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関連 8 展
招待 券 100 社増 680 社 が 出展！OPE
ものづくりの 集積地 名古屋 で 開催！ 合わせ
N
前回比（ 2018 年 ）

※

名
古
屋

スマート工場 EXPO
IoT/AI/FA による 製造革新展

2019 年 9 月 18日［水］〜 20 日［金］10 : 00 〜 18 : 00

20日［金］のみ 17: 00 終了

会 場： ポートメッセなごや
主 催： リード

主
催
者

リード エグジビション ジャパン（株）
〒163 - 0570 東京都新宿区西新宿1- 26 - 2 新宿野村ビル18 階

エグジビション ジャパン（株）

本券をお持ちでない場合、入場料

主催者

TEL：03 - 5302 - 3141 FAX：0120 - 006 - 735

¥ 5 , 000 / 人 。18 歳未満の方の入場は固くお断りします。

リード エグジビション ジャパン（株）
いし づみ

名古屋

最新情報は Web へ

▼

会 期：

当社があなたをご招待いたします

会場レイアウト図
第 3 展示館

第 名

2

商 談内容

下記メーカーの

生産・工場 関係者の方

● 自動車・
自動車部品

◆

新製品の導入

● 航空・宇宙機器

◆

課題の相談

◆
◆

提携・取引先の開拓
価格・納期の交渉

…など

下記のメーカー、商社 など

IoTソリューション
● AIソリューション
● FA機器／
●

産業用ロボット

スマート工場 EXPO

IoTソリューション

予知保全ソリューション
AI（人工知能）

PLM／PDM／MES

遠隔監視ソリューション
第 名
古
回 屋

2

古
回 屋

FA機器・協働ロボット

AGV（無人搬送車）
…など

はんだ付け装置

検査・測定装置

自動化機器

セミナー プログラム は 裏 面 へ

● 製造業向け

常務執行役員
吉村 東彦

前回（ 2018 年）の 商談風景

Senior Vice President
末松 正夫

産業用ロボット

ロボットシステム

物流 / 運搬ロボット

＜構成展＞
第2回

カーエレクトロニクス技術展

アシストスーツ

第2回

自動運転 EXPO

部品・材料

センシング技術

第2回

EV・HEV 駆動システム技術展

周辺設備・備品

AI（人工知能）/IT

第2回

クルマの軽量化 技術展

第2回

自動車部品＆加工 EXPO

アイシン・エィ・ダブリュ（株） Robert Bosch GmbH
常務役員
Head of Communication and
山田 邦博
Network Technology,
Andreas Mueller

常務執行役員
西宮 一雄

四日市工場 副工場長
赤堀 浩史

三菱重工業（株）

シニアフェロー
種子田 裕司

本展は 、

2019年 9月 名古屋

年2回開催します

開会式

参加歓迎

2020年 2月 東 京

初 日

9/ 18［水］

ものづくり業界 トップ
出入口

9：30〜

40 名が 参列！

マツダ（株）

技術本部 生産企画部 主幹
市本 秀則

※敬称略。講師、プログラムが変更になる場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。

本図は実際のレイアウトとは異なる場合がございます。

ポートメッセなごや は 近くて便利 です !

岐阜 から20 分
京都 から30 分

（快速）

（新幹線）

（新幹線）

東芝メモリ（株）

前回（ 2018 年）の会場風景

出
入
口

大阪から50分

（株）
リコー

オートモーティブ
ワールド
370 社が出展

全国各地 から便利なアクセス

システム／ソフトウェア
…など

古

90 社が出展

名古屋 は日本 の 中心地 です

Denso International
Asia Co., Ltd.

2

回 屋

…など

業 界トップ 80名 が 講 演 !

日産自動車（株）

第 名

…など

＜ 講師一部紹介＞

● サイバーセキュリティ

出
入
口

40 , 000 名 が 来場

第2展示館

ロボット開発・活用展

社が出展

マウンター

事前申込制

ロボデックス

生産スケジューラ
見える化システム

ネプコン ジャパン
130

第 名

愛知 、静岡 、岐阜 、三重 、近畿 を 中心に

出展社一覧 は 裏面 へ

関連 8 展に 計 680 社が 出 展
2

90 社が出展

スマート工場 EXPO をはじめ、
年間 231 本をポートメッセなごや、
東京

出展社

古

回 屋

今後、全国で年間 300 本の開催を目指す。

来場対象者

● 医薬・化粧品・食品

両
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い

本招待券 で 全展 に 入場可能

ポートメッセなごや

www.sma-fac-nagoya.jp

本展は 商談・技術相談 のための展示会です

● 機械・機械部品

広
げ
て

本招待券に掲載の出展社数・来場者数およびセミナー講師数は、同時開催展を含む 2019 年 4 月 26日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。※出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含む。

ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪、パシフィコ横浜などで開催。

代表取締役社長 石積 忠夫

● 電子機器・部品

!

三重 から40 分
（特急）

新潟 から60 分
（飛行機）

名古屋

東京から100分

電車・バス・車でアクセス良好
名古屋駅から 直通電車

●

金山駅から

●

会場付近に

（新幹線）

※飛行機は中部国際空港 セントレアまで、電車は名古屋駅までのおおよその所要時間。

大規模駐車場を完備

あおなみ線

名古屋駅

24 分

金城ふ頭駅
直行バス

金山駅

約 30 分

豊田JCT

約 30 分

（新幹線）

静岡 から60 分

24 分
直行バス 30 分

●

自動車

徒歩

その他の交通手段・詳細は

前回（ 2018 年）の開会式風景

最新情報 を Web で 公開！
www.sma-fac-nagoya.jp

●

ポートメッセ
なごや

※所要時間は交通状況により前後します。

▼
▼
▼

第2回

680 社 が 出展
※

www.sma-fac-nagoya.jp

出展製品

●

見どころ情報

●

会場案内図 …など

関連部署 、取引先 、同業者 の 方 へ 配布 ください !
（本招待券 1 枚 で 1 名 のみ 入場可）

招待券 の 追加請求はWebへ
名古屋スマート工場 EXPO

検索

（無料）

www.sma-fac-nagoya.jp

• デジタルピッキングシステム…表示器を

使用しピッキング箇所を光と音で指示します

• プロジェクションピッキングシステム …

（株）シムトップス

• ConMas i-Reporter…ペーパーレス

『現場帳票』記録・報告・閲覧ソリューション
• MC-Web CONTROLLER…工事レス、
ノンプログラミングで設備機械信号を取得

ピッキング箇所を投影し映像と音で指示し
ます
• スマートカード…NFCで書換可能な電子
ペーパーを使用したIDカードです

シュマルツ（株）

• Qlik Sense…データ分析による製造業務
の改善を、AI（拡張知能）を使い加速する
• Paxata…分析やレポートに必要なデータ
を、IT部門に頼らずユーザ自身で準備する
• DataSpider Servista…IoT・ビッグデータ

