
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業用床材：自動車組立ライン専用合板 
 

 

 

  



 

当社の原材料は、ブナ材です。 
 

 

 

 

 

 

Delignit®（デライニット）は、ブナ材の集成合板を基

にしており、何層にも重ねることで構成されています。

 

Delignit®は、環境に優しい建築材料であり、標準品お

よび特注品としてシステムを組むことができます。 

 

当社は、強化済み、表面処理済み、既成品、組立品の

Delignit® を、ジャストインタイムでご提供致します。

 

当社では Delignit®の開発と生産を行っております。 

 

伝統的な木造建築業界、航空機産業、そしてフォーミュラワン

も、Delignit®を使用しています。それには理由があります。当

社は天然のブナ材を加工し使用しています。ブナ材は、硬さ、

強さ、および耐久性の面で優れたバランスを提供することがで

きます。ブナ材は樺材に比べ、これらの特性に関して、三割以

上上回っています。同様に、ブナ材のバランスのとれた重量と

引張強度は、他のどんな木材よりも勝っています。当社の品質

マネジメントシステムは、現在の DIN EN ISO 9001: 2008 およ

び ISO TS 16949: 2009 標準に従って認証されています（よっ

て、ドイツ自動車業界での最高水準の品質要求を満たしていま

す）。 
 
ブナ材の特性 
• 収穫期：120 年から 140 年成長したもの  
• 原料密度：約 0.69g/cm3 
• ブナ材は最も丈夫で強い木材種類の一つであり、同じサイズ

の構造用鋼の十分の一の重さしかありませんが、三割以上高

い強度があります。 
 

 
 



 

工業用床材のご紹介 
 

工業環境および商業環境での床材は、非常に厳し

い特殊な要件を満たす必要があります。ブナ材か

ら作られた Delignit®工業用床材は、美観性と快

適性を満足する一方、卓越した耐摩耗性を提供し

ます。三つの異なる仕上げタイプを選ぶことがで

きます。Delignit®工業用床材は、その非常に優れ

た品質から、自動車業界だけでなく、広く様々な

産業界で高く評価されています。 
 
たとえば、Delignit®工業用床材パネル「プロフェ

ッショナル」は、ドレスデンにあるフォルクスワ

ーゲンの Gläserne Manufactur（透明工場）で、

きれいに誘電ケーブルを隠し、電気機器のワイヤ

レス操作を可能にしています。これらのケーブル

は、パネル内に埋め込まれており（EN 13501-1
準拠の B - s1, d0 で認証済）、メープルの寄せ木

張りで覆われています。 

 プロ仕様のアプリケーションに最適です 
 
プロフェッショナルパッケージ 
最高の防火性（避難路にも使用可能）、最大散逸能力、および耐

摩耗性表面: プロフェッショナルパッケージでは、すべてが揃っ

ています。当社で留め具用の穴開け加工を行うとともに、構造力

学とレイアウト計画のお手伝いをいたします。 
 
ベーシックパッケージ 
当社のベーシックパッケージは、お客様のそれぞれの要件に合わ

せることができます。お客様の用途が、例えばプラットフォーム

床材または最終組み立てラインの足付きデッキなどであったと

しても、ベーシックパッケージはお客様のすべての用途に対し、

効率的かつ柔軟なソリューションを提供いたします。 

Delignit®工業用床材パネル 

標準タイプ 防火性 静電散逸能力 色 機械加工 レイアウト計画 
静力学 

（構造分析） 
設置 

Delignit®工業用床材パネル 
厚さ 
(mm) 

寸法 
(mm) 

表面 
EN 13501-1 準拠 EN 61340-4-1 および EN 61340-5-1 準拠 

  レイアウト提案 適合性の推薦  
標準 オプション 標準 オプション 

プロフェッショナル 

  
Delignit® 

EBC/ESD ラッカー 
    

Delignit®色カード

による 

面取りおよび留め具のための穴 8
個までは無料、追加の機械加工は

追加料金 
含む 含む 追加料金 

  
Delignit® 

特許登録透明コーティング DIF 
    

Delignit®色カード

による 

面取りおよび留め具のための穴 8
個までは無料、追加の機械加工は

追加料金 
含む 含む 追加料金 

ベーシック   
Delignit® 

EBC ラッカー 
   

Delignit®色カード

による 
追加料金 追加料金 追加料金 追加料金 

エコ 

  
Delignit® 

フィルムコーティング 
   

Delignit®色カード

による 
追加料金 追加料金 追加料金 追加料金 

  
Delignit® 

ラッカー 
   

Delignit®色カード

による 
追加料金 追加料金 追加料金 追加料金 

 
 
 
 

