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トレンジニアリング  

地球にやさしい再生可能製品ソリューション
の為のグローバルシステム専門知識  
 
新しいサービスのコンセプト  

ライフサイクル全体を通して機械効率を高める  

AHEAD 



純粋な技術革新  
不釣り合いな程の吐出量を出す新単軸押出機KME60-41BR 

単軸押出機KME60-41B/R 

PE・PP材を使ったパイプ押出 KME60‐41 B / Rモデルは、単軸押出機の新シリーズのほんの一例です。 

革新的な特許取得済みのスクリューコンセプトと連動した41 L / Dの実際の処理長は、ユーザー 

に多くのメリットをもたらします。固有の吐出量を不釣合いに増大させただけでなく - 低溶融温度 

および配合の均一性が大幅に製品の品質を向上させます。 



純粋なバリエーション  
新しいZEブルーパワー/二軸（ツウィンスクリュー）押出機シリーズと共に  

ZEブルーパワー ツウィンスクリュー押出機  
新ZEブルーパワー ツウィンスクリュー押出機シリーズは無数のモジュラー設計のバリ
エーションのおかげでユーザーが全く新しいコンパウンディングの次元に入れます。 
その際立った特徴は1.65のDa/Di拡大径比を有し、16ナノメートル/㎤という30％を超える 

極めて大きい増加トルク密度を持ち、全く新しい処理装置になっていることです。 

最適化された駆動は水冷３相モーターを従え、高効率ギアボックスはそれ以外を行います。 



親愛なるお客様、読者の皆様へ 

10月のプラスティックとゴムの業界の注目はヂュッセルドルフのK2013トレードフェアに 

集まります。クラウスマッフェイベルストルフの専門家に代わり、私は皆様のご来場と

我々のブースへのお越しを歓迎致します。私は皆様のご来場が価値あるものになると

確信しています。なぜなら、クラウスマッフェイベルストルフは全領域に渡る本当の革新

を皆様へ再現するため待っているからです。すなわち、 

〇より環境に優しい（エコロジカルな）且つ経済効率化への方法を示す革新です。  

〇競合相手に一歩皆様を先んじさせる革新です。 

〇皆様の持っておられる機器の全サービス寿命において、その有効性、実効性と製品 

  品質目標に付加価値を与える革新です。 

我々のトレードショーの見出し“トレンジニアリング”のモットーのもとに、 

K2013見本市では、我々は御社の部門におけるトレンドを設定し、弊社も業界でトップ 

クラスの“全体機器効率”の下にグループ化し、確かな投資の押出技術システム 

ソリューションを紹介しています。全体のシステムを通して、材料、生産、コスト競争力の

高効果を得るためには、より大きな柔軟性と高い環境性だけでなく、高い実行性ある機

械と部品が必要です。それゆえ、弊社は未来のトレンドの新しい最適化された可能性を

今回提案できるのです。 

是非来て、我々と一緒にその未来を経験してみてください。 K2013トレードフェアで

ベールを脱ぐ世界初の商品を来て、見てください。新しいKME単軸スクリュー押出

機類は処理長の増加とこれまでの弊社の単軸押出機と比較して不釣り合いな程

高い吐出量を提案しています。 

また新しいZE ブルーパワー ２軸押出機シリーズは、コンパウンディング技術の世界に

完全に新しい次元を切り開きます。 技術革新との組合せのお蔭で、御社は大幅に少ない

エネルギーで、大きく高吐出量をZE ブルーパワーを使って達成することが出来ます。 

これらすべての新しい開発と共に、“トレンジニアリング”はマシンの高い有効性、最適性

能、トップエンド製品品質のおかげで、御社の毎日の生産プロセスが具体的になります。 

言い換えれば、“設備機器全体効率”と同義である基準です。 

皆様が当雑誌を楽しんでくれることを望みます。 

Peter Roos 

President of the Extrusion Technology Segment 

KraussMaffei Berstorff, Hanover 

カバー ストーリー 
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4 
トレンジニアリング ： 再生可能製品ソリューションの為の世界的システム専門知識 

最適化している発泡プロセス 

シャウムタンデックス領域の新しいメンバーへの紹介 

9 13 
強い印象を与えるハイテク機能: 

多層押出機器の熟練技はパイプ製造者をも感動させる 



不釣合いな程高められた吐出量 

新シリーズからの一例としてKME 60-41 B/R モデル 

地球にやさしい (再生可能 )製品ソリューションに対するグローバルシステムの熟練技  

 

全面的な革新 
地球にやさしい持続(再生)可能性に対して努力することは貿易産業が世界中で設定している大きなトレンドの一つである。 

資源節約、排出量を低減、リサイクルの拡張 - これらは、弊社顧客の目指しているところであり、クラウスマッフェイ ベルストル

フ社は常に顧客にこれらの目標を達成する新しい方法を示している。お客様がそれらを必要とするとき、我々は革新的な 

ソリューションを用意しているからです。“トレンジニアリング”という今年のトレードフェアのモットーを掲げ、クラウスマッフェイ 

ベルストルフはK2013のトレードフェアで自然に優しい持続可能な生産ソリューションの為のグローバルシステムを紹介して

います。 

記事: ジョアキン ウェーバー    写真: ハラルド メーネート  , 編集: コミュニケーションズデザイン 

4 アヘッド 発刊 02.2013 カバーストーリー 



エ 
ネルギー効率性と高効率生産, 軽量化ながらも最高製品 

        品質と機能性, より早い処理加工と高い機器有効性: プラス
ティック加工生産システムに求められるのはこうした多相面
に及ぶものだが、新しい技術は常にスポットを浴びている。 

. 

