


『Connected Industries』 講演会

特別講演会

出展企業・団体一覧

特別企画
●「SIer相談コーナー」では、来場者の皆さまの技術的なご相談に対応します。【対応企業：三菱電機、三光電業】
●経済産業省と日本機械工業連合会が優れたロボット技術・製品をたたえる「第8回ロボット大賞」の受賞者合同パネル展示を行います。
●パネル展示ゾーンでは、日本ロボット学会、iRooBOネットワークフォーラム、人機一体、クロスコンパス、菱田技研工業がパネル展示を行います。
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ABB

川崎重工業

出展内容
双腕型協働ロボットＹｕＭｉⓇ 、各種ロボット事例動画

出展概要（みどころ）
自動車、金属加工、食
品などの業界における
グローバル事例のご紹
介と双腕型協働ロボッ
ト実機の展示。

出展内容
２０１８年発売の最新モデル　ＲＳ００７ＬＦＦ６０

出展概要（みどころ）
２０１８年発売の最新モデル「ＲＳ
００７Ｌ」は業界トップクラスの搬
送速度・可動範囲を誇ります。是
非間近でご体感下さい。

オムロン

出展内容
モバイルロボット、協調ロボット

出展概要（みどころ）
①モバイルロボットは、内蔵しているレーザスキャナで人や障害物を検知
し、どのように避けるかをリアルタイムに考えながら、ぶつかることな
くゴールまで安全に運びます。
②マップ上のゴールを設定・指示するだけで、独自のルート検索アルゴリズ
ムにより最も効率的なルートを自動で選択
して走行します。
③ルート検索はリアルタイムに実行している
ので、突然、障害物が出現しても自動で
別ルート検索し、ゴールまで確実に走行し
ます。

出展内容
多芯ワイヤーハーネス自動製造ロボットシステム・検査AIシステム、ボビン
交換協働ロボットシステム、ＨＣＩ　ＲＯＢＯＴ　ＣＥＮＴＥＲ

出展概要（みどころ）
「多芯ワイヤーハーネス自動製造システム・検査AIシステム」は、世界で
約 50万人が手作業により従事していると言われている自動車・エレクトロ
ニクス製品などの多芯ワイヤーハーネス製造をケーブルの繰出しから端子
カシメまでロボットにて自動で行い、合否検査を
AIにて行うシステムです。
AIに関してはライブラリにTensorflowとKeras
を、アルゴリズムは CNNの VGG16を使用し、
複数台のカメラによる立体的な判断とGrad-
CAMでAIの判定根拠を可視化しています。

出展内容
地域のロボットシステムインテグレータ人材育成システム

出展概要（みどころ）
以下①～④を使用したロボットシステムインテグレータ教育
①画像処理や力覚制御を活用した需要の高い組立や部品を取り出してセッ
トするシステム
②７㎏可搬のロボットと人との協働作業が可能なシ
ステム
③ロボットシステムがバーチャル確認できる技術の
紹介
④ＳＩｅｒ向けの教育システムを整備し、内容紹介す
ることで参加した地域のＳＩ人材育成・連携（ネッ
トワーク作り）につなげる

出展内容
【共同出展企業】
愛知産業/コンテック/サンエイエンジニアリング/ジェービーエム、
ダイアディックシステムズ/東邦工業/ベクトリックス/ミツトヨ/
LINKWIZ/ロブテックス/ブラザー工業/CKD/太洋電機産業/
シュンク・ジャパン
※各企業の出展概要（みどころ）は5、6ページをご参照ください。

出展概要（みどころ）
今回の出展は、メインテーマを“ひろしまスマートファクトリー化のご提案”と掲げ、
自動化・省力化に関連する、革新的な製品の実機展示を多数行います。
展示ジャンルと致しましては、自動化ツー
ル、IoTツール、SIerの展示を致します。
『amaze! in YamazeN.』山善の中にあ
る“おどろき”をつぎつぎと発信して参り
ます。

出展内容
協働双腕ロボットＮＥＸＴＡＧＥによるピッキング作業

出展概要（みどころ）
ストックされたワークを協
働ロボットがピッキング→
収納ケースへ整列。ロボッ
トハンド先端についてい
るビジョンセンサで色、形
状を認識し適切な位置は
整列。また、協働双腕ロ
ボットのため、安全柵レス
で人の隣での作業が可能
に。

