
小ロット生産加工
生産現場でのコントロール

Kongsberg カッティングテーブル 
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サイン、ディスプレイ、小ロットのパッケージン
グ生産に特化する企業は、処理能力を高め、プ
ロセス全体のコントロールを強化しようとして
います。Eskoは、世界中の企業がより厳しい顧
客の納期を満たし、リスクを回避しながら、営
業利益を高めることを支援します。メールボッ
クスで待機するファイル、アイドル状態の生産

設備、品質の問題、ショップフロアでのコミュニ
ケーション不足は、すべての不一致と大量の無
駄につながります。 

企業は無駄のない生産を求めています。価値を
最大化し、無駄を排除することです。Eskoのモ 
ジュール式ショップフロアソリューションはこれ
を実現します。

小ロット生産でコントロールを維持 
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1. i-cutプロダクションコンソールでの視覚的な
ジョブの進捗状況。距離表示、ジョブ、およびバッ
チカウントダウンの大きいアイコン。アクティブな
コミュニケーションにより、ショップフロアのあ
らゆる場所から完全な生産管理を保証します。

2. 視覚的なワークフローコントロール。デバイスマ
ネージャはジョブ推定、計画、追跡、およびレポー 
トを提供します。オペレータはジョブキューを管
理およびコントロールできます。 

3. i-cutプロダクションコンソールでの共有リソー 
ス。デザインおよび生産ファイルからの情報は、
テーブル設定、カッティングシーケンスおよび正
しいツールを自動的に調整するために使用さ
れます。共有リソース技術により、複雑で時間
がかかる手動タスクがなくなり、生産に一貫性
がもたらされます。  

4. 構造デザインワークフロー。ArtiosCADはパッ
ケージングおよびディスプレイデザイン向けの世
界をリードするソフトウェアであり、スマートメタ
データと通信するため、Kongsbergカッティング
テーブルはカット速度と品質を最適化できます。 

5. プリプレスワークフロー。使いやすいi-cut Suite
ソフトウェアによる強力なプリフライトおよびネ
スティング。専用プリプレスソフトウェアは、印刷
機効率を最適化し、オペレータの時間を節約し、
エラーを削減するため、高価な素材がミスにより
無駄にされることを回避します。 

6. パッケージを出荷。統合されたCapeパレチ
ゼーションは、 パッケージング、在庫、および出
荷を最適化することを保証します。 

KongsbergカッティングテーブルとEskoのプリプ
ロダクションソフトウェアはスタンドアロン利用
向けに最適化されています。ただし、顧客コミュ
ニケーション、ファイル、フロー、ショップフロア、
管理、および設備の効率において、利点が追加
されています。



Kongsberg Cシリーズのデジタルカッティングテー 
ブルは、特に、24時間連続稼働環境で連続運用
するために設計されています。 

これらのカッティングテーブルは、段ボールパッ 
ケージング、POP製品、および硬い素材から作
られたその他の製品ディスプレイの生産で優
れています。

2 4 時 間 連 続 稼 働 環 境 に 対 応 す る た め
に、Kongsberg Cには、合金テーブルトップや
テーブルトップ水平マッピング、スチールラッ
クアンドピニオンドライブをはじめとした業界
で最も高度なモーション制御システム、高いパ
ワーのミリング、カット、および折り用の頑丈な
ツールポジションなどの機能があります。   

速度と加速
Kongsberg Cは新しい標準を設定し、最速 

（100 m/分）、加速（最大1.7 G）および超高速ツー 
ル移動によって、小ロット印刷の制限を押し上
げます。カッターの堅牢性により、最高速度で
ほとんどの素材のナイフカットを可能にします。

サインプロダクション用のKongsberg C24とコンベア。Kongsberg Cは
24、44、60、および64として提供されています。
技術仕様については、esko.com/kongsbergを参照してください。

パフォーマンスのためのKongsberg Cシリーズ



Kongsberg Xはさまざまなカッティングアプリケー 
ションの多用途性を実現します。フォーカスが2D
または3D、パッケージング、ディスプレイである
かどうかは関係ありません。

Kongsberg Xカッティングテーブルは企業のニー 
ズとともに進化します。ビジネスのニーズに合
わせて、アップグレードし、カッティング、クリー 
シング、およびミリングツールを追加できま
す。Kongsberg Xシリーズは、現在および将来
においてあらゆるフィニッシングジョブに対応
できることを保証します。Kongsberg Xはあら
ゆるジョブまたはアプリケーションに最適です。

Kongsberg Starterの紹介
Kongsberg X Starterは、価値、信頼性、正確性、
操作性を備えた、手頃な価格のカッティングテー 
ブルです。

Kongsberg Xには、エントリレベルのサンプル/サ
イン/ディスプレイ製造向けに標準設定が装備さ
れています。カッティングテーブルは速度とツー 
ルにおいて簡単にアップグレードできます。

パッケージングプロダクション用のKongsberg X は20～48 
の異なるスタイルキットとサイズで提供されています。
技術仕様については、esko.com/kongsbergを参照してください。

