
ロボットパートナーカタログ

e-F@ctory Alliance

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
　正しくお使いください。

安全に関するご注意

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質システム ISO9001の認証取得工場です。

L 09089（名） 2017年3月作成

本品のうち、外為法に定める規制品（貨物・技術）を輸出する場合は、
経済産業大臣の許可が必要です。
When exporting any of the products or related technologies 
described in this catalogue, you must obtain an export 
license if it is subject to Japanese Export Control Law.

この印刷物は、2017年1月の発行です。なお、この印刷物に掲載した内容は、改善のために予告なく
変更する場合がありますので、ご採用の節には、事前に弊社までお問い合わせください。
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GLOBAL PARTNER. LOCAL FRIEND 
お問い合わせは下記へどうぞ
本社
〒100-8310
東京都千代田区丸の内2-7-3
(東京ビル)

(03)3218-6740

北海道支社
〒060-8693
札幌市中央区北2条西4-1
(北海道ビル)

(011)212-3793

東北支社
〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20
(花京院スクエア)

(022)216-4546

北陸支社
〒920-0031
金沢市広岡3-1-1
(金沢パークビル)

(076)233-5502

中部支社
〒450-6423
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12
(大名古屋ビルヂング)

(052)565-3326

関西支社
〒530-8206
大阪市北区大深町4-20
(グランフロント大阪 タワーA)

(06)6486-4120

中国支社
〒730-8657
広島市中区中町7-32
(ニッセイ広島ビル)

(082)248-5445

四国支社
〒760-8654
高松市寿町1-1-8
(日本生命高松駅前ビル)

(087)825-0055

九州支社
〒810-8686
福岡市中央区天神2-12-1
(天神ビル)

(092)721-2251

※当社ロボットに関する操作セミナーとサンプルテストを行っております。詳細は、最寄りの代理店・支店までご連絡ください。

ロボットパートナーカタログ



Global Player

GLOBAL IMPACT OF
MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機は、“Changes for the Better”のビジョンを通じて、より素晴らしい明日の実現を目指します。

三菱電機では、最高のテクノロジーを生み
出すために、最高の人材を結集しています。
テクノロジーこそが、私たちの生活をより良
く変える原動力だからです。日常生活がより
快適になるように、ビジネス効率が最大
限に高まるように、社会全体の物事がよりス
ムーズに動くように、私たちはテクノロジー
とイノベーションを統合し、常により良いも
のをめざして変革しています。

三菱電機は以下の多岐にわたる分野で事業を展開しています。

エネルギーおよび電気設備
発電機から大型ディスプレイまでのさまざまな電機製品

電子デバイス
電気設備および電子製品向けの幅広い最先端半導体デバイス

家電製品
エアコンやホームエンターテインメントシステムなど、信頼性の高い家電製品

情報および通信システム
業務用および個人向けの装置、機器、システム

産業用オートメーションシステム
生産性と効率性の最大化を実現する最先端のオートメーションシステム
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お客様満足度 Only One FA Supplier
への挑戦

家電から宇宙まで幅広い事業を手掛ける世界でも有数の総合電機
メーカ、三菱電機。重電システム、産業メカトロニクス、情報通信シ
ステム、電子デバイス、家庭電器の５つの事業領域で世界規模のビ
ジネスを展開しています。汎用電動機の製造以来、90年以上に渡
り、私たち三菱電機のFAシステム事業は、日本、中国、アジア、そし
て世界のモノづくりを支えてきました。そこで積み重ねたFA制御
技術、駆動制御技術、メカトロニクス技術、そして生産技術を磨き

ながら、コントローラ製品から駆動製品、メカトロニクス製品、配電
制御製品にいたる幅広い製品ラインアップを次々に拡充していま
す。また、こうした製品コンポーネントのみならず、e-F@ctory、iQ 
Platformというように、製造現場を革新するソリューションもいち
早く提供。FAのトータルサプライヤとして三菱電機はこれからもお
客様の声にお応えする製品を世界中に発信していきます。

サプライチェーン

エンジニアリング
チェーン

調達

製品設計 工程設計

生産製造

販売・物流
サービス

運用・保守

ITシステム

エッジコンピューティング

生産現場

データ1次処理・分析 情報連携処理

ERP SCM MES
CADCAM シミュレータ SCADA

C言語コントローラ MESインターフェース

FA-IT
情報連携

センサ
製品群

駆動
製品群

コントローラ
製品群

メカトロニクス
製品群

省エネ
製品群

生産性向上 品質向上 省エネ 安全性向上 セキュリティ



  

? A社

B社

C社

A社?
B社?
C社?

製品情報

お客様お客様
三菱電機
●支社
●代理店

三菱電機
●支社
●代理店

連携

パートナーパートナー
最適化ソリューションの
ご要望はお気軽に

三菱電機の支社・代理店まで

MELFAロボットパートナーは、導入から保守まで、
お客様に最適な自動化システムの構築をトータルにサポートします。

SI／ソフトウェア／機器パートナーは、
お客様がロボットシステム導入する際のお悩みを解決します。

自前で自動化システムを構築
できるよう技術を磨きたいが、
どこのロボットシステムや機器
を使えばいいかわからない。

最新のシステムや機器の情報
が知りたいが、普段取扱ってい
ないメーカの情報を入手する
のは難しい。

新しく進出する地域で自動化
システムを検討する時に地場の
システムや機器メーカとコネク
ションがなく、どのメーカを活
用すれば良いか分からない。

SI／ソフトウェア／機器パートナーの豊富なシステムや機器で解決！

P6-12

クリーン分野
ウェハハンドリング
ガラス基板ハンドリング

工程間搬送

様々な業種に対応する
ソリューションを実現

電気・電子分野
部品供給
部品組立
ネジ締め
部品実装
検査

機械加工、自動車部品分野
工作機械ローディング／アンローディング

バリ取り
塗布／シーリング

物流分野
パレタイズ
ケーシング
搬送

食品、薬品分野
コンベアピッキング
コンベア間搬送
トレー詰め

解析ツール、シミュレータ

システムインテグレーション

ソフトウェアパートナー

ロボットパートナーにおいてハンド、
センサー等のコンポーネント製品を
対象とするパートナー

ロボットパートナーにおいて
シミュレータ、解析ツール等
を対象とするパートナー

機器パートナー

ロボットを活用した各分野の自動化設備を対象とする
パートナーSIパートナー

ハンド センサ ネジ締め シーリング 半田付け 研磨 直動 コンベア、フィーダ

企画 設計 生産準備 生産 保守

エンジニアリングチェーン

三菱電機とパートナーとの連携で
お客様に最適なソリューションを提案いたします。

SI

SI

ハンドP13-18
センサ

P23
コンベア、フィーダ

P21
半田付け

P20
シーリング

P22
直動

P19
ネジ締め

P5
ハン解析ツール、
シミュレータド

P24
システムインテグレーション
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遠隔地にあるロボットの稼働状況をデータと映像でマネージメント。
稼働状態確認と予防保全により設備を安定稼働できます。

三菱電機システムサービス株式会社

会社概要

対応地域

SCROBO-RM3／
ロボットメンテナンス／遠隔運営支援システム

アジア(日・中国以外)日本 中国

URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

【現場の課題】  【解決します】
①複数設置のロボットを集中監視したい ⇒ロボットの集中監視とメンテナンス計画ができます。
②異常発生前後の状況を確認したい ⇒異常発生前後の画像を録画する事ができます。
③遠隔地に設置しているロボットの状況確認したい ⇒お客様のパソコンで確認できます。
④遠隔地ロボットの位置を出張せずに補正したい ⇒事務所からティーチング位置補正が可能です。

〒461-8675
名古屋市東区矢田南5丁目1番14号
TEL : 052-722-7655

cccit@melsc.jp

http://www.melsc.co.jp/business/
industrial_solution/robot_system/

特長

お問合せ

三菱電機製機器製品・産業ロボットのアフ
ターサービスをベース事業としながらシステ
ムエンジニアリング事業のノウハウを蓄積し
てきました。導入計画から、システム設計、施
工、アフターまでお気軽にお問合せ下さい。

ソフトウェア

"SMASH"とシーケンサ実機、またはシーケンサシミュレータを接続し、"SMASH"上に
構築した設備・装置の3Dモデルを制御プログラムで動かしながらデバッグ作業を実現します。

株式会社 三松

会社概要

対応地域

SMASH／バーチャルマシンシミュレータ

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

　設備・装置の動作と 制御機器プログラムの連携 機械設計の3次元モデルで制御機器プログラム開発・検証
を実現します。制御機器プログラムの指令に従い、"SMASH"上に構築した3次元モデルが動作します。
　従来不可能とされていた数千部品の大規模アッセンブリ設備を"SMASH"上に数秒で描画でき、仮想空間
においての快適な動作検証を実現します。アクチュエータなどのI/O機器を動作させた結果により、センサー
からの信号を検出し、制御プログラムが実行されます。
　検証したいシーンを任意で抽出して、各デバイスの強制ON/OFFにより工程ごとの事前検証を実現します。

〒818-0013
福岡県筑紫野市岡田3-10-9
TEL : (092)926-4711

info@smash-vms.co.jp

http://www.SMASH-vms.co.jp

特長

お問合せ

各種機械装置の製造、組立（アッセンブリ）
行ってきた経験を生かし、三菱電機FA
機器と接続できるソフトを開発している
会社です。

ソフトウェア

ソフトウェアパートナー
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株式会社近藤製作所

会社概要

対応地域

センサ、ハンド、ATC／
視覚センサ、ハンド&チャック、オートハンドチェンジャー
視覚センサは、LED照明と組み合わせ、省スペース化と高精度化を両立いたします。
またハンド&チャック、オートハンドチェンジャーは、ロボット装置への豊富な装着実績
や様々なニーズから生まれた標準化商品です。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

【視覚センサ】　　　　　　　　　　
・画像処理の特長
  １．OK品とNG品を判別する最適な識別基準を自動的に設定します。
  ２．位置出力による２次元ピックアップが可能です
・豊富な検査項目：様々な面積、形状、色など計14項目+位置出力の判別ができます。
・小型設計  　　 ：狭いスペースにも簡単に設置できます。

【ハンド＆チャック、オートハンドチェンジャー】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平行ハンド、3爪チャック、オートハンドチェンジャー、ロータリージョイント、クイックアジャスタ等
あらゆるフィールドからニーズを形にした商品バリエーションがあります。

〒443-0002
愛知県蒲郡市清田町大口3-1
TEL : 0533-66-6588

i-muramatu@konsei.co.jp

http://konsei.co.jp

特長

お問合せ

搬送装置メーカである近藤製作所は、ハンド&チャック、画
像センサ、LED等を同社製品としてラインアップしており
ますので、ロボット周辺機器をトータルサポートできます。

ハンドハンド

株式会社コスメック

会社概要

対応地域

ロボットハンドチェンジャー／ロボットハンド／各種自動化機器
ロボットハンドチェンジャーを始め、ロボットハンド、パレットチェンジャー等、３μmの
繰返し位置決め精度を有した、汎用設備の自動化を可能にする「段取改善ツール」

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

● 当社の「ロボットハンドチェンジャー」は、独自の「ノンバックラッシュ機構」により、高い剛性と耐久性
 で24時間連続可動を実現します。また、位置再現精度 3μmによりツール先端のブレを抑え、高精度
 な組立作業が可能になります。

● 当社の「ロボットハンド」は、安定した内径把持が可能なハンドにより、より軽量化・コンパクト化が可能
 になります。

● 「各種自動化機器」は、無人段替えを可能にする高精度位置決め機器やクランプ機器により、「自動化」
 「汎用化」の課題を解決します。

〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2丁目1番5号
TEL : 078-991-5115

お問合せはホームページよりお願い致します。

http://www.kosmek.co.jp

特長

お問合せ

多品種対応により、専用から汎用へのニー
ズの変化と共に、自動化のニーズも急増し
ています。そのような汎用設備の自動化
への課題を解決できるツールを、様々なソ
リューションと共に提案致します。

