
神
戸

①　自動倉庫「Flexstore/ フレックスストア」
②　ビームソー「Gabbiani P80」
③　5軸制御縁貼り機能付き「morbidelli P200」
④　直線自動縁貼り機「stefani KD-HP」

SCM 自動倉庫「Flexstore/フレックスストア」SCM 自動倉庫「Flexstore/フレックスストア」

個別内覧会については、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。

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。

キャビネット /テーブルトップ /建具などの材料となるMDFやパーチクルボード等の大きな原板を
サイジングする作業現場において、加工機へのボードの積み下ろしは大変な重労働です。作業者の負担
軽減のため、何らかの方策を練らなければなりません。また、人手不足やコロナの影響でも企業の対応が
迫られている新しい労働環境。しかし、自社の限られたスペース内で、どう対応すれば良いのか・・・

コロナ
対　策
実施中

●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

Flexstore は、倉庫にある原板ストックを管理だけで
なく、加工内容に合わせてランニングソー等のカット
マシンに自動投入する「自動管理倉庫」です。重い
原板を扱われるお仕事の場合、オペレータ様の負担
軽減にもつながるだけでなく、怪我のリスクを減ら
し、安全で効率のいい作業動線を作り出すことが可
能です。
また、自動管理システムによって、カット作業の監
修を削減し、オフカットの保存・管理だけでなく、
夜間に翌日の作業順にカットパネルを自動準備する
等、現場やオフィスのオペレータ様の負担を大幅に
軽減します。

DKSH からのご提案　 SCMの自動倉庫「Flexstore/ フレックスストア」を導入すれば
　　作業負担の軽減、人手不足の解決、倉庫スペースの確保が一気に解決します！

自動倉庫 「Flexstore」のメリットFlexstore

DKSH からのご提案

個別内覧会を開催

Flexstore で 働き方改革！働き方改革！

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

5/23(月)－5/27(金)

09:30
17:00

～

tecwm.jp@dksh.com, www.dksh.jp/scm



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

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。

POIN
T!

ＨＥ-POD搭載で、パネルの切り
出し/縁貼りを同工程で処理!

直線自動縁貼り機 「stefani KD-HP」

POIN
T!

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!

縁材とパネルの間の隙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 )

高性能ハイスペック型ランニングソー「Gabbiani P80」
「gabbiani p80」は、高精度、高鋼性、高速移動を実現し、切断時間
の短縮や切断品質の向上に貢献する gabbiani シリーズのミドルレン
ジモデルのランニングソーです。
タッチパネル「eye-m( アイム )」のカンタン操作だけで、各種欲しい
寸法を、自動カットで歩留り高く板取できます。
機械本体やテーブルにエアーフローティングを標準装備しており、重
量のある原板や表面がデリケートな材料でも、軽快に作業できます。

POIN
T!

フレックスカットで、欲しい順番に
板取りができます。

フレックスカット

リップカットの後のクロスカット時に 2枚同時に投入して、独立クラ
ンプが２つの異なるサイズをカットすることができる有能な装置で
す。必要なサイズから順番に切り出すことができ、ジャスト・イン・
タイムの生産体制を築くことができます。

従来のランニングソーと比べて、生産能力が 30%もアップし、20%
もスペースセービングできるシステムです。リップカットとクロス
カットの同時加工することも可能です。

POIN
T!

操作画面「eye-m」での操作で
どなたでも簡単に扱えます。

アクセス

5軸制御縁貼り機能付き「morbidelli P200」

DKSH MES Japan K.K. Kobe Branch
DKSHﾏｰｹｯﾄｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 神戸営業所
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2022 年 5 月吉日 

お客様各位 
 

 

    DKSH マーケットエクスパンション 

サービスジャパン株式会社 

    テクノロジー事業部門  

    木材加工機械部 部長 岡 秀実 

 

 

自動管理倉庫 Flexstore個別内覧会のご案内 

 

新緑の候、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き

立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

弊社木材加工機械部では、本年５月２３日（月）～ ５月２７日（金）の５日間、神戸ショールーム

（神戸市摩耶埠頭）にて「 自動管理倉庫 Flexstore個別内覧会 」を開催致します。 

 

ヨーロッパでは、パネル加工の生産過程において、省人化や多品種少量生産というニーズに対応する

ため、それを管理する生産管理システムの構築が急速に進められております。 今回お披露目する、

自動管理倉庫 Flexstore+ランニングソーgabbianiP80 は、御社の原板管理とパネル切断工程におい

て、作業効率向上、保管効率向上、ハンドリング性向上等、より多くの導入効果が期待されるマシン

となります。 

ご参加の皆様には、この内覧会を通して自動管理倉庫に関する理解を深め、マシンの導入効果を実感

して頂けることと存じます。 

 

なお今回の体験会につきましては、デモの時間を設定し、できるだけ「個別対応」とさせていただく

ために、事前のお申込みをお願いしております。お手数ですが同封の「ご来場登録用紙」に必要事項

をご記入の上、ファックス（神戸営業所 078-871-7488）までご返信ください。 

 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

敬具 

 

 

 

記 

 

自動管理倉庫 Flexstore 個別内覧会 
  

【日時】2022 年 5 月 23 日（月） ～ 5 月 27 日（金） 9：30～17：00  
 
 【場所】DKSH MES ジャパン株式会社 神戸ショールーム 神戸市灘区摩耶埠頭 
 

【機種】自動管理倉庫 + ランニングソー「Flexstore EL + Gabbiani P80」 

               縁貼り機能付き NC「morbidelli P200」 

               エッジバンダー「stefani kd HP T-ERL AirFusion 機能付き」他、 

以上 



 

 

自動管理倉庫 Flexstore個別内覧会  

ご来場登録用紙 

個別内覧会にご来場予定のお客様は、あらかじめ本登録用紙をファックスにて当方へお送りください。  
 

1. ご来場される方のお名前をご登録ください  

 
 
 

2. ご希望の来場日時をご記入ください。 
 ※ 1 日 4 組様限定（午前：2組、午後 2 組）＊先着順による事前予約制です。 

 ※ 先着順のため、ご希望の日時をお取りすることできず弊社担当営業より日程調整のお願いをさせて頂く場合がございます。 

 

会場：神戸ショールーム 

  5月 23日 （月） 

        ～ 5月 27日（金） 

 

 

 

3. この内覧会でご覧になりたいものは？（あてはまるもの全てにチェックしてください）  

 

会社名  

ご来場予定人数                名 

ご氏名 
（複数でご来場の場合も代表 1名様のお名前をご記入下さい） 

部署・役職  

会社所在地 
〒 

電話番号 （            ）             － 

第 1希望：   月   日 第 2希望：   月    日 

□ 午前 （     時頃） 

□ 午後 （     時頃） 

□ 午前 （     時頃） 

□ 午後 （     時頃） 

□ 自動管理倉庫 □ ランニングソー □ マシニングセンター □ エッジバンダー 

□ その他 （                                                        ） 

FAX：078‐871‐7488  ＤＫＳＨ MESジャパン株式会社  吉松 宛 

代理店：代理店名 及び ご担当者様 