ＨＣＩ

ヒロテック 山善

三光電業

安川電機

出展内容
マシンコントローラ搭載型ロボットモジュール、
ハンドガイド機能、移動台車付人協働ロボットなど

出展概要（みどころ）
①マシンコントローラによる超小型ロボットと
サーボの同期運転のデモをご覧下さい。

②移動台車（佐鳥電機製）に組み込んだ人協働
ロボットの動作実演をご覧下さい。

③ハンドガイド機能とエリアセンサ（IDEC製）に
よる重量物搬送の柵レス協働作業を動画など
で紹介します。

④その他ロボットに関連する新製品情報を展示・
紹介します。
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出展内容
小型６軸ロボット、モジュラー式ロボット関節、ケーブル保護管、可動用ケー
ブル、樹脂製すべり軸受

出展概要（みどころ）
機械可動部専用の樹脂製部品メーカーのイグスは、機械や装置の寿命を
予め予測し、予期せぬダウンタイムをゼロに
する「スマート・プラスチック」を出展。低
価格ロボット「ロボリンク」は、オンライン
コンフィギュレータを使用することで自由な
設計が可能な小型 6軸ロボット。その他、
機械や装置を無潤滑、軽量でスムーズに動
かす樹脂製ケーブルキャリアや軸受、短納期
リニアガイドなど多数出展します。

出展内容
基板検査ロボットセル

出展概要（みどころ）
多関節ロボットとビジョンセンサに
よる外観検査と仕分けの自動化
特徴❶ビジョンピッキング
特徴❷多種多様な検査
特徴❸人協働システム
特徴❹検査履歴データ保存

イグス 栄工社

ＳＭＦＬレンタル

Kyoto Robotics

ソルトン

山陽イシダ

タツタ

鐘通

出展内容
ユニバーサルロボットＵＲ３による “缶詰
の置き換え作業”

出展概要（みどころ）
ロボットの基本的な動きであるピック＆プ
レースをご覧いただき、コンベアから流
れる製品の箱詰め作業などでロボット活
用による自動化イメージしていただけた
らと存じます。

出展内容
最新型３次元ロボットビジョンセンサ “ＴＶ
Ｓ４．０”

出展概要（みどころ）
３次元ロボットシステムを世界で初めて
開発し、実稼働実績Ｎｏ．１を誇るＴＶＳシ
リーズの最新バージョン“ＴＶＳ４．０”を
展示。独自開発したレーザー光源搭載
のビジョンセンサによって高速認識およ
び高分解能な点群計測を実現しました。

出展内容
ストーブリ社／オートツールチェンジャー、自動マルチカップリング、溶接電
源用コネクタ

出展概要（みどころ）
ストーブリ社は 125年にわたる歴
史があり、特に自動車業界におけ
る６軸ロボットのツール交換にお
いてはヨーロッパでトップシェアを
誇っております。オートツールチェ
ンジャーの接触不良の改善・安全
面の確保など最適なご提案を致し
ます。

出展内容
計測器、ラベルプリンタ、小型部品包装機、デジタルサイネージ、製品動画

出展概要（みどころ）
「計量・検査・表示」をキーワードとした自動化提案を致します。

出展内容
ＶＭＥＣＡ（Ｖメカ）マジックグリッパー、各種吸着搬送機器、ＣＫＤパワフル
アーム

出展概要（みどころ）
マジックグリッパーとは真空パッ
ド、真空破壊機能付エジェクタ、
真空フィルタ、専用アルミフレー
ムがセットになった一体型真空シ
ステムです。先端のリップを変更
することにより様々なワークを吸
着することが可能です。ロボット
を使用した吸着搬送に最適です。

出展内容
産業用ロボット、工作機械、産業機械などに使用される可動ケーブル及び
可動ケーブルを使用したハーネス、各メーカーのコネクター、補材類

出展概要（みどころ）
タツタ電線のロボット用銅合金
ケーブル「高力ケーブル」や
オーム電機のケーブルクラン
プ「キャプコン」をはじめとす
るユニークな配線材料、その
他鐘通が得意とするハーネス・
コネクター・制御盤ソリューショ
ン製品など、幅広くご紹介致
します。
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地域総研 ニッタテクノ

出展内容
野生生物忌避装置　クルナレーザー

出展概要（みどころ）
野生動物が苦手なレーザー光を照射し追
い払います。ソーラーパネルからリチウ
ムイオン電池に蓄電するので、電気代は
不要、設置場所も選びません。約５０ｍ
の範囲を角度７０度～８０度で照射し害獣
の侵入を防ぎます。