電動ロボットハンドチェンジャー 電動小型平行ハンド 電動ロケートハンド

機器パートナー
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シュマルツ株式会社

会社概要

対応地域

自動搬送用真空機器 / ロボットハンド
シュマルツでは真空吸着を使用した自動搬送に欠かす事のできない真空パッドや真
空発生器、各種バルブ、圧力センサをはじめ、モジュラー式ハンドや多品種搬送に適
した汎用ハンド等もラインアップしています。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

1.自動搬送用真空機器
 マークレス、ワークへの追従性、耐摩耗性、横滑り防止など業界のニーズを取り入れた多様な真空
 パッドを開発・生産しています。"Industrie 4.0"と"IoT"の実現にも力を入れており、CC-Linkと接続
 可能なIO-Link対応の真空発生器や圧力スイッチをご用意しています。IO-Link対応の真空発生器で
 は、リアルタイムでの状況確認や予知保全が可能です。
2.スペシャルグリッパー
 真空パッドによる搬送が困難なアプリケーションのために特殊なグリッパーも多数開発しています。永
 久磁石を使用し穴の開いた薄鋼板への把持に対応したマグネットグリッパーや、針を出し入れする事
 によって繊維製ワークの把持を可能にしたニードルグリッパー、面吸着によってフィルムや液晶ガラス
 など薄く壊れやすいワークへの負荷を軽減するグリッパーなど、新たなソリューションをご提案します。
3.ロボットハンド
 組立済みロボットハンドもご用意しています。モジュラー式ロボットハンド VEEシリーズは、吸着パッド
 の種類・数量・配置を自在に組み合わせる事により、個々のワークに最適なハンドを構築する事ができ
 ます。真空グリッパー FXP/FMPシリーズは、吸着面にスポンジや真空パッドを使用した大型のハンド
 です。流量調整可能なバルブを内蔵し、複数個のワークや多品種ワークの一括搬送に適しています。

〒224-0053
神奈川県 横浜市 都筑区 池辺町 3595
TEL : 045-308-9940

info@schmalz.co.jp

http://www.schmalz.co.jp

特長

お問合せ

1910年創業のドイツ企業です。様々な
形状・位置のワークを段取り替えせずに搬
送可能なハンドや予知保全を実現する真
空発生器等、製造業を支える自動搬送用
真空機器を開発・生産しています。

ハンド

ジマテック株式会社

会社概要

対応地域

電動グリッパー・アクチュエータ／
別置きコントローラ不要のプラグ＆プレイタイプ

コントローラ内蔵により、ティーチング不要で使用できる電動グリッパー。小型ボディ
で軽量ながらも、高い把持力と長寿命を兼ね備えた、高品質のグリッパーは幅広い用
途に対応可能です。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

● ジマテックは、世界で初めて過酸化水素・UVの殺菌に対応した電動グリッパーの製作をはじめ、これ
 までのノウハウと実績を生かした、柔軟なモノづくりを行っています。
● メカトロニクス製品群（電動グリッパー・アクチュエータ）は、ボディ内部に基板を内蔵しているため、別
 置コントローラが不要かつ、エアーグリッパー同様に、開閉信号のオン・オフだけで制御できます（プラ
 グ＆プレイ仕様）。
 また高性能のブラシレスモータを内蔵したことによる、小型化・軽量化・長寿命化を図ったため、ロボッ
 トの可搬重量を有効に使え、ティーチング工程の簡素化をはかることが可能です。　
● 創業以来、世界中のユーザー様で使われているエアーグリッパーはクリーンルーム認証を取得した
 ものや、国産では珍しい小型グリッパー・フィンガー付きなど、多様なラインナップを揃えております。
 また取出しロボット向けに製作をはじめたプラスチック製品群は、取り出しチャックでの使用を想定し
 た幅広い製品を揃えております。ハンド設計工数の削減や簡素化に貢献するだけでなく、多様化する
 市場の要求に柔軟に対応可能です。

〒106-0014
東京都港区麻布台3丁目3番15-702号
TEL : 03-6322-5816

info@gimatic.co.jp

http://www.gimatic.co.jp

特長

お問合せ

イタリアのグリッパー・エンドエフェクター
メーカー：Gimatic S.r.lの日本法人、ジマ
テック株式会社です。グリッパーの販売及
び、それらを組み合わせたエンドエフェク
ターの提案を得意としています。

ハンド
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株式会社TAIYO

会社概要

対応地域

電動グリッパ／電動モータ駆動式チャック
空気圧チャックを越えた 「高精度の把持力制御・位置制御・速度制御」 を実現しました。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

本製品は5つの面において空気圧チャックの性能を越えております。

■把持力制御：最大把持力の30～100％間を1％毎任意に設定可能。ワークのキズ付け防止。
■速度制御：20～100㎜/s間を1㎜/s毎任意に設定可能。ワークのキズ付け防止とタクトUP効果。
■ワークの有無確認：ワークの掴み忘れや落下を外部センサ無しで検出可能。
■メジャリング機能：0.01㎜単位で寸法測定が可能。ワークの良・不良を搬送途中に判定可能。
■多点位置制御：複数ワーク搬送・測定時に効果を発揮。段取り替えの手間を省きます。

多品種、精密部品搬送、不良品組付け防止効果において昨今の市場ニーズにお応えすべき業界最多の
バリエーションを用意しております。また、特殊対応も行っておりますのでお気軽にお問合せください。

(お問合せ)〒453-0018
愛知県名古屋市中村区佐古前町22-13

(本社)〒533-0002
大阪府大阪市東淀川区北江口１－１－１

(お問合せ)TEL : 052-482-1100
(本社 コンタクトセンター)TEL : 06-6340-1108

contact.taiyo@parker.com

http://www.taiyo-ltd.co.jp

特長

お問合せ

ハンド

二つ爪タイプ/ESG1 二つ爪タイプ/ESG2

電グリ　君R

三つ爪タイプ/ESG1

油圧・空圧・電動機器の製造販売およびシス
テム装置メーカ。油圧機器と電動グリッパに
おいては国内シェア・機種数ともにNo.1で
す。油圧・空圧・電動の全ての機器からお客
様に最適なご提案をさせて頂いております。

シュンクジャパン株式会社

会社概要

対応地域

PGN-plus ／シュンク・グリッパー
シュンク PGN- Plusグリッパーはマルチトゥースガイドによる比類の無い精度、汎用
性を備えた2爪平行開閉グリッパーで、同クラスのあらゆるグリッパーの頂点にあり
ます。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

最高の精度 !
シュンク PGN-plus グリッパー

最高の把持力、最高の安定性、長いグリッパーフィンガー。シュンクの優れたマルチトゥースガイド付きグ
リッパーよりも精確なグリッパーは、全くありません。このシステムによってグリッパーの精確さと耐久性
が再定義されるのです。力とトルクは複数の平行するプリズム形ガイドのガイド面に分散されます。この
ためガイドはより高い負荷に耐えることができ、極めて高い安定性をもたらします。同じグリッパーサイ
ズのままで、ガイドに過負荷を与えることなくより長いグリッパーフィンガーを使用することができます。
延長ガイド面が表面圧力を下げるため、摩耗も最小になります。マルチトゥースガイドが高精度と長寿命
を実現します。

・最大把持力：21,800N
・精確な繰り返し精度：0.01mm
・大きなストローク：最大45mm/グリッパーフィンガー
・高トルクと分力吸収
・問題なく長いグリッパーが使用可能
・最良な使用寿命

〒140-0004
東京都品川区南品川2-2-13 南品川JNビル1F
TEL : 03-6451-4321

info@jp.schunk.com

http://www/schunkjapan.jp/

特長

お問合せ

シュンク・ジャパン株式会社　
代表取締役　谷本　昌信
会社設立　　2009年
事業内容    シュンク社製品輸入販売 , 
オートメーション製品の製造および販売

ハンド
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株式会社イシダ

会社概要

対応地域

IMAS-G／ダイナミック計量システム
移載と同時に質量計測できるユニットであり「運ぶ」と「はかる」を同時に実現させます

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

● 加速度と慣性力から質量を計測できる新たな技術で垂直感度モデル
 と水平感度モデルを用意
 最少計量精度 ダイナミックモード ０．５ｇ、スタティックモード５．０ｇ

● 単軸ロボット、スカラ、多関節ロボットなどのアームと対象となるワー
 クハンドの間に計量ユニットを 取付ます。

● ロボットコントローラやPLCとの接続はシリアルもしくはEthernet
 何れかにて制御ユニットと会話をおこないます。
 I/Oによる計測開始のトリガやランク信号の出力が可能です。

〒606-8392
京都市左京区聖護院山王町44番地
TEL : 075-751-1686

http://www.ishidaglobal.com/ww/jp/

特長

お問合せ

計量器を中心とした周辺設備、包装・検査
機器・生産管理システム、物流システムの
製造販売

お問い合わせはホームページよりお願いいたします。

把持チェックで安心 良品/不良品の振り分けで
効率アップ

ランク選別で省力化

センサ

ビーエルオートテック株式会社

会社概要

対応地域

クイックチェンジ／エンドエフェクタ自動交換装置
ロボットや自動機のハンドやツールを自動的に交換するための装置です。1台のロ
ボットで複数の作業がこなせるため、ロボットの多機能化や段取り時間の短縮が可能
になり、多品種少量生産に貢献します。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

１．高い耐モーメント剛性を有しています。
 大口径のピストンを用いたボールロック方式を採用することにより、より高いモーメント性能を実現し
 ています。これにより、高速で動作する多関節ロボットに適しており、通常運転時、2Gの加速度と非常
 停止時、5Gの加速度に余裕をもって対応できる性能を有しています。
２．多彩な安全機能を保有。
 一度、締結されると締結用の空気圧供給が停止しても、ツールがただちに分離しない安全装置（メカ
 ニカル・フェールセーフ機構）やロボットティーチング時に誤操作をしてもツール落下させない落下防
 止バルブなど、多彩な安全装置を準備しています。
３．豊富なオプションと多彩な個別対応の実績があります。
 あらゆる用途に対応できる電気信号のコンタクトブロックとさまざまなモジュールを用意しています。
 また、お客様の要望に合わせた個別対応を実施しており、実績事例として防塵、防滴仕様クイックチェ
 ンジや省配線仕様のクイックチェンジに対応しています。

〒652-0883
兵庫県神戸市兵庫区明和通3丁目3番17号
TEL : 078-682-2612

info@bl-autotec.co.jp

http://www.bl-autotec.co.jp

特長

お問合せ

バンドー化学株式会社のグループ企業として「産業用ロ
ボット周辺装置専門メーカー」というポジションを担い、
産業界のFA化に貢献しています。

ハンド
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株式会社エニイワイヤ

会社概要

対応地域

AnyWireASLINK／
ロボットハンド多点数・省配線ソリューション

AnyWireASLINKを使えば、MELFAロボット多機能ハンドの配線の悩みを解消。ロボッ
ト標準内装配線にAnyWireASLINKユニットを接続することで、アームに外部配線敷設
なしで入出力各256点がハンド上で使用可能に！簡単省配線で思い通りの制御が可能。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

〒617-8550
京都府長岡京市馬場図所1
TEL : 075-952-8077

info@anywire.jp

http://www.anywire.jp

特長

お問合せ

省配線システム機器の開発、製造、販売の専門
メーカ。三菱電機株式会社と連携し、工場の「診
える化」、「予知・予防保全」で稼働率向上、工数
削減を実現する製品として
“AnyWireASLINK”の開発を推進しています。

センサ

■MELFA×AnyWireASLINK
フォアアーム部、ベースアーム部それぞれの外部配線セットにAnywire変換アダプタケーブルと
AnyWireASLINKユニットを接続するだけで、内蔵ケーブルを使った簡単省配線が実現します。
AnyWireASLINKはiQ-R、Q、L、Fシリーズに対応した豊富なスレーブユニット群を取り揃えており、
接続I/O点数最大512点（入力256点/出力256点）が汎用ケーブル2線/4線で通信可能。アナログ
入力にも対応しております。

■AnyWireASLINK導入後の利点
・ 省配線なので2線/4線で
 多点を実現
・ 小型化を図ったスレーブ
 ユニットにより中継BOX
 が不要
・ 柔軟な分岐・接続が可能
 で、追加・取外しの際の交
 換が容易
・ 雌雄の区別が無い圧接式
 コネクタの採用で簡単接
 続・簡単分岐
・ 内蔵ケーブル使用による
 断線リスクの軽減

