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電車でお越しの場合
■東武線　春日部駅 西口 徒歩約25分　タクシー約5分

お車でお越しの場合
■東北自動車道 岩槻ICより春日部方面約20分（国道16号経由）

埼玉ショールーム

埼玉県春日部市大沼４－３６－１

7/8(木)－7/16(金)

電車でお越しの場合 - 新神戸駅または三宮駅からタクシーで約15分
（マヤフトウのケイヒンビルとご指定）
お車でお越しの場合
- 阪神高速３号神戸線　摩耶出口から南へ５分
- 阪神高速５号湾岸線　摩耶埠頭インターで、ハーバーハイウェイに
　乗り継ぎ。摩耶ランプ出口（右車線）から西へ１分

神戸ショールーム

兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭 ケイヒンビル

6/28(月)－7/7(水) アクセス

両傾斜モデルのスライドソー。
minimax モデルのお手頃な価格設定が魅
力で、加工の可能性を拡げます。
ノコの昇降・傾斜、そしてリップフェン
スの幅決めはNC 制御です。数値設定のボ
タン操作で、誰でも簡単にポジショニン
グが可能です。
また、角度定規を使う場合も、便利な留
先寸法の自動補正機能も備えており、高
レベルのカット作業が精度よく行えます。
フードカバーも完備しており安全面でも
安心です。初心者にも優しい操作性で、
快適な作業環境を整えるにはこの一台で
決まりです。

両傾斜スライドソー
   「minimax si x」 「minimax si x」

ノコもリップフェンスもNC制御で
調節可能で使い勝手バツグン !

⑨ 5 軸制御式 CNC マシニングセンタ　「morbidelli M100」 NEW
⑩ ギャングソー　「ヴァリオリップ 310M2」 NEW
⑪ 高性能モルダー　「ユニマート 317」 NEW
⑫ 自動クロスカットソー　「オプティカット s50」NEW
⑬ 高性能スライドソー　「minimax si x」
⑭ 直線自動縁貼り機　「olimpic K360 T-E」

埼
玉

出展機一覧

神
戸

① 自動クロスカットソー　「オプティカット s50 プラス」 NEW
② パワーロックモルダー　「パワーマット 700 + アプリ」
③ 高性能モルダー　「ユニマート 523」 
④ ギャングソー　「ヴァリオリップ 310M1」 NEW
⑤ 縁貼り機能付きマシニングセンタ　「morbidelli P200」 NEW
⑥ 直線自動縁貼り機　「stefani KD-HP」
⑦ 高性能スライドソー　「minimax si x」
⑧ 刃物外周測定器　「オプティコントロール」

ビジネスサポート個別内覧会

6月28日
(土日は除きます）

7日 7月
DKSH ジャパン 神戸ｼｮｰﾙｰﾑ DKSH ジャパン 埼玉ｼｮｰﾙｰﾑ

DKSH ビジネスサポート個別内覧会DKSH ビジネスサポート個別内覧会DKSH ビジネスサポート個別内覧会

個別内覧会は２拠点で開催されます。弊社HPをご確認下さい。　
事前登録制となっております。ご来場希望のお客様は、来場登録用紙を
ＦＡＸにてご提出頂きますようお願い申し上げます。

- 7月 8日
(土日は除きます）

16日- 7月09:00
17:00

～

感染防止への取り組み
●従業員の健康管理・マスク着用
●定期的な館内および備品の消毒
●館内での社会的距離の確保
●商談スペースの飛まつ防止対策パネル設置

ご来場時のお願い
●咳エチケット等にご配慮いただき、マスク着用をお願い致します。
●会場入口での検温実施にご協力ください。
●消毒アルコール等設置場所では手指の消毒をお願い致します。
●適切な距離の確保へのご協力をお願い致します。

　1日 4組様 ( 午前 / 午後 2組ずつ）の人数制限を設けた個別内覧会を開催いたします ( 事前予約制 )。
長期化するコロナ禍においても、気を緩めずに 3つの密を避ける対策を徹底し、少人数制の安全な
環境で、先進の木工機をご紹介いたします。これからもDKSH は、皆様のビジネスをご支援いたします。
　　　　　　　　　　　　　　( 先着順のため、ご希望にお応えできない場合はご連絡の上、日程を調整させていただきます )

