス折り

内三つ
クロス折り

とじ込み折り四つ折り二つ折り

〒188-0011 東京都西東京市田無町4-22-12
TEL 042-468-2401 Fax 042-468-2402
ホームページ http://www.dllesin.com/
■大阪支店
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-7-20 
日宝新大阪第1ビル3F

総発売元

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

定型折り クロス折り 任意 備考

※折り位置の任意調整が出来ます
※レター・リーガルサイズにも対応
※クロス折りの三つ折りはA3/B4用紙
対応となります

JUST FOLDER
MA190
MA270A・L
MA290
MA450A・L
MA480

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機　種

別売品：メンテナンスセット/クリーニング液

※内三つ／外三つクロス折りとは、
二つ折りにした用紙を三つ折りにす
る折り方です

※1 上記対応可能な紙質でも用紙の質や印刷の状況により折れない場合があります。事前にご相談くだ
さい。また、MA40αのアート紙・コート紙は手差し給紙のみの対応となります。

※2 目安の折り枚数となります。用紙・印刷状態により、異なる場合があります。
※3 お客様の使用状態により有償となる場合があります。またメンテナンスセットの部品は消耗品のため

保証対象外となります。
※4 あくまでも目安となります。使用状況・紙質により異なる場合があります。
※ 定期的に給紙ローラー等のクリーニング・交換をお勧め致します。
※ 仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
※ このカタログの掲載商品、並びに内容の詳細については、最寄りの販売店にお尋ねください。
※ このカタログに掲載されている製品は改良の為、予告なく変更される場合があります。予めご了解くだ
さい。また、カタログと実際の製品の色が印刷の為多少違う場合があります。 

W850×D537×H480 W950×D537×H480 W950×D537×H480

標準価格（税別） 

ＪＡＮコード

用紙サイズ

紙質 ※1

用紙積載量
（上質紙64g/㎡）

折り速度 ※2

消費電力

使用時本体寸法(mm)

重量

排紙方式

カウンター

給紙台圧調整機能

抑止圧調整機能

スピード調整機能

スリップ防止機能

紙詰まり自動停止

静音カバー

折り位置設定

折り位置メモリー機能

付属品

保証期間 ※3

折り枚数/月 ※4

その他機能

（B4二つ折り時）
100枚/分（50HZ）
110枚/分（60HZ）

80～150枚/分（50HZ）
90～160枚/分（60HZ）

JFA3-8-168



少量から本格的紙折り作業まで！

圧巻のラインアップ 全９機種！ 自動紙折り機ならドレスイン

選べる多彩な機能。様々なニーズに対応

◉DM ◉宣伝広告物 ◉ポスティング

◉会議資料 ◉会員にお知らせ ◉請求書

こんなところで

教育機関

不動産業

郵便局

金融機関

証券・保険会社

選挙事務所

教会・神社・仏閣

病院・薬局

飲食店

スポーツクラブ

ポスティング業

工場・物流業

はこんな悩みを解決します！

明日までに1000通郵送しない
と……。紙折りって結構時間がか
かって面倒……。

新しい店をオープン。ポスティン
グをしたいけど、紙を折らないと
ポストには入らない……。

今日の会議資料を20セット作成
しないと……。ほかにも作業があ
って時間が
あまりない
のに……。

毎月の会報誌や季刊誌を大量に
郵送しなければ……。毎月その時
期には手が荒
れてしまって
……。

毎月クライアントに請求書を手
で折って送るために残業。自動で
折れたら残
業が減るの
に……。

あらゆるところで活躍

シリーズ

街頭での手配りやお店で配布す
るイベント告知、新商品の宣伝が
とても多くて大変……折り作業を
外注すると費用が
高くて……。

◆A3～B7用紙対応
◆コート紙（一部を除く）にも対応
◆LED操作パネル　加算カウンター
◆テスト折り機能/クロス折りアーム付き
◆レター/リーガルサイズ対応
◆高耐久性設計
◆自然落下方式

◆A3～B7用紙対応
◆コート紙（一部を除く）にも対応
◆テスト折り機能/クロス折りアーム付き
◆LED操作パネル加算減算カウンター
◆スピード調整機能付き
◆スリップ防止切替レバー付き
◆自然落下方式