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社

会社概要

対応地域

VTV-9000／画像処理検査装置

製品イメージ、写真

画像処理検査のエキスパート＝ヴィスコ・テクノロジーズが開発した、
高精度・高性能な外観検査のトータルソリューション、VTV-9000シリーズ。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

● VTV-9000シリーズは、ヴィスコが独自に開発したソフトウェアVisionManagerと、ハードウェアを
 一体化した画像処理検査装置。現場の声が反映された使いやすさと、息の長い利用が可能な画像処
 理検査装置です。
 業界を常にリードする優れた性能には絶対の自信があります。
● 様々な工業製品の検査用途に対応できる汎用性と、特定の分野に適合する高い専門性が特長です。
 また、検査ユニットを組み合わせることで、より直感に近い操作が可能となりました。お客様ご自身に
 よるプログラミングを必要としない、スムーズな立ち上げを実現します。
● 私たちがいつも心がけていること、それはお客様に画像処理検査装置を販売するだけではなく、お客
 様へ“ソリューション”を提供することです。高性能な画像処理検査装置だけでなく、画像処理に必要
 な光学系の選定から、自動機のアドバイス、アフターフォローにいたるまで、現場で本当に使える
 “トータルソリューション”を提案いたします。

〒105-0022
東京都港区海岸1-11-1
ニューピア竹芝ノースタワー20階
TEL : 03-6402-4500

info@visco-tech.com

 http://www.visco-tech.com/

特長

お問合せ

ヴィスコは「画像一筋」です。
最先端の画像処理技術を開発・製造・販売
する画像処理検査装置メーカーです。

センサ
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株式会社三次元メディア

会社概要

対応地域

３次元ロボットビジョンセンサ TVS／
部品の整列・供給工程を自動化する新しい手法のご提案
工場へのロボット導入が進むなか、人手や専用設計のパーツフィーダの替わりに、
３次元ビジョンを用いたロボットピッキングシステムの採用が急増しています。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

●３次元ロボットビジョンセンサTVSとは？
 TVSは空間の中にワークがどこにあるかを３次元的に見つけ、その座標をロボットに伝えることができます。従来の２次
 元センサでは、平面に置かれているワークのみに対応できていましたが、本システムでは、箱の中にたくさんのワークが
 積み重なった状態（バラ積み）でもワークの位置姿勢を
 認識することができます。ロボットとの組合せにより、
 ワークを１つ１つピッキングすることができる全自動ピッ
 キングシステムを構築することができます。
●業界一の実績と選ばれる理由
 リピート・横展開での採用を頂いており導入効果が実証
 されています。支持される理由として、以下のようなご意
 見をお客様からいただいています。
 ① ４つのカメラを使用することによる圧倒的な認識安定性
 ② ロボットメーカ各社の言語に対応したライブラリを完
  備し、容易にロボットシステムとして立ち上げが可能
 ③ 認識テストや現場導入に向けた現実的な提案など、実
  績を元にした確かな技術サポート力
●導入事例
 ・自動車シート部品メーカ（成型品の組立ラインへの供給
  ／中型成型品）
 ・鍛造メーカ（冷間鍛造ラインへの搬送／自動車用ＣＶＴ）
 ・食品メーカ（加工、充填ラインへのハンドリング／透明
  ボトル）
●最後に
 弊社ホームページにてデモ動画を多数掲載しております
 ので是非ご覧下さい。セットメーカー様のご紹介も可能
 です。お気軽にお問い合わせください。

〒525-0059
滋賀県草津市野路1-15-5　フェリエ南草津4F
TEL : 077-561-2799

info@3dmedia.co.jp

http://www.3dmedia.co.jp/

特長

お問合せ

弊社は３次元ロボットビジョンセンサの専
業メーカです。独自開発アルゴリズムと
ハードウェアによりバラ積み部品の３次元
認識を可能にし、ロボットと組合すことで
生産ラインの自動化に貢献します。

センサ

コグネックス株式会社

会社概要

対応地域

In-Sight ビジョンシステム
画像処理を用いて、部品を検査、識別、位置決め

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

コグネックスのIn-Sight®ビジョンシステムは部品を検査、識別、位置決めする能力に非常に優れていま
す。工業用マシンビジョンに必要な機能を完全に組み込んだビジョンシステムは、高度なビジョンツール
のライブラリと高速画像取り込みおよび処理能力の両方を備えています。ラインスキャンやカラーシス
テムなど、幅広いモデルを取り揃え、お客様のあらゆるアプリケーションおよび性能要件に対応します。

〒113-6591
東京都文京区本駒込2-28-8 
文京グリーンコート23階
TEL : 03-5977-5400

infojapan@cognex.com

www.cognex.co.jp

特長

お問合せ

画像処理システムの開発、製造、販売、サ
ポートを行う画像処理のトータル・ソリュー
ション・プロバイダー。全世界では100万
台を超える出荷実績を有する。

*国内はもとより、コグネックスコーポレーション（本社米国）を通しワールドワイドに対応

センサ
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ＦＡ搭載用ドライバー
BLFQ仕様 BLFR仕様

締結部品「HIOS PAT.ネジ」
トツプラネジ

（十字ネジの改善）
インタトルク

（ヘクサロビュラの改善）

株式会社ハイオス

会社概要

対応地域

BLFシリーズ・トツプラネジ・インタトルク／
自動機用ブラシレスドライバー/電動ドライバー・トツプラネジ・インタトルク
ロボットにネジ2本で取り付けできる超軽量・小型の電動ドライバーは、HIOSの
PAT.ネジ(トツプラネジ、インタトルク)との融合で、自動化導入をトータルサポート
します。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

〒270-2223
千葉県松戸市秋山一丁目16-5
TEL : 047-392-2000（代） 

jp_hp@hios.com

https://hios.com

特長

お問合せ

1970年創業のネジ締結のメーカーとして、
作業効率、高品質、安全性を重視してきま
した。多様な自動化潮流要望にも、付加価
値ある商品をご提供します。

● 自動機用ドライバー
 *BLFQ・BLFRシリーズは、小型・軽量なのでR/B搭載にコストメリットを
  大いに活かす
 *後付けサクションアタッチメントの取り付けで、しっかりネジを吸着キャッチ
 *トルク管理は、バネ調整(簡単/手動)で設定
 *特にBLFRシリーズは、深穴に適した締め付けを可能にした仕様
  また、従来のBLFQを改良し、トルク設定、ビット交換をスムーズ化
● 最適自動化のネジ（HIOS　トツプラネジ・インタトルク：チョコ停防止）の提案
 *カムアウト、斜め締め、ネジ倒れを防止
 *低頭ネジ締めには最適
 *締結部材の変形防止効果(推力の低減)
 *ビット長寿命化

インタトルク/ヘクサロビュラ 比較

インタトルクは、quickFit
ぐらつかない、落ちない、
傾かない

ヘクサロビュラは、倒れる。
回転を加えると、
ネジがぐらつく

自動機搭載事例：簡単搭載、導入コスト低減

十字ｘトツプラネジ比較(芯ズレ転倒テスト)

ネジ締め

パナソニックデバイスSUNX株式会社

会社概要

対応地域

FA（Factory Automation）用センサ
（レーザ変位、光電・圧力センサ、ライトカーテン、画像処理）
レーザ変位：業界最高峰の計測能力と３４種類の豊富なセンサヘッドバリエーション
光電・圧力センサ：汎用光電、ファイバセンサ、圧力センサと豊富なラインアップ
ライトカーテン：Type４の安全カテゴリー対応商品を用途に応じてラインアップ
画像処理：ロボット専用器（PV260）をラインアップ

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

● レーザ変位は、アプリケーション毎に最適な精度を計測するため、測定範囲の異なるセンサヘッドを
 豊富にラインアップ。検出能力も、代表例として、高分解能：０．０１μｍ、高速サンプリング：１０μｓと業
 界最高峰の基本仕様を実現。三菱電機社製のｉＱｓｓに対応しており、データレジスタへの測定値自動
 書き込みができます。

● 光電センサは、業界最小の光電センサやファイバセンサ、レーザセンサと、各種用途に合わせた商品 
 をラインアップしています。ワークの位置決めやワークのチャック確認などに適しています。
 また、吸着搬送時の吸着圧確認用に圧力センサを用意しています。
 最後にロボットと人の共存を実現するために必要な安全機器として、Ｔｙｐｅ４に対応したライトカーテ
 ンをラインアップしています。

● 画像処理は、ロボットの立ち上げを“超簡単に！”をコンセプトにした専用器ＰＶ２６０を用意。“オート
 キャリブレーション機能”によるカメラ座標系をロボット座標への置き換える機能や、ロボットメーカや
 種類を指定するだけで通信ができる“ダイレクト通信機能”などを搭載しています。

〒486-0901
愛知県春日井市牛山町2431－1
TEL : 0120-394-205

panasonic.net/id/pidsx

特長

お問合せ

当社は、親会社１社（パナソニック㈱）、子
会社５社(竜野、九州 、蘇州、タイ)で構成
され、センシング、コントロール、プロセッ
シング機器、Ｅｃｏ商品の開発並びに設計、
製造及び販売を主な事業としております。

お問い合わせはホームページよりお願いいたします。

センサ
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はんだ付の自動化専用機
統合型はんだ付ロボット・UNIX-700FV垂直多関節、UNIX-770FH水平多関節
産業用ロボットに設置して簡単にはんだ付装置が構築できる自動はんだ付コントローラ
高機能型・USC-881S　汎用型・USP5

株式会社ジャパンユニックス

会社概要

対応地域

UNIX-700Fシリーズ ・ USC-シリーズ／
統合型はんだ付ロボット（垂直多関節型、水平多関節側） ・自動はんだ付ユニット（高機能型・汎用型）

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

● UNIX-700Fシリーズは、専用はんだ付ツールとはんだ供給装置を内蔵した統合型はんだ付専用ロ
 ボットであり、はんだ送り軸もロボットコントローラからロボット軸の一つとしてACサーボで、同時制
 御が可能。また、はんだ付ツールの自動位置補正機
 能やはんだ付専用プログラム等、教示、メンテナン
 ス時に使いやすい機能を内蔵したベストセラーシ
 リーズです。

● USCシリーズは、産業用ロボットと接続し簡単には
 んだ付装置が構築できる汎用自動はんだ付ユニット
 です。
 ・USC-881Sは高機能
  はんだ付ロボット化に
  必要な基本ユニットに
  加えて、様々なオプ
  ションが搭載 可能。設
  備を自由に構成可能
  です。
 ・USP5は汎用はんだ
  付ロボット化に必要な
  基本ユニットの構成と
  なっております。

〒107-0052
東京都港区赤坂2-21-25
TEL : 03-3588-0551

melfapartner@japanunix.com

www.japanunix.com

特長

お問合せ

ジャパンユニックスは1974年創業の
はんだ付自動化のエキスパートとして、
幅広い業種にて実績がございます。　　
導入前検証テストから装置開発・導入後の
サポートまで一貫して承っております。

半田付け

兵神装備株式会社

会社概要

対応地域

ヘイシンディスペンサー／HD型，ND型
高粘度液のシーリング・ポッティング・ボンディング(接着)・充填・注入・2液混合塗布　
工程で、高精度・定量・安定塗布を可能にした、「エア式」「バルブ式」でもない、ヘイシ
ンモーノポンプ構造のディスペンサー。

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

● ポンプの心臓部であるローターがステーター内で回転することにより、その隙間にできる「キャビ
 ティー」が強い吸引力で高粘度液をも吸い込みながら、液体ごと吐出側へと移動していきます。キャ
 ビティーの断面積は、ローターの位置に関わらずどの瞬間でも一定であるため、吐出される量も常に
 一定になり定量塗布が可能です。

● 高粘度液でも「定量」「無脈動」に「高速」塗布することができ、更にサーボモーターの回転数制御によ
 り、自在に塗布量をコントロール。特にシーリング工程では、ランニングコスト低減、タクト短縮、設備
 のダウンタイム低減に貢献できます。

