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Web 登録キャンペーン！
Web登録して、ご来場いただいた方より
抽選でQUOカード500円分プレゼント！
セミナーも同時にお申込いただけます。ぜひご登録ください。

エントリーはこちら● 展示会当日は、招待券と名刺２枚を必ずお持ちください。
● 当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

およそ
5人に1人
当たる！

https://nichiden.smktg.jp/public/application/add/260
→→

セミナー申込みは、右記QRコードからお申込みいただけます。先着順となり、
定員に達し次第、受付を終了させていただきます。ご了承ください。

「名古屋駅」から名鉄線・JR東海道本線・JR中央線「金山駅」で乗り換え、
地下鉄名城線「西高蔵駅」(2番出口)もしくは地下鉄名港線「日比野駅」(1番出口)下車、駅から徒歩5分。

名古屋駅から、金山経由で

「名古屋駅」から地下鉄東山線「栄駅」で乗り換え、
地下鉄名城線「西高蔵駅」(2番出口)もしくは地下鉄名