
サイネージ、ディスプレイ、 
パッケージ製作用に 
多用途をカバーするカッティングテーブル 

Kongsberg X シリーズ



KONGSBERG X 

業界随一のフレキシブルなプラットフォーム
で複雑な製作が簡単に
テクノロジーが急速に変化する世界では、将来のニーズをフレキシブルにカバーする生産設備に投資
することが重要です。

Kongsberg X では、現在必要な生産設備に確信を持って投資し、事業の成長に合わせて簡単にアップ
グレードすることが可能です。新しい資材、新しい用途を追加し、取扱可能項目を広げていけば、生産量
を増やし、新たな分野に参入できます。



共有リソース 技術 

シンプル化は、複雑な手作業も自動化します。 
i-cut Production Console の「共有リソース」機
能は、入稿ファイルを分析し、適切なツール、正
しいテーブル設定、カッティング順序を自動的
に選択します。 

その結果、誰がテーブルを操作しても、高速で
安定した生産が可能になります。経験豊かなオ
ペレーターに複雑なジョブを処理してもらう必
要はもうありません。

共有リソース は、顧客が要求する短納期に対
応します。 



パッケージプロダクション
Kongsberg X モデルは、パッケージやフレキ
ソプレートの製作に適しています。資材ポジ 
ショニングブラケットが、見当合わせや資材両
面のカット、折り、プロット作業を可能にします。

サンプルメーキング
Kongsberg X Designer は、サンプル作成や 
ジョブが頻繁に変わるパッケージ関連の作業に
最適なアプリケーションキットです。Kongsberg X 
には、道具を収納できる実用的なケースを備え
たフロントカバーが付属しています。

多用途の鍵は優れたエンジニアリング

サインプロダクション
サインプロダクションアプリケーションキットを
使用すると、軟資材、ロール資材、硬資材シート
からサインを簡単に製作できます。付属のカメ
ラやソフトウェアがビジョンカッティングを可能
にし、高性能ツールが幅広い資材の高精度・高
速ミリングとカッティングを実現します。

2D サインや 3D ディスプレイ、パッケージなど、
用途や資材にかかわらず、Kongsberg X カッ 
ティングテーブルはその難問に対処します。

Kongsberg X  のアプリケーションキット
（Designer、Sign Production、Packaging、 

Production、Flexo）では、ビジネスに合った構
成を簡単に選べます。

さらに、自由にアップグレードできるオプショ 
ンで、可能性が無限大に広がります。



スチール構造テーブルトップ
Kongsberg X シリーズは、頑丈で名高い 
Kongsberg テーブルトップ構造を採用。何十
年も使用した後でも、反り返ったり水平状態
が崩れたりすることはありません。 

自動シートフィード 
自動シートフィードが、紙のシートやプラスチックのシートをすばやく正確にロードします。毎分複
数のフィードを行うため、資材を継続的に処理でき、生産が途切れません。 

自動ロールフィードは、シートフィードへの装着も可能で、さまざまな資材と生産量に対応します。



MultiCUT-HP
MultiCUT-HP（High Power）は、超強力な液冷式フライス主軸を備え、性
能の劣る代替品と比べて数倍の生産性を実現しています。高出力と効率
的な冷却の組合せは、ミリングの負荷サイクルを上げる必要がある場合
や、分厚いアクリル、木材/MDF、アルミ複合材などの頑丈な資材を広範に
取り扱う場合に最適です。

Kongsberg X ツールヘッド： 高性能＆多用途 

FlexiHead
FlexiHead は、紙、紙器、ビニール、布地など、薄い軟資材を正確にカッ
トします。3 つのツールを装着できるツールステーションは、広範な標
準ツールインサートに対応しています。特別に設計されたナイフや折り
加工ツールインサートを使用して、段ボールの場合と同じ高生産性で
紙器を製作します。