(東京支店)〒103-0027
 東京都中央区日本橋2-1-14　日本橋加藤ビルディング8F
 TEL : 03-5204-6380
(大阪支店)〒541-0054
 大阪市中央区南本町4-1-10　ホンマチ山本ビル10F
 TEL : 06-6243-0101

info@mohno-pump.co.jp 

http://www.heishin-dispenser.jp

特長

お問合せ

日本唯一の一軸偏心ねじポンプ専業メー
カー。高粘度・高濃度液、固形物含有液でも
高精度に定量吐出できるヘイシンモーノポ
ンプで、自動車業界、電機業界から食品まで
様々な製造工程の効率化に貢献しています。

シーリング
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機械を構成する「運ぶ（コンベア）」「掴む（エアチャック）」「送る（スライドシリンダ）」
といった動作を行うユニット商品を、標準品として多数取り揃えております。

NKE株式会社

会社概要

対応地域

コンベア、エアチャック、スライドシリンダ、
省配線機器、簡易情報連絡端末

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

機械を構成する「運ぶ（コンベア）」「掴む（エアチャック）」「送る（スライドシリンダ）」といった動作を行う
ユニット商品を、標準品として多数取り揃えております。
● コンベア：機器・設備の中に組み込めるカスタマイズ性の高いコンベアです。
● エアチャック：パーツハンドリングに必要な機能を凝縮したユニットです。
● 省配線機器：PLCと各種センサ、アクチュエータ間の配線を大幅に削減できる制御機器です。

〒612-8487
京都市伏見区羽束師菱川町366-1
TEL : 075-931-2731

promotion@nke.co.jp

http://www.nke.co.jp/

特長

お問合せ

「自動化」の概念をわが社独自のBBS
（Block Building System）という手法
を用い、お客様の抱える問題を、より早く、
より柔軟に、よりスムースに解決する“自動
「化」屋”を目指しています。 

搬送

シンプル構造で高精度のシャフトモーターを、特に荷重制御(押当て制御)、ハプティ
クス(力覚伝送)の分野でモジュール提案致します。

株式会社ジイエムシーヒルストン

会社概要

対応地域

シャフトモーター (円筒型コアレス・リニアモーター)／
荷重制御(押し当て制御)用シャフトモーター/ハプティクス用シャフトモーター

アジア(日・中国以外)日本 中国
URL

e-Mail

欧州 北米 中南米 アフリカ

本来、等速性に優れ(低速度リップル)、応答性が高く、高い繰り返し位置決め精度、といった特長を持つ
シャフトモーターは、推力制御(トルク制御モード）に優れる制御機器と併用することで、圧力のフィード
バックなしに、高精度の荷重(押し当て)制御が可能となります。
・電流投入量に対するリニアリティーが高く、そのリニアリティーの再現性が高い
・投入する電流の分解能に応じて、高分解能の推力が可能
こうした、特長は、今後の展開が期待されるリアル・ハプティクス（力覚伝送）の分野においても応用が可
能です。

〒214-0031
川崎市多摩区東生田1-13-1
TEL : 044-900-7708

info@ghc.co.jp

http://www.ghc.co.jp/

特長

お問合せ

当社はシャフトモーターに特化した専業メー
カーです。シンプル構造で、高精度を実現する
製品の特色を活かし、多様化するロボットニー
ズに駆動デバイスとして、力覚伝送モジュール
としてお役立て頂ければと考えております。

直動
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●対象分野
ものづくり全般

●ソリューション
ロボット・システムインテグレーション、ロボット・ラインビルダー、ロボット・シミュレーショ
ン、自動化ラインエンジニアリング

●会社紹介
自動車用車体設備で培った技術をベースに、ロボットシステムインテグレータ事業を
行っております。迅速で安定した製品の提供を行い、国際的なエンジニアリング企業
として大きく発展していくことをめざしています。

株式会社ウエノテクニカ

ランダムピッキング
システム

●住所／TEL
〒３７６-００１３　群馬県桐生市広沢町５丁目１３１１番地
TEL ： （0277）52-0546

●URL
http://uenotechnica.com/

●E-mail
eigyo@uenotechnica.co.jp

●対象分野
全般

●ソリューション
ハンドリング全般、搬送、組立、（画像）検査・計測、段ボール製函・箱詰め・封箱、ラ
ベル貼り、マーキング、各種フィーダー、ケーブル、ワイヤー、チューブ、工作機械

●会社紹介
「夢」・「誠」・「共生」という経営理念のコンセプトからベテランと若い技術者が、生産
工場全般でのロボットによるＦＡ化のご提案をさせていただいております。
機械・電気設計から据付、調整、保守メンテナンスまで一貫したサービスをご提供さ
せていただいております。お気軽にお問い合わせください。

株式会社HCI

自動梱包ライン（段ボール製箱・箱詰め・封函）

●住所／TEL
〒595-0035　大阪府泉大津市式内町6-30

●URL
http://www.hci-ltd.co.jp

●E-mail
info@hci-ltd.co.jp

●対象分野
電気・電子、機械、自動車、食品、半導体、FPD、電池

●ソリューション
自動車製造ライン、自動車部品関連製造ライン、電気機器関連製造ライン、半導体
製造ライン、FPD製造ライン など 
※機械設計のみ対応

●会社紹介
当社の業務形態は、「機械設計請負業務」を基本とし、お客様のあらゆる分野からの
ニーズに対して、機械設計のプロフェッショナルとし、構想図や基本計画図等の難易
度の高い技術への対応、ボリュームの大きな受注へ対応、また、３Ｄ-ＣＡＤ設計への対
応等、常にお客様の良きパートナーとして責任ある技術の提供を心掛けております。

エース設計産業株式会社

●住所／TEL
〒５３０-００４３　大阪府大阪市北区天満２-１-２９
TEL ： （06）６３５３-７８６９

●URL
http://www.ace-tech.co.jp/

●E-mail
t-yamakawa@ace-tech.co.jp

●対象分野
機械・電気・制御

●ソリューション
搬送装置、ハンドリング装置、ストッカー装置、組み付け装置、レーザーマーキング装
置、各種フィーダー、設計セグメント（機械設計、電気設計他）、製造セグメント（機械
組立他）、現地セグメント（据付調整作業、作業員派遣他）

●会社紹介
私達エムテックは、FA化に対するエキスパートとして、お客様のご要望（例えば、歩留
まりの向上、生産手順・効率の向上、生産プロセスの合理化など）を実現し付加価値
を生み出す生産ラインが提供できるよう、あらゆるニーズに対応する体制を整えてい
ます。必要に応じたプロジェクトチーム体制で、お客様の問題解決に対応します。

エムテック株式会社

●住所／TEL
〒704-8124　岡山県岡山市東区西大寺五明429番地6
TEL ： （086）943-3771

●URL
http://www.m-tec.co.jp/

●E-mail
y_tanaka@m-tec.co.jp 走行システム

●対象分野
自動車、家電製品、機械加工、食品、包装他

●ソリューション
組立装置、搬送装置、画像検査装置、ケーサー、パレタイザー、ストッカー他 

●会社紹介
エアチャック、コンベア、省配線機器などのユニット機器を製造しています。充実のライ
ンアップに加え、ニーズに合わせた特注対応が可能ですのでお客様のご要望に合っ
たオリジナルユニット機器をご提供することができます。長年のノウハウを生かした自動
機の設計・製造・販売を行っています。

NKE株式会社

足場ソケット
ネジ締め組立装置

●住所／TEL
〒612-8487　京都市伏見区羽束師菱川町366-1

●URL
http://www.nke.co.jp/ 

●E-mail
promotion@nke.co.jp

●対象分野
液晶、半導体、自動車、医療用 機械・プラント向け制御
●ソリューション
ワーク工程間搬送システム、組立装置、検査装置、クリーン設備
●会社紹介
当社は工場生産設備全般を対象として、機械/電気ハード/電気ソフトに於いて設
計～製造～現地立上げを全て自社で自己完結型な対応を可能としています。その
中で特にロボットを含めました搬送設備には各分野に多くの納入実績を持っており、
例えば高クリーン度対応等の、高付加価値且つ独自性を持った搬送設備の提案を
行うことを特徴としています。

株式会社AKシステム

株式会社AKシステム

●住所／TEL
〒879-5400　大分県由布市庄内町大竜1474番地
TEL ： （097)582-3311

●URL
http://www.aksys.co.jp

●E-mail
soumu@aksys.co.jp

SIパートナー

●対象分野
電気・電子、食品・薬品、液晶・半導体、機械加工

●ソリューション
組立装置、ネジ締め装置、画像検査装置、加工機械へのローディング・アンローディ
ング、安全システムのリスクアセンスメント

●会社紹介
当社は、搬送装置など周辺装置の制御も得意としており、トータルシステム構築もお
応えいたします。
また、安全にロボットを導入頂けるようシステムのリスクアセスメントもご支援し、生産
性向上と安全性の徹底化を図るトータルソリューションとしてご提供します。

IDECファクトリーソリューションズ株式会社

●住所／TEL
〒491-0074  愛知県一宮市東島町2丁目8番地　　
TEL ： （0586）73-8300

●URL
http://www.idec-fs.com

●E-mail
弊社ホームページから問い合わせください

ロボット安全ソリューション イメージ

ロボット安全ソリューション

●住所／TEL
〒491-0066 　愛知県一宮市三丹町2番地の1
TEL ： （0586）72-8121

●URL
http://www.owari.ne.jp/~asano-i-w/

●E-mail
asano-i-w@owari.ne.jp

●対象分野
機械・電気

●ソリューション
ロボット周辺装置、ロボット専用ハンド、歩留まりの向上生産手順・効率の向上パレタ
イズシステム、ワークフィーダー

●会社紹介
弊社は小さな町工場ですが、機械設計・製作・電気制御・電気工事・ロボット立ち上
げ・ティーチングと、一貫作業を可能としております。
生産ラインの自動化・省力化・システム化等、様々な分野でお客様のニーズにお応え
し、良きパートナーとしてフレキシブルに対応していきます。

ベアリング組立システム

浅野鐵工株式会社

●対象分野
食品・薬品・機械・部品など

●ソリューション
計量・包装・検査を中心としたシステム全般

●会社紹介
１８９３年の創業以来、民間初のハカリメーカーとして先進の計量技術で社会に貢献し
てまいりました。近年では計量のみならず、包装や箱詰め、Ｘ線検査などの分野にも事
業領域を拡げ、お客様にご満足いただけるトータルソリューションを提供する企業とし
て、世界８０カ国以上で事業を展開しております。

株式会社イシダ

ロボット計量システム X線検査装置

●住所／TEL
〒６０６-８３９２　京都市左京区聖護院山王町４４番地
TEL ： （０７５）７７１-４１４１

●URL
http://www.ishida.co.jp/

●E-mail
お問い合わせはホームページよりお願いいたします。

●対象分野
電気・電子、機械、自動車、食品、薬品・科学

●ソリューション
カメラとロボットを活用したワーク搬送や部品挿入。スポット溶接ロボットの導入。

●会社紹介
工場の生産設備の製作会社です。お客様のニーズに合わせて自由設計いたします。
国内トップレベルの専用機メーカー。社員１４０名以上の技術集団です。
仕様打合せ→見積→ご発注→設計（機械・電気）→加工→組立→（機械・電気）→
調整→据付まで一貫生産のため、短納期や緊急時のトラブル
対応まで全てサポートいたします。

株式会社アステクノス

●住所／TEL
〒４２２-８０３３　静岡県静岡市駿河区登呂６-３-３
TEL ： （０５４）６５４-２５５７

●URL
https://astecnos.com/

●E-mail
info@astecnos.com

キャップロボット搬送

●対象分野
電気、電子、産業機械、自動車、食品、薬品、液晶、半導体

●ソリューション
パネルパレタイザ、部品組立システム、部品ハンドリングシステム

●会社紹介
各種工場、ライン等の省力化、自動化を効率よく実施し、安全かつ導入効果を最大
限にするべく機械設計、制御設計のご提案をさせて頂きます。シーケンスとロボット等
の制御交換への経験も多数ございます。
弊社工場にて試運転、試作等が実施可能であり、お客様の製品品質をご確認頂い
た後、指定場所への納品、据付をさせて頂きます。