出展内容
自動工具交換装置（ＡＴＣ）、スポット溶接配管用チューブ、精密駆動用タイ
ミングベルト

出展概要（みどころ）
①ロボットにツールの交換機能を持たせ、応用柔軟性を大幅に拡大させる
ための自動工具交換装置
②スポット溶接配管用「柔
軟・難燃」ＦＵＫチュー
ブ
③繰り返し位置決め精度・
高電動容量・静粛性を
備えた高性能タイミン
グベルト

ハイバーテック ミテック

出展内容
産業用PCにソフトモーション搭載のロボットコントローラーHCOS

出展概要（みどころ）
ロボットコントローラーHCOSの操作画面
はネットワーク経由でもコントローラーに
接続可。
自作ロボット機構を制御するための逆キネ
マティクス多種に対応。
今回は、本社（東京）で稼働中の３+１
軸スカラーロボットを展示会場に設置され
た操作パネルから通常のインターネット回
線を通して遠隔操作するデモを展示。

出展内容
セラミックス接着接合部品と当部品搭載デモ機

出展概要（みどころ）
セラミックス、超硬、ダイヤ
モンドを使用した耐摩耗部
品、ライン部品の交換頻度を
下げることによる生産性アッ
プにつながる部品の展示。

電通国際情報サービス

富士通

ネットワンシステムズ

ＦＡ・ロボットシステムインテグレータ協会

出展内容
現場に散在する設備をつなぎ、IoTデータを一箇所に集めてAPPに分配する生産IoT
基盤のご紹介（Cisco Kinetic）

出展概要（みどころ）
スマートファクトリーの実現へ向けて
既に現場主導で様々な施策に着手し
ているお客様は少なくありません。
しかし現場毎に構築した個別最適な
ネットワークやサーバは、コスト面、
セキュリティ面、運用面等で将来問
題になりかねません。
弊社では製造現場の多様な課題を
解決するネットワン IIoTソリューショ
ンを提供しており、今回は「データ
統合基盤 Sol」と「工場セキュリティ
対策 Sol」を出展させて頂きます。

出展内容
製造：工場・ラインをバーチャル環境に再現し、事前検証を行える仕組みを

展示
医療／福祉：幻肢痛緩和を目的としたVRリハビリテーション機器の展示

出展概要（みどころ）
“デジタルツイン”とは Realな世界で製品・工程に起こっている情報を
Virtualの世界に再現し、Virtualの世界に“現実世界の双子”を作るこ
とを意味しています。
本展示では、簡易検査ライ
ンをデジタルツインで実現
し、Virtualモデルでどこ
まで机上設備検討が可能
かをご覧頂けます。

出展内容
富士通アドバンストエンジニアリング
～ＡＩが現場の「気づき」を自動収集・デジタル化～　スマートショップフロア
出展概要（みどころ）
スマートショップフロア…日報入力業務へ自然な組込を実現するＡＩと屋内測位技術の
組み合わせで、現場のパフォーマンスを向上させるサービスをご紹介します。
出展内容
富士通九州システムズ
多品種少量生産を支える仮想工場シ
ミュレーター
投入計画最適化　ＯＰＴＥＭＩＬＩＳ
出展概要（みどころ）
投入計画最適化　ＯＰＴＥＭＩＬＩＳ…多品種少量生産時代の複雑な生産スケジュールを
最適化し、計画業務を支援します。生産開始後の計画外設備停止など突発事象発生
時の復旧計画を立案し、生産現場を支援します。これまでにないスケジューラーとシ
ミュレーターが同時にシミュレーションできるソリューションです。

出展内容
ロボットシステムインテグレータ間のネットワーク強化、経営基盤の強化、
専門性の高度化などを目指す団体

出展概要（みどころ）
FA・ロボットシステムインテ
グレータ協会は２０１８年７月
に設立されたロボットシステ
ムインテグレータからなる団
体です。ロボットシステムイ
ンテグレータ間のネットワー
ク強化、経営基盤の強化、
専門性の高度化などを目指し
ます。
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（公財）ひろしま産業振興機構　ひろしまデジタルイノベーションセンター広島県　商工労働局イノベーション推進チーム
西部工業技術センター生産技術アカデミー

出展内容
ＭＢＤ／ＣＡＥ各種ツール・サービス紹介

出展概要（みどころ）
ＭＢＤ／ＣＡＥを各企業・研究機関・エンジニアリング会社が活用し、競争
力としていただくためにセンターでご提供するソフトウェア・ハードウェア・
研修などのサービスについてご紹介します。また、ご活用事例やご利用
のための手続きなどのＱ＆Ａにお答えします。