PowerHead
PowerHead は、頑丈な資材（二層段ボール、三層段ボール、強化ダンボー 
ル、環境に優しい段ボールなど）の取扱に優れています。直径150 mm の
クリースホイールとスコーリング圧の強化で、50 kg 相当の圧力を実現し
ています。大型ホイールにより、リサイクル板紙を多く含む資材の内張り
を破損することなく、折り目を入れることができます。ナイフアダプタで 
V カットが可能になり、頑丈なコンテナ、コンテナ緩衝材、ペーパーコア
ディスプレイ用の留め継や極めて精度の高い折り加工にも対応します。

FoamHead
FoamHead はレシプロナイフを使用して、最大 86mm の厚さの発泡材
を加工できます。鋸状の刃を使うため、厚みのあるハニカム材にも対応
できます。長さの異なる 3 つのブレードアダプターが、資材の厚みに合
わせて刃の長さを制御します。高性能 Z 軸制御により、精度の高い部分
的なカットも簡単に設定できます。



すばやくミスのないツール交換
Kongsberg X でのツール交換は簡単で迅速。ツールを挿入して [スター
ト] を押すだけなので、ミスをすることもありません。バーコードのメモリ
に格納されているツールパラメーターがツールを特定するため、オペレー 
ターのミスを防ぎます。 

ビットとブレードが違いを生み出す

サリグラフィー ナイフツールで細部に至るまで 
処理
サリグラフィー ナイフツールは、紙や紙器の複雑な細部に至るまで、これ
までにない高水準で簡単にカットします。グリーティングカード、招待状、
販促品、紙器サンプルなどを、高い精度で滑らかに処理します。

オンライン購入可能なビット＆
ブレード
資 材 に 合った ビットやブレ ード を  E s k o 
Store でオンラインご購入いただけます。  
www.esko.com/ja/store のインテリジェント 
ビット＆ブレード検索をご利用ください。

コルスピード ツールが最高の品質を生む
コルスピード は、段ボール資材に強いインパクトを与えるツールです。振
動することなくカットし、高速で素晴らしい品質を実現し、最大でBC フルー 
トの厚みまでの資材を処理します。

https://store.esko.com/ja/store/store-country/


将来の事業ニーズに合わせてアップグレード可能な
Kongsberg X Starter バンドル

Kongsberg X24 デザイナー
スターター 

Kongsberg X24 サインスターター

Kongsberg X20 フレキソスターター 
（20 サイズのみ）

Kongsberg X スターターバンドルは、サンプル
の作成や小ロット生産に適しています。X Starter 
バンドルは、標準的な Kongsberg X と同じプ
ラットフォーム、ツール、プロダクションコンソー 
ル（iPC）を使用します。 

スターター バンドルはアップグレード可能で
す。小ロット生産の増加や大型資材をカットす
るジョブへの対応が必要になった場合、速度を
上げることができます（速度アップグレード）。

Kongsberg X Starter は、Kongsberg の長い製
品寿命や高い中古価値を活用できる安全な投
資です。すなわち、Kongsberg を手軽に体験で
きるということです。



適切なタイミングでアップグレード

速度アップグレード 速度アップグレードオプションには以下が含まれます

速度 X Starter：30 m/分 X：50 m/分

加速 X Starter: 3 m/s2 X:5.6 m/s2 

汎用性アップグレード 汎用性アップグレードオプションには以下が含まれます 

Design Starter  • 2 (X20) または 4 (X24) バキュームゾーンへアップグレード
 • Q-Vac
 • システムおよび HW 採用で全 X オプションが可能に

Sign Starter、Sign Light Starter  • 2 (X20) または 4 (X24) バキュームゾーンへアップグレード
 • ワークステーションアップグレード
 • iPC Sign Standdard から Sign Production へのアップグレード
 • 印刷シートやロールを自動フィードするコンベヤフィードオプション追加可能
 • Q-Vac
 • システムおよび HW 採用で全 X オプションが可能に

