
ELIX
ボーリングダボ打ち機
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市場は製造プロセスの変更を要求し、企業が
可能な限り多くの注文を受け入れることを可
能にします。これは、迅速で決まった納期で
製品のカスタマイズを提供し、最も高度に自
動化された企業のニーズに対応しながら、高
品質基準を維持する必要性と結びついていま
す。

水平ボーリングに最大のフレキシビリティ

B I E S S E は、プロセスと材料の技術スキルと知
識を強化およびサポートする技術ソリュー
ションで対応します。 E lixは、キッチン、家
具、引き出し、小物などのボーリング加工や
ボーリング・ダボ打ち加工を柔軟に行うのに
最適なポイントダボ用のボーリング機です。
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完成品の最高品質。
製造ニーズに応じた機械のパーソナライズ

ユーザーフレンドリー

ELIX
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完成品の最大の生産性と品質

ELIXシリーズは、高速で、柔軟性、効率性に優れ、市場で最も信頼性の
高いボーリング機です。 ELIXのテクノロジーにより、接着剤とダボが適
切に入ります。

ELIXには、ピースの長さと幅を読み取るための
レーザーシステムが装備されており、最高の精
度が保証されます。光ファイバは、エラーを回
避するためにダボの存在を確認します。
プレッサーは、機械加工中にピースを傷つけた
り、機械の生産性に悪影響を与えたりすること
なく、ピースを静止させます。

さまざまな市場のニーズを満た
すための多数の構成の可能性：

 ELIX K1
 ELIX K2
 ELIX K3
 ELIX K4
 ELIX K5
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ELIX

コントロールパネルによる簡単、即時の
プログラミング。

非の打ちどころのない完成品
を保証する洗浄回路を備えた
高圧グルーポンプシステム。

Windowsオペレーティングシステ
ムと使いやすい直感的なインター
フェイスを備えたPC
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技術仕様

The technical specifications and drawings are non-binding. Some photos may show machines equipped with 
optional features. Biesse Spa reserves the right to make modifications without prior notice. 

A weighted sound pressure level (LpA) during ma chining for operator workstation on vane-pump machine Lpa=79dB(A) 
Lwa=96dB(A) A-weighted sound-pressure level (LpA) for operator work station and sound power level (LwA) during ma chining on 
cam-pump machine Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) K measurement uncertainty dB(A) 4.

The measurement was carried out in compliance with UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (sound power) and UNI EN ISO 
11202: 2009 (sound pressure levels at workstation) during panel machining. The noise levels shown are emission levels and do 
not necessarily correspond to safe operation levels. Despite the fact that there is a relationship between emission and exposure 
levels, this may not be used in a reliable manner to establish whether further measures need to be taken. The factors determining 
the exposure level for the workforce include length of exposure, work environment characteristics, other sources of dust and noise, 
etc. i.e. the number of other adjoining machines and processes. At any rate, the above information will enable the operator to better 
evaluate dangers and risks. 

加工可能パネル長さ Elix K1-K2 mm/inch 最大 900/35,4

加工可能パネル長さ Elix K3-K4-K5 mm/inch 最大 1300/51,2

加工可能パネル厚 mm/inch 10 - 40 (60 opz.)/
0,39-1,57 (2,36 opt.)

水平ボーリングユニット回転速度 rpm 6000

ダボ打ち穴最大水平深さ mm/inch 30/1,18

N. 1 ダボインサーター - 標準ダボ mm/inch 直径 8 x 30/0,31 x 1,18

垂直ボーリングユニット (オプション) n. 1

垂直ボーリングユニット回転速度 rpm 4500

最大垂直穴深さ mm/inch 40/1,57

加工フィールド‘Y’ 垂直ボーリングユニット mm/inch 0 - 40/0 - 1,57
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Skipper V31 Brema Eko 902

