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会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名
真永工業（株） 真永工業ＰＲ VISION　SPECTOR 田辺工業株式会社 AGV搬送装置

有限会社TAMS ボルト緩め、仮付け アルファレールシステム +ランダム３Ｄ吸着冶具 CarryBee Eight

ワーク搬送装置 株式会社ダイヘン AGV用ワイヤレス給電システム　D-Broadシリーズ 屋外タイプAGV

ワイヤー製造設備 ㈱FUJI 小型多関節ロボットSmartWing 耐久ラインテープ　DLT-800/801、DLT-NEO

株式会社太陽機械製作所 組付専用ライン用の専用機 垂直多関節ロボット　VMシリーズ/新型ロボットコントローラRC9 オーバーラミネートテープ　OL-100AS

MAE株式会社 専用機製作事例紹介 垂直多関節ロボット　VL/新型ロボットコントローラRC9 耐久フロアサインズ

血液検体マテハンユニット 人協働ロボットCOBOTTA 低推力マテハン

バラ積ピッキングと製函・梱包ロボットシステム コンパクトパレタイザーガントリー ロボガントリーローダー

AW4A 1mモジュールコンベヤ ロボガントリー 3次元ビジョンセンサ『TVS Lite』

箱詰自動化ロボットシステム ブロー成形品　直接トリミング加工 3次元ビジョンセンサ『TVS3.0シリーズ』

製品検査選別自動化システム CF強化ナイロン成形品　超音波カッタートリミング装置 協働運搬ロボット　サウザー　ベースユニットE1

テレスコープ式搬送ローダー スポット溶接式自動組立機 協働運搬ロボット　サウザージャイアント　ベースユニットE1

SP-２T型 ハーメチックシール密閉自動溶接機 協働運搬ロボット　サウザーベーシック

パレット蓄積装置 電解バリ取り加工機/ECD 「チョコ停をなくす」溶接工程の自動化提案と、ツールストッカの工夫を紹介

ロボット蓄積システム 強力振動式バリ取り仕上げ装置/ROSDEM 「夜だけロボットで」を実現する協働ロボットの高精度段取り替え

シンプルAGV　キーカート 精密電解加工機　PECM 圧倒的な省エネ効果を実現する1ポート2センシングスイングクランプ

Rinova　AGF 自動バラ積ピッキング装置 伊勢湾海運株式会社 共に世界へ　～安心と信頼の一貫輸送～

簡易低温ハンドラー C912 各種自動搬送装置 会社案内

3温一環機 ニッタ株式会社 ATC（オートマチックツールチェンジャー） Material Handling System

クリーンコンベア
東亜エレクトロニクス株式会社

フラッシュサポートグループカンパニー
オールインワン自動プログラミングシステム【TEH2724-2LSC】 エコ電動（低推力）トラバーサー

会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名
リングラン（静音パーツフィーダ） ブレーキダスト試験装置 三次元測定機　Global　S シリーズ

応力測定装置 フィルター自動秤量システム RS6 Laser Scanner

膜厚測定装置 高速応答微粒子粒度分布計 （CSAオプション） MICRO-HITE/TESA ノギス＋BLUETOOTH® 通信機能

自動化機器 光ファイバセンシングシステム「FBI-Gauge」 FARO　Quantum　ScanArm　V2

VPC (Virginia Panel connector) ポータブルすき間・段差測定器「GAPGUN」 FARO FREESTYLE２

LED　検査装置 大規模点群処理ソフトウェア「Galaxy-Eye」 FARO FOCUS　S

安全体感VRトレーニング X線観察、および素材の熱分析解析受託サービスのご紹介 ロボセンサーⓇ

3Dスキャン 半導体 故障解析サービスのご紹介 ロボセンサーⓇによる振動の遠隔監視

フイルム/シート検査装置　Hawk eyes パワーデバイスの受託評価試験
Toyota Tsusho Canada,

Inc.
NIXカラーセンサー

表面欠陥検査装置ZEBBRA

会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名
株式会社鳥取メカシステム 自動化設備製作 各種請負受託 ASTCR免震装置