Flexo Starter  • 2 バキュームゾーンへアップグレード
 • ワークステーションアップグレード

全 Starter バンドル  • 86mm までの資材用にトラバースクリアランス拡張可能
 • PowerHead、FoamHead などのツールヘッド追加可能 
 • iPC ライセンスのアップグレード可能
 • コンベヤベルトオプション可

バンドル内容 TOOLHEAD IPC

デザイナー： デザインからカットまでを簡単＆迅速に。プロフェッショナルなサンプル作成にコスト効率
のよいオプション。 FlexiHead iPC Basic

フレキソ： プレート製作からカッティングまでに適したワークフロー。小型。CDI と連携。  FlexiHead iPC Flexo

サイン：サイネージの幅広い資材と用途に最適。 MultiCUT iPC Sign Std.

サインライト： ミリングを必要としないサイン製作に最適。幅広いナイフツールに対応。 FlexiHead iPC Sign Std.



卓越したユーザー体験

ユーザーエクスペリエンスをカスタマイズ
Kongsberg X のフロントエンド、i-cut Production Console 
は、グラフィックアイコンを使用したコミュニケーションを採
用。オペレーターは遠くからでも製作を監視できます。オペ
レーターごとにログインするため、言語設定やジョブリスト
管理のカスタマイズが可能です。

マイジョブリスト
進行状況や生産計画からジョブやバッチのカウントダウン
までを修正できることで効率が上がり、スケジュール通りの
納品を可能にします。過去のジョブを呼び出し、再度実行す
ることもできます。 



デバイスマネージャー 
デバイスマネージャー は、デバイスをどこからでも見られる機能です。進行中のジ
ョブがすべて表示され、オペレーターは Kongsberg テーブルを効率よく使用でき
るようにジョブを配分できます。デバイスマネージャー はリードタイムを短縮し、
不良品発生率を下げ、資材の無駄を排除します。小ロット生産をインテリジェント
に処理し、マシンの生産性を最適化することが可能です。デバイスマネージャーは 
i-PC のオプションです。 
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生産の無駄を排除

無駄は通常、製作の各段階で発生します。それは
受信箱にあるファイルだったり、使用していない
生産設備だったり、不良品、過剰生産、現場とのコ
ミュニケーション欠如だったりします。Esko のモ 

ジュラーショップフロアソリューションは、現場を
無駄のない生産ユニットに変え、デザインから出
荷に至るまで安定した生産を実現します。 
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1.ジョブ進捗を可視化 
i-cut Production Console のアクティブなコミュ
ニケーションにより、現場のあらゆる場所から生
産を完全に管理できます。

2.視覚的なワークフローコントロール
Device Manager がジョブの見積、計画、追跡、お
よびレポート生成を実行します。オペレータはジョ
ブキューを管理・コントロールできます。

3.共有リソース 
テーブル設定、カッティング順序、正しいツールを
自動的に調整します。

4.構造デザインワークフロー
ArtiosCAD は、パッケージ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す。
スマートメタデータとの通信で、Kongsberg カッ
ティングテーブルはカット速度と品質の最適化を
実現します。 

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。印刷不適格なデ
ザインを排除します。

6.出荷を最適化
Cape パレチゼーション機能で、 パッケージ、在
庫、出荷を簡単に最適化できます。

 
www.esko.com/ja/solutions/digital-finishing 
にアクセスし、無駄を省いて製作ワークフローを
改善する方法をご覧ください。

https://www.esko.com/ja/solutions/digital-finishing


ワークフローを最大限に活かす

ArtiosCAD ディスプレイストア   
ディスプレイのデザインが簡単になりました。あらかじめ用意さ
れたテンプレート（ArtiosCAD デザイン）を使えば、Konbsberg 
テーブルですぐにカットできるディスプレイを作成できます。
一度購入すれば、そこからさまざまなディスプレイが生まれ
ます。組み立て動画も用意されています。POP ディスプレイ
の製作をすぐに始められる上、CAD の専門知識も必要あり
ません！ www.esko.com にてご購入ください。