• 協働ロボット向け小型真空ポンプ ECBPI
…エアレス&ホースレス！AGVによる完全

アクセレント
（株）アシスト

をノンプログラミングでつなぐデータ連携
ツール

アスプローバ（株）

• Asprova APS…国内導入実績NO.1の

• 協働ロボット向け汎用ハンド FXCB/
FMCB…協働ロボットを使用した汎用吸
着搬送を実現！

• ターミナル式エジェクタ SCTSi…複数の
真空系統を集約・個別制御！

な自動化へ

JOHNAN（株）

• モーションプランニングアクセラレーター

…障害物を衝突する軌道を計算し、ルート
を形成

（株）スカイディスク

生産スケジューラ
•Asprova SCM…サプライチェーンの計画立
作成ソフトウェア

• スマート聴診棒 振動版…振動データを
簡単取得、その場でAI解析できるサービス
• Sky Sound…職人に変わり、人の聴覚を
模して官能検査が行えるようになったAI

•ノせるんです …現場装置を止めることなく
30分で立ち上がるタワーライトソリューション

• 製造プロセス最適化…生産製造における
最適化をAIを使用し作業を自動化させる

アドバンテック（株）

アライドテレシス（株）

• 世界初！ハイブリッド無線LANシステム…
IoTの通信が快適に！無線環境を自動調整
「AMF-SEC」
•ネットワークからのセキュリティ
…強靭なセキュリティ対策で情報漏洩を防ぐ

• 統合管理ソリューション「AMF」…本社と
工場をつなぐネットワークとIoTをまとめて
管理

（株）ALBERT

• AIアルゴリズム構築・システム開発…異常
検知・最適化・需要予測など様々な課題を
解決！
• AI・画像認識サービス「タクミノメ」…品質
検査等に活用可能な画像認識AI構築
サービス

（株）イマオコーポレーション

• エルゴノミック ワークベンチ…作業者の

体 格に合わせて調 整できる作 業 台と
アクセサリー
• ファクトリーステーション…あらゆる機械
設備の稼働監視がローコストで出来る
システム

ウイングアーク１ｓｔ
（株）
（株）エスティック

•マイクロナットランナ「Handy2000 Micro」
…最小トルク0.1Nmまで安定した締付精度
を実現

ＮＫＥ
（株）

• はこんてなー…じか置きのコンテナを持ち

サービス

（株）スタディスト

• Teachme Biz…画像・動画などで作業手
順書を作成・管理。ビジュアルSOPプラット
フォーム

泉州電業（株）

• 電線加工品、制御盤、マルチコネクタ、

省配線商品…グローバルな工場から商品
をご提供

（株）ソーシャル エリア ネットワークス
（株）ソルティスター

• SpeeDBee…超ビックデータの高速ロガー
組込みデータベース

• SALTYSTER …超高速エッジコンピュー
ティング・ミドルウエアでIoTを効率化
大興電子通信（株）

• Internet of Workers …働く人々を支援
するICT活用ソリューション

（株）
タイテック

• ファクトリーマネージメントソリューション
…デジタルデータを活用し工場経営を
全体最適

Dynabook（株）

• dynaEdge DE100…現場での業務効率化
や生産性向上を実現するエッジコンピュー
ティング

（株）
タカハタ電子

上げ、前方に突き出して棚等に置く事が可能。

• デジタル部品仕分けシステム…生産ライン

筋肉で腰をサポート。お腹が苦しくありま
せん。

• ピッキングシステム連携AGV…表示器を

• 人工筋肉腰サポーター「腰助くん」…人工
• 超軽量高出力チャック…従来品と同等の

グリップ力で、本体質量は約１／２になりま
した！

（株）F&Lソリューション
エレコム（株）

• ZEROSHOCKタブレット+点検エース
for Excel…点検・検査業務のペーパー
レス化＆効率化

•メンテナンスコールPC…ノンオペレーション
で製造ラインを止めないシステム構築へ

• ペーパーレス化のためのITインフラ…
Wi-Fi 構築やカメラを使ったアナログ
メーター読取

（株）キャプテンインダストリーズ

• AXELENT X-Guard 安全柵…簡単な

モジュラー式で素人でも楽々組み立てら
れる安全柵
• セーフ X…工場内の様々な構築物をガード
します。

倉茂電工（株）

• 細径化産業用LANケーブル KETH-ST…
従来品比約20%細径化、隣接機器間の

部品払出を誰でも正確、簡単、速くで即戦力化

利用したピッキングシステムと連携する
AGV紹介

（株）たけでん

• ルーフシェード…屋根を日陰シートで室温
上昇抑制
• 遮熱シート…遮熱シートで、夏は涼しく、
冬は暖かく
• エコガラスコート…熱線を大幅にカット
する遮熱塗料

タック（株）

• タックSmart工場システム…設備稼働率/
良品率向上の活動を支援し業務効率化を
促進する

ディー・クルー・テクノロジーズ（株）

• 工場向けIoTインフラシステム…電源配線
不要でセンサ用無線Meshネットワークを
簡単構築

•トリリオンノード・エンジン…工場でIoTの

実証研究が捗るオープンソース・ハードウェア

DXアンテナ（株）
テクノ・マインド（株）

配線を容易化

• Voin2Field…高騒音下120dB環境でも
音声入力を実現!必要な単語のみをしっかり

システムを高速開発できる開発ツール

• AI StartPack…AI画像解析を試してみたい
お客様向け!機材と操作説明を低価格で

（株）
ＫＩＴ

•

モデル

（株）KMC

• 生産電子カルテ…製造現場のあらゆる

情報を一括管理し、更なる現場改革を推進。
•Σ軍師シリーズ…メーカ・新旧不問！製造
設備・周辺機器の情報をリアルタイムに取得
• QR銘板…20年の耐性を実現！金型・治具
の個体・所在管理の決定版