クラウスマッフェイ ベルストルフはこれらの要求に広い製品領域と継続的

な技術開発で応えています。お客様が当然、他社に先駆けて一歩先の競

争力を持つために機器をクラウスマッフェイベルストルフに依存している為、

弊社の最も重要な目的は、競争力をお客様に提供することです。 

私たちはK2013のトレードフェアでまさにそうした機器を展示しています。 

弊社はお客様のニーズにお応えするために自らをお客様と向き合い、 

リサイクル材をより簡単に使用させたり、サイクルタイムの短縮により効率を上げて、

エネルギーと材料を節約した事業プロセスを提案しています。 

新しいデザインだけでなく新素材や素材の組み合わせにより摩耗を低減

させ有効性を高めています。 

こうして柔軟性を生みだすとき、我々の応用性は短命に終わりません。短い切り替え

時間は、個別化の時流に乗り、小さなバッチ(処理単位）に続くのです。 

但し、全プロセスおよびハードウェアの開発は、少なくとも最終製品の高品

質の維持、さらには優れた品質に高めるという前提の下にあります。これこ

そ、押出工場が私たちから期待をしている事であり、弊社は“機器全般の効

率性”の継続改善に努めているのです。 

K2013のトレードフェアにおいて、クラウスマッフェイ ベルストルフは広範囲の刷

新と多くの新部品や押出技術からくる機器および高効率に改良を証明した製品

を紹介するでしょう、 

より大きい吐出量と配合の為のパフォーマンスの向上 

新しいZEブルーパワー二軸押出機シリーズは、多くの革新的なエネルギー効率
と加工技術機能を備えています。 

より高い吐出量 

ZE 65 ブルーパワー２軸押出機で吐出量の増加とより高いトルク 

そのシリーズは、水冷三相モーターと高効率ギアボックスの付いた作業時

最適化駆動トレインが並び、完全に新しい処理装置で顧客を獲得していま

す。以前のシリーズ -ZE-A UTX-と比べるとZEブルーパワーはそ

の特性で際立っています。  

すなわち  高いDa/Di径比1.65および16ナノメートル /立方センチ

メートルと30％を大きく超えるトルク密度です。  

このトルクを安全に工程に組み込むため、クラウスベルストルフの専門家はスクリュー

ピンと部分要素のギア歯形状やスクリュー搭載前技術や接続ソケット形状を最適化し

ています。 完全に用途に合わせた革新的なスクリューコンセプトと共に、ZEブルー 

パワーシリーズが大幅に高い吐出性能を少エネにて実現しています。 

新しいZEブルーパワーシリーズの多くの技術的措置は連続生産時に 

応用性とメンテのしやすさを向上させました。特許取得済みの誘導硬化

または粉末冶金でコーティングされたシリンダー装置に加え、クラウス

マッフェイベルストルフは顧客の要求に合わせて耐摩耗設計の耐摩耗 

プレーナー技術（→図P6参照）を持っています。高い圧着精度と軸方向

固定の結果、これらの楕円フランジのプレーナーは最適な温度プロ

ファイルと処理チャンバ内で高レベルの圧着気密性を保証します。  

4-Dと6-Dの長いシリンダーユニットを持つ高い柔軟なモジュラー設計、ならび

に様々なスクリュー要素も手伝い、新しいZEブルーパワーシリーズは、どん

な加工作業にも合う二軸押出機を構成させることができます。費用対効果の

高い配合プロセスのための最高の状態は、高トルクと処理装置のより大きい自

由体積を組み合わせた結果として達成されます。再加工サイドフィーダーと別

の抑制プラントもまた最大吐出性能を達成するために役立ちます。 

新しい基本フレームの概念によって、個々の機械部品に簡単かつ迅速にア

クセスすることができます。周辺装置と制御電子回路はベースフレームに組み

込むか、別々にセットアップさせることができます。 

5 クラウスマッフェイ ベルストルフ カバーストーリー 



障壁層は拡散を低減し、繊維強化層は内圧抵抗を増加させ、ガラス繊維充

填層は、線膨張を少なからず増加させます。 

K2013トレードショーにおいて、クラウスマッフェイは現状可能な最大の多層 

パイプヘッドを展示している。 最新のパイプヘッドは7層ポリオレフィンのパイプ

で8-32mmの範囲の径の生産で設計されています。 HDPEを加工するときは, 

吐出量は500 kg/hrとなり、PPRでは300 kg/hrを達成します。 

そのパイプヘッドは2層から7層までの放射状ディストリビューターで多機能 

設計の為、際立っています。 

個々の層は交換し再配置することができます。すべての層に最も適した一つ

のディストリビュータがあります。その結果、各々の層は最も低い公差を出す

ことが可能です。 

クラウスマッフェイ・ベルストルフ社のパイプヘッド範囲は、7つの層までの多層

パイプを製造する為の全ての要件を満たしています。考え抜かれたプロセス·エ

ンジニアリング·コンセプトは、最終製品の最適化を可能としています。 

ブルーパワーツインスクリュー押出機は実証済の高度加工制御を使用して

動作させるのは非常に簡単であることは言うまでもありません。 

不釣合いな程、増加した吐出量 

単軸スクリュー押出機の新しいシリーズの一例として、クラウスマッフェイ  

ベルストルフはPEとPP材用パイプ押出機モデルKME-60-41B/RをK2013 

トレードフェアで展示します(P4の図を参照)。41 L/Dのその本当の処理長は、

革新的な特許を取得したスクリューコンセプトと連動してユーザーに利益を

提供します。 

成功を収めている36Dシングルスクリュー押出機のシリーズに比べて、その 

固有吐出量は不釣り合いに増加します。 

同時に、システムはより低い溶融温度を可能にさせ、これに伴いコンパウンドの

優れた均一性を実現します。新しいスクリューコンセプトで最適化された剪断

作業は材料の負荷を最小限に抑えることができます。この結果、材料に優し

い可塑化となり、高エネルギー産出が低い材料応力レベルで達成されるこ

とを意味します。この全てが組み合わさり完全な製品品質が確保されます。 

溶融と均質化のために高性能押出機全長を使用した場合、スクリュー上の

摩耗低減とポリマー上の低応力に繋がります。加熱と冷却とシリンダー面の

組み合わせが改善される設計により、シリンダーは溶融エネルギーを生じ、

放熱増加を達成することが出来ます。バイメタルシリンダーと硬化焼入溝付き

ライナーは完璧な耐摩耗性を確保します。 必要に応じて、窒化クロムベース

の多層コーティング耐摩耗スクリューが用意されています。 

パイプの多くの機能 

プラスチックパイプは、これまで以上に複雑になってきています。なぜでしょ
うか？ プラスチックパイプはどんどん多くの機能を組み合わせる様になって
来ています。結果として、現代のプラスチックパイプは、層数が増加し、同時
に各層は特定の達成すべき役割を持っています。 

KME 30-30 b/C 

この新しい押出機により、弊社の少中量吐出

領域用の共押出機シリーズ製品範囲が完結し

ます。 

長寿命 
ZEブルーパワーの新しい楕円耐摩耗プレーナーは、 

顧客の要件に合わせた耐摩耗性を意味します 

アヘッド発行 02.2013 6 カバーストーリー 



結果的に、当機は省スペースで、且つ60％までの出力アップが可能

となります。 IPC 技術はクイックスイッチ機器用と同様に110－2500mm径の

パイプ押出機用にも向いています。 

C6 セントラル生産ライン制御システム: 