株式会社アルメックホンゴ

●住所／TEL
〒939-1328　富山県砺波市大辻160
TEL ： （0763）33-5000

●URL
http://www.fa-almec.co.jp/

●E-mail
okamoto@fa-almec.co.jp 携帯モジュール検査装置

●対象分野
製紙、樹脂成型、自動車、工作機械

●ソリューション
仕分けハンドリング、短管引き抜きハンドリング、ラベル紙貼り付け

●会社紹介
システムの構築に始まり、自動化制御の設計、製作を行います。
ロボットの導入や画像処理システムと複合的に制御で社会に貢献していきます。
導入後はメンテナンス、リニューアルも実施します。

株式会社アイテクシステム

●住所／TEL
〒373-0054  群馬県藤岡市上落合889-1
TEL ： （0274）40-2588

●URL
http://www.aitechsystem.com

●E-mail
info@aitechsystem.com

ロボット安全ソリューション イメージ

ラベル貼りシステム



  

●住所／TEL
〒５２６-０８０２　滋賀県長浜市東上坂町３５１番地２
TEL ： （０７４９）６３－５２１１ 

●URL
http://www.kohokuseiko.co.jp/

●E-mail
eigyou@kohokuseiko.co.jp 

●対象分野
全般

●ソリューション
カップ印刷機、ボトルキャップ印刷機、搬送システム、自動組立機など

●会社紹介
弊社は、お客様の生産設備となる一般産業機械・省力化機械をはじめ、カップ印刷
機、ボトルキャップ・チューブなどの各種印刷機を、お客様のニーズに合わせ、設計か
ら組立・据付までの一貫体制で製作しております。

カップ印刷機

湖北精工株式会社

バルブボディの2.5次元ランダム取り出し

●対象分野
自動車、機械、電気・電子、食品・物流
 
●ソリューション
・2D/3Dビジョンシステム：自社オリジナルカメラ、他社問わず。
・画像処理システム：自社LED、ハンドで構築します。

●会社紹介
2,3次元画像の素材ピックアップ・供給・排出・箱詰め・目視検査装置などの各専用
機から、ロボットシステムやライン構築、生産管理までお客様の工場に合った自動化
システムを、自社製のハンド＆チャック・視覚センサー・LED・直交ロボット・ロボガント
リー又は他社の最適な機器を選定し、トータルでご提案します。

株式会社近藤製作所

●住所／TEL
〒443-0002　愛知県蒲郡市清田町大口3の1
 
●URL
http://konsei.co.jp/

●E-mail
i-muramatu@konsei.co.jp 

基板はんだ付け機

●対象分野
自動車部品組付け及び検査、電気電子、工作機械、食品、医薬

●ソリューション
インライン性能検査機、半田付け機、塗布装置、自動締付機、画像検査・測定

●会社紹介
弊社メカトロ部は試験機、専用機の設計製作を手掛けてきました。その中心にあるの
は自動車産業で高速、高精度、耐久性など他の産業分野に通ずる技術実績があり
ます。特に開発用性能試験機では、メカ・環境・油圧・振動・画像などを複合的に含む
設備実績を生かしたインライン検査ベンチやロボットを活かした設備には自信を持っ
ております。

株式会社三機

●住所／TEL
〒456-0035 名古屋市熱田区白鳥1丁目4番1号
TEL ： （052）681-2134

●URL
http://www.sanki1948.co.jp/

●E-mail
dp_sales@sanki-shoji.co.jp

●対象分野
機械、自動車、食品、薬品

●ソリューション
搬送システム、検査装置、箱詰め、供給・取出し装置など

●会社紹介
創業以来、さまざまな分野の機械をお客様のニーズにお応えすべく、設計から加工・組
立・据付まで一貫して自社で手掛けています。
省力化・効率化を高めるため、ロボットを使用したシステムづくりにも積極的に取り組ん
でいます。

株式会社古賀機械製作所

●住所／TEL
〒587-0061　大阪府堺市美原区今井88-1
TEL ： （072）289-7207

●URL
http://www.kogakikai.co.jp/

●E-mail
info@kogakikai.co.jp パイプ端末加工機

ロボット自動化

●住所／TEL
〒601-8204　京都市南区久世東土川町298-3
TEL ：（075）933-4151 

●URL
https://www.sato-web.co.jp

●E-mail
弊社ホームページからお問合せ下さい 

●対象分野
全般

●ソリューション
組立、検査、搬送を含むトータルソリューション

●会社紹介
私達の使命はお客様が安定した生産や販売ができるように支援する事です。「挑戦
と創造」を掲げ「京都から世界へ」お客様に最適な設備をお届けしています。お気軽
にお問合せ下さい。

ねじ穴検査装置

株式会社佐藤製作所

●対象分野
電気/電子機器、機械、自動車、クリーンルーム

●ソリューション
自動生産ライン、組立/検査セル、周辺供給機器開発　
得意工程：精密ネジ締め、精密挿入、移載/搬送

●会社紹介
”温故知新”長年培った超精密メカ等の昔ながらの要素技術とロボット、カメラ等の先端技術
の融合により、付加価値のあるシステムの提案をいたします。開発設計より据付からアフター
サービスまでお客様のパートナーとしてグループ会社による社内一貫体制にて対応いたしま
す。ご要望により、海外現地法人にてお客様の工場近くでシステムアップいたします。

三恵ホールディングス株式会社

●住所／TEL
〒224-0057　横浜市都筑区川和町837番地3

●URL
http://www.sankei-hd.com

●E-mail
kobashih@sankei-hd.com

●対象分野
文具メーカー・医薬品・自動車部品、分野は問わず

●ソリューション
組立、パレタイジング、検査、供給取出など

●会社紹介
弊社は三位一体の技術（機械・電気・コンピュータ）で最新技術と独創的な発想にて、
世界に一つしかない高付加価値産業ロボットを製作し、システム構築による品質・生
産の向上に貢献してまいりました。タクトタイム、設置スペースなども含め、ご相談くださ
い。また、メンテナンスもご安心ください。

謙徳産業株式会社

●住所／TEL
〒564-0044　大阪府吹田市南金田2丁目19-26
TEL ： （06）6385-7211

●URL
http://www.kentoku-ind.co.jp/

●E-mail
robot@kentoku-ind.co.jp 組立装置

●対象分野
電気・電子・機械・自動車

●ソリューション
アーク溶接ロボットシステム、ロボット対応型溶接施工管理システム

●会社紹介
当社は、アーク溶接用溶接線追跡装置（ならい装置）や自動溶接用特殊ユニットを
軸に自動溶接装置・専用機を開発・製造しております。
昨今、ロボット対応特殊ユニットを搭載したロボットシステムやトレーサビリティ対応の
施工管理システムをも手掛けております。まずは、ご相談ください。

キロニー産業株式会社 

●住所／TEL
〒136-0072  東京都江東区大島２－９－６　　
TEL ： （03）3638-2461

●URL
http://www.kilony.com/

●E-mail
administrator@kilony.com

専用アークセンサ搭載
TIG溶接
ロボットシステム

●対象分野
自動車、液晶・半導体、電気・機械、鉄鋼・金属、石油化学、建設・建機、医療・薬品

●ソリューション
ロボットシステムインテグレーション、ロボットセル生産エンジニアリング、物流ラインエ
ンジニアリング、量産ラインエンジニアリング、ロボット検査セル

●会社紹介
当社は、さまざまなシステム構築においてコンサルティング、設計・開発から製作まで
幅広い業務をおこなっています。ライン制御技術、計測制御技術、PLC制御技術、
プロセス制御技術、画像処理技術を駆使し、お客様に最適な「FA（ファクトリーオー
トーメーション）システム」を提案します。

株式会社オフィスエフエイ・コム

●住所／TEL
〒３２９-０４１６　栃木県小山市大字楢木２９３-２１
TEL ： （０２８５）４１-１１４０

●URL
http://www.office-fa.com

●E-mail
contact-hp@office-fa.com

●対象分野
自動車、食品、薬品、電気・電子、フィルム

●ソリューション
3次元ビジョン検査システム、3次元ビジョン梱包セル

●会社紹介
3次元検査システムにおいて国内出荷台数No.1のメーカーです。光切断法を用いた
高速・高精度な3次元システムをご提供します。
3次元のみならず、2次元のビジョンシステムを20年以上手がけており実績も豊富で
す。また数万種類のFA用センサや画像処理用LED照明をラインアップしています。

オプテックス・エフエー株式会社

●住所／TEL
〒141-0031　東京都品川区西五反田4-32-1東京日産西五反田ビル10F
TEL ： （03）5740-7521（システム事業部）

●URL
http://www.jfas.co.jp/

●E-mail
jfas@optex-fa.com 電子部品外観検査装置

●対象分野
機械・電子

●ソリューション
食品容器検査ライン

●会社紹介
食の安全・安心志向の高まりから、食品容器の自動検査は今や欠かせないものに
なっています。成形・検査・集積・箱詰めの自動一貫ラインによって、クリーン化・省力
化を図り、お客様の商品力UPのお手伝いをさせて頂いております。

大石鐵工所株式会社

発砲角容器検査箱詰ライン

●住所／TEL
〒438-0026　静岡県磐田市西貝塚564-1
TEL ： （095）881-1421
●URL
http://www.ois.jp/
●E-mail
sales@ois.jp

●対象分野
電子部品、液晶、自動車部品、半導体
　
●ソリューション
液晶ラインエンジニアリング

●会社紹介
液晶、半導体を主に電子部品の実装装置を提供しています。
C/R内のFA関連装置を得意としています。

大崎エンジニアリング株式会社

PCB搬送 及び アライメントキャリア搬送

●住所／TEL
〒358-0032　埼玉県入間市狭山が原３２６
TEL ： （04）2934-3411
●URL
http://www.oec-inc.co.jp
●E-mail
m.nishi@oec-inc.co.jp
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●対象分野
自動車・食品・クリーン

●ソリューション
画像検査機、溶接治具、搬送ライン

●会社紹介
三友はゴム射出成形機では国内No.1のメーカーです。自動化・省力化の設備にお
いては、様々な分野で、多様化するお客様のニーズをもとにエンジニアリングから製造
まで行っております。また、画像を駆使した三友オリジナル検査装置で、製品品質の
向上にお応えします。

三友工業株式会社

液晶基板移載システム

●住所／TEL
〒485-0073　愛知県小牧市舟津1360番地
TEL ： （0568）72-3164

●URL
http://sanyu-group.com/

●E-mail
kanshieigyou@sanyu-group.co.jp

●対象分野
全般

●ソリューション
電気制御システム構築・ロボットシステムインテグレーション・ロボット周辺装置・搬送装置・
画像検査装置・各種ドライブ制御・デジタル制御・アナログ制御・デジタルコントロール他

●会社紹介
当社はFA・プラント分野をリードするシステムインテグレーターとして、国内外問わず、
設計開発・盤制作・装置制作・現地工事・試運転調整までの導入支援をトータルで
サポートします。更に機器リプレイス・トラブル対応などのアフターメンテナンスも柔軟
に対応する体制を整えています。

株式会社サンリツ

パレタイジングシステム

●住所／TEL
〒329-3132　栃木県那須塩原市北弥六402-1

●URL
http://www.sanritu-e.co.jp/

●E-mail
info@sanritu-e.co.jp

●対象分野
食品、トイレタリー、医薬

●ソリューション
ケーシング、組付け、コンベアトラッキング

●会社紹介
私たち靜甲株式会社は、「お客様のニーズに応える」をテーマに、各種自動化設備の導入
をご提案させていただきます。お客様の視点に立ち、お客様のパートナーとして様 な々課題
に取り組みます。
お客様と一緒に自動化に取り組み、安心・安全な機械作りを目指します。

靜甲株式会社

●住所／TEL
〒424-0809　静岡県静岡市清水区天神二丁目8番1号
TEL ： （054）366-0113

●URL
http://www.seiko-co.com/

●E-mail
michiyuki.tanaka@seiko-co.com シリンジケーサ

●対象分野
ロボットハンド及び周辺機器

●ソリューション
組立用ハンドリング、搬送用ハンドリング、旋回、フローティング等、ロボットにおいてのシ
チュエーションに対応
 
●会社紹介
メカトロニクス技術を生かし、省力化・高率化・安全性を高める機器を創造開発いたします。
特にハンドにおけるアイテムは、1000種類以上のアイテムを揃えお客様の多様なニー
ズにお応えすべく揃えております。また標準品では対応できない場合でも、今日まで培っ
てきました技術を駆使し、特殊対応といたしましてお客様のご要望に対応いたします。 