高圧ガス工業（株）

• 無線型電子ペーパー…無線を使用して

離れた場所から電子ペーパーの表示が
変更できます
• ディスプレイタグ…UHF帯・HF帯リーダ/
ライタで表示を変更できる電子ペーパー
です。

国際航業（株）

• 高精度リアルタイム測位を用いたモノ探し
…仕掛品や在庫の位置を最高10cm精度

で瞬間特定
• 屋内位置情報を用いた工数把握…作業者・
完成品別に製造工程ごとの作業時間を
自動で計測

三交企業（株）

•三菱電機ロボット、FA機器、ビジョンセンサ…
Ａ
Ｉビジョンを使った生産現場の省人化提案

三洋機工（株）

トルク管理
• 無線ハイブリッドトルクレンチ、

認識

ご提供

（株）テクノア

• 中小製造業様向け生産管理ソリューション
…生産性の向上、経営力強化をサポートし
ます

東芝テック（株）

• 新型ラベルプリンタ…キレイ、早い、安定
稼働、マルチI/Fを備えRFIDにも対応。
• RFIDリーダー…600/秒の高速読み取り。
• 製造・物流 新ソリューションパッケージ…
RFIDを活用した新ソリューションパッケージ
東洋ビジネスエンジニアリング（株）

• mcframe SIGNAL CHAIN…製造現場
のヒト・モノ・コトにかかわる 全ての情報を
デジタル化

ホースの可動部に対する支持案内装置

（株）システムインテグレータ

• 工場向けセキュリティソリューション…

NISSHA（株）

• スマート協働ロボット TM5,TM12,TM15

エヌアイシ・オートテック（株）

• ロボット架台…ロボット架台は選ぶ時代！

最短２日で発送可能。
• 産業用ロボット架台 FCシリーズ…用途に
合わせて選べるロボット架台！
• 協働ロボット架台 FKシリーズ…設計不要
で移動・設置も楽々！人に優しいFKシリーズ

NTN（株）

• 手首関節モジュール「i-WRIST」…人の

手首のように素早く、コンパクトな駆動
モジュール

日本鳩対策センター 愛知

• 鳩害対策施工…マンション、工場、倉庫、
橋梁、駅、寺社仏閣など様々な建物での
鳥害対策

ニュートラル（株）

• QuickNavi…ヒト・機械の実績収集と分析
で、生産現場がさらに見え、さらに分析が
可能に

ハギワラソリューションズ（株）
萩原テクノソリューションズ（株）

• 産業用プラットフォーム｢HPUシリーズ｣
｢HRXシリーズ｣…自社産業用組込ソリュー
ション

• RFIDソリューションとLive Location
Service…位置測定技術による
IoTソリューション

（株）パトライト

• ワイヤレス・データ通信システム
WDシリーズ…装置情報を簡単に見える化
• USB制御積層信号灯 LR6-USBシリーズ
…USBバスパワー＆簡単制御
• IO-Link積層信号灯 LR6-ILシリーズ…
IO-Linkマスタに簡単接続

（株）ブロードリーフ

• OTRS10…動画を活用し、カイゼンに必要
な時間計測を支援するソフトウェアです。

PRODRIVES & MOTIONS CO., LTD.
（健騰精密機電（株））

• 高精度ネジ締めモジュール…トルクを任意
に設定、即座に異常検出、データの記録管理

• 電子式トルクセンサー内蔵ギアボックス…
従来の電動工具をトルクの管理や記録が
可能に

（株）ベル
（株）マクニカ

• SENSPIDER…AI×IoT対応促進のため
のデータロギング&エッジコンピューティング
端末

マクニカネットワークス（株）

• FogHorn…フォグコンピューティング
ソリューション

• SilentDefense…産業用制御システム
向けセキュリティ

ラック・インターナショナル（株）
リコージャパン（株）

• 作業支援カメラ SC-10A…画像認識に

よりポカミスを防ぐ作業指示システム！
• オールラインレコグナイザー…カメラで
不具合の現象や発生原因を早く楽に捉え
るツール！
• RFIDソリューション…人手を介さずに自動
認識することでモノや人を見える化します。

ロジテックINAソリューションズ（株）

• 点検業務を40%省力化！…工場現場での

利用を実現する堅牢タブレットソリューション
• ラインを止めない長期保守PC…ライン
コントローラ用予知保全機能付メンテナンス
コールPC
• Windows7 PCを継続供給…2022年3月
31日までご提供！

ワゴジャパン（株）

• WAGO PFCシリーズ…クラウドと簡単に
つながるIoT対応PLC
• データプロッタキット…予知保全に最適な
「見える化ソリューション」

• WAGO-I/O-SYSTEM 750シリーズ…

各種オープンフィールドバスに対応可能な
リモートI/O

＜ 名古屋 ロボデックス＞
あいちロボット産業クラスター推進協議会
（株）アスク

• 多工程加工品、試作部品加工…手のひら

サイズの小物加工部品を超短納期でお届け
します。

（株）アルゴ

• 産業用GigE/USBカメラ…国内最大級の
取扱量900種類以上。検査ライン等。
• 屋外測定対応高精度3Dセンサ…付属
SDKによりAR/VR、SLAM用組み込み
センサに

（株）イマック

トラッキング 動き回りながら視線計測が可能
• Tobii Pro ナノ…トビー史上最小・最軽量
スクリーンベースアイトラッカー

多層防御でサイバー攻撃による稼働停止
を防ぐ
• Deep Discovery Inspector…脅威の
可視化／早期異常検知
• Trend Micro Safe Lock…ロックダウン型
ウイルス対策ソフト

CPSYSTEMCO.,LTD

から資材の保管位置を判断し簡単に探せ
ます
• OTネットワークセキュリティ…工場ネット
ワークセキュリティをOneStopでサポート！
• 点検効率化ソリューション…AI映像解析で
点検対象を自動抽出し人的ミスの削減と
効率化

