
紙幣計数機・・・・ 簡単にご使用頂けるタイプから
機能豊富なタイプまで一同に揃いました。

とにかく枚数を計数したい
紙幣のほか各種商品券や投票用紙を計数したい
紙幣の合計金額を計数したい
紙幣を識別して仕分けしたい
１００枚の束を高速で計数したい

・・・・・ 紙幣計数機
・・・・・ 紙幣・紙葉計数機/ワイド紙葉計数機
・・・・・ 異金種検知計数機/ダブルポケット式紙幣識別・計数機
・・・・・ ダブルポケット式紙幣識別・計数機
・・・・・ バキューム式紙幣計数機
※紙幣鑑別機はPage２７を参照ください。

紙幣・紙葉計数機

紙幣計数機

KON MODEL BN315E

ワイド紙葉計数機

日本銀行券・外国紙幣の枚数計数!!
各種商品券・ビール券の計数に!!
投票用紙の計数に!!

◎オートスタート・マニュアルスタート切替可能
◎バッチ（枚数指定）・加算機能
◎ほこり排出ファン搭載
◎自己診断機能
◎窓口用対面ディスプレイ（オプション）

税抜価格 ¥139,000

機種 寸法 重量 定格電圧・周波数 定格消費電力 JANコード

BN315E W285×D250×H198mm 5.3Ｋｇ AC100V 50/60Hz 40W 4571104700463

計数スピード ホッパー容量 スタッカー容量 計数可能寸法(mm)

800・1000・1200枚/分 300枚 200枚 縦50～100 横120～178 厚み0.06～0.12

税抜価格 ¥78,900

◎アップターンスティック（紙幣を跳ね上げて紙幣送りずれを防止）機能
◎バッチ（枚数指定）・加算機能
◎ エラー検知機能

機種 寸法 重量 定格電圧・周波数 定格消費電力 JANコード

BN180E W279×D272×H210mm 6.0Ｋｇ AC100V 50/60Hz 65W 4571104701118

計数スピード ホッパー容量 スタッカー容量 計数可能寸法(mm)

1000枚/分 200枚 200枚 縦50～100 横115～178厚み0.07～0.15

KON MODEL BN180E

注意）１日の金銭の集計等で使用頻度が比較的少ない計数に適しております。
金融機関や窓口でのご利用等頻繁に計数する場合は、BN315Eをご選択ください。

KON MODEL EC-506E

◎最大２９０ｍｍまでの幅広い大型紙葉が計数可能
◎オートスタート・マニュアルスタート切替え可能
◎バッチ（枚数指定）・加算機能
◎自己診断機能

BN1

税抜価格 ¥15,000

【オプション】
窓口用ディスプレイ

注意）出荷時は日銀券に設定されています。
各種券及び投票用紙の計数をご希望の場合はお問い合わせください。

機種 寸法 重量 定格電圧・周波数 定格消費電力

EC-506E W395×D255×H255mm 9.4Ｋｇ AC100V 50/60Hz 40W

計数スピード ホッパー容量 スタッカー容量 計数可能寸法(mm)

1000枚/分 300枚 200枚 縦50～110 横128～290 厚み0.06～0.12

幅２９０mmまでの紙葉の計数に!!
小切手・手形・各種券の計数に!!
投票用紙の計数に!!商品券

投票
用紙

ワイド
対応

加算バッチ

税抜価格 ¥198,000

日本銀行券の枚数計数専用で
お求めやすくコンパクト!!
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ダブルポケット式紙幣識別・計数機

異金種検知紙幣計数機

KON MODEL BN16A

KON MODEL BN30A

指定した金種を下段に
指定していない金種を上段に
識別して上下段に仕分けできます。
金種の他に紙幣の裏表や方向の指定も可能です。

指定した金種のみ識別して計数
指定していない金種は計数を中止して
画面とブザーでお知らせします。

機種 寸法 重量 定格電圧・周波数 定格消費電力

BN16A W265×D285×H285mm 7.0Ｋｇ AC100V 50/60Hz 70W

機種 寸法 重量 定格電圧・周波数 定格消費電力

BN30A W266×D304×H335mm 9.0Ｋｇ AC100V 50/60Hz 110W

※ ５金種（日本円・US$・ユーロ€・中国元・韓国₩）対応のBN１６Ｂ/BN３０Ｂもございます。
１２金種（日本円・US$・ユーロ€・中国元・韓国₩/香港$ /台湾$/ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ$/ｵｰｽﾄﾗﾘｱ$/ﾀｲﾊﾞｰﾂ/ｶﾅﾀﾞ$/ｲｷﾞﾘｽﾎﾟﾝﾄﾞ）対応のBN30Ｂ12もございます。

バキューム式紙幣計数機

日本銀行券・外国紙幣が計数可能!!
100枚束の計数に!!
投票用紙の計数に!!

機種 寸法 重量 定格電圧・周波数 定格消費電力 計数スピード

BN-21A W325×D430×H435mm 30Ｋｇ AC100V 50Hz/60Hz 400W 3.5秒/100枚

BN-22A W300×D300×H700mm 38Ｋｇ AC100V 50Hz/60Hz 400W 4秒/100枚

クランパー容量 計数表示 設定表示 計数可能寸法(mm)

100枚+α 4桁 ３桁 50×100～100×180厚み0.06～0.12

KON MODEL BN-21 A
KON MODEL BN-22 A

◎ アラーム機能：計数枚数が１００枚でない時に表示と音でお知らせ
◎ オートスタート・マニュアルスタート切替え可能
◎バッチ（枚数指定）・加算機能

※ 納期・価格についてはお尋ね下さい。
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BN-LD BN-PR
税抜価格 ¥46,000 税抜価格 ¥56,000

計数スピード ホッパー容量 スタッカー容量

1000・1200・1500枚/分 500枚 200枚

計数スピード ホッパー容量 スタッカー容量

1000・1200・1500枚/分 500枚 200枚

【オプション】
窓口用ディスプレイ プリンター

【BN16A BN30A 共通の特長】

◎「合計金額」「合計枚数」「各金種の明細」を一画面に表示!!
操作しやすい日本語による設定と表示

◎金種の指定が可能「￥1,000」「￥2,000 」「￥5,000 」「￥10,000 」
◎多彩な計数モード 「金額・枚数明細」 「金額・枚数」 「枚数」 「金種検知」
◎わかりやすいタッチスクリーン方式のカラー４．３インチワイドLCDディスプレイ
◎オート/マニュアルスタート切替、バッチ（枚数指定）、加算機能、エラー検知表示
◎コンパクトで軽量、移動時に便利な収納ハンドル付き

【オプション】
◎窓口用カラーLCDディスプレイ ◎専用プリンター

※オプションについては事前にお問い合わせください。

税抜価格 ¥490,000

税抜価格 ¥290,000