1つの制御システムで–  全てを手元に 

パイプ、シート若しくはプロファイルの押出機のクイックスイッチであろうと、それらは
全てC6機器制御システムが将来的に応えることになるでしょう。 

24インチの画面で、フルHD画質、スマートフォンのように動作することを可能にす

るマルチタッチ技術で、制御システムは完全に現代のユーザーの習慣に適応して

います。 以前のC5モデルと比較して、C6は透明性を増し、直感的な操作、及び

より高速なナビゲーションとなっています。 

RFIDを介した非接触アクセス認証、インターネットを介した遠隔診断、および会

社のネットワークに接続しているデータ·インターフェースは、制御システムが内

部通信のための完全なモジュールであることを意味しています。 

例えば、パイプメーカーが障壁層の厚さを最小化することができ、費用節約で

きることを保証しています。  一方でそれはまた、柔軟なソリューションを求め

る市場の需要を満たしています。 

当該パイプヘッドは見本市での単軸押出機の新機種KME 30-30 B/C (p.6の

写真参照) にフィットしています。この新しい押出機モデルは、低出力範囲用の

共押出機シリーズにおける製品範囲を完璧に補完します。 当機は低溶融温

度での全出力範囲を通し、同じままの吐出量を保証します。 

より薄く、より厚く ‐ まさにそのように！ 

長い変換時間(チェンジオーバータイム)は製品を変えなければならない

事が多ければ多い程、よりコストが掛かるだけに、より不快になります。 

これらの時間短縮が小さなバッチ処理作業を必要とする全ての押出工場の目標

です。パイプ押出ではクイックスイッチ技術がその処方箋を提供します。 

それはサイズ変更を分単位で必要時間短縮を行い、既にここ数年、250mm迄

のパイプ径で実証されているものなのです。 

何年も成功裏に使われてきたクイックシステムは250―450mmの径のパイプ

押出に使用出来ます。新しいバージョンはより大きい径には切り替え作業が

もっと複雑になるため、特に押出工場に有効です。 

当機の目玉は、機器全体がボタンを押すだけで直ちに目的のパイプ寸法

に設定することが可能なキャリブレーションバスケットです、 

たった1ステップです。各寸法変更のため従来の機械で必要となるダイス

セットを変更する必要はありません。各変更で生じる残りくずだけはパイプ

を先細りにする際の端キレ部分です。 
 

内部からの空冷 

空冷は通常多くのエネルギーを必要とする高価なものです。 

クラウスマッフェイベルストルフは周囲にある無料空気を利用した 

冷却手順（内部パイプ冷却）を開発しました。 

外部冷却に加えて、当パイプは、押出し方向に対しては逆サイドの

チャネルコンプレッサの助けを借りた吸引外気を用いて内部からも

冷却されます。 

 

当該IPCの技術は、厚肉管に特に有効です。 

その厚肉パイプの熱は標準冷却技術を用いたパイプから

非効率的に伝導されます。 IPC技術を使えば, エネルギー

消費削減だけでなく、パイプ冷却部の削減及び冷却時

間も短縮されます。  

新C6 セントラルライン制御システム 

一制御システム  で全てを手元で制御 

多機能層パイプ 

クラウスマッフェイベルストルフKM-7L-RKW 01-32 

パイプヘッドによる多層押出用知的ソリューション 

7 クラウスマッフェイベルストルフ カバーストーリー 



        レイナー ケルナー, ミュンヘンのサービスヘッドは言う：
“新しいプログラム「サービス＆ソリューション」により、
我々は現在の顧客からの要請を念頭に置いて、クラウス
マッフェイベルストルフが提供するサービス範囲を再構築
し、その内容を最適化しています。” レイナーの同僚であ
るハノーバーのサービス責任者であるカルステン フリッツ
は付け加える：“専門的に顧客のマシンの全ライフサイクル 

        を通して最良の方法でお客様にアドバイスし、サポートす
るために、我々は4つのフェーズに弊社のサービス提供を
分けています。すなわち： 

       ①スタートアップ、②使い勝手用途、③最適化、  
       および④アップグレードです。 

 
私達は顧客の要請に応じた改善されたサービスパッケージを作り上げて行くベース

としてこの方法を取ってきました。“ 

4段階で総合的なサービス 

「サービス＆ソリューション」の最適化されたサービスは、顧客の永久的な付加
価値を確保するために、4つのフェーズに分けられてきました。 

1)スタートアップ - 完璧なスタートの為に、首尾の良い使用基礎 

2)使用法 - 生産時にマシンの最大の有用性を確保する 

3)最適化 - 高性能システムによる生産効率を向上させる 

4)アップグレード -  信頼性はあるが少し古くなっている機械の近代化   

             を図る 

要件に合わせて調整されたサービス最適化パッケージ 

最良の方法で、現状のお客様ニーズに合わせ、それらを有効にする為、クラウスマッ
フェイベルストルフのサービス専門家は、パイプ、プロファイル、シートとPVC造粒押出
機をお持ちのお客様に魅力的なサービスパッケージを纏めました。 「このソリュー
ション指向のアプローチのおかげで、顧客は生産効率を維持出来、
投資防衛が図られます。この結果が顧客のアドバンテージとなり  

生涯を通したパートナーシップを築けるのです。」とケルナー氏は
説明します。  

Processes & products 

サービスとソリューション 

ライフサイクルを通した機械効率向上 
 

クラウスマッフェイ ベルストルフはK2013のトレードフェアで新しいサービス プログラムとして“サービスと

ソリューション”を発表している。 このプログラムの結果として、押出ソリューションで世界をリードするシス
テムパートナーであるサービス専門家は、マシンの全寿命を通じて即座にお客様の許にいるのです。 

このように、御社のマシンの価値を維持するだけでなく、彼らは、最適な性能提供を保証致します。 

文章： イムレス スゼルダヘリィ 

これとは対照的に、重合(ポリマー化)の単軸押出機をお持ちのお客様だけ

でなく、コンパウンド、フィルム押出、発泡押出、ゴム押出機のお客様にも、

当サービスパッケージは各顧客毎の個別事情に合わせた対応が出来ます。 

「一般的にこれらの活動分野における顧客は非常に高い固有の仕様

機器を持っています。生産が実行されているときに、計画されたマシ

ンのダウンタイム中の対策に焦点を当てた事によって、我々は固有

ニーズに特別に対応することができます。」とフリッツ氏は説明してい

ます。 

強い感動を与える専門家が直接顧客のサポートに行きます 

「顧客はクラウスマッフェイベルストルフの機器を購入投資すること
により、最も高度な生産性と信頼性を生む製品を選択したことになり
ます。“サービスとソリューション”を使って、我々は顧客の投資価値
を守り、最適な性能を製品寿命を通し提供する事を保証していま
す。」とケルナーとフィリッツは強調する。お客様は我々の誇る非常に
よく訓練された経験豊富な専門家によって総合的なサービスネットワーク
の恩恵を受けます。これらの専門家は、最新の技術的な装置にアクセ
スした直接支援を世界中の顧客に提供する事が可能です。 

カールステン  フリッツ 

クラウスマッフェイベルストルフ  

ハノーバー工場のサービスヘッド  

+49 (0) 511 5702 533 

carsten.fritz@kraussmaffei.com 

貴方のコンタクト先 

レイナー  ケルナー  

クラウスマッフェイベルストルフ  

ミュンヘン工場のサービスヘッド  

+49 (0) 89 8899 2097 

rainer.kerner@kraussmaffei.com 
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エネルギー消費削減 