• Tobii Pro グラス 2…ウェアラブル型アイ

トーテックアメニティ
（株）
トビー・テクノロジー（株）

ハンドタイプ、無線タイプの各種締付
システム。

•シーピーエス ケーブルチェーン…ケーブル・

• 資材監視ソリューション…ビーコンと映像

（株）石金精機

トレンドマイクロ（株）

（株）サンリツコーポレーション

…世界で初めて視覚機能を内蔵した協働
ロボット
•マイコン・FPGAを応用製品の受託開発業務
…EtherCAT,小型サーボアンプの開発実績
が豊富

•mcframe RAKU-PAD…現場帳票データを
"ラク"にデジタル化 〜データ活用を促進〜
• mcframe MOTION VR-learning…
VRで教育体験をデジタル化

システム、ポカヨケ作業ナビシステム

• 各種電動ナットランナー…設備付タイプ、

SSI（株）

リティ標準に準拠した一方向通信装置
• 制御システム直近ファイアウォール…制御
プロトコル対応のICS専用ファイアウォール
• セキュリティスイッチ…不正振る舞いトラ
フィックを検知する内部対策ソリューション

日本電気通信システム（株）

• 汎用ロボットピッキング装置…少量多品種
対応、オペレーターによる品種替えに対応
• カメラ検査装置…検査装置のシステム
アップのご提案
• 加工品…総削り品の展示

• スクエアドーム照明…より明るく鮮明に
全体を均一照射できる軽量・薄型8mmの
ドーム照明

• 赤外照明（1200nm & 1450nm）…異物
検出や水分の可視化等、困難だった検査
が可能。
• IMAR-8chシリーズ…８分割からの照射
が自在な多チャンネルモデル。

エクセル（株）

• 協働ロボット衝撃力測定器 CBSF-Basic
シリーズ…TS15066規格に準拠の衝撃力
測定器

エプソン販売（株）

•

www.sma-fac-nagoya.jp/eguide/

なお、開催時には増減する可能性があります。

日本ダイレックス（株）

• データダイオード…世界のサイバーセキュ

出展社・出展製品（写真入り）

最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。

相反する特性を兼ね備えた力覚センサー

• 腕が折りたためる6軸ロボット「Nシリーズ」
…従来の6軸ロボットよりも省スペース

（株）太田廣
（株）オーム社

• ロボット関連書籍

オリックス・レンテック（株）

• ロボットレンタル事業…協働型ロボットや
無人搬送車（AGV）のレンタル事業を展開
• ３Dプリンタ事業…造形受託サービス
（金属・樹脂）、導入支援サービスを展開

（株）キーエンス

• ロボットビジョンシステム…ロボットビジョン
の世界標準機種

菊地歯車（株）

•ギアスカイビング加工…加工サイクルタイム
を80％短縮
協育歯車工業（株）

• 歯研スパイラルベベル・マイタギヤシリーズ
…高精度！JIS B 1704 1級以上に仕上げ
ました
• KGギヤーBOXシリーズ…ギヤーが完全
パックしてありますので防塵、防音対策に
もなります
• 高精度歯研平歯車シリーズ…精密な動き
を必要とするところに使いやすい高精度
歯車です

Kyoto Robotics（株）
（株）
グリーンプラス

• 助力搬送システム…作業効率、作業者の
疲労軽減、安全な作業環境を実現。

（株）サンエテック

• 6軸力覚センサ：SFTシリーズ…3方向の
荷重と3方向のモーメント力を同時に検出
• ロードセンサ：SLDS-Pシリーズ…応答性
が高く静的荷重の長時間測定可能

• アンプ内蔵型磁歪式回転トルクセンサ：
MTSシリーズ…応答性が高く非接触の
コイルで検知

（株）三機

• 中国製協働ロボットAUBO-iシリーズ…
コストパフォーマンスを実現した協働
ロボット

（株）三共製作所

• ローラドライブ…整定性が良く、高速位置

（株）西野精器製作所

• 短納期対応総合試作工場…板金・プレス
加工も機械加工も1社で完結いたします！

日星電気（株）

• ロボット用ケーブル SROC/可動用伝送
ケーブル…柔/細/軽を追求した信号/電源
ケーブル

• USB3.1 Gen1対応 AOCインターフェース
…FA用途に適した屈曲性能を有するAOC
• フューチャーチューブ（多孔質PTFE）…
微細孔加工による通気性/防水性/耐水圧
性能制御

日本電産シンポ（株）
ハイウィン（株）

• ロボットシステム…各種産業ロボットや電動
グリッパ、機構部品まですべてまとめて
ご提案

（株）バイナス
芳賀電機（株）

• スマートセルファクトリー…人ひとり分の

作業工程の自動化を目指した、ロボット
システム

ビー・エル・オートテック（株）

• ロボットハンド用光学式触覚センサ…
やわらかい対象物を把持するためのセンサ
です。

Vision Components GmbH

• 3Dレーザープロファイラー VC nano
3D-Z…3D点群データを1Gbitイーサー

ネットで出力
• スマートカメラ VCSBC nano Z…ARM
プロセッサー内蔵、小型軽量の画像処理
カメラ
• MIPIカメラモジュール…エンベデッド
ビジョン用小型低価格のイメージセンサー
モジュール

ポートウェルジャパン（株）

• 産業用PC/マザーボード…ロボット制御に
最適な産業用PCや組込みCPUモジュール
をご提案

マテックス（株）

• 遊星歯車減速機…材料技術と加工技術が
融合した遊星歯車減速機

• 電動アクチュエータ…減速機開発、プラス

チック射出成形のノウハウを融合したユニット

（株）マルエム商会

• FAロボットソリューション事業…産業用

ロボット等を用いたシステムソリューション

（株）メトロール

• 超小型高精度タッチプローブ…高品質・
低価格！2.4GHzノイズに強い、新無線
通信方式 !
• 空圧式 精密着座センサ…5μm以内の
ワーク浮き上がりを検知、加工不良を未然
に防止 !
• CNCタレット旋盤用ワイヤレス寸法判別
スイッチ…タレット旋盤のバー材 Ｌ寸不良
を防止 !!