多機能マルチハンド

シュンク･ジャパン株式会社

●住所／TEL
〒143-0023　東京都大田区山王3-45-28
TEL ： （03）3774-3731
 
●URL
http://www.tbk-hand.co.jp/SCHUNK_Intec_KK/contents/top_jpn.php

●E-mail
onomura@tbk-hand.co.jp 

●対象分野
ものづくり全般

●ソリューション
ロボットシステムの電気制御(ロボット・PLCソフト設計)・施工
ロボットシステムを採用した専用機などの制御設計・施工
 
●会社紹介
三重県の会社です。弊社の強みは、長年培ってきたPLCを中心とした電気制御設
計・施工とロボット制御設計を組み合わせあらゆる分野の制御システムを一貫して請
け負いできることです。すべてが受注生産。優れた技術力と想像力でお客様の期待
を超える満足の提供を目指します。

コマ回しロボット

株式会社シリックス

●住所／TEL
〒510-0951　三重県四日市市小古曽東2-9-40

●URL
http://www.serix.co.jp/

●E-mail
info@serix.co.jp

●対象分野
電気・電子・自動車など様々な分野を対象

●ソリューション
ロボットや周辺設備の最適配置シミュレーションでタクト短縮。干渉や特異点を考慮した最
適ロボット軌道を数万候補より求解。三菱電機ロボットのプログラム自動生成が可能。

●会社紹介
当社は1968年の創業以来、独立系ソフトウェア会社として、日本のコンピュータ産業
発展と共に成長してまいりました。自動化ライン立ち上げ時の構想設計・プログラム開
発・現地テストの期間短縮が可能になる、ソリューションをご提供いたします。ぜひご相
談ください。

株式会社シーイーシー

●住所／TEL
〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル8F        
TEL ： （03）5789-2442

●URL
http://vrr.cec-ltd.co.jp/product/robodia/

●E-mail
marketing@cec-ltd.co.jp

設備間干渉
シミュレーション

教育用ロボット
搬送システム

●対象分野
搬送装置・画像処理・医療・電気・電子

●ソリューション
自社製シミュレーションソフトを使った事前設計によるシステム設計、自社工場による
オリジナル部品製作対応

●会社紹介
支援ソフトウェアSMASHによる3Dシミュレーションで机上検証・実機検証を実施し、
設備導入、運用をサポートします。また、自社で人と設備を抱えて作るのはちょっと…と
いうお客様にも、開発設計からアッセンブリまで最新設備を擁した自社工場で一貫し
た生産が可能です。小ロットから量産まで、是非九州の製造は我々にお任せください。

株式会社 三松

●住所／TEL
〒818-0013　福岡県筑紫野市岡田10番9号
TEL ： （092）926-4711

●URL
http://www.sanmatsu.com

●E-mail
y_ueo@sanmatsu.com

TVSシリーズシステム構成図

●対象分野
自動車、電気・電子、食品

●ソリューション
ビジョンハンドリング、アライメント、デパレタイジング

●会社紹介
ＴＶＳシリーズは、ランダムに積まれた様々な形状の部品をロボットで掴むための目の
役割を果たします。現状の生産・加工ラインは、部品の次工程への供給、整列等の
作業を、人手や専用装置を使って行っていますが、これらの作業を３次元ビジョンセン
サを使って自動化することによって、生産ラインの全自動化が実現できます。

株式会社三次元メディア

●住所／TEL
〒525-0059 滋賀県草津市野路1-15-5 フェリエ南草津4F
TEL ： （077）561-2799

●URL
http://www.3dmedia.co.jp/

●E-mail
info@3dmedia.co.jp

ねじ穴検査装置

●対象分野
電気・機械・自動車・食品・FPD・素形材関連（アルミ・FC）

●ソリューション
パレタイズロボットシステム、ビジョンハンドリングシステム、組立ロボットシステム

●会社紹介
当社の強みは『機械技術』『電気技術』『ロボット技術』を駆使して製造ラインの自動
化を推進する総合システム力です。国内から海外まで、FPD製造ライン・鋳造プラン
ト・アルミダイカストマシンをはじめ工場のFA化を推進する製造現場で当社の技術・
製品をご採用いただいています。

三明機工株式会社

●住所／TEL
〒424-0037　静岡市清水区袖師町940番地        
TEL ： （054）366-0088

●URL
http://www.sanmei-kikou.co.jp/

●E-mail
kondou@sanmei-kikou.co.jp

微細デバイス部品
整列・組込み

ロボットセルシステム

●対象分野
電気・電子、精密部品、車載部品、半導体・液晶、医療分野

●ソリューション
組立セル、組立搬送ライン、クリーン搬送、検査装置

●会社紹介
すべてが個別受注生産。お客様のご要望から独自の『FA』システムを創造します。
企画・設計段階から製作・施工・稼動・アフターメンテナンスにいたるまで、当社の営
業・技術者が一体となり、お客様に最もベストな『FA』システムを構築いたします。

株式会社 三信

●住所／TEL
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-16-5
TEL ： （03）3492-3488

●URL
http://www.sanshin-sc.co.jp

●E-mail
oda.norio@sanshin-sc.co.jp

カートン用
レーザー印字＆検査装置
（搬送&移載用ロボット）

マスキングフィルム貼付装置
（ローディング、アンローディング用ロボット）

●対象分野
各種製造分野全般

●ソリューション
ラベル・テープ・フィルムの貼付、貼り合わせ、印字、検査、搬送システム

●会社紹介
“貼る”を極めたペストパートナー、として様々な製造現場に多種多様な貼付、貼り合
わせ、印字のシステム、関連装置をトタールでご提案し、開発設計から製作、設置ま
でをご提供させて頂いております。35年以上の豊富な実績と経験を基に、常に新し
いテーマを克服するチャレンジ精神でお客様の問題を解決して参りました。“貼る”こ
となら是非お気軽にお問い合わせください。

株式会社サンテック

●住所／TEL
〒661-0981兵庫県尼崎市猪名寺2丁目8番30号
TEL ： （06）6494-3260

●URL
http://www.sun-tec.net/

●E-mail
st-inquiry@sun-tec.net

●対象分野
食品、機械、自動車

●ソリューション
ロボットシステム・インテグレーション

●会社紹介
食品工場向けのロボットの実績が多くございます。
ロボット実機を用いたテスト結果を重視したロボットシステム開発を行っております。
周辺機器の開発も行っておりますので、業種を問わずにロボット導入が初めてでか
つ、前例の無いロボット活用の相談を受けることが多いです。ロボットシステムの構
想、テスト、開発、設置まで請け負います。

サンビット株式会社

●住所／TEL
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5-7 博多センタービル8F
TEL ： （092）415-2121［本社］ / （0952）37-5603［久保泉工場］

●URL
http://www.sunbit.co.jp/service/rm/

●E-mail
contact@sunbit.co.jp プレス加工自動化システム
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  ●対象分野
全般
 
●ソリューション
３次元認識ハンドリング装置、外観検査システム、その他ロボット応用装置全般 

●会社紹介
当社は『3dp Robot Solutions』として3次元空間を意識したロボット応用設備メーカー
です。お客様の発想を実現に向けるため、日々新しい利用方法の研究開発にも取り組
んでおります。
ものづくり現場に一台でも多くのロボットが活躍できるよう頑張っておりますので、お困
りの案件等がございましたら是非ご一報ください。

株式会社ナレッジ

フレキシブルロボット
ピッキング装置

●住所／TEL
〒526-0846　滋賀県長浜市川崎町129-5
TEL ： （0749）64-1868

●URL
http://3dp.co.jp/
 
●E-mail
info@3dp.co.jp

●対象分野
半導体・弱電製品・精密部品・車載部品・家電・食品・薬品・物流

●ソリューション
組立セル、ビジョンシステム、コンベアトラッキングシステム、実装、検査、箱詰め

●会社紹介
主にロボットを使用したアセンブリ工程の自動化、省人化を得意とし装置のご提案、設
計、製作、制御、立ち上げまでを一貫して行います。また、要素技術の検討、実験、開
発など、お客様とともに取り組み、常に新たな技術を導入し合理化ラインにおけるお客
様のコストパフォーマンスを追求していきます。

株式会社テックメイク

電気部品組立装置

●住所／TEL
〒208-0034　東京都武蔵村山市残堀1-95
TEL ： （042）560-4885

●URL
http://www.tech-m.co.jp/

●E-mail
sales@tech-m.co.jp

●対象分野
機械

●ソリューション
ポッティング、塗布、搬送

●会社紹介
長崎菱電テクニカ株式会社は「プラント・工場まるごとソリューション」をテーマに、お
客様のパートナーとして具体的な課題に取り組み、設備改善や自動化設備の導入
により生産時間短縮、材料節約、歩留まり改善など生産効率を向上させ「自動化」
「省力化」「見える化」にお応えいたします。

長崎菱電テクニカ株式会社

ハンダ塗布装置

●住所／TEL
〒851-2102　長崎県西彼杵郡時津町浜田郷517-7
TEL ： （095）881-1421

●URL
http://www.ryoden-technica.com/

●E-mail
Ryotech@rk.MitsubishiElectric.co.jp

●対象分野
印刷物の張り合わせ

●ソリューション
本社の要求を形にしたのが、ウォールステッカ・蒔絵シール・メンブレン組み立て機で、
三菱電機殿の4軸スカラロボットおよび6軸ロボットを中核に据えシステム構築しました。

●会社紹介
当社はマイコン応用技術を追求することから始まった電気屋です。本社の自動化要
求を満たすことにトライし取り組みました。お客様の立場に立った取り組みがモットー
です。

株式会社東洋レーベル　電子機器事業部

組立複合機

●住所／TEL
〒612-8427　京都市伏見区竹田真幡木町136
TEL ： （075）621-6792

●URL
http://seekgr.com/

●E-mail
p-tanaka@seekgr.com

●対象分野
電気・電子、機械、自動車

●ソリューション
ワーク搬送、組立装置やビジョンシステムを使用したハンドリング

●会社紹介
制御システムに必要なすべてをこなす「ワンストップカンパニー」を目指して機械・制
御・情報(PC)の体制作りが整っています。
お客様のニーズに適応した各種省力装置の御提案から稼動、運用まで良きビジネ
スパートナーを目指して取り組みます。

株式会社　特電

自動組立工程

●住所／TEL
〒410-8540　静岡県沼津市双葉町9-11-5
TEL：（055）929-2122

●URL
http://www.kk-tokuden.co.jp/ 

●E-mail
s-murashima@kk-tokuden.co.jp 

●対象分野
自動車部品・電気電子部品・液晶･半導体

●ソリューション
各種組立・製造搬送ライン、塗布装置、画像検査装置、ラインへのローディング・アンローディング装置

●会社紹介 
弊社は製造ラインにおける自動化・省力化装置の設計・製作により、各メーカーのコスト削減や人件
費の抑制、さらには生産能力の向上、生産技術の開発に貢献します。特に近年は、さまざまな製品ト
ラブルによってお客様の品質に対する意識は非常に高くなっており、各社品質検査については特
に力をいれておられます。弊社も今までの実績と経験を活かし、少しでも品質向上に繋がる製造装
置をご提供させて頂きます。

夏原工業株式会社

●住所／TEL
〒522-0201　滋賀県彦根市高宮町2688-1
TEL ： （0749）26-3201

●URL
http://www.natsuhara.co.jp/

●E-mail
m.nakamura@natsuhara.co.jp

●対象分野
機械・半導体：FPD・太陽電池

●ソリューション
画像検査機、組立搬送ライン、クリーン搬送、検査装置、ロボットハンドリングシステム

●会社紹介
当社は創業以来、メカトロニクスのパイオニアをターゲットに、フラットパネルディスプレ
イ製造装置、太陽電池パネル製造装置、半導体製造装置等の設計、開発を行って
参りました。
各種自動化装置の設計、開発のテーマがございましたらぜひご一報ください。