溶融物を冷却する為に特別に設計されたKE90の単軸押出機は、凝固点より高

い温度まで溶融含有推進剤を冷却します。アクティブ溶融密封シールがギア

ボックスに推進剤が漏れるのを防ぎます。近代的な計算やシミュレーション 

方法のおかげで、スクリューの特殊な幾何学的形状は、低駆動電力での最適な

溶融冷却を保証します。その結果、エネルギー消費量が30〜40％減少します。

溶融と冷却押出機が互いに正確に調整されています。これは冷却効果と品質

が、最大出力や高推進剤コンテンツや要求される製剤を最適化する事を意味し

ます。 

シャウムタンデックス機は、制御キャビネットと19インチのモニターが標準

装備されています。全ての制御機能は、単にボタンを押すことにより 

スタートできます。全動作概念は、直感的に設計されており、理解し易いもの

となっています。大型モニターによって、押出プロセスの優れた概要及び機械

機能を見ることが出来ます。 

シャウムタンデックスZE40/KE90と、より小さいZE30/KE90の両機の簡単操作

と堅牢技術が生産の安定性と全ての技術特徴を持つ生産機械の縮小化オプ

ションを保証しています。運転作業快適さの最高レベルで、この様に我々の顧

客へ全く新しい性能レベルの開発を進めているのです。 

Processes & products 

フィルムおよび発泡押出機の事業部長、ヒルマー ヘイソルストは説明する
「新しい工程テストや工程パラメータの変更において、現行の 

        生産機器は、原材料やエネルギーが多く消費されコストが高く    
                   つく為、費用対効果が得られていません。  
                   たとえ低いスピードでもテスト結果が限られた範囲で転送される

時だけ、我々の生産機械は素早く何百キロの材料を消費します」。 

シリンダーとスクリューのモジュール設計のおかげで、新しい溶融押出機、ZE 

40 UTXi 2軸押出機は個別に設定することができます。したがって、最大で 

10までの異なるコンポーネントを含む製剤を処理するのは理想的です。 

モジュラープロセスのコンセプトは、350℃の最高温度まで全ての標準的

プラスチックや多くの高温プラスチックを溶融する為の最良の条件を提供し 

ています。液状の、環境に配慮した推進剤が噴射ノズルを介して処理

ゾーン内に直接注入され、プラスチック溶融物内に均一に混合します。

C-クランプハウジング接続とコンパクトな設計のおかげで、ZE40 UTXiにおける

処理ユニットは、非常に簡単に製剤が変化し変換することができます。 

シャウムタンデックス領域の新メンバーへの紹介 

異なる原料を処理するためのラボシステム 
シャウムタンデックス ZE40/KE90は、発泡プロセスの開発と最適化のためのユニークな全体的なマシン構
想である。これは材料を節約し、最大10の異なるコンポーネントを持つ挑戦的な製剤処方を克服して
いるのです。 

研究室とパイロット機 

シャウムタンデックス ZE40/KE90は、直接発泡プロセスを使用した新しい製品の
製造用に設計されて来ました。 

文:ジョアキン ウェーバー、アンドレアス ウェゼラー   写真: クラウスマッフェイベルストルフ 

発泡プラスティック製品 

シャウムタンデックスZE40/KE90ラボシス

テムで発泡製品用の新規または改良された

材料を開発しています。  
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プロセスおよび加工専門知識 

シートマシンは成功を収めている 
ク ラ ウ ス マ フ ェ イ ベルス トル フはオ フセ ッ ト 印刷用感光性シー ト を製造する押出機
の需要増を数 ヶ月間 、見て来ま した 。当機は、既にアジアと北米に設置されています。 

「オフセット印刷用、感光性シートは、1～7mm間の厚さのスチレン - 

イソプレンブロック共重合体（SIS）から製造される」とクラウスマッフェ

イベルストルフのフィルム /シート機のセールスエンジニア：マルコ  

ショエネカエスが説明する。 「これらのシートは印刷フィルムで覆わ

れて、そのシート上には印刷され切り出されたモチーフが載っています。

紫外線光を用いて、材料は、該当範囲で網掛けられます。次のステップで、

網掛けされていない材料は、化学薬品を使用し洗い落されます。その結果、

仕上げられたシートは要望する印刷モチーフを御社製品の広範囲にわたる製

品上に印刷できるのです。」 

特別な専門の処理が、これらのプレミアム品質のシートを製造するために必要と

されます。 

安定的かつ効率的な印刷処理のため

の高感度オフセット印刷シート  

文:ジョアキン ウェーバー、アンドレアス ウェゼラー   写真: ハラルド メーネート、 クラウスマッフェイベルストルフ 

コア-コンポーネント 
スチレン - イソプレンブロック共ポリマー（SIS）
コンポーネントの均質混合用ZE UTX二軸押
出機 

押出機の全成分の均質な混合や敏感な溶融フローおよびシートの最終目

標温度迄の冷却とライン落ちの防止含めて、特別な要求が含まれます。 

「低粘度、接着剤、高感温溶融の処理は、全体の押出生産ライン

上では高い要求があります。これが広い範囲で厚さ許容値プラス/マイ

ナス1パーセントの遵守も適用されます」とショエネカエスが説明しています。 

製造プロセス全体において、網掛け処理を通しシートは変形に極めて敏感

です。よって、保護フィルムが押出後のシートの両面に加えられます。 

さらに、それらは製造工程全体を通して非常に慎重に取り扱わなければなりま

せん。 

幅広い選択 

単軸、逆方向回転および同方向回転の二軸押出機の広い範囲で、クラウスマフェ
イベルストルフは全要件を満たすことができます。オーダーメイドの研磨積層体の
施工において特定の専門知識を持っていることも重要です。これらはオプ
ションとして用意されます：特許を取得した水平、垂直または斜めのバージョン
から「J」型に至るまでの極めて柔軟な仕様を持つプラネットカレンダ。 

様々な寸法範囲のカレンダー及び冷却ローラが個別の数量で提供されます。
顧客の要件に応じて、クラウスマフェイベルストルフは全ての生産ラインを開発
し、材料供給から完全にロール状に巻き、積層し、梱包し最終製品に至るまで
製造しています。 

強い感動を与える品質 

アジアの顧客はインラインで彼ら独自の製剤を徐々に手配/配合するために、同
方向回転二軸押出機のシート押出機を選択しました。5mmの厚さの印刷シート
を製造する場合、マシンは時速350kgの吐出量を達成します。これは生産の柔軟
性だけでなく、プロセス全体のコスト効率を向上させます。機器が完全に顧客の
要求を満たした結果、この顧客は既に2台目を注文されました。 
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単一加熱で製造された化合物ベースの高品質廃棄物 

リサイクルのための二つの概念 
プラスチックの再資源化でも、押出機は優れた仕事をしています。クラウスマフェイベルストルフ
は、このための二つの概念を提供しています。当機は高いレベルの残留水分を有する洗浄プ
ラスチック残基を処理し、直接高品質の再粒状化又は化合物に加工するための熱を使用す
ることができます。 

文:ジョアキン ウェーバー、アンドレアス ウェゼラー   写真: クラウスマッフェイベルストルフ 

分別されたプラスチックリサイクル用に、 
個々に1段階または2段階の工程が利用可能です 
が、どれも生態学的、経済的な利点を持っています。 

両方の場合においての中心的構成要素は、 

二軸押出機です。単一段階バージョンの特徴は、

二軸スクリュー押出機内のプラスチック残基に付

いている水分を単純に機械的に搾り出すことです。 

洗い工程の後、5〜20％の水含有量を有する自由

流動性PEまたはPP凝集体が二軸押出機に移動

します。プラスチックが溶ける前であっても、水の大

部分は、圧力蓄積の結果として圧縮ゾーンに搬送さ

れます。残りの水分は大気と真空脱気を通り抜け

て行きます。 

高濃度に汚染された入庫材用に、二軸押出機が、

追加溶融濾過装置と一緒に上流ペレタイザーか

ら装備することができます。軽量のシュレッダー

や残留フィルム加工用の更なるオプションは、6D

のサイズに広げられた開口を詰める物とより大き

な容量のスクリューです。 

これが、かさ(嵩)密度の低いリサイクル材の吐出

量をかなり増やします。実証済みの超供給(ウルト

ラフィード)システムもまたこれに寄与出来ます。 

非 自 由 流動 残留材用  

直接加熱 し な が ら 高 品質 な化合物 を 作 る
為の リ サ イ ク ル と 配 合 プ ロ セ ス の 2 段階 。  

樹脂リサイクル 

使用後の農業用フィルム、フィルムの生産から出

る生産廃棄物、繊維くずなどを加工処理して、プ

レミアム品質の化合物に。 

 