（株）山善

• 山善が提案します《金属業界向けのロボット
システム》…様々なロボアプリケーション

ユニオンテクノ
（株）

• 汎用ピッキング装置…少量多品種対応、
オペレーターによる品種替えに対応

Universal Robots AS

決め可能なゼロバックラッシポジショナ

• UR3e…可搬重量3kg、リーチ半径
500mm。省スペースで高精度な実装を

構にはない高速・ハイパワー・長尺搬送を
実現

• UR5e…可搬重量5kg、リーチ半径
850mm。プログラミング容易で、迅速に

• ライナーユニット…カム機構により、他機
（株）サン・フレア

• 技術翻訳…人手翻訳ならではのきめ細かい
サービスで、質の高い訳文を提供します。

三友工業（株）

•ＡＩ外観検査装置（ロボット検査ビジョン）…
瞬速で欠陥位置が判る高い検査能力を
持つＡＩ
• 後付可能なＡＩ外観検査システム…既存
画像検査装置から画像転送により画像
検査能力ＵＰ

Ｓｋｙ
（株）
（株）
タツタ

• Vメカ-マジックグリッパー…真空パッド、
エジェクタ、フレームの一体型真空搬送
システム

• Vメカ- マジック真空パッド…ワークに応じて
選択可能な新型リップ6種類追加
• Vメカ- グリーンポンプ…樹脂ボディ,真空

フィルター内蔵可能で環境にやさしい真空
ポンプ

（株）
タナック

• 超柔軟素材によるロボット被覆パーツ…

形状に追従する柔らかさ、優しい触覚の
付与

（株）テセック

• ULTRA P…加速度、ジャイロセンサー等
MEMS デバイスのファイナルテスト用

ハンドラです
• 431-TT…パワーデバイス測定。VIソース
メジャモジュールを取入れ、マルチデバイス
対応
• 471-TT…ウエハ測定工程における複数
チップ同時測定を実現した新コンセプトの
DCテスタ

テックマンロボット
東京マシンヴィジョンシステム（株）
（株）Doog

• サウザー…自動追従機能と自動ライン
走行機能で人の運搬作業を補助する
ロボットです。

常盤産業（株）

• マルチ画像処理システム…ハレーション
除去・凹凸抽出が特徴です

• 3次元バラ積みピッキング…バラ積みワーク
からピッキング 整列

（株）
トキワシステムテクノロジーズ
長野オートメーション（株）

• 専用機御相談コーナー…私達は専用機の
難しいテーマに挑戦しています。

• 内径面欠陥検査装置ジャイロスキャン…
内径面の欠陥を検出する検査機

要する軽作業に最適。

セットアップ可能。
• UR10e…可搬重量10kg、リーチ半径
1300mm 。梱包やパレタイジングなど
作業を遂行。

リンクウィズ（株）

＜ 名古屋 オートモーティブ ワールド＞
（株）アートウインズ
アートウインズ・シートメタル（株）
（株）アイ・アール・システム
IARシステムズ（株）
アイグラフィックス（株）
（株）愛幸発條
アイコクアルファ
（株）
（株）アイセロ
愛知機械テクノシステム（株）
アイティアクセス（株）
アイティシー（株）
（株）iPX
IPGフォトニクスジャパン（株）
（株）青海製作所
浅井産業（株）
旭化成ワッカーシリコーン（株）
旭電器工業（株）
アサヒフォージ（株）
（株）AZUMA・製造元：石原工作(株）
（株）アテクト
アテック（株）
（株）アテックス
（株）アドウェルズ
（株）アドバンスド・データ・コントロールズ
アナログ・デバイセズ（株）
アピックヤマダ（株）
アプライドデザイン（株）
アルテック（株）
（株）e・オータマ
（株）イーディーピー
池田工業（有）
（株）イナック
岩崎電気（株）
（株）岩田製作所
インフィコン（株）
（株）ウォンツ

AdaCore
AVX EC&IS（株）
ATEサービス（株）

エクスロン・インターナショナル（株）

EXCEL CELL ELECTRONIC

CO., LTD.（（株）百容電子）
江崎工業（株）
SVXR

エドモンド・オプティクス・ジャパン（株）
ＦＰＴジャパンホールディングス（株）
（株）ENN BRIGHT
オーアイテック（株）
オーエスジーシステムプロダクツ（株）
（株）オージック
（株）大橋製作所
（株）岡井鉄工所
岡谷鋼機（株）
岡安ゴム（株）
沖エンジニアリング（株）
オキツモ（株）
（株）小田原エンジニアリング
オン･セミコンダクター
カーボンテックソリューションズ（株）
カイゾンジャパン（株）
春日電機（株）
（株）片岡機械製作所
（株）神谷商会
（株）キーエンス
キーサイト・テクノロジー（株）
北川精機（株）
（株）北川鉄工所
（株）木村洋行

CANNON S.p.A
Cannon AFROS S.p.A
Cannon Ergos S.p.A
Cannon Tipos S.p.A

（株）共和製作所
クインタス テクノロジーズ
（株）
グローブ・テック
桑原鋳工（株）
（株）京信

KEMET Corporation

紅品科技東京（株）
（株）神戸製鋼所
興和光学（株）
（株）
コーワメックス
（株）
コバヤシ
コパル・ヤマダ（株）
斉藤光学（株）
佐久間特殊鋼（株）
（株）ザワード
（株）サワテツ
三弘エマテック（株）
（株）三洲ワイヤーハーネス
サン電子工業（株）
三洋熱工業（株）
三洋貿易（株）
SEAVAC（株）
（株）SEEBEST
シーマ電子（株）
（株）
ＪＳＴ
JFEテクノリサーチ（株）
J.P.C（株）
（株）JONETECH
島津産機システムズ（株）
JapanTaxi（株）
（株）樹研工業
伸榮産業（株）
神栄テストマシナリー（株）
（株）シンエイ・ハイテック
（株）新城製作所
（株）新都
新東工業（株）
新明工業（株）
仕燿（株）
スガツネ工業（株）
（株）SCREENホールディングス
進工業（株）
スターテクノ
（株）
住友重機械工業（株）
住友ベークライト
（株）
（株）セイエン
（株）SEIL HITEC Co., LTD
（セールハイテック）
積水ポリマテック（株）
センサーテック
双和化成（株）
蘇州グードアックエレクトロニクス
ソリッドワークス・ジャパン（株）
（株）ソルトン
（株）ソルベックス
第一実業（株）
タイメック（株）
太陽化成（株）
太陽社電気（株）
大和化学工業（株）
（株）多賀製作所
（有）滝塚製作所
竹内工業（株）
（株）たけびし
タジマ工業（株）
（株）
タツミ
辰己屋金属（株）
（株）TANOI
千曲市産業支援センター
CHIPS精密鋳造（株）
（株）チューゲン
（株）チューブフォーミング
ＴｕＳｉｍｐｌｅ
（株）塚谷刃物製作所
塚谷ベンディックス（株）
塚田理研工業（株）
ツジカワ（株）