藤巻工範株式会社 特殊鋼プレートの製造販売及びMC加工 金型メンテナンスと設備洗浄 搬送除振装置

高速メカ駆動の”ヒント”あります①【ピック＆プレース】 トルクシステム株式会社 バッテリー式トルクレンチ　B-RADシリーズ アスクロンシューターシステム

高速メカ駆動の”ヒント”あります②【特殊間欠搬送】 精密砂型鋳造 白山工業株式会社 スリッター

高速メカ駆動の”ヒント”あります③【スクリュー搬送】 産業用CTスキャンサービス Babyplast

有限会社　塩澤工業 工作機、専用機組立　機械修理、改造、オーバーホール 3Dプリンター試作・AM量産サービス MOVACOLOR

株式会社　ケーワイシステム 設備ｾｯﾄｱｯﾌﾟ・改造・メンテナンス 株式会社モビテック 高精度リバースエンジニアリング Arena Comet

ESTIC汎用締付機 車両運搬機Stringo 株式会社ソルトン オートマルチカップリング

ESTIC　ERSスカラロボット 4輪対応　DUO　MOVER
豊田通商株式会社

産業機械部
原価低減が出来る海外製品

自働化・物流

岐阜精機工業株式会社

福知山重工業株式会社

株式会社 日本設計工業

株式会社

ＦＤＫエンジニアリング

株式会社積木製作

日晃オートメ株式会社

株式会社伊藤精密製作所

株式会社司測研

株式会社JMC

株式会社ニトムズ

株式会社

富士テクニカルリサーチ

株式会社　豊田自動織機

株式会社エーエス

ワイエイシイメカトロニクス

株式会社

検査・計測

株式会社　アイオー・エム

有限会社　森組

株式会社幸和電熱計器

株式会社ニューリー・土山

エンジニアリング・設備関連

ストリンゴ株式会社

株式会社豊通テック

ロボセンサー技研

株式会社

株式会社Doog

株式会社コスメック

平田機工株式会社

（Hirata Corporation）

Kyoto Robotics株式会社

日本省力機械株式会社

愛知機械テクノシステム

株式会社

橋本電機工業株式会社

株式会社デンソーウェーブ

株式会社近藤製作所

株式会社アイテス

ヘキサゴン・メトロジー

株式会社

ハイテック株式会社

APCエアロスペシャルティ

株式会社

ファロージャパン株式会社

タカノ株式会社

株式会社エスティック

豊田通商機械協力会 ものづくりサポートフェア（WEB開催） 11月30日（月）～12月25日（金）
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会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名

ユニバーサルタッチパネル 国際航業株式会社 Quuppa Intelligent Locating System、生産性工場ツール Patt Plus i3-Mechatronicsによるソリューション提供