特殊な充填筐体では、吸引インサートが軽量

な下地フィルムを圧縮し、最大30％まで収集

を向上させます。 

二段階のリサイクルプロセス 

2段階構成は、使用済農業用フィルムや生産廃棄物
などの材料（例えば、フィルム製造からのエッジトリミ
ング）および繊維くずの非自由流動残留材が利用可
能です。これは特別な一軸リサイクル押出機及び
二軸化合物押出機で構成されます。このソリュー
ションの利点は、加熱の下で直接プレミアム品質の
化合物を製造する選択肢(オプション)を持っている
ということです。 

二段押出プロセス用に、材料は、上流カッター変

換機を持つリサイクリング単軸押出機において準

備されます。 これで、最大10％の水分含有量と

低い嵩密度の洗浄リサイクル材は削られ、その

摩擦熱のおかげで、自動的に乾燥します。 

ここから、処理材は、単軸押出機に移動し、そこで

可塑化、均質化、脱気し、非常に高性能溶融フィ

ルターを通して微細に濾過されます。 

清浄な溶融物は、二軸押出機に移動し、そこで

個々に凝集体を負荷されて、配合されて行きます。 

これがペレット状の新素材を加える選択肢を

提供します。二段階工程の変形が、高い充填

レベルでさえ二軸押出機の優れた混合性能を

最適に使用しています。さらに、予備乾燥と詰

込みがカッター変換機と単軸押出機の組み合

わせで起こるため、きちんと、大容量の供給投

入問題を回避しています。 

一段又は二段、はたまた両方の工程が、この様な予

備乾燥又は再ペレタイジングの様な余分な時間や

費用を掛けることなしに完結され、行われます。 

加熱しながらの処理準備がプラスチックを少しづ

つ分解し、そのエネルギー効率を高めるのです。 



エコライン：著しく高い生産性レベルを持つゴムプロファイルの製造 

マイクロ波技術はエネルギーコストを削減 
 

マイクロ波周波数は、新たな省エネ生産ラインであるゴムプロファイル製造機のハイライトである。 

この周波数は、プロファイル加硫のコア・コンポーネントである。当該周波数で、エネルギー集約的 

加硫工程の運転コストは大幅に低減させることができます。 

文:ジョアキン ウェーバー、アンドレアス ウェゼラー   写真: ハラルド メーネート 

エコラインマシンは排ガス損失の低減によって省

エネを実現しています。節約はマイクロ波周波数

の電力供給スイッチのエネルギー最適化を通して

も達成されます。 

新しい加工技術 

LKT(ポリマー技術研究所)で完結されるプロセスチェーン 
 

ZE25 UTX UGの実験押出機は、ポリマー技術研究所（LKT）でのプロセスチェーンを完結し、 

研究で初めて一貫した調整準備と熱硬化性プラスチックの射出成形加工を可能にしています。 

文:ジョアキン ウェーバー、アンドレアス ウェゼラー   写真: :エルランゲン －ニュールンベルクにJ所在するフィードリッチ-アレクサンダー大学内のポリマー技術施設 

基本的なそして応用に向けた材料と工程の相関関係

の開発のために、ポリマー技術研究所のスタッフはエ

アランゲン·ニュルンベルクのフリードリヒ·アレクサン

ダー大学で高充填プラスチックと熱硬化プラスチック射

出成形機用の新しい二軸押出機ラインの試運転を行

いました。これはクラウスマッフェイ·グループの支

援のおかげで、同研究所が今も熱硬化性プラス

チックの射出成形加工と調整用の完全なプロセス

チェーンを持っていることを意味します。 

一方で、新しい加工機械は学生の作業のため教鞭用

に使用されています。他方においては、それらは継続

的、計画的な熱硬化性プラスチック成形化合物および

部品製造の研究プロジェクトに使われています。.  

新プロセス技術 
クラウスマッフェイベルストルフはポリマー技術研
究所内の実験押出機を委譲。 

左から:ドラマー博士【LKT】、ウィンケルマンKMB】 

その押出生産ラインはまた、改良された工程管理

用にも使われます。 

実験室での研究において動作する様に特別設計さ

れたZE25 UTX UG実験押出機は、高品質の研究

成果を達成するために、最新の技術機能を持って

います。調整装置の超滑走バージョンにより、電子

動作的に1分未満で加工作業から完全にまたは部

分的に充填されたスクリューを除去することが可能

です。この結果、分析様に、サンプルは定義さ

れた時点や例えば溶融時または充填材の混合

時など、視覚的に検査する事ができる別の段

階でも工程から取り出すことができます。 

処理室の改良された断熱材もまた、新しい機能で

す。さらに、クラウスマッフェイベルストルフは電子

レンジ処理室のドアと熱風のチャネル開閉時間を

わずか数秒に短縮するする唯一のメーカーです。 

頻繁な製品の切り換えがあった場合に空気圧駆動

によるドアが、実質的なセットアップと洗浄時間を

最小限に抑えます。ドアの熱い内部は自動的に、

シャーシーの方向に下降し、製品に簡単に、

人間工学に基づいて、安全なアクセスを可能

にします。エコラインは、処理調整を変更し、処理

室のドアを1日3〜4回開く必要がある多くのプロ

ファイルメーカーの生産性を大幅に高めています。 

生産性の向上 

空気圧で開閉可能なドアはエコラインマイクロ波処理工程におい
て改修や洗浄時間を最小限に抑えます。 

エネルギー集約型熱風の90パーセントは、回路

内に残っているため、集中的に加熱処理された

空気の閉鎖循環は省エネに最も大きな影響を与

えます。 
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マルチサーモ社は何十年も、クラウスベルストルフの献身的な顧客となってい
ます。 「現注文でマルチサーモは三層パイプを製造するため既
存のマシンを置き換えます。そして機能層数の増加を行い市場
需要を満たすべく対応しています。 」とクラウスマッフェイベルス
トルフの営業部長アンドレアスケスラーは、説明しています。 