◆A3～B7用紙対応
◆コート紙（一部を除く）にも対応
◆LED操作パネル　加算カウンター
◆テスト折り機能/クロス折りアーム付き
◆レター/リーガルサイズ対応
◆高耐久性設計
◆整列排紙方式

◆A3～B7用紙対応
◆コート紙（一部を除く）にも対応
◆テスト折り機能/クロス折りアーム付き
◆LED操作パネル加算減算カウンター
◆スピード調整機能付き
◆スリップ防止切替レバー付き
◆整列排紙方式

◆A3～B7用紙対応
◆コート紙（一部を除く）にも対応
◆LED操作パネル　加算カウンター
◆テスト折り機能/クロス折りアーム付き
◆レター/リーガルサイズ対応
◆スピード調整機能付き
◆整列排紙方式

◆A3～B7用紙対応
◆コート紙（一部を除く）にも対応
◆LED操作パネル加算減算カウンター
◆スピード調整機能付き
◆スリップ防止切替レバー付き
◆折り位置自動設定機能搭載
◆折り位置メモリー機能付き
◆整列排紙方式

340,000円（税別） 380,000円（税別） 488,000円（税別）

178,000円（税別） 228,000円（税別） 260,000円（税別）

オープン価格

MA40α

わかりやすいLED表示

対象機種：MA190/270A・L/290/
 450A・L/480

対象機種：MA290/450A・L/480

対象機種：MA40α以外の全機種

対象機種：MA190/270A・L/290/
 450A・L

対象機種：MA40α以外の全機種

選べる２タイプの排紙方式

スピード調整機能 海外向けレター・リーガルサイズ対応

テスト折り機能 クロス折りアーム標準付属

MA150 MA190

MA270A MA270L MA290

MA450A MA450L MA480

148,000円（税別） 228,000円（税別）折り位置や折った枚数をわか
りやすくLED数字で表示。
MA450/MA480は折りた
い枚数を設定する減算カウン
ター付き。
※カウンターは4桁

Lタイプは整列方式
Aタイプは自然落下方式

Lタイプは折った紙を順番通
りに揃えて排紙します。

海外で多く使用される「リーガ
ル/レターサイズ」用紙にも対
応。グローバルな設計。

付属のクロス折りアームを使
用すれば、二つ折りした紙を
もう一度紙折り機にセットし二
つ折りにすることができます。

スピードを調整することで折
れやすくなります。
また、高速運転は処理速度ア
ップ、低速運転は静音機能とし
て役立ちます。

折り始める前に１枚だけの試
し折りができます。折り具合を
確認してから作業に入れる為、
大切な資料の折りミスを防止
する安心機能です。

◆A4用紙対応　内三つ折り専用機
◆自動給紙では22枚迄の連続折り
◆手差し給紙ではアート紙・コート紙も対
応。また最大3枚迄（上質紙）の重ね折り
も可能。
◆長三封筒に最適なサイズに折る
内三つプラス折り機能付き

◆自然落下/間欠排紙機能

◆A3～A5用紙対応
◆上質紙・更紙対応
◆シンプル機能で低価格を実現
◆A3対応機では最小・最軽量
◆業界初マルチフィードパッド採用。
紙質に合わせて変更可能な3種類の給
紙パッド

◆自然落下方式

◆A3～B7用紙対応
◆コート紙（一部を除く）にも対応
◆LED操作パネル　加算カウンター
◆スリップ防止切替レバー付き
◆折りトレイには静音カバー装備
◆テスト折り機能/クロス折りアーム付き
◆レター/リーガルサイズ対応・高耐久性
設計

全９機種  ラインアップと主な機能

リーガルサイズ
8.5×14.0inch

(約216×約356mm)

レターサイズ
8.5×11.0inch

(約216×約279mm)

Lタイプ

Aタイプ

※詳しくは裏面の仕様欄をご確認ください。
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自動紙折り機
〈ジャストフォルダーシリーズ〉

※折り位置の任意調整は出来ません
※A4用紙・内三つ折り専用となります

※折り位置の任意調整が出来ます
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（給紙ローラー×３・抑止板×１） 
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Ａ３～Ａ５
※Ａ５は二つ折りのみ