多用途向けのKongsberg Xシリーズ



i-cut プロダクションコンソール
i-cut プロダクションコンソールは、Kongsbergカッ 
ティングテーブル用の強力かつ直感的なフロン
ドエンドです。

わかりやすいユーザーインターフェイスにより、オ
ペレータはKongsbergテーブルを最大限に活用
しながら、日々の製造を最適化できます。MyJobs
リストは生産されるために待機しているすべて
のジョブにリンクしています。  

 • カッティング時間の推定
 • ジョブ進捗状況の追跡（ジョブステータス、

カウントダウンなど）
 • 簡単なジョブ設定、工場または顧客定義
 • マルチゾーンプロダクション
 • カット、クリーシング、ミリング品質を最適化

するビルトインのパラメータ
 • 折り深さ制御（フルート/紙目依存）
 • デザインまたはステップ&リピートを混在す

るためのネストレイアウトの追加 
 • 自動ライン最適化（メタデータ/ArtiosCAD

統合）  
 • カッティング速度と品質を最適化するため

のインタラクティブなライン編集のための
ツール 

 • 高度なミリングサポート

ArtiosCADオンラインデ
ィスプレイショップ
ArtiosCADディスプレイストアでは、全員がディス
プレイを提供できます。POPディスプレイを製造
するための設備があり、デザイン能力が不足して
いるビジネスはこのサービスから利点を得ること
ができます。ショップには、Kongsbergテーブルで
カットするために最適化されたArtiosCADファイ
ルが含まれます。組立指示ムービーが各デザイ
ンに含まれています。リクエストに対応できます。

QuickBox
QuickBoxでは、オペレータが3ステップで標準ボ
ックスを作成できます。基本構造デザイン、サイ
ンまたはディスプレイ製品のカスタム出荷ボッ 
クスを作成するのに最適です。  

Kongsberg Operate



Kongsbergカッティングテーブルは柔軟性と処
理能力のために設計されています。処理する
必要がある資材に関係なく、フィニッシングワー 
クフローの特定の部分をさまざまな方法で自
動化できます。

シートオートメーション
Kongsberg i-BFフィーダは生産性を高めます。i-BF
は、 資材の搬送連続フローで、毎分3フィードサ
イクルでパレットから迅速かつ正確に段ボール、
厚紙、およびプラスチックを給紙します。 

積み上げ、はさみ持ち上げ、作業テーブルを使用
する必要はありません。独自のプロセスパレット
または汎用パレットを使用できます。 

ロールオートメーション
ロールオートメーションは、スタンドアロンソリュー 
ションまたは生産量を高めるためにカスタマイ
ズされたシートおよびロール自動化ユニットの
一部として可能です。

マルチゾーンプロダクション
マルチゾーンプロダクションにより、2つのシー
トをロードし、Kongsbergカッティングテーブル
で生産能力を2倍にすることができます。マルチ
ゾーン技術は、高価な アドオンなしで、連続して
実行するカッティングテーブルを保持します。 

パネルでのゾーン制御により、ジョブの位置に基
づいて、個別または自動でバキュームセクション 
がオンおよびオフになります。

ロボティックオートメーショ
ンがもたらす新しい機会 
ロボティック資材処理はショップフロアに利点
をもたらします。パレットから直接資材をロー
ドし、必要に応じて無人で実行されます。グリッ 
パはさまざまな素材を処理でき、カッティング
アップタイムは100％です。ロボティックフット
プリントの柔軟性は、異なる生産方法の自動化
を可能にします。 

ロボティックオートメーションはショップフロアに利点をもたらします。

Kongsberg Automate:  
自動化で生産を高める

Kongsberg i-BFフィーダでのシートオートメーション。
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2つのシリーズのKongsbergカッティングテーブ
ルには、要求が厳しい多用途の生産環境向けの
さまざまなツールがあります。 

自動ツール調整 
自動ツール調整は独自の技術で、イメージ処理
を使用して自動ツール校正を提供します。この機
能は、ツールが常に完璧に調整された状態で実
行されることを保証します。これは、高速処理速
度で高品質出力を行うための前提条件です。 

自動ツール調整は自動化されています。つま
り、慣れていないオペレータでも、時間を失っ
たり、エラーを起こすことなく、最高品質の出力
を実現できます。

カッティングテーブルの適切
なビットとブレードを購入
Kongsbergカッター用の適切なビットとブレード
を見つけるための最も簡単な方法はEsko Store
を使用することです。

インテリジェントなビットおよびブレード検索
機能により、あらゆる用途に適した適切な資材
の適切なツールを注文できます。www.esko.
com/store

新しいツール：CorruSpeed
ツール
CorruSpeedツールは、段ボール素材用の新し
い高インパクトツールです。振動なく、最大BC
フルートの素材をカットします。このツールは、
最高ボード品質で、最大速度で段ボールをカッ
トできます。

Kongsberg ツール
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