「最近あった成功事例として、機械上の技術的要件が完全に満たされていた事です。」 

完全な押出生産ラインのコアコンポーネントは、実績のある単軸シリーズから 

の単層および四層共押出機とクラウスマッフェイベルストルフのKM5L-RKW91-63

の多層パイプヘッドです。当機は温水パイプ（14〜40mm径）で構成はPE-RT内層、

酸素バリア層で、外層もPE-RTとなっています。 

強い印象を与えるハイテク機能 

多層押出におけるシステムの専門知識は、パイプメーカーを 

再び強く印象付けています。 
マルチサーモ社（ウィーンに本社を置く）はオーストリアでも有数のパイプ生産メーカーの 

1つですが、クラウスマッフェイベルストルフが提供するプレミアム品質とシステムの専門知
識を大いに推奨しており、多層押出機への投資をさらに推し進めています。 

記事: ジョアキン ウェーバー  、アンナマリー パブスト     写真: ハラルド メーネート  

多層押出におけるシステムの専門知識 

五層POパイプを製造するためのクラウスベルストルフ押出機 

共押出機は、個々の層の間に接着剤を用います。マルチサーモ社は、暖房

システムと床暖房システムで使用するパイプを生産しています。 

国際的な流通ネットワークを持つ著名な会社 

マルチサーモ社、オーナーが管理する同社は、1979年に設立されました。

毎年、該社は異なる寸法で、PE、PE-RT(耐熱)とPPから作られたプラスチッ

クパイプを数百万メートル生産し、主にヨーロッパで最終製品を販売し、それ

だけでなく、オーストラリアなどの他の大陸においても販売しています。 

→ もっと詳細を読む! 

さらなる情報は次をクリック: 

www.multitherm.net 
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記事: ジョアキン ウェーバー  、アンナマリー パブスト     写真: ハラルド メーネート、イストックフォト 

クロナ ツボス イ コネクソンイス(株)は 
クラウスマッフェイベルストルフの機器に投資することを決定しました。  
「ジョアンビルの生産拠点は、南アメリカで最も近代的なパイプ工場の一つ 
です。私達のポリ塩化ビニールパイプ押出システムを入れ、すぐに この現場で2つの 
新しいモデルを動かすせることを 弊社は非常に誇りに思っています。」 
クラウスマッフェイ·グループのブラジルの子会社で押出技術部長のブルーノ·ソマーが 
報告します。 

PVC-パイプ製造 - 背面図 

塩ビ管の生産のための36Dシリーズの 

クラウスマッフェイベルストルフ二軸押出機 

PVCパイプ生産 

塩ビ管生産のための36Dシリーズの 

クラウスマッフェイベルストルフ二軸押出機 

クローナは2012年10月にブラジル北東部に設立された同工場を通じて最大

50％の生産能力を高めることを計画しています。クローナはまた、持続可能な

環境に優しい生産と天然資源の利用において、常にそのプロセスの最適化に 

取り組んでいます。 

生産の一層の柔軟性 

KMD 108 E2/R 機は450-1000kg/hの領域用に設計されている押出機なので 

クラウスマッフェイベルストルフの36D 2軸押出機で中級吐出量の製品領域 

に当たります。 

最大コスト効果に加え、顧客はより多くの柔軟性という利点を得たことにな
ります。パイプヘッドシリーズは、二つの新しいモデルで完成され、PVCパ
イプ押出しのための全体的な概念に調和統合されています、何故なら、 

広い直径範囲が、理想的でマッチしたシステム構成要素によってカバー 

されているからです。 特に KM-RK 23-250機は効率性と柔軟性の機種で、 

最大1000キロ/ hの吐出量率までで使用することができます 

完璧に洗練されたプロセスエンジニアリングコンセプト 

パイプヘッドと組み合わせて、並列36D2軸押出機はPVC配合の広い範囲
を処理するために最適設計されています。HPG（高性能構造）スクリューコ
ンセプトは、高いプロセスエンジニアリングの柔軟性につながり、それは慎重
かつ均質な材料加工を実現します。36D処理部は、工程の信頼性を向上させ、
高い生産信頼性を保証します。全てのパイプヘッドは、優れたパイプの
品質を確保するために、熱および流体面に従って設計されています。
それらは特に·加工熱に敏感な材料を処理するのによく適していることが証明
されているクモ型マンドレル支援設計を使用して動作しています。完全な溶融
物分配が小さな壁厚公差を保証し、生産も経済的になります。 

 

意欲的な企業は持続可能性(環境への優しさ)に焦点を置いている 

クローナ ツボス イ コネクソンイス(株)社は1994年に設立されました。
この小さな会社は、4人の従業員と600平方メートルの生産エリアを有し
ていましたが、非常に早く600以上の幅広い製品ポートフォリオを有する
収益性の高い企業となりました。そして、それにより建設業界における主
に圧力および下水応用のパイプと取付部品で名を馳せています。.約
900人の従業員がジョインビルとマレチャルデオドロの2つの工場で働い
ています。 

→ もっと読みたい 

より詳細については下記をクリック: 

www.krona.com.br 

パートナーとプロジェクト 
 
 

 
ブラジルの押出ショップ生産能力を増加 

ブラジルの押出工場は、PVCパイプ押出機に投資 
クローナツボス イコネクソンイス(株)は、有名なブラジルの押出工場ですが、PVCパイプを製造する

ために、クラウスマッフェイベルストルフに押出機-パイプヘッドの組み合わせを発注しました。 

2つの新しいモデル、 KMD108‐36、E2/ R36D二軸押出機 と KM-RK23-250 パイプヘッドを搭載している 

同機は、まもなく下水管（寸法範囲75×1.8〜250x7.3mm）を生産するジョインビレにある工場で使用されます。 
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鉱物の高い割合を含有するパイプは、優れた遮

音特性を有するので、特に建築構造で使用され

ます。 

中東の有名な会社 

1949に設立された、ハムザ工業株式会社は、 

カイロに本社を持ち、建設業界での長年の経験と

高い品質基準でこの地域で最も革新的な企業の

一つとみなされています。会社の製品ポート

フォリオには、下水管、飲料水パイプ、ガス

管、排水管が含まれています。 

ハムザ工業株式会社は、長年の献身的なクラ
ウスマッフェイベルストルフの顧客
であり、パイプ生産用直接押出生
産ラインやその他のパイプ押出機
を数年間、使用して来ました  

「ハムザは我々のマシンの品質と幣社のプロ

セス工学の専門知識に極めて感銘を受けて

いる」とアンドレアス ·ケスラー、クラウスマッ

フェイベルストルフの営業部長は述べていま

す。  「該社は従って、彼らの生産能力を高める

必要性が再び出た時、弊社製品を選択するとい

う明確な決定をしました。」   

オーダーは、下記でで構成されています。 

〇主要な押出機としての充填中間層用 

  共回転二軸押出機KMG81-40/R、 

〇薄い内層/外層用共押出機KME38-30 B/ R、 

〇三層パイプヘッドのKM-RKW73、 

〇計測及び冷却のための下流装置 

当機は、生産ラインにおいて700キロ/ 時の最大出

力時で20〜250ミリメートル径のパイプに高充填

ポリプロピレンを注ぎ込みます。パイプ成分は特殊

材料の計量システムを使用して配合され、直接押

出成形プロセスにおいて完成されたパイプ成形用

に同時に押し出される。 

直接押出：利益最大化 

       材料に優しい 

直接押出は、2つの処理技術の組み合わせです。

すなわち配合と加工処理を1ステップで行います。

この技術は押出工場に重要な利点を提供していま

す。 

すなわち潜在的な材料費、エネルギー消費量、 

およびハンドリングコスト等の削減です。 

単一の加工プロセスは、原料をも保護します。 

なせなら、溶融は一度だけしか起こらないからです。 

→ もっと読む! 