更紙・上質紙
（50～100g/㎡）

300枚

110枚/分(50Hz)
130枚/分（60Hz)

AC100V 62W

W790×D420×H504

約16kg

ＭＡ190

228,000円

4571473360435

ＭＡ270Ａ

178,000円

4571473360442

AC100V 60W AC100V 65W

W850×D537×H480

AC100V 140W

ＭＡ270Ｌ

228,000円

4571473360459

Ａ３～Ｂ7対応
※Ｂ7は二つ折り・観音折りのみ、Ａ３は観音折り不可

更紙・上質紙・特定のアート紙・特定のコート紙　※薄めのチラシは不可

500枚

（52.3～127.9g/㎡）

自然落下方式

─

─

─

─

─ ─

─

─

◯ ◯

◯

─

自動

◯ ◯

◯

◯

◯

◯─

─

固定 手動 LED表示数値に合わせて手動設定

クロス折りアーム

1年間

約20,000枚約5,000枚約1,000枚

手差し給紙で
重ね折り

マルチフィード
パット

本体シール  日本字/英字表記
海外向けレター・リーガルサイズ折り位置対応

ジャム解除ノブ

4桁加算カウンター 4桁加算・減算カウンター

整列排紙方式 自然落下方式 整列排紙方式

約30kg 約35kg 約31kg 約36kg 約37kg

(52.3～157g/㎡） （52.3～127.9g/㎡）

ＭＡ290

260,000円

4571473360466

ＭＡ450Ａ

340,000円

4571473360473

ＭＡ450Ｌ

380,000円

4571473360480

ＭＡ480

488,000円

4571473360497

JUST FOLDER
MA40α

JUST FOLDER
MA150

外三つ折り 内三つ
プラス折り

クロス折り
(十字折り)

観音折り内三つ折り 外三つ
クロス折り

内三つ
クロス折り

とじ込み折り四つ折り二つ折り

〒188-0011 東京都西東京市田無町4-22-12
TEL 042-468-2401 Fax 042-468-2402
ホームページ http://www.dllesin.com/
■大阪支店
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-7-20
日宝新大阪第1ビル3F

総発売元

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

定型折り クロス折り 任意 備考

※折り位置の任意調整が出来ます
※レター・リーガルサイズにも対応
※クロス折りの三つ折りはA3/B4用紙
対応となります

JUST FOLDER
MA190
MA270A・L
MA290
MA450A・L
MA480

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 機　種

別売品：メンテナンスセット/クリーニング液

※内三つ／外三つクロス折りとは、
二つ折りにした用紙を三つ折りにす
る折り方です

※1 上記対応可能な紙質でも用紙の質や印刷の状況により折れない場合があります。事前にご相談くだ
さい。また、MA40αのアート紙・コート紙は手差し給紙のみの対応となります。

※2 目安の折り枚数となります。用紙・印刷状態により、異なる場合があります。
※3 お客様の使用状態により有償となる場合があります。またメンテナンスセットの部品は消耗品のため

保証対象外となります。
※4 あくまでも目安となります。使用状況・紙質により異なる場合があります。
※ 定期的に給紙ローラー等のクリーニング・交換をお勧め致します。
※ 仕様及び外観は改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
※ このカタログの掲載商品、並びに内容の詳細については、最寄りの販売店にお尋ねください。
※ このカタログに掲載されている製品は改良の為、予告なく変更される場合があります。予めご了解くだ
 さい。また、カタログと実際の製品の色が印刷の為多少違う場合があります。 

W850×D537×H480 W950×D537×H480 W950×D537×H480

標準価格（税別） 

ＪＡＮコード

用紙サイズ

紙質 ※1

用紙積載量
（上質紙64g/㎡）

折り速度 ※2

消費電力

使用時本体寸法(mm)

重量

排紙方式

カウンター

給紙台圧調整機能

抑止圧調整機能

スピード調整機能

スリップ防止機能

紙詰まり自動停止

静音カバー

折り位置設定

折り位置メモリー機能

付属品

保証期間 ※3

折り枚数/月 ※4

その他機能

（B4二つ折り時）
100枚/分（50HZ）
110枚/分（60HZ）

80～150枚/分（50HZ）
90～160枚/分（60HZ）

JFA3-8-168
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