大東工業株式会社

●住所／TEL
〒611-0041　京都府宇治市槇島町十一170番地の3
TEL ： （0774）23-6221（代）

●URL
http://www.daito-industry.com/office.html

●E-mail
horii@daito-industry.com

●対象分野
電気・電子、自動車、食品、薬品、化粧品、液晶、電池、機械加工、プレス加工

●ソリューション
組立セル、ビジョンハンドリング、トラッキングシステム、パレタイズ、キッティングセル

●会社紹介
創業以来、さまざまな業界の装置を経験しております。そこから生まれる提案、また発
想を利用してみてください。

ターゲット・エンジニアリング株式会社

●住所／TEL
〒612-8429　京都市伏見区竹田西段川原町93番地
TEL ： （075）646-3980

●URL
http://www.kyoto-target.com/

●E-mail
h-hayashi@kyoto-target.com

インサート成形システム

●対象分野
  段ボールケースにかかわる
  商品すべて

●会社紹介
弊社は包装機械メーカーとして主に外装という分野に特化した設計・製作しておりま
す。外装とは段ボールケースにかかわる商品の包装を言います。箱を組立てる「製函
機」、商品を詰込む「ケーサー」、箱に封をする「封函機」が代表機種になります。処理
能力、ケースサイズ範囲によってユーザー様ごとにオーダーメイドでの製作を行っており
ますので機種ラインアップの数は国内トップであると自負しております。特に製函機・封
函機においては国内最速の毎分６０ケースの処理能力を持つ機種から毎分５ケース
の機種まで多数の実績を持っています。新機種の開発としては物品の集積、ケース挿
入などの部位で多関節ロボットを導入したケーサーの製作にも着手しております。

大和エンジニアリング株式会社

●住所／TEL
〒791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原２０３４番地

●URL
http://www.daiwa-eng.com

●E-mail
k-hisamatsu@daiwa-eng.com ティッシュカートンBOX

方向転換装置
セットアップ
ケーサー

●ソリューション
段ボール製函機・段ボール箱詰め機・段ボール封函機・
パレタイザー・デパレタイザー・ラップラウンドケーサー・
セットアップケーサー・ロボットケーサー

●対象分野
自動車、半導体、機械、電池、電気、建機、住宅

●ソリューション
エンジン・ミッション組立ライン、各種自動組立機、圧入機、締付機、
リークテスター装置、ロボット周辺装置、搬送装置、半導体装置
 
●会社紹介
当社は自動車パワートレインの自動組立設備で培った技術をベースに基幹産業から
先端産業まであらゆる分野の”省力化ニーズ””自働化ニーズ”を提案するシステム装
置メーカーへと歩み続けています。お客様のご要望に合ったシステム装置をご提供
致します。

シリンダーヘッド
バルブガイド・シート圧入機

株式会社 TAIYO

●住所／TEL
〒533-0002　大阪市東淀川区北江口1-1-1
TEL ： （06）6340-1112 

●URL
http://www.taiyo-ltd.co.jp

●E-mail
miwamoto@parker.com

●対象分野
食品・薬品

●ソリューション
袋物・箱物パレタイザー、ストッカシステムなど

●会社紹介
弊社は、製造ラインの物流システムの自動化を中心にロボットパレタイズシステムの
製造、設計、販売を主な事業内容としております。長年の経験で蓄積した経験がきっ
とお役に立てると思いますので、是非ご相談ください。

袋パレタイズシステム

中国輸送機械株式会社

●住所／TEL
〒720-0835　広島県福山市左波町164-1
TEL ： （084）951-5832 ［本社］ 　（084）954-6030 ［箕沖工場］

●URL
－

●E-mail
cyk-jp@mx4.tiki.ne.jp

●対象分野
自動車、産業機械

●ソリューション
搬送、組立など
 
●会社紹介
タマディックは1959年の創業以来、自動車や航空宇宙機器、産業機械・ロボットな
どトップメーカの設計・開発・生産技術の分野において、高度な専門性と技術力を要
求されるコア業務を担ってまいりました。長年の経験で蓄積した豊富な機械設計・製
作技術を基盤に、様々なソリューションをご提供します。

フロー半田装置

株式会社タマディック

●住所／TEL
〒461-0022　愛知県名古屋市東区東大曽根町22-28
(株式会社タマディック名古屋事業本部 FA・エレクトロニクス事業部 電技部) 

●URL
http://www.tamadic.co.jp/

●E-mail
fa_robo_info@tamadic.co.jp 

31 32



33 34

●対象分野
自動車・工作機械・産業機械・鉄鋼

●ソリューション
マテハン・搬送・画像処理・計測

●会社紹介
30年に渡る電気・自動車・農機メーカー様の部品加工協力会社としてのノウハウを
生かし、工作機械を使用した生産ラインにおける搬送・計測・ローデイング＆アンロー
デイング等のトータルエンジニアリングシステムの提供をご提案いたします。
我々、松浦鉄工所は豊富な技術を現場の工夫へと展開いたします。

株式会社松浦鉄工所

プレス自動化ライン

●住所／TEL
〒581-0092  大阪府八尾市老原7丁目100番地
TEL ： （072）992-3048

●URL
http://www.matsuura-iron.co.jp/

●E-mail
mailbox@matsuura-iron.co.jp

●対象分野
電子部品、成形補助装置
●ソリューション
自動インサート成形装置、電子部品組立、パレタイジング、ビジョンハンドリング
●会社紹介
弊社は、提案型省力化機器の製造メーカーです。
社内においても、コネクタ等電子部品を製造していることから、製造現場の立場に
立ったシステム提案を行えることが特徴です。
また、技術者一人で制御とメカ調整を行うため、立上げ後のデバッグ、カスタム化が
柔軟かつ迅速に対応できる事も特徴です。

モータ部品組立装置

株式会社ファーストシステム

●住所／TEL
〒522-0244　滋賀県犬上郡甲良町在士683-4
TEL ： （0749）38-3824

●URL
http://www.first-system.jp/

●E-mail
s-tounai@fsshiga.com

●対象分野
自動車・半導体・家電・弱電

●ソリューション
ロボットシステム・インテグレーション
２Ｄ/３Ｄビジョンシステム

●会社紹介
ＦＡシステム・自動化設備のTotalSupplierとして、開発・構想設計から加工・組立・電
子制御まで先端技術で一貫対応いたします。
また、海外に向けてのFA機器輸出も積極的に行っており、お客様のグローバル展開
に是非お役立てください。

３Ｄ ＲＯＢＯＴ ＥＹＥ

株式会社マクシス・シント－

●住所／TEL
〒４５２-０８３４　名古屋市西区木前町１１番地（名古屋工場）
TEL ： （０５２）-５０３-２８８６

●URL
http://www.maxis-inc.com

●E-mail
h-takasu@maxis-inc.com

●対象分野
工作機械・機械部品加工
●ソリューション
工作機械用パレットチェンジャーセルシステムの設計・製造
●会社紹介
スイス製高精度クランプシステムの代理店である当社は、工作機械による高品質な
モノづくりのためのあらゆる知識・経験をバックグラウンドに、オリジナルパレットチェン
ジャー「MLRC」を開発し、金型、機械部品加工をメインターゲットに自動化の推進を
お手伝いさせていただきます。

工作機械用
パレットチェンジャー

株式会社マシンリンク

●住所／TEL
〒910-0254　福井県坂井市丸岡町一本田27-12-19
TEL ： （0776）51-5489

●URL
http://www.machine-link.co.jp/

●E-mail
info@machine-link.co.jp

●対象分野
機械・電気

●ソリューション
搬送、組立、加工システム

●会社紹介
当社はロボット＋走行軸を核にした、薄板（液晶・太陽光パネル）などの搬送ラインを得
意としておりますが、現在特に注力しておりますのが加工、ネジ締め、キッティングなどの
領域でのロボットアプリケーションの開発です。ロボット＋ビジョンセンサ及び独自の周
辺装置の組み合わせで、斬新なソリューションをご提案して参ります。

株式会社バイナス

電子機械組立
（組立・ネジ締め）
ロボットセル

●住所／TEL
〒490-1312　愛知県稲沢市平和町下三宅菱池917-2
TEL ： （0567）69-6983

●URL
http://www.bynas.com/

●E-mail
honbu@bynas.com

●対象分野
ものづくり全般

●ソリューション
ロボット・システムインテグレーション、ロボット・ラインビルダー、ロボット自動パレタイズ、
ロボットによる品質の自動検査、ロボットによる部品の自動投入(からくり付き)、ピッキング

●会社紹介
広島の会社です。世界中の自動車メーカーへ設備供給している実績・技術をベース
に、各種ロボットシステムをご提供します。人の知恵をロボットに適用し、全ての生産ラ
インで「24時間365日」稼動を目指しています。

株式会社ヒロテック

ロボットによる
ピッキング

●住所／TEL
〒731-5197　広島市佐伯区石内南5丁目2番1号
TEL ： （082）941-7802

●URL
http://www.hirotec.co.jp/

●E-mail
kunieda.j@hirotec.co.jp

●対象分野
自動車、 太陽電池、 エネルギー、 食品・飲料・医薬

●ソリューション
レーザー加工機組込前後装置、搬送・梱包、 柔軟材バリ取・切断省人自動化

●会社紹介
創業以来28年間省力機械650台の実績は独自開発「製品表面倣い位置決め制
御」等多くの特許となり、公的機関より高い評価を得て居ます。 
近年ロボット活用を進め、特に柔軟材の切断分離（トリミング）、バリ取では有効性・ラ
ンニングコスト削減・CO2削減効果の高い装置として稼働して居ります。（ホームペー
ジ動画参照）

日本省力機械株式会社

RV-100THロボットローダ装置

●住所／TEL
〒372-0826　群馬県伊勢崎市福島町173番地
TEL ： （0270）40-3111

●URL
http://www.n-s-k.co.jp/

●E-mail
etsuo-omura@n-s-k.co.jp

●対象分野
電気・電子・機械・自動車

●ソリューション
・加工機へのワークハンドリング・工程間搬送
・トレチェン＋箱詰め・ロボットシステム

●会社紹介
50年にわたるオーダーメイドのコンベヤ実績をベースに多種多様な搬送システムを設
計・製作して参りました。昨今の部品の「高品質化」「多品種化」、生産ラインの「ハイ
サイクル化」に応える、トレイチェンジャーやコンテナストッカー、またそれらの接続に欠か
せないロボットシステムについて数多く納入実績があります。

ハイテック精工株式会社

搬送ロボットシステム

●住所／TEL
〒262-8508　千葉県千葉市花見川区千種町288-1
TEL ： （043）258-5131

●URL
http://www.hightech-seiko.co.jp

●E-mail
take@hightech-seiko.co.jp

●対象分野
食品・医薬品・化粧品

●ソリューション
外装機器関連、検査システム、ロボットハンドリングシステム

●会社紹介
当社は外装包装関連の自動機器を中心としたFA機器メーカーです。梱包対象とな
る製品は食料品を中心として、化粧品、医薬品の箱物、ビンもの、シート状のものなど
様々な形状に合わせた「一点もの」をお客様の依頼にあわせて提案し、企画開発か
ら設計～組立(製造)～設置～アフターサービスまでを一貫して行っております。

株式会社ノードクラフト

●住所／TEL
〒613-0034　京都府久世郡久御山町佐山中道25-2

●URL
http://www.nodecraft.co.jp/

●E-mail
info@nodecraft.co.jp

製品集積・整列装置

●対象分野
食品・薬品・化粧品

●ソリューション
ロボットシステム・インテグレーション
※弊社テクニカルセンターにてロボット実機設備によるワークテスト実施可能

●会社紹介
ロボットソリューションを通じて、”生産性の向上”、”省人化によるコスト削減”、”安全・
安心”などのお客様の多種多様な御要望に幅広く対応いたします。また、IoT技術を
応用した生産設備の見える化、生産性向上、品質向上に繋がるソリューションの提
供に向けた取り組みを行っています。