より詳細な情報は下記をクリック: 

www.hamzagroup.net 

高充填のPPパイプの生産 
KMG81-40/ Rの共回転二軸押出

機を搭載したクラウスマッフェイ
ベルストルフ直接押出ライン 

エ ジ プ ト か ら の ご 注 文 が 続 く  

ハムザ工業株式会社は直接押出機をもう一つ 
購入 
クラウスマッフェイベルストルフは再びエジプトに完全な直接押出ラインを提供しました。  

直接押出成形ラインはまもなくカイロの顧客ハムザ産業株式会社の現場にて試運転を行います。 

そこではポリプロピレン製の高充填 三層下水パイプが製造されます。 
文:ジョアキン ウェーバー、アンドレアス ウェゼラー   写真: ハラルド メーネート 
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大型成形金型 

1954年、クラウス·マッフェイは（当時、ブデルスウェ

ルケ/フリックグループが大半のオーナー）プラスチッ

ク機械事業に参入することを決定. 業界の比較的若

い先駆者とは異なり、弊社は大規模な射出成形機の

量産に初めて焦点を当てた。 

マンネスマングループが解散し、クラウス·

マッフェイは、プラスチック·ゴム機械製造

に特化する。 

機関車製造事業部門は、シーメンスに、

軍事技術事業部門はウェグマンに引き継

がれる。 翌年には、押出事業はクラウス・マッ

フェイベルストルフブランドの下で結

合されます。 

1964 

クラウス·マッフェイは、1926年以来、

射出成形機を生産していたヴァイセン

ブルクにある射出成形機メーカーエッ

カート＆チーグラー(株)社を引き継ぎ

ます。 

1945–1954 

クラウス·マッフェイは民生/軍事用自動車、

生成遠心分離機、肉処理機、機関車、バ
ス、プラスチック機械の最初の先駆者で、
上記混合ポートフォリオで生産する。 

クラウス·マッフェイAGは、トラフィックエン

ジニアリング、防衛技術、加工技術、プラ
スチック技術を含み業容を拡張します。 

プラスチックの分野では、弊社は当初、

小型の射出成形機の開発と生産に集中。 

KraussMaffei Group 
 

 

クラウス·マッフェイ·グループの 

成功の175年の歴史 
現在、3つの強力なブランドを持ちながら競争の激しい製品領域内で主導的な地位
を保持している弊社グループの成功の秘訣は何ですか？これは答えるのが難しい
質問です。しかし、国際機械工学、変化する意思、熱心な研究者、技術革新への
情熱と進化した企業文化の専門知識が確かにクラウス·マッフェイ グループの成
功のための基礎を形成する基礎の一部です。時間を通しての歴史的な旅です。 

記: クローディア スタドラー    写真： ババリアン産業アーカイブ 

175年の概要 

1999/2000 2002/2003 

生産工程での自動化ソリューションを

含み、ポートフォリオの拡大： 

クラウス·マッフェイはシュバイグにおけ

る ネウレデルAGを取得する 

2011 

クラウス・マッフェイグループはシュバイグ

に自動生産能力を拡大し、スキャニー（ス

ロバキア）と海塩（中国）での工場で生産

拡大段階に入ります。 

軽量コンポーネントと繊維複合技術

の為の新しい技術情報センターは、

ミュンヘン工場で開催される。 

2012 

オネックス社、北米からの民間投

資会社が、クラウス・マッフェイ ·グ

ループを購入します。クラウスマッ

フェイグループは、スロバキアの生

産能力を倍増する。  

1931 

2つの競合会社、マフェイとクラウスは合

併し、クラウス＆コンプ-J.A.マッフェイAG

を作る。その後、ミュンヘン -  アラックに

ある新会社の本社へ移動。機関車の製

造は、依然として中心事業として展開。 

この印象的な記念日に、我々は我々の始まりを振り返って見てみましょう。 
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1940年代からのネストル射出成形機械 

ミュンヘンのクラウス·マッフェイとほぼ同時に、土木工事および鋳造工場

のネストル Agはスイスでのグラールス州で最初の油圧式射出成形機を

開発しました。このスイスの精密工学が、さらなる開発を重ね、例えばディスク

ジェット機の様に1980年代にエンターテインメント業界でのCD制作に革命をもた

らしました。 

1838 

ビジネスマン、ジョセフ·アントン·フォン·

マッフェイ（1790-1870 ）は、ミュンヘン

のシュヴァービングに、「 ハースショー

プロパティ」を購入し、鉄の鋳造工場と

機関車の生産工場を設立します。 

1866 

クラウス＆コンプは 合資会社としてミュ

ンヘンのマルスフェルドでゲオルク·フォ

ン·クラウス（名誉）工学博士 によって

（1826年から1906年）設立されました。 

1857 

エンジニアリング会社アイゼン＆ メッシン

ギセレイ ウルリッヒ リエットマン 

＆CIE. （現在の会社ネストル-マシーネン

AGの前身）がネストル（スイス）に設立さ

れます。 

1892 

ハノーバーでヘルマン·ベルストルフ技師

は、最初のゴム処理用スクリュー(一軸)押

出機を開発、数年後に油圧スクューが続

きます。 1919年以降、彼の会社は、圧延

機やカレンダーの開発を開始します。 

1968 

クラウス·マッフェイは、反応プロセスの

機械部門に動きます。最初の製品は、

乗用車とバンパー用計器パネルです。 

1971 

クラウス·マッフェイは、押出機

の生産を開始します。 

1998 

ベルストルフ株式会社の過半数株式を買収。 

1992 

クラウス·マッフェイAGはネストル-マ

シーネンAGの株式の過半数を取得。 

クラウス-マッフェイとベルストルフからの押出機およびカレンダー 

ハノーバーのライバル会社ベルストルフ株式会社は、すでに大幅に押出事

業のノウハウを強化していたのに対し、1960年代に、クラウス ·マッフェイは、

まずPVCカレンダー、後に押出機を開発した。クラウスベルストルフブランドは

1998年以来、一つ屋根の下、両社の経験を何十年に渡って組み合わせて来ています。 

1959年当たりからクラウス-マフェイからの大きな 

射出成形機が始まる 

1959年、クラウス·マッフェイは初の完全自動化さ

れた大型機械を供給した。約10年後、同社は現

在のグループにおける機械部門反応プロセスの

基礎であるポリウレタン処理分野で研究を行うよ

うになった。 

クラウスマッフェイベルストルフ クラウスマッフェイグループ  17 



生産効率とエネルギー効率が、プラスチック処理のため

にはさらにクローズアップされて来ています。そして 

ネストルはまさにそのために自らを連動させています。

K2013ショーでは、巨大なエネルギーの節約を行う 

ネストルのハイブリッド、全電動  射出成形機の知的駆

動技術と革新的なコンセプトを紹介します。 

これは運動エネルギー、適応型駆動制御、電力調整装置ネットワークの完全

な回復によって可能となります。 

エコパワーユニットは、ハイブリッド-エリオン4200で従来の油圧機に比べて 

エネルギーの50％までの節約が可能です。もし動作の全マシン軸がサーボ電

気で駆動されるならば、効率はさらに10パーセント（約）増加します。 

エコパワーユニットを搭載したイーボスもまた、従来の油圧機に比べ 

30パーセント少ないエネルギー消費まで対応します。 

さらなる高効率化のための革新的なコンセプト 

省エネへの偉大な 跳躍 
デュッセルドルフにおけるのK2013ショーの飲料技術でネストルの外観におけるスターはエリオンとイーボスと呼ばれ
ています。当該全ての新機種はトレンジニアリングの概念を表しています- 顧客の将来ニーズを先取りしたものです。 