EN 13501-1 準拠、
D-s1, d0 

EN 13501-1 準拠、
Bfl - s1 

EN 13501-1 準拠、
B - s1, d0 

ASF = DIN EN 61340-4-1、
<2000V 帯電準拠、帯電防止

床材 

DIF = DIN EN 61340-4-1、1×106 - 
1x109Ω（床/人の組み合わせのみ）

準拠、散逸工業用床材、 

ESD = DIN EN 
61340-5-1、7、5 x 105-3、
3.5 x 107 107Ω x 5 準

拠、静電気放電 
 

エコパッケージ 
ブナ材は優れたブリネル硬度を備えてお

り、Delignit®工業用床材は他の木材よりも

非常に優れた特性を持っています。 フィル

ムまたはラッカーでコーティングされたこ

の製品は、コスト効率の高いソリューショ

ンを提供しています。お客様のご要望によ

っては、EN 13501-1 準拠の Bfl - s1 として

分類される耐火性床材をご提供することが

可能です。 
 

当社では、様々な用途に適用可能な、表面

コーティングのオプションをご用意してお

ります。UV ラッカー表面、フィルムコーテ

ィングと HPL、または耐摩耗性の高い EBC
表面などを、化粧板、木目模様、色その他

さまざまなパターンで利用することが可能

です。ハンドル、フラップ、ラッチや観測

窓と言った他の付属品を組み込むことも、

簡単にできます。ご要望に応じて、建設資

材では最高クラスの欧州要件に準拠した耐

火特性を備えた散逸工業用床材パネルも提

供することができます。 
 

当社では、お客様の Delignit®工業用床材パ

ネルに、どのようにして光学制御用の観測

窓、または高度留め具技術などを装備する

ことができるかをお見せしたいと思いま

す。当社の有能なスタッフが、お客様にと

って最善の解決策を探しだし、実行いたし

ます。 

 

 

 

 

プロフェッショナルパッケージは、フォルクスワーゲンゴルフ V 生産

ラインの湾曲したプラットフォームシステムに採用されています。それ

は、特許登録された表面の散逸特性(DIF)と最高の防火評価を兼ね備え

ています。パネルは、ブナ合板の自然なベニヤ木目を維持するために透

明コーティングを行っています。このような場合は、（他社の）同様の

システムでは、不透明なコーティングやラッカーのみが使用可能です。 

 



 

 

 

 

 

 

  

Delignit®工業用床材：用途と使用法 

Delignit®工業用床材パネルは、組立工場技術に関連する 300 以上の

プロジェクトで、15 年にわたって使用されています。足つきデッ

キとして、コンベヤベルトまたはコンベヤチェーン下のスライダー

テーブル表面として、またはプラットフォーム表面として、様々な

場所で使用されています。 
Delignit®は、技術的および投資面の両面において、常に最善の解決

策を提供します。 

Delignit®工業用床材パネルは、自

動車産業の多くの分野で使用され

ています。耐久性があり簡単に掃

除が可能な表面は、長期的な価値

を維持し、数代のモデル変更を超

えて、安全な投資を提供していま

す。 

Delignit®工業用床材の卓越した

防火性能は、セキュリティ面でも

追加の付加価値を生んでいます。

格段に優れた耐摩耗性の表面と共

に、ブナ材のブリネル硬度が、効

果的な表面保護を提供していま

す。 

プラットフォーム表面として 

プッシュプラットフォーム表

面として 
スライダーテーブル表面として 

ボディ製作 塗装部門 

組み立て 最終検査 

高品質の Delignit®工業用床材表面は、必要に応じて

導電性を持たせることが可能で、組み立ておよび最終

検査の両方において、敏感な電子部品の保護に役立ち

ます。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

包括的な Delignit®パッケージ 

当社が製造し供給する木材製品

は、自動車生産のすべての面にお

いて、堅牢で長寿命の標準機器と

して使用されています。当社はお

客様と協力を続け、革新的なアプ

リケーションソリューションを提

供いたします。今日、設計開発作

業は、現代のデータ交換基準に基

づく技術的な可能性に基づいて実

施されています。 

当社の作業は原材料の購入から

始まります。相互に定義された基

本材料品質の製造を含み、カスタ

マイズされた機器を、ジャストイ

ンタイムで供給できるように、最

終機械加工を行います。 

品質マネジメントシステムは、DIN
EN ISO 9001: 2008 および ISO TS
16949: 2009（自動車業界の最高水

準）で認定されています。当社は

品質管理の一環として、当社製品

の優秀性と品質を常に監視し、そ

の改善に努めています。 

当社の製造ノウハウを応用し、すべ

ての個々パラメーターを自由に組み

合わせることが可能で、その結果を

直接反映させることが可能です。こ

のことは、お客様がたった一つのソ

ースから、すべてのソリューション

を受け取ることができることを示し

ています。 

製造者： 