コロナ
対　策
実施中

オプティカットs50プラス(神戸)オプティカットs50プラス(神戸)オプティカットs50プラス(神戸)

5軸CNCマシニングセンタ5軸CNCマシニングセンタ5軸CNCマシニングセンタ

自動クロスカットソー自動クロスカットソー自動クロスカットソー

morbidelli M100(埼玉)　morbidelli M100(埼玉)　morbidelli M100(埼玉)　

このクラスではたいへんユニークな存在の
オールインワンテクノロジー。新装備も加え、
高いコストパフォーマンスにより生産の効率化
に寄与します。

高精度クロスカットソーの新型機。
前後の搬送装置を搭載することで
加工の自動化が可能となります。
省力化・生産性がさらにアップします。

NEW 

NEW 

コロナウイルス  90% 減少
ノロウイルス  99.999% 減少
大腸菌・黄色ブドウ菌 99.999% 減少

「ティタノ TiTANO」は、大腸菌や黄色ブドウ球菌などへの抗菌だけで
なく、新型コロナウイルスやノロウイルスなどの抗ウイルス対策として
も優れた効果を発揮します。ドイツでは特許取得済み

ルフトハンザ 
ドイツ航空機
内で優れた抗
菌効果を確認

境を整えるにはこの一台で

両会場に出展します！

埼玉神戸

●従業員の健康管理・マスク着用
●定期的な館内および備品の消毒
●館内での社会的距離の確保
●商談スペースの飛まつ防止対策パネル設置

両ショールームの
商談スペースには
TiTANOが塗布済み。
安心してご来場
いただけます。

　1年間効果が持続する抗菌コーティング
　ティタノ「TiTANO」/ DKSH ジャパン

各種菌やウイルスに効果を発揮

「ティタノ TiTANO」のお問い合わせは岡野 /松永 03-5730-7600 まで。



全世界で圧倒的なユーザー数を誇るこの「オプティカット」の魅力。それは、
なんといっても「カットスピードの速さ」「安全性」「材料歩留まりのアップ」
の３点です。従来カット機の約３倍の生産スピード。加工部はカバーで覆われ、
手を近づける危険性はありません。材料歩留まりは１０%もアップ。

しかしこれだけではありません。エントリーモデル「オプティカット s50」に
自動搬送機能を装備できるようになりました。その名も「オプティカット s50
プラス」。

これにより、更なる生産の自動化、省力化が進みます。
コロナウィルス終息後、企業として「強い価格競争力」と「高い生産性」を備
えることが勝ち残るために重要なカギになることは間違いありません。
手間と時間のかかるクロスカット工程。ワンマンオペレーションも視野に入れ、
これを最大限に効率化させることが、企業の競争力アップへの近道です。

自動クロスカットソー

小割り幅のセットアップ作業は非常に手間が掛かります。
しかし、ムーバブルソーを使えば、セットアップの手間が大幅に削減さ
れます。
ムーバブルソーを２基まで搭載可能なヴァリオリップを使えば、投入す
る部材の状態を見ながら自由に、そして瞬時にノコの位置決めができま
す。
投入材ごとに割り幅を素早く調節できるため、無駄のない木取りができ、
驚くほど歩留りが向上します。小ロット・短納期生産が可能となり、そ
の結果、材料コストや製品在庫の大幅な削減が可能となります。
埼玉ショールームでは、ムーバブルソー 2基のヴァリオリップがご覧い
ただけます。

ギャングソー　「ヴァリオリップ 310Ｍ2」

5軸制御マシニングセンタ

その価格性能比では比類ない、日本でも多くの納入実績を誇る
「Tech Z5」が、新開発の装備も加わり「morbidelli M100」として
生まれ変わりました。
「作業スペースや安全性」、「メインスピンドル」、「ボーリングヘッ
ド」、「ツールマガジン」について、大きく進化を遂げています。
高度にモジュール化された本機は、お客様の加工用途や投資計画
に合わせて、最適な仕様に自由に構成することができます。
パネル材、キッチンキャビネット、窓枠、家具など、すべてのニー
ズに合わせて構築できるソリューション。
「morbidelli M100」は、まさにお手ごろ価格のオールインワンテ
クノロジーです。

