連続給水用特殊ローラ

SPECIAL ROLL FOR CONTINUOS DAMPENING

ノンアルコールで美しい印刷が簡単に出来ます
Assure you beautiful printing with non-alcohol

トラストハイドロフィリック
TRUST HYDROPHILIC

スーパープレスハイドロフィリック
SUPERPRESS HYDROPHILIC

ライノハイドロフィリック
RYNO HYDROPHILIC

ハイドロフィリックの特長

SPECIAL MERITS

1.高価なセラミックローラが無くても、
ノンアルコー
ル印刷に対応出来ます。

1.Applicable to non-alcohol printing without any
expensive ceramic roller.

2.雨降り
（リブマーク）
が出ません。

2.Few rib mark.

3.水量の調整巾が広く、
薄くて均一な水膜を作ります。

3.Wide adjustment range of water enable to
keep homogeneous water film.

4.長期間安定した湿し水の供給をお約束します。

4.Promise to supply stabilized dampening water
for long times.

5.弊社特許のピロー加工を行うことにより両端の余
り水をなくせます。
（ライノハイドロフィリック）

5.Enable to eliminate the excessive water of
both side by our original pillow-proccessing
(PAT.)

6.粗面ローラではありませんので常に安定した品質
を御約束します。

6.Enable to supply stabilized product always.

印刷用ゴムローラ

ライノハイドロフィリック RYNO HYDROPHILIC
スーパープレスハイドロフィリック SUPERPRESS HYDROPHILIC
トラストハイドロフィリック TRUST HYDROPHILIC

Printing Rubber Roller
Conventional Ink

｢ハイドロフィリック｣シリーズ

HYDROPHILIC
SERIES

Printing Rubber Roller
Conventional Ink
印刷用ゴムローラ

｢ハイドロフィリック｣シリーズ

HYDROPHILIC
SERIES

オフセット印刷機は水棒が重要です!!

Conventional dampening roll is very important in offset printing.

印刷機メーカー各社のダンプニング機構に合せて、マッチングさせました。
Techno Roll develop the different type exclusive roller matching to the different dampening apparatus type of each maker.

ライノハイドロフィリック

RYNO HYDROPHILIC

三菱重工ダイヤマチック・ハイデルアルカラー・エピ

Optimal for water fountain roller of Mitubishi Dia
Series, Heidelberg, Epic, Hamada, Sakurai, Shinohara, Miyakoshi, Fuji, Harris,etc.

ックデルタ・ハマダ・桜井・篠原・ミヤコシ・富士機械・
ハリス・ゴス等の水元ローラ

スーパープレスハイドロフィリック

SUPERPRESS HYDROPHILIC

小森・ローランド・アキヤマBT/JP・リョービ等の調量・
水切りローラ

Best selection for water system roller

トラストハイドロフィリック

TRUST HYDROPHILIC

UVインキ仕様・スプレー式水着け

For UV printing, spray type dampening arrangement and continuous dampening.

ローラの手入れと保管

MAINTENANCE

1.印刷が終了しましたら、ローラの洗浄を丁寧に行い

1.After printing,wash the roller thoroughly, and

最後に
「リンスタンパー」を掛けて下さい。
2.ローラ洗浄液にトリクレンやシンナー、MEK等の
強い溶剤は使用しないで下さい。
3.ローラ表面にインキ膜が張って水乗りが悪くなった
時 は「ザ・クリーン」
・
「ローラクリーナー」で表面
を拭いて下さい。
4.ハイドロフィリックシリーズはとてもソフトなローラ
です。必 ず 軸 部で受けて保管して下さい。ローラ
の表面に物が当っていたり、
じか置きすることはさ
けて下さい。

pour Rinse Tamper on the roller and keep it
wet.
2.Do not mix strong solvent（such as Trichloro-

ethylene, thinner, MEK）into roller cleaning solvent since it damages roller very much.
3.Wipe the roller surface with "THE CLEAN" or

"ROLLER CLEANER" when a resinous ﬁlm
of ink cover the surface of roller and it
makes hard to supply water appropriately.

4.HYDROPHILIC SERIES are very soft rollers.

Keep roll by supporting with its journal .It is absolutely prohibited to leave the roll on the floor
or be touched by other object.

この製品は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001-2000とISO14001の認証を取得した工場で製造されています。

This product is manufacture by ISO9001(Year 2008 Version) and ISO14001(Year 2004 Version) registered factory.