▲

＜ 名古屋 スマート工場 EXPO＞
（株）アイオイ・システム

最新の出展社情報は、随時Webにアップ中！

（株）ツシマエレクトリック
（株）槌屋
Ｔ-グローバルテクノロジー（株）
帝国インキ製造（株）
テイボー（株）
データテクノロジー（株）
テクトロニクス社
テクノブレーン（株）
デュケインジャパン（株）
（株）寺田
デンカエレクトロン（株）
電子磁気工業（株）
天昇電気工業（株）
（株）デンソーEMCエンジニアリング
サービス
東海エレクトロニクス（株）
東京端一（株）
東邦機械工業（株）
東洋紡（株）
東和化成（株）
トーカロ（株）
（株）TOP
（株）友栄精密
豊田通商（株）
豊橋鍍金工業（株）
ドラゴンステート テクノロジー（株）
ナガセケムテックス（株）
長瀬産業（株）
名古屋科学機器（株）
名古屋大学COI
（株）ナノテック
ナミテイ
（株）
（株）ニコン・
トリンブル
西精工（株）
日昌（株）
日本キャノン（株）
日本旭立科技（株）
日本ケミコン（株）
日本コーティングセンター（株）
日本合成化工（株）
日本ゼオン（株）
日本信邦電子（株）
日本装置開発（株）
日本電気計器検定所
日本電計（株）
日本電磁測器（株）
（一財）日本品質保証機構（略称 JQA）
日本プラズマトリート（株）
日本マルコ（株）
日本モレックス（同）
（株）ネクスティエレクトロニクス
（株）
ノイズ研究所
（株）
ノリタケカンパニーリミテド
バーテックス（株）
ハーマン・ウルトラソニック・ジャパン（株）
（株）パイオニアマシンツール
萩原エレクトロニクス（株）
萩原テクノソリューションズ（株）
萩原電気グループ
伯東（株）
（株）バンテック
（株）半谷製作所

PLK

（株）
ミナミダ
ミヤマ精工（株）
美和工販（株）
武蔵エンジニアリング（株）
（株）村田製作所
銘承精密工業（株）
メイホー（株）
（株）メック
メトロ電気工業（株）
（株）モノミラ
ヤマウチ精機（株）
（株）山口ナット
山下電気（株）
ユー・エム・シー・エレクトロニクス（株）
UTテクノロジー（株）
行田電線（株）
ユニオン電機（株）
（株）ユニティトレーディング
ユニテック ジャパン（株）
横河計測（株）
横河ソリューションサービス（株）
横浜油脂工業（株）
横山興業（株）
（株）吉則螺子製作所
リコー電子デバイス（株）
（株）LINK-US
（株）ルケオ
（株）ルッドリフティングジャパン
（株）
レスターエレクトロニクス
（株）ワタナベ ワイヤー加工センター

（株）Wave Technology
エア・ウォーター（株）
AT&Sジャパン（株）
（株）SPIエンジニアリング

EVANS COMPONENTS, INC

エムジーホールディングス（株）
（株）エンジニア
オオサカ電子（株）
大阪有機化学工業（株）
（株）オービット
岡谷機電（株）
（株）OKIアイディエス
沖エンジニアリング（株）
OKIサーキットテクノロジー（株）
（株）OKIテクノパワーシステムズ
沖電気工業（株）
（株）沖電気コミュニケーションシステムズ
沖電線（株）
沖プリンテッドサーキット
（株）
（株）OKIメタルテック
（株）オンテック
グローバルディスプレイ
（株）
（株）
コアーズ
（株）
コシブ精密
コスモ石油ルブリカンツ（株）
（株）サクラクレパス
（株）サムス
（株）サヤカ
（株）サンエイテック
サンユー工業（株）
APLUS MOLDS & PLASTICS
シイエムケイ・プロダクツ（株）
CO., LTD.
（株）システムアドバンス
CMS CO., LTD.
（株）シナジーテクニカ
COMPUTIME LTD.
（株）ジャパンユニックス
CREATE ELECTRONIC OPTICAL
シュロニガージャパン（株）
CO., LTD.（創研光電股份有限公司）
JOHNAN（株）
DAEGU GYEONGBUK
昭立電気工業（株）
MACHINERY COOPERATIVE
シライ電子工業
（株）
（大邱慶北機械協同組合）
（株）シンキー
DAEGU PRECISION CO., LTD.
DAEWON TRADING CO.（大圓交易） 新電機材（株）
新日本空調（株）
DALIAN RUICHENG KEJI LTD.
信和産業（株）
（大連鋭丞科技（有））
（株）セイコーアドバンス
DHG CO., LTD.
（株）清和光学製作所
DOU YEE TECHNOLOGIES
PTE. LTD.
（株）関ケ原製作所
ELG CARBON FIBRE LTD.
セブンシックス（株）
GITC - GYEONGBUK INSTITUTE
（株）セリアコーポレーション
OF IT CONVERGENCE
太伽
INDUSTRY TECHNOLOGY
太洋電機産業（株）
GOOD YEAR ELECTRONIC MFG
（株）ちの技研
CO., LTD.
（株）津々巳電機
HI-TECH DIESEL CORP.
ティーアールホンコンカンパニーリミテッド
HOSCH GUENTHER INDUSTRIAL （株）テクノスタット工業
GLUE CO.
（株）東京ウエルズ
HU LANE ASSOCIATE INC.
東京エレクトロン デバイス（株）
ILSHIN PLASTIC CO., LTD.
東北パイオニア（株）
INTEGRITY SECURITY SERVICES
（株）東和コーポレーション
ISRAELI PAVILION
ドックワイラーAG
JENTECH PRECISION
（株）
ドックワイラージャパン
INDUSTRIAL CO., LTD.
長野沖電気（株）
JIANG YIN SINBON
日本アビオニクス
（株）
ELECTRONICS CO., LTD.
日本エイ・ヴィー・シー（株）
（江陰信邦電子有限公司）
日本ゲスコ
（株）
LG INNOTEK CO., LTD.
日本シイエムケイ
（株）
LIN HORN TECHNOLOGY
日本フィジカルアコースティクス（株）
CO., LTD.
（株）
ハイロックス
LUBCHEM CO., LTD.
MAX ECHO TECHNOLOGY CORP. 伯東（株）
白光（株）
MING CHIANG PRECISION
（株）パラット
CO., LTD.
パンドウイットコーポレーション日本支社
N.Y.C. INDUSTRY CO., LTD.
（株）
ピーバンドットコム
NEDEC CO., LTD.
NIRA Dynamics
フィリピン総領事館 商務部
OBRIST POWERTRAIN GMBH
（株）プライマルセンス
OZE INDUSTRIAL CO., LTD.
（株）プラックス
POTZU FORGING CO., LTD.
兵神装備（株）
QINGDAO MADISON
マイクロモジュールテクノロジー（株）
INDUSTRIAL CO., LTD.
（株）マックエイト
SAMBO MOTORS.,LTD.
三星工業（株）
SC GLOBAL CO., LTD.
ミヨシ電子（株）
SGF SUEDDEUTSCHE
（株）名機製作所
GELENKSCHEIBENFABRIK
（株）メイコー
GMBH & CO. KG
メイショウ（株）
SGF THAILAND CO., LTD.
山形カシオ（株）
SILICON MOBILITY SAS
（株）ユーテクノロジー
Simyog Technology Pvt. Ltd.
ユニコントロールズ（株）
SMART ELECTRONICS INC.
ユニテンプジャパン（株）
TAIWAN ELECTRICAL
RITAエレクトロニクス（株）
AND ELECTRONIC
（株）
レクザム
MANUFACTURERS'
（株）
レヨーン工業
ASSOCIATION (TEEMA)
（株）ロゼッタ
TAIWAN JINYE DEVELOPMENT