ドローンスクール E-Mobilityへのレーザ適用 人協働ロボット

X-EDGE  Solution Batteryへのレーザ適用 省エネインバータ

Factory IoT Solution 自動車ボデーへのレーザ適用 PEEK樹脂製継手 PS-fit

アトラスコプコ株式会社 IDDA　Intelligent Dynamic Drop Application ウエイト製品 多層フッ素チューブ REF5

サンライズシステム株式会社 連携君 芯鞘繊維のご紹介 耐摩耗チューブ ARU

株式会社エコム 工業炉最適運用サービス「Miterune」 膜構造建築物のご案内 マーケティングリサーチ

プラスチック溶着機 株式会社ジェイテクト パワーアシストスーツ　J-PAS LUMBUS　次期モデル（21年発売予定） Quesntant

超音波金属接合機 日本システムウエア株式会社 RealWear Nordson DAGE　ボンドテスター・マテリアルテスター

工業用超音波洗浄機器、卓上超音波洗浄器、超音波ホモジナイザー等 Adjustable Mode Beam(AMB) Nordson DAGE X線検査装置

木材用高周波加熱・接着装置 LDD-700/溶接モニタリング装置 Nordson ASYMTEK コンフォーマルコーティング自動装置

高周波フィルム溶着装置 ファイバーレーザー発振器、加工ヘッド/部品加工 エンドミル自動外観検査装置

高周波装置・マイクロ波装置・解凍装置のご紹介 株式会社ワイズ・ラブ 物品位置管理IoTサービスXeye（クロスアイ） 作業スケジュール最適化システム

ハリケーンカメラ PlantLogMeister（電子操業日誌） 自動ボルト差し込み装置

スマートパルスガン 電源のＢＣＰ対策システム 富士電波工業株式会社 工業加熱装置

Aチップ パーティクルコレクター ArithCheck（画像解析AI技術による良品、不良品判定ツール）

UDS式Spin枚葉処理装置 『OiSHi』／『DEODORANT ONE』 ArithOCR（非定型請求書パッケージ）

Spin Dip式枚葉処理装置 静電チャックロボットハンド CAD設計における機械学習による設計補正自動化AI

ウェットブラストによる密着性向上 メガネ型の視線計測機器を活用した技能伝承と現場改善 II-VI RLSK

WLS（ウェットブラスト・1液潤滑剤塗布）処理 設置型の視線計測機器による検査のトレーサビリティシステム II-VI HIGHmotion2D

ウェットブラスト デスケール 3D Printing II-VI HIGHtactile

株式会社アシストモーター

ソリューションズ
アシストモーター 3D Measuring

豊田通商株式会社

ネクストモビリティ機械部
ギヤ外観自動検査装置

Toyota Tsusho America

（岐阜精機工業共同出展）
サムライモールド

豊田通商株式会社

ネクストモビリティ機械部
電池開発者向けトレーサビリティ管理ソフト（製品名：Lab &Peace）

豊田通商株式会社

ネクストモビリティ機械部
PoCセンター

会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名 会社名 商品/サービス名

有限会社智寛 オイルエクセプター 無電極ランプ ターボコンプレッサー

業務用空気清浄機UP2010ウイルス対策仕様 イーネスライト 水潤滑式GPオイルフリーコンプレッサー

溶接ヒューム対策HG220、HG511 アストラシール 株式会社IHI回転機械エンジニアリング会社紹介

高pHアルカリイオン水生成装置 HINO-TEC式プレート型熱交換器 テラル株式会社 誘引ファン（気流創出ファン）

水溶性ミスト供給装置 コルゲートチューブ式熱交換器・チューブ式熱交換器用ダスト付着防止装置 京セラ株式会社 太陽光発電設備

株式会社松井製作所 ソリューションサービス フィンチューブ式熱交換器 株式会社　伊勢産業 ネツゼロパネルⅡ

OpenairーPlasma®：大気圧プラズマ装置 大西熱学会社案内 検温アラート装置　コンパクトタイプ　KS-COMPACT

PlasmaPlus®プラズマコーティング技術 高温エージング室（装置） 検温アラート装置　モニタータイプ　DS４３S

デモ＆レンタルサービス フレキシブルチャンバー CSバルーン

クリーンエアテクノロジー ワイズグローバルビジョン株式会社 小型淡水化装置 粗大粒子カウンター　RACCAR (ラッカー)

工場用環境改善
エース産業株式会社

(代理店 株式会社江口巌商店)
オゾンエアー・オゾン水

株式会社マクロミル

環境・省エネ・コロナ対策

株式会社安川電機

日本エマソン株式会社

ブランソン事業本部

（株）フカデン

新技術・IOT・AI・システム

TDIプロダクトソリューション

株式会社（略称TDIPS）

アオイ工販株式会社

丸満産業株式会社

株式会社RUTILEA

Arithmer株式会社

IPGフォトニクス

ジャパン株式会社

東芝三菱電機産業システム

株式会社

コタニ株式会社

ノードソン・アドバンスト

・テクノロジー株式会社

株式会社IHI回転機械

エンジニアリング

日本ピュアテック株式会社

株式会社

クリエイティブテクノロジー

トビー・テクノロジー

株式会社

シーズシー株式会社

株式会社リタ・コネクト

ツーシックスジャパン

株式会社

株式会社 大西熱学

三河産業株式会社

安藤株式会社

株式会社

ソフエンジニアリング

日本プラズマトリート

株式会社

株式会社オーデン

マコー株式会社

クール・テック株式会社

トルンプ株式会社

株式会社HINO-TEC

山本ビニター株式会社
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