記録破り 

プラスチック各キログラム当り、たった0.4キロワット時のエネルギーを
使って、2秒のサイクル時間で1.3グラムの単位重量の蓋を毎時
170,000ボトル分、生産します - これは、新しいまたは最適化された
ネストルマシンを使用した際の実際のデータです。 

ポリウレタン マトリックス 

クラウスマッフェイは、K2013ショーでは

特に「トレンディー」となります。早い段階

でトレンド(流行)を検出し、概念化させ、顧

客の要件に適応させて、最終的には真の

解決策に持ってゆく - これはすべて私た

ちの見本市のモットー「トレンジニアリン

グ」に含まれています。エネルギーと材料効

率、スピード、柔軟性、及び軽量構造や機能

の統合などの新しいアプリケーション傾向の

問題であるかどうかにかかわらず、クラウス

マッフェイはデュッセルドルフに新しいソリュー

ションを全範囲で提示し、それぞれが業界の

トレンドにおける弊社の応えを表しています。 

訪問者は、新しい機械や部品形状においてハードウェアを見ることができるだけで

はありません。極めて重要な役割が新規および新しく適用された工程及び最

先端の制御システムやソフトウェアによって実演されます。これらは、非常

に興味深い展示のほんの一例です :塗装可能な表面のGX、CFRのコン

ポーネントの多成分技術と物理発泡用の新たな応用分野と、さらにMC6機 

制御システムを直感的に動かせることができます。 

最適な製品ポートフォリオ全体を通した技術革新  

トレンド（流行）はソリューションに変わる 
三年ごとに、デュッセルドルフのK-トレードショーは、世界のプラスチック業界のためのミーティングポイントになります。 

クラウスマッフェイは、新しいハードウェアとソフトウェアのアイデアの正真正銘の集中砲火を放つために 

この機会を利用します。 

Roo f  ShEl l S f oR ThE RodIn G RoadSTER TaRGa 

屋根のシェルはCFRPシリーズコンポーネントの自動生産用製造セルに近い生産で、

ローディング ロードスター タルガのために製造されています。  

（出典：ローディング-自動車ドイツ） 

ローディング ロードスター タルガ 

のための0.6㎡のルーフシェル 

50％の炭素

繊維体積  すぐに塗装することができる表面 
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アヘッド 3位とプラチナ賞 

800を超える応募者から、当社の顧客マガジンAHEADは

アメリカの通信のプロフェッショナル連盟（LACP）のスポッ

トライト賞で3位にランクインし、またプラチナ賞を獲得しま

した。この中で、アヘッドは本当に我々が公正に自慢でき

る名誉に応えたのです。 - ポルシェ、RWE、ダイムラー、

BMWの顧客雑誌の前で突破したのです。 

アヘッドは評価基準「総合印象」、「表現」、「ビジュアルデザイン」、

「創造」、「メッセージの明快さ」と「関連性」のための100の該当

ポイントの内、99ポイントを獲得しました。  

「最も魅力的」部門では、アヘッドは第一位でした。 

毎年、印刷、ビデオ、およびウェッブベースのコミュニケーションとマーケティングメディアにおいてアメリカ通信

プロフェッショナルリーグ（LACP）が贈るスポットライト賞での獲得です。 

アヘッドはクラウスマッフェイ、クラウスマッフェイベルストルフ、ネストルブランドの異なるバージョンで

2011年末から発行されています。3誌は世界中40,000以上の顧客、子会社および代表者に電子的に送信

されています。 2012年はオンライン版の立ち上げを見ています、その中で顧客のために全く新しい

読書の快適さを開くフラッシュ雑誌の形式を取っています。あなたが家にいるか、PC、MAC、また

はタブレットコンピュータを見ているか、または移動中にアイフォン、アンドロイド、または携帯電話

を使用して新電子フラッシュ雑誌を見ているかさえしていれば、私たちは、読書の新しい次元に

入っているのです。 

 

→あなたは、以下のリンクをクリックすることで、当件の現在のオンライン版を見つけるこ

とができます: 

http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_d 

http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_km_e 

http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_d 

http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_kmb_e 

http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_d 

http://www.kraussmaffeigroup.com/kundenmagazin/2013_2_net_e 

クラウス·グループはポルシェを負かした 
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2014年、1月-5月の見本市、 

Swiss Plastics 21.01.14 – 23.01.14 クラウスマッフェイ 

Interplastica 28.01.14 – 31.01.14 クラウスマッフェイグループ 

Tire Technology Expo 11.02.14 – 13.02.14 クラウスマッフェイベルストルフ 

Saudi Plas 16.02.14 – 19.02.14 クラウスマッフェイ 

JEC Europe 11.03.14 – 13.03.14 クラウスマッフェイ 

PU Tech India 12.03.14 – 14.03.14 クラウスマッフェイ 

Expo Plásticos 25.03.14 – 28.03.14 クラウスマッフェイ 

Hanover Messe 07.04.14 – 11.04.14 クラウスマッフェイ 

Tires & Rubber 22.04.14 – 25.04.14 クラウスマッフェイベルストルフ 

Chinaplas 23.04.14 – 26.04.14 クラウスマッフェイグループ 

Usetec 05.05.14 – 07.05.14 クラウスマッフェイ、ネストル 

Interpack 08.05.14 – 14.05.14 ネストル 

Technical Fair Belgrade 12.05.14 – 16.05.14 ネストル 

Plastpol 27.05.14 – 30.05.14 クラウスマッフェイ、ネストル 

Plastex 29.05.14 – 01.06.14 クラウスマッフェイ 
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クラウスマッフェイグループ 
175 年間 の機器における伝統 
175 年間 –この印象的な記念日の到達に鑑み、クラウス·グループは、国際機械工学業界で壮大なサクセス·ストーリー

を振り返ることができます。1838年に設立され、1999年、2000年の以来、弊社はプラスチックやゴムの生産と加工に特化

した専用機械設備を製造して来ました。高いイノベーション能力だけでなく、製品品質でプレミアムレベルと認識されている

クラウスマッフェイ、クラウスマッフェイ ベルストルフとネストルのブランドにおいて、クラウスマッフェイ グループは現在、プ

ラスチックとゴム産業の世界的リーダーです。弊社は、将来的に御社の信頼性と実績のあるパートナーであり続けることを期待し

楽しみにしています。 

Fur ther information is available at: 

www.kraussmaffeigroup.com 
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