（株）光金属工業所
（株）
ビズリーチ
日立化成（株）
ビュルケルトジャパン（株）
（株）平出精密
ファーフィールドサウンド（株）
ファインネクス（株）
（株）ファソテック
（株）フィッシャー・インストルメンツ
（株）フォトロン
（株）
ＦＵＪＩ
（株）冨士精密
不二ラテックス（株）
双葉電子工業（株）
府中商工会議所
ブラザーインダストリアルプリンティング（株）
ブラザー工業（株）
フルヤ工業（株）
ブレインズテクノロジー（株）
（株）プロト
プロトラブズ（同）
（株）プロトワーク
（株）フロンティア・テクノロジー
（株）ベリサーブ
ヘレウス（株）
（株）豊栄商会
豊盛工業（株）
ボーセイキャプティブ（株）
ポーライト
（株）
ENTERPRISE CO., LTD.
（株）ホクト精工
TAIWAN TRANSPORTATION
ホシデン（株）
VEHICLE MANUFACTURERS
（株）ポップコーンザー・ジャパン
ASSOCIATION
堀正工業（株）
VIAVI SOLUTIONS INC.
マークラインズ（株）
Well Buying Industrial Co., Ltd.
マウザーエレクトロニクス（同）
XIAMEN ONE MAGNET
マクダーミッド・パフォーマンス・
ELECTRONIC CO., LTD.
ソリューションズ・ジャパン（株）
＜ 名古屋 ネプコン ジャパン＞
（株）マクニカ
（株）松村精型
（株）アールエフ
松本興産（株）
IPCはんだ付コンテスト
松山技研（株）
アズビル太信（株）
真辺工業（株）
アポロ精工（株）
（株）マルナカ
（株）アマダミヤチ
丸文（株）
アユミ工業（株）
アンドールシステムサポート
（株）
（株）
ミスズ
（株）いけうち
三菱ガス化学（株）

EMS COMPONENTS ASSEMBLY
INC.
FRONTIER CIRCUIT LTD.
JACAL ELECTRONIC（WUXI）
CO., LTD.
PEMTRON CO., LTD.
PROVIDENCE ELECTRONICS CORP.
SHENZHEN KINWONG
ELECTRONIC CO., LTD.
TAIWAN ELECTRICAL
AND ELECTRONIC
MANUFACTURERS'
ASSOCIATION（TEEMA）
TY-OHM（SUZHOU）ELECTRONIC
WORKS CO., LTD.
VICTORY GIANT TECHNOLOGY
（HUI ZHOU）CO., LTD.
（勝宏科技（恵州）股份有限公司）

セミナー 全80講演 を 開催 !
※

詳細・お申込みは

事前申込制

▲
▲
▲

出展社・製品一覧

下記の出展社一覧は 会期 約4カ月半前（2019年4月26日現在）のものです。

www.sma-fac-nagoya.jp/seminar/

※同時開催展を含む

SFE-K

基調講演

同時通訳付

9月18日 [水] 13:00〜14:30

受講無料

9月18日 [水] 15:30〜17:00

「中小企業」こそスマート工場化！その実現のコツとは？

AI・ビッグデータによる生産革新の実例と、挑戦する価値
● ビッグデータの活用による
半導体製造革新

SFE-S1 特別講演 ①

● 自動車における車両生産技術革新と
ものづくりの将来

● リコー式 インダストリー4.0の
具体化事例

日産自動車（株）

● ものづくり現場のデジタル化による
生産性向上

（株）
リコー

（株）NTTドコモ

四日市工場 副工場長

常務執行役員
アライアンスグローバルVP
車両生産技術開発本部 本部長

常務執行役員 生産購買担当
生産本部 本部長

執行役員 法人ビジネス本部
IoTビジネス部長

赤堀 浩史

吉村 東彦

西宮 一雄

谷 直樹

東芝メモリ
（株）

SFE-S2 特別講演 ②

同時通訳付

受講無料

9月19日 [木] 9:30〜11:00

「インダストリアル5G」がスマート工場にもたらすインパクト
● KDDIの5GとIoTの取り組みと
製造業への適用について

●

5G 〜未来の工場への革新〜

SFE-S3 特別講演 ③

同時通訳付

KDDI（株）

ビジネスIoT推進本部
ビジネスIoT企画部長
原田 圭悟

5G Alliance for Connected Industries
and Automation(5G-ACIA)

● スマートファクトリーテスト
〜自動化プロセス & 製品管理〜

● 製造現場における検査工程のスマート化
〜IVI実証実験（Deep Learning, AI適用）より〜
マツダ（株）

受講無料

9月20日 [金] 9:30〜11:00

技術本部 生産企画部 主幹／

Teradyne Inc.