Quick Box   
どんなボックスも 3 つのステップで完成。15,000 種類の型から
ボックスを選び、縦、横、奥行きを加えると、商品に最適な梱包
箱を作成できます。設計スキルは必要ありません。Quick Box 
は、iPC のオプションです。 

緩衝材/発泡材 段ボールディスプレイPOP バナー



パッケージデザイン用 Studio  
印刷物を切り取って折り、のり付けする必要はもうありません。画面上に 3D パッケージモデルが表示されるため、作業スピー 
ドが上がり、クリエイティブな活動に注力できます。納品するパッケージアートワークの技術的精度も増すため、製作工程
でデザインに妥協することがなくなります。従来型のモックアップを作成しているお客様には、新しい選択肢をお届けしま
す。Studio を使用すれば、安価ですばやくバーチャルモックアップを作成できます。

バーコードプロダクション
バーコードプロダクションによるワンピースフ
ローは、安定した製作と最終品質を約束します。
異なるジョブが続く場合は特に推奨されます。
カメラがバーコードを読み取り、正しいツール
設定と製作設定を自動的に適用します。

 • QR
 • データマトリックス
 • Code39

紙器 プラスチック段ボール 保護包装 ペーパーコア 
ディスプレイ



www.esko.com

Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10º andar - São Paulo, SP, 04303-000 | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5579 6247 | info.japan@esko.com

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai, P.R.C, Zip Code: 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com
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X20 X22 X24 X44 X46 X48

作業領域（全ツール） mm 1,680 x 1,270 1,680 x 2,190 1,680 x 3,200 2,210 x 3,200 2,210 x 4,800 2,210 x 6,550

最大資材サイズ mm 1,740x1,750 1,740 x 2,570 1,740 x 3,575 2,270 x 3,575 2,270 x 5,250 2,270 x 6,930

最大資材幅
コンベヤ装着時 mm 1,680 1,680 1,680 2,210 2,210 該当せず

全体寸法
フロントパネル装着時 mm 2,800x2,200 2,800x3,100 2,800x4,100 3,330x4,100 該当せず 該当せず

RWS(1)(2)装着時の全
体寸法 mm 3,610x1,900 3,610x2,850 3,610x3,850 4,140x3,850 4,140x5,550 4,140x7,200

重量 kg 455 525 630 815 1,150 1,485

位置決め精度 (3) ±200 µm ±300 µm ±350 µm ±400 µm

反復精度 ±50 µm ± 60 μm

最大速度 50 m/分 

最大加速度(4) 5.6 m/s2 5.4 m/s²

垂直ツール力 標準ツールステーション：220 N.  PowerHead 折り目ステーション： 500 N

バキュームセクション数 2 2 4 4 4 4

標準トラバース 
クリアランス(5) アプリケーションキットおよびモデルサイズにより、50 mm または 95 mm 

オプショントラバース 
クリアランス(5) 50 mm　モデルはハイクリアランス 95 mm の標準装備可

オペレーターの安全性 
オペレーターや周囲の人を危険から守る DynaGuard Safety System を搭載。機械の可動部分 (トラ
バース、搬送部) を囲んだ光電池センサーが、非常時に即座に機械を停止し、オペレーターが運転
を再稼働させるまで待機。  

(1) 標準位置にて回転ワークステーションを使用して測定
(2) コンベヤ装着時は全長が若干増加
(3) 標準トラバースクリアランスで、作業領域全体に該当
(4) ツールと設定の組み合わせによって低下する場合があります
(5) カッティングマットなしで測定。最大資材加工厚はツールにより異なります。詳細は技術仕様冊子をご覧ください。

技術仕様

mailto:info.la@esko.com
mailto:info.china%40esko.com?subject=