出展内容
ひろしまサンドボックス実証実験事業のご紹介、ＡＩ・ＩｏＴ・ロボティクス活用
研究会のご紹介

出展概要（みどころ）
AI、IoT、ビッグデータ等の最新のテクノロジーを活用することにより、
県内企業が新たな付加価値の創出や生産効率
化に取り組めるよう、技術やノウハウを保有す
る県内外の企業や人材を呼び込み、様々な産
業・地域課題の解決をテーマとして共創で試
行錯誤できるオープンな実証実験の場「ひろ
しまサンドボックス」について、ご紹介します。
また、生産技術アカデミーで行っているＡＩ・Ｉｏ
Ｔ・ロボティクス活用研究会等をご紹介します。

出展内容
ロボットシステムによる自動化・省力化のご提案！
出展概要（みどころ）

出展内容
産業用ロボットシステム

出展概要（みどころ）
ロボットシステムインテグレータ企業として、日本の製造業の発展に最新の
技術でお応えします！！

出展内容
人協働ロボット DSR2-400

出展概要（みどころ）
ダイレクトティーチングが可能な人協働ロボットのご提案です。スイッチで 
ティーチングモードに設定したら、直
接アームを持って X-Y平面上を目的
の位置まで動かすだけでOK。微調
整や上下動作、先端軸の回転位置の
設定は PC から クリック、登録ボタ
ン だけです。また安全面においても、
アームに接触しても内蔵されたセン
サにより、急制動・急停止、退避動
作を行います。

出展内容
CONPROSYS（コンプロシス）

出展概要（みどころ）
・CONPROSYSは、センサー／制御機器からデータの収集や蓄積をする

IoT環境を簡単に実現できるアプリケーション機能を標準で搭載しており
ます。
・既存設備の監視システムを最小限の初期投資でスタートできます。
・展示会場では簡易なベルト
コンベアを使った IoTスター
ターキットのデモや、モータ
の絶縁劣化を運転中に測定で
きる革新的ソリューションのデ
モを行います。

出展内容
ロボティクスアプリケーション「OCTOPUZ」＋ロボットシステム

出展概要（みどころ）
・KUKAロボットを用いたバリ取りの実演を行います。手仕上工程の省力化
を実現。
・ロボティクスアプリケーション「OCTOPUZ」の展示を行います。国内、
海外ロボットメーカー様 30社 2800種
類を登録済。シミュレーションからロボッ
トコード作成までを強力に支援します。
また、CAMデータとの連携も可能。教
示点が膨大で、且つ複雑データの作成
も対応しております。

出展内容
ばら積みボルト締付装置

出展概要（みどころ）
本システムは、3次元ビジョンセンサとAGVをシステムにインテグレートし
た装置で、
・チャックの位置決め機構がなくても…
・タッププレートがランダムに置かれていても…
・ハンド段替えなしでも…
ばら積みのボルトをピッキングして締付まで行います。

愛知産業

サンエイエンジニアリング

ダイアディックシステムズ

コンテック

ジェービーエム

東邦工業

1.自動アーク溶接ロボット
従来機の２００倍の速度をもつ CPUを搭
載してアーク挙動を瞬時に分析し溶接制御
を行います。低スパッターコントロール、
パルスマルチコントロールにて薄板から厚
板まで、高い溶接品質を確保します。

2.自動搬送ロボット
マグスイッチは強力な磁力を発揮しなが
ら、安全かつスピーディーなワークの脱
着を可能にしたマグネットツールです。こ
の技術を利用したマグネットクリッパーは、
自動車製造のホワイトボディのロボット及

び、ホイスト搬送の用途で、世界の有力
な自動車メーカーで採用されております。

3. 自動グラインダロボット
AKグラインダの自動加圧制御により研削
量を一定に保ち均一な仕上げ面を実現し
ます。ビード仕上げ、バリ取り、研磨の自
動化のお手伝
いをします。

山善ブース 出展内容
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出展内容
テレメジャー

出展概要（みどころ）
あらゆる測定機のデータを独自の無線方式でExcelにダイレクト入力します。
＜特徴＞自社の Excel検査表がそのまま使用でき、転記ミス・入力ミス等
のヒューマンエラーがなくなり、さらには検査の効率ＵＰが大いに期待でき
ます。
また、ISO 支援品質管理ソフトウェア
「QCPRO Ver.8」も同時出展します。
＜特徴＞時間のかかる品質管理業務を一気に
簡素化できるソフトウエアです。
簡単操作でＰＣに不慣れな方でも使えて、話
題の見える化・システム化にお応えします。