インダストリアル・
バリューチェーン・イニシアティブ

システム テスト グループ
プロダクト ライン ディレクター

IVI リーダー

ジョン アリーナ

Chairman, Andreas Mueller

SFE-S4 特別講演 ④

9月19日 [木] 14:30〜16:00

スマート工場化の要！検査工程の自動化に挑む

Robert Bosch GmbH

Corporate Research Dept., Head of
Communication and Network Technology／

受講無料

市本 秀則

SFE-S5 特別講演 ⑤

受講無料

9月20日 [金] 12:00〜13:30

自動車業界で進む工場へのAI/IoT導入、その最前線に迫る！

航空機製造で進む生産革新！その先進的な事例とは？

● ePlantのスマート化について

● MHIにおける航空機製造自動化への
取り組みについて

● 製造AIによる生産性向上

Denso International Asia
Co., Ltd.

アイシン・エィ・ダブリュ
（株）
常務役員 電子事業本部 本部長

Senior Vice President
末松 正夫

種子田 裕司

同時開催展「オートモーティブ ワールド」、
「ネプコン ジャパン」
「ロボデックス」でも 技術トップが毎日登壇！
＜講師 一部紹介＞

▼

三菱重工業（株）
シニアフェロー 民間機セグメント
副セグメント長

山田 邦博

最新の講演情報は
こちらをご覧ください

>> 来場者登録欄

www.sma-fac-nagoya.jp/seminar/

■下記項目をすべてご記入のうえ、当日展示会受付までお持ちください。

● 本招待券に名刺2枚を添えて展示会受付へご提出ください。引換に入場者バッジをお渡しいたします。 ● 一度登録されますと、会期中3日間
有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。 ● 会場内でのカメラ・ビデオなどによる撮影は固く
お断りいたします。● 来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナーの開催案内をさせていただきます。また、
報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載することがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェック
を入れてください。 □ ● 展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ● 弊社は個人情報について
細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

同時開催の全ての展示会にご入場いただけます。

トヨタ自動車（株）
取締役・副社長
寺師 茂樹

（株）デンソー

代表取締役 副社長
山中 康司

Volkswagen Group
Technical Representative
Tokyo (VTT)

Head of Innovation Hub Tokyo,
Lukas Enke

Jaguar Land Rover

Product Engineering
China & Asia Pacific,
Executive Vice President,
Danella Bagnall

▼アンケートにお答えください。

1 . あなたの職種は？

□ B 設計・開発

□ F 品質管理・品質保証

□ I 情報システム

□ J その他（

2 . あなたの会社（または団体）の業種は？

マツダ（株）

防府工場 工場長
岡野 寛範

（株）SUBARU

日産自動車（株）

商品企画本部
横浜工場 第一製造部 専門工長
プロジェクトゼネラルマネージャー
白石 京
布目 智之

三菱電機（株）

名古屋製作所 ロボット製造部長
武原 純二

講 演 に関するお問合せは▶
展示会 に関するお問合せは ▶

03 - 5259 - 9056
（受付：10：00〜18：00 土・日・祝 休み）
TEL: 03 - 5302 - 3141
TEL:

主催者 リード エグジビション ジャパン（株）展示会事務局
〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル18階
FAX: 0120-006-735 Web：www.sma-fac-nagoya.jp
E-mail: visitor-sma-facn@reedexpo.co.jp

□ C 研究・試作

□ D 調達・購買

□ G 経営・経営企画

□ H 営業・販売・マーケティング
）

□ A 自動車・自動車部品メーカー □ B 電気・電子機器メーカー

□ C 航空・宇宙機器メーカー

□ D 機械・機械部品メーカー

□ E 半導体・電子部品メーカー

□ F 化学・医薬・食品メーカー

□ G 受託サービス企業

□ H IoT／IT／ソフトウェア関連企業

□ I FA機器・装置メーカー
□ L その他（

□ J エネルギー関連企業

□ K 商社・代理店

3 . あなたの役職（クラス）は？
□ Ａ 社長・役員クラス

□ Ｂ 部長・次長クラス

4 . あなたの来場目的は？

お問合せ先

見本

□ A 生産技術・製造・生産管理

□ E 商品企画

□ C 課長クラス

□ Ｄ 係長・主任クラス

□ Ａ 導入のための企業・製品比較検討

□ Ｂ 導入のための企業・製品情報収集

□ Ｄ 本展への出展検討のための情報収集

□ Ｅ その他（

5 . 次回（ 2020 年）の出展について

□ Ａ 出展したいので連絡がほしい

）
□ E 社員・職員クラス

□ C 業界参入・製品開発のための情報収集

□ Ｂ 出展を検討したいので詳しい資料がほしい

※敬称略。2019年5月8日現在。セッションの録音、写真・ビデオ撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合がございます。なお、掲載枠上 講師の役職・所属を省略している場合もございます。あらかじめご了承ください。

）

SFEN-J
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入場には招待券が一人一枚 必要です。下記よりご請求ください！
開催展名
会
期
会
場
主
催

:
:
:
:

出展のお問合せは下記より

第2回［名古屋］スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる 製造革新展2019年9月18日[水]～20日[金] 10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了
ポートメッセ なごや
リード エグジビション ジャパン (株)

貴社ビジネス拡大の

※招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円/人

関連部署や取引先などへ配布ください
追加請求(無料)も下記よりお申込みください

招待券 請求(無料)はこちら

絶好の場となります！
お気軽にお問合せください

出展資料 請求(無料)
はこちら
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