日本電技株式会社

食品製造ライン監視

●住所／TEL
〒130-0026　東京都墨田区両国2-10-14　両国シティコア
TEL ： （03）5624-1009

●URL
http://www.nihondengi.co.jp

●E-mail
yamamoto.kiyoshi@nihondengi.co.jp

●対象分野
製造分野、医療分野など様々な分野を対象

●ソリューション
搬送システム、組立、油圧・電動リフター、ターンテーブル、搬送台車、検査、箱詰め

●会社紹介
お客様から受けるご依頼の9割以上が受注生産。それぞれのお客様にふさわしく、個
性豊な機械を1つひとつ生み出します。今までに数々の難問にも挑戦し、成長してきま
した。どんなニーズも受け止められる力、我々はそれを‶技術包容力”と呼んでお客様の
満足につなげています。

日本産業機械株式会社

●住所／TEL
〒108-0074 　東京都港区高輪1-4-26高輪東誠ビル
TEL ： （03）3473-2145

●URL
http://jim-ltd.com/

●E-mail
－ 完全無人化製造ライン

●対象分野
ものづくり全般

●ソリューション
自動加工機・組立・検査装置、自動搬送システム、
ハンドリングシステム、多品目のロボットハンド設計・施工
 
●会社紹介
長年の経験と、多岐にわたる産業分野（自動車、食品、建材、半導体、製薬、その他）
の機械を開発することによって培われたノウハウを活かし、常に生産システムをトータ
ルな視点で捉え、現場で働く方々への配慮ある運用サポートやメンテナンスなどを行
い、お客様の要望にお応えします。

日研プラント株式会社

●住所／TEL
〒939-2202　富山県富山市小黒197

●URL
http://www.nikken-p.jp/

●E-mail
t-mori@nikken-p.jp
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索引

ソフトウェアパートナー
分類 会社名 掲載頁

5
ソフトウェア

株式会社 三松
6三菱電機システムサービス株式会社

分類 会社名 掲載頁

30靜甲株式会社
30株式会社シリックス

株式会社テックメイク
株式会社東洋レーベル　電子機器事業部
株式会社　特電
長崎菱電テクニカ株式会社
夏原工業株式会社
株式会社ナレッジ

31

日研プラント株式会社

31

日本産業機械株式会社

31

日本省力機械株式会社

31

日本電技株式会社

31

株式会社ノードクラフト

31

ハイテック精工株式会社

32

ターゲット・エンジニアリング株式会社

32

大東工業株式会社

32

株式会社TAIYO

32

大和エンジニアリング株式会社

32

株式会社タマディック

32

中国輸送機械株式会社

33

株式会社バイナス

33

株式会社ヒロテック

33

株式会社ファーストシステム

33

株式会社マシンリンク

33

株式会社松浦鉄工所

33

株式会社マクシス・シント－

34

三菱電機エンジニアリング株式会社

34

三菱電機システムサービス株式会社

34

株式会社MUJIN

34
34
34
35
35
35
35名菱テクニカ株式会社

SI

SIパートナー
分類 会社名 掲載頁

SI

株式会社アイテクシステム
IDECファクトリーソリューションズ株式会社
浅野鐵工株式会社
株式会社アステクノス
株式会社アルメックホンゴ
株式会社イシダ

25

株式会社ウエノテクニカ

25

株式会社HCI

25

株式会社AKシステム

25

エース設計産業株式会社

25

エムテック株式会社

25

NKE株式会社

26

大石鐵工所株式会社

26

大崎エンジニアリング株式会社

26

株式会社オフィスエフエイ・コム

26

オプテックス・エフエー株式会社

26

キロニー産業株式会社

26

謙徳産業株式会社

27

株式会社古賀機械製作所

27

湖北精工株式会社

27

株式会社近藤製作所

27

株式会社佐藤製作所

27

株式会社三機

27

三恵ホールディングス株式会社

28

株式会社三次元メディア

28

株式会社 三信

28

株式会社サンテック

28

サンビット株式会社

28

株式会社 三松

28

三明機工株式会社

29

三友工業株式会社

29

株式会社サンリツ

29

株式会社シーイーシー

29
29
29
30
30
30
30シュンク･ジャパン株式会社

機器パートナー
分類 会社名 掲載頁

ハンド

株式会社コスメック 7
株式会社近藤製作所 8
ジマテック株式会社 9
シュマルツ株式会社 10
シュンクジャパン株式会社 11
株式会社TAIYO 12
ビーエルオートテック株式会社 13

センサ

株式会社イシダ 14
ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 15
株式会社エニイワイヤ 16
コグネックス株式会社 17
株式会社三次元メディア 18
パナソニックデバイスSUNX株式会社 19

ネジ締め 株式会社ハイオス 20
シーリング 兵神装備株式会社 21
半田付け 株式会社ジャパンユニックス 22
直動 株式会社ジイエムシーヒルストン 23

24搬送 NKE株式会社

●対象分野
電気・電子、機械・自動車、食品・薬品、液晶・半導体

●ソリューション
ロボットシステム・インテグレーション、ロボットセル生産エンジニアリング、物流ライン
エンジニアリング、量産ラインエンジニアリング、ロボット検査セル

●会社紹介
ロボット導入効果を最大化するために、現状分析・導入計画・机上検証・実機検証
の各ステップをロボット導入支援プログラムでトータルサポートします。導入時の施工
からアフターメンテナンス、古くなった設備のリニューアルまで設備のライフサイクル
全体に渡って安心できるサービスをご提供します。

三菱電機システムサービス株式会社

バルク供給部品のキッティングセル

●住所／TEL
〒461-8675　名古屋市東区矢田南5丁目1番14号
TEL ： (052)722-7655

●URL
http://www.melsc.co.jp/

●E-mail
hon-sanmecha@melsc.jp

●対象分野
物流、自動車、電機

●ソリューション
ティーチレス方式で産業ロボットの知能化を実現する為のコントローラを提供。自動車
や物流分野におけるバラ積みピッキングの省人化・合理化を実現

●会社紹介
MUJINは10年以上にも渡り世界中で１０００以上ものロボットに動作計画エンジンを
提供してきた世界一のモーションプランニング技術をもとに、2011年より次世代産業
用ロボットコントローラ”MUJINコントローラ”を中心とする高付加価値製品を開発・販
売しております。

株式会社MUJIN

ピッキングシステム

●住所／TEL
〒113-0033　東京都文京区本郷4-8-13

●URL
http://www.mujin.co.jp

●E-mail
info@mujin.co.jp

●対象分野
電気・電子、機械・自動車

●ソリューション
専用機・自動機・試験機の設計・製造、工業用ミシンの設計・製造、モータの製造・修
理、基板分割機・マーキング装置設計・製作、工作機械のレトロフィット・オーバーホー
ル・移設、計測器校正、精密機械加工、板金加工

●会社紹介
各種自動機・専用機等装置の設計製作。特に三菱電機関連会社の特色を活かしロ
ボット・サーボモータを多用した装置、設備を得意とします。なお既存設備（機械設備）
のオーバーホール・レトロフィットも実施します。また、トレーサビリティー確保の需要増に
対応するためのマーキング装置も用意しました。

名菱テクニカ株式会社

電機部品組立システム

●住所／TEL
〒461-8670　名古屋市東区矢田南五丁目1番14号
　　　　　　  （三菱電機株式会社名古屋製作所内）
TEL ： （052）722-1949

●URL
http://www.mtco-web.co.jp/

●E-mail
Meiryo.Eigyo@rc.MitsubishiElectric.co.jp

●対象分野
全般

●ソリューション
加工、組立、カートニング、パレタイジング、マテハン、検査・計測

●会社紹介
“先進のメカトロ技術でお客様の生産技術をサポートします。”
当社は、単独生産設備から大規模生産設備・検査計測設備を業界仕様にとらわれな
い発想で、三菱ＭＥＬＦＡロボットおよび当社卓上型ロボットを用いて効率のよい自動
化を実現いたします。更に、ＭＥＳ（製造実行システム）を核として“工場見える化”にお
応えします。

三菱電機エンジニアリング株式会社 

カートニング設備事例

●住所／TEL
〒670-0993　兵庫県姫路市千代田町727-1（メカトロセンタ－）
TEL ： (079)297-9341

●URL
http://www.mee.co.jp/sales/system-solution/industrial/

●E-mail
e-Factory＠www.mee.co.jp
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生産現場で、最も信頼されるブランドを目指して

低圧遮断器、電磁開閉器

高圧遮断器、高圧電磁接触器

省エネ支援機器、電力管理用機器

シーケンサ、表示器（HMI）

ACサーボ、三相モータ、IPMモータ
インバータ、ギヤードモータ

数値制御装置 (CNC)

産業用ロボット

放電加工機、レーザ加工機、電子ビーム加工機

配電用変圧器

有圧換気扇、無停電電源装置

三菱電機は、シーケンサやＡＣサーボを始めとするＦＡ機器からCNC、産業用ロボッ
トなど産業メカトロニクス製品まで、幅広いFA製品をお届けしています。

三菱電機は、コンポーネントから加工機ま
で、幅広いFA（Factory Automation）事
業を展開しています。さまざまな分野の生
産システムを支援し、生産性向上と品質向
上の実現を目指しています。そして開発か
ら製造、品質管理まで一貫した体制で、お客
様のニーズをいち早く取り込み、ご満足い
ただける製品づくりに取り組んでいます。

さらに、世界中で三菱電機独自の、グロー
バルネットワークを駆使し、確かな技術と安
心のサポートをご提供しています。三菱電
機のFA事業は、常にお客様との密接なコ
ミュニケーションに基づき、最先端のFAソ
リューションをご提案し、世界のものづくり
に貢献していきます。

全国15拠点、安心のサポート体制
【ロボット使用上の注意とサービス体制について】
ロボットの使用状態・使用方法、および使用環境などは、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、
製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがってご検討ください。ご使
用中は、使用条件や期間に応じ保守点検及び処置が必要となります。お客様にて定期的な
保守点検を実施していただく際の要領については取扱説明書等に記載されていますので内
容をご熟読の上、指示に従って実施くださるようお願いします。ロボットの修理、点検などの保
守サービスについては、最寄の三菱電機システムサービス（株）までご連絡ください。

関西支社
　産業ロボット課

中四国支社
　フィールドサービス課

西日本
メカトロソリューションセンター

中四国支社
　岡山機器サービスステーション

北海道支店
　機電営業課

北日本支社
　機電システム課

北陸支店
　機電営業課

東京機電支社
　フィールドサービス課

東日本メカトロソリューションセンター

中部支社
　静岡機器サービスステーション

名古屋製作所
三菱電機名古屋FAコミュニケーションセンター

中部支社
　フィールドサービス課

九州支社
　フィールドサービス課

四国支店
機電営業課

三菱電機システムサービス株式会社

北日本支社
　機電システム課 〒983-0013 仙台市宮城野区中野1-5-35 （022）353-7814
北海道支店
　機電営業課 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東2-1-18  （011）890-7515
東京機電支社
　フィールドサービス課 〒108-0022 東京都港区海岸3ｰ19ｰ22（三菱倉庫芝浦ビル） （03）3454-2561
中部支社
　フィールドサービス課 〒461-8675 名古屋市東区矢田南5-1-14 （052）722-7601
　静岡機器サービスステーション 〒422-8058 静岡市駿河区中原877-2 （054）287-8866
北陸支店
　機電営業課 〒920-0811 金沢市小坂町北255 （076）252-9519
関西支社
　産業ロボット課 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-4-13 （06）6454-0191
中四国支社
　フィールドサービス課 〒732-0802 広島市南区大州4-3-26 （082）285-2111
　岡山機器サービスステーション 〒700-0951 岡山市北区田中606-8 （086）242-1900
四国支店
　機電営業課 〒760-0072 高松市花園町1-9-38 （087）831-3186
九州支社
　フィールドサービス課 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-12-16 （092）483-8208

三菱電機株式会社
名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 （052）712-2609

お問い合わせは下記へどうぞ

平日営業体制

■ 夜間及び休日につきましては集中受付センターで受付け、修理に関するご相談には技術者が待機してバックアップいたします。

平日夜間および土日祝日受付体制
9：00～19：00の間は、全国の支社・支店・サービスステーションで
お受けいたします。

平日の19：00～翌朝9：00および、土・日・祝の9：00～翌朝9：00は集中受付センター（03）5460-3582にてお受けいたします。

サポート・ネットワーク Support/Network
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