出展内容
画像測定機クイックビジョンアクティブ＋ロボットシステム

出展概要（みどころ）
・画像測定機クイックビジョンアクティブＱＶ－ＡＣＴＩＶＥ２０２+ＮＡＣＨＩロボッ
トシステム
・三次元ＣＲＴ－ＡＳ５４４、形状ＳＪ－４００+ロボット、Ｍ easur LINK

生産性 200%向上！…ミツトヨは皆様の生産効率を倍にするために様々なテ
クノロジーと組み合わせた価値を創造します
検査工程の省人化を実現！…ミツトヨは外部との
通信システムを累計 100台以上納入済です
24時間×365日連続稼働への挑戦！…ミツトヨは
完全無人化システムへの挑戦を続けています

ベクトリックス ミツトヨ

出展内容
３Ｄ検査ロボットシステム Quality Chamber

出展概要（みどころ）
溶接工程でのヒトによる治具検査、目視検査のロボット化を実現。
高性能カメラセンサが３Ｄ形状を認識機能に特化し産業用ロボットを検査
ツールとして使用します。
「ヒトの感覚による目視検査」から「カタ
チを数値化する検査」へ…
溶接工程のトレーサビリティーを確保し、
安心してモノづくりができる働き方に変わ
ります。ロボットによる数値検査を実現し
後工程への不良流出をなくします！

出展内容
次世代のリベッティングロボシステム　ARU111M

出展概要（みどころ）
ロブテックス独自のリベッティングロボットシステムで、様々なレイアウトに対応できるエ
アーリベッターセパレートタイプとリベットを確実に安定供給できるオートリベットフィー
ダーを多関節ロボットに組み込むことで実現！！
リベット大量締結ラインに自在レイアウトで対応！
■ヘッドユニット、ブースターユニット及びフィーダー
ユニットが分離しているので、それぞれ別々に配
置が可能

■回転方式による確実なオートリベットセッティング
■オイルの減りが一目で分かるゴムタンク式
■専用機、ロボットとドッキング不可欠な各種Ｉ/Ｏ端
子を装備

LINKWIZ ロブテックス

出展内容
はんだ付けシステム FA-1000シリーズ

出展概要（みどころ）
はんだ付け作業のローコスト化、高効率化、高品質化に！ 業界を取りまく問
題点を改善致します！！
自動はんだ付けに必要な機能をユニット化。必要なユニットのみ購入するこ
とで低価格な自動はんだ付け装置を実現でき
ます。
当社推奨ロボットの他にも市販のロボットとの
組み合わせる事で、低価格な自動はんだ付け
から高度なはんだ付けラインを実現可能。
他、はんだ付け作業現場の改善として空気清
浄式吸煙器等も展示致します。

出展内容
高出力ファイバーレーザーマーカー　LM-3200F

出展概要（みどころ）
高出力（最大 20W）により素早く高品質な印字が可能！ 取り外し可能なヘッド部分は 
IP64に対応。過酷な環境下でも使用できます！
インラインでも便利に使えます。
・オプションでオートフォーカス、ＰＬＣ接続対応
・ヘッド部分が取り外せるので、装置の組み込みも
ラクラク
出展内容
高精度 YAGレーザーマーカー　LM-2550

出展概要（みどころ）
製品付属のアプリケーションソフト LM-Editorを使用
することで、印字データの作成や、設定を容易に行え
ます。

出展内容
ロボットハンド＋ロボットシステム

出展概要（みどころ）
高品質、高信頼性、高精度を備えた私たちのグリッパー製品ラインは、小型グ
リッパーから、汎用性の高いグリッパーまで取りそろえています。ワークピー
スのサイズに合わせて、最適なロボットハンドを選定していただけます。
”Made in Germany”という表記は最先端の技術の証で、私たちの限りない
革新的な可能性を提供し続けます。 

出展内容
電動複合機 ・ IO－Link

出展概要（みどころ）
対応機器、IO－Linkにより、生産現場の見える化、コントロールを実現し
ます。
また、直動機構と回転機構を合わせた複合機を展示致します。

太洋電機産業

ブラザー工業

シュンク・ジャパン

CKD

山善ブース 出展内容
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