縁材とパネルの間の 間が許されない水回り。色褪せない見た目の美しさ、手
触りの滑らかさ、接着強度等、数々の利点から「ゼログルーライン」技術が注
目されています。でもレーザーは高い！ SCMにはお手頃なホットエア方式の
「エアフュージョン」があります！
レーザーよりも安価で導入でき、なおかつ面倒な糊タンクのメンテナンスも不
要です。糊のはみ出しがなく、拭き上げ作業など後工程も不要で人件費削減。
接着も不要で、ランニングコストも節約。さらに、加熱時間を 50%短縮で、
生産性が 10%も向上 ( 当社比 )

直線自動縁貼り機

「ユニマート 523」

ヴァイニッヒでしかできない技術「パワーロック」！刃物の着
脱はたったの数秒で完了。回転数は３割増しの８０００ｒｐｍ
で美しい仕上がり肌が得られます。
プロファイル形状の素早いセット替えをご覧いただけます。

「olimpic K360 T-E」5 軸制御縁貼り機能付き「morbidelli P200」
パネルのカットや穴あけ加工、曲面加工、そして縁貼り加工を一台でこなします。
しかも、材料固定の「ポップアップ」機能を使うことで、従来型と比較して作業
効率が格段にアップします。
これにより、省スペース化 /省人化が飛躍的に進み、半製品の在庫も大幅に削減
できます。
必要な時に必要な分だけ作れば良い、「少量多品種生産」が実現するのです。

ヴァイニッヒモルダー

割り幅調節が非常に簡単!
投入材に応じた小割りの実現!

「ユニマート 317」

コンパクト設計により
            省スペース化を実現 !

埼玉には省スペース対応型エッジバンダーを出展。コンパクトでも、0.3mm
の薄物から 6.0mm の木縁まで貼れるハイパフォーマンスタイプ。
標準仕様で 6.0mmまで貼れるコンパクトマシンはそうそうお目に掛かれませ
ん。薄物・ローカン・木縁の設定変更も非常に簡単です。
また、アイコン式の簡単操作パネルによって、トリミング自動位置決めが可能
です。ミーリング機能も装備！

「オプティカット s50 プラス」

「オプティカット s50」

「morbidelli M100」

「stefani KD-HP」

「パワーマット 700 + アプリ」

ＨＥ-POD搭載で、パネルの切り
出し/縁貼りを同工程で処理!

埼玉には自動欠点除去機能を備えたオプティカットを展
示しています。

上下左右の追加軸として、または角度を付けた加工のため、オー
ルラウンドで活躍する自由軸を装備。
今注目の抗菌・項ウイルス塗布剤 TiTANO( 裏面参照 ) のご紹介
に合わせ、手摺り用丸棒加工をご覧いただけます。

シンプルな 5軸仕様を展示しています。5軸でも様々な成形加
工が可能です。手摺り用び丸棒やフローリング加工をご覧いた
だけます。

SCMの特徴のひとつである
材料固定能力は必見です !

神戸展示

「ヴァリオリップ 310Ｍ1」
神戸ショールームでは、ムーバブルソー 1基のヴァリ
オリップを展示します。

ホットエアによる縁貼り加工で
グルーラインはもう見えません!

オペレーターは材を投入するだけ
後は機械が考えてカットします! 8,000RPMで仕上がり肌もアップ

自動幅・厚み決め機能も搭載!

各種搬送装置を装備できます。

s50 プラスには、搬入側・排出側に

埼玉展示

神戸展示

神戸展示

神戸展示

神戸展示

神戸展示

埼玉展示

埼玉展示

埼玉展示

埼玉展示

パワーロックにより刃物の着脱が
数秒で完了します!

パワーマット700パワーマット700パワーマット700 ユニマート523ユニマート523ユニマート523 ユニマート317ユニマート317ユニマート317