Brema Vektor 15 Brema Idrak

Insider FTT

Techno Line

Insider FT2Active Drill

Insider M

Elix Insider Door KB Matrix

BIESSE ボーリング機

Brema Vektor 25 

ボーリング

ボーリング

垂直ボーリングとダボ打ち

Brema Eko 2.1 Brema Eko 2.2 

垂直ボーリングとダボ打ち

Insider Door FB

ボーリングとダボ打ち
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SERV
ICE &
PARTS

BIESSE SERVICE 
機械とシステムの設置と試運転。

Biesse のエンジニア、子会社、ディーラーの担当者専用のト
レーニングセンター。 クライアントのサイトで直接クライアン
トトレーニング。

オーバーホール、アップグレード、修理、メンテナンス。

リモートトラブルシューティング

ソフトウェアの更新。

500
イタリア及び世界中のBiesseエンジニア

50
テレサービスセンターのBiesseエンジニア

550
認証ディーラーエンジニア 

120
毎年様々な言語で行われるトレーニング
コース
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Biesse Groupは、BiesseServiceとBiessePartsの2つの専用領域を通じて、顧客のニーズをよりよく理解し、
製品とアフターサービスを改善するために、顧客との緊密で建設的な関係を促進、育成、発展させます。

BIESSE PARTS 

さまざまなマシンモデル用にカスタマイズさ
れたオリジナルのBiesseスペアとスペアキッ
ト。
スペアパーツの識別サポート。
Biesseスペアパーツ倉庫内にある
DHL、UPS、GLSロジスティクスパートナーの
オフィスで、毎日複数の集荷があります。

非ローカライズされた自動倉庫を備えたグ
ローバルな流通ネットワークにより、注文処
理時間が最適化されました。

92%
24時間以内に処理されたダウンタイ
ムマシンの注文

96%
時間通りに配達された注文

100
イタリアと世界中のスペアパーツス
タッフ.

500
毎日処理される注文数
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LAGO.IT

LIVE
THE EXPE
RIENCE

BIESSEグループテクノロジーは、LAGOの革新と
総合的な品質管理プロセスに力を合わせます

混雑した国内デザインの世界では、刺
激的な製品のコレクションと、ビジネ
スとアートの相互作用を取り入れた企
業哲学、そして持続可能な開発に関す
る継続的な研究のおかげで、Lagoは新
興ブランドとしての地位を確立してい
ます。
「私たちは、今日のようにLagoを形
作った、多くのプロジェクト、つまり
コンセプトを作成しまし
た。DanieleLagoは、デザインを個々
の製品だけでなく、ビジネスチェーン
全体に適用される文化的ビジョンと見
なしました。

「ここLagoでは柔軟性がキーワードで
す」と製造マネージャーの
CarloBertacco氏は言います。 「未処
理の注文のみを処理するという概念を
導入し始めました。これにより、フッ
トプリントを削減し、最初からサイト
を空にすることができました。」
「ここLagoでは柔軟性がキーワードで
す」と製造マネージャーの
CarloBertacco氏は言います。 「未処理
の注文のみを処理するという概念を導
入し始めました。これにより、フット
プリントを削減し、最初からサイトを
空にすることができました。」

「私たちが購入した機械は素晴らし
く、それが提供する能力に対して限ら
れた投資を必要とし、特定の製造アプ
ローチにリンクされています。私が話
しているのは、Lago標準の品質レベル
を備えた特定の製造量と、顧客の要求
に応じてカスタマイズする可能性で
す。つまり、リーン生産方式の非常に
基本的な原則です。」 。

出典: IDM Industria del Mobile
1999年以来のお客様であるLagoは、世界で最も権
威のあるイタリアの家具ブランドの1つです。 

MADE
WITH
BIESSE
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BIESSEGROUP.COMLIVE
THE EXPE
RIENCE

効率と生産性を最大化し、お客様によ
り良いサービスを提供するための新し
いスキルを生み出す相互接続されたテ
クノロジーと高度なサービス。

LIVE THE BIESSE GROUP 
EXPERIENCE AT OUR 
CAMPUSES ACROSS  
THE WORLD.
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BIESSE.COM

巴産業株式会社
本社：群馬県高崎市問屋町3-5-7 
TEL.027(361)2121 FAX.027(363)2574
海外事業部：
TEL.027(361)2740 FAX.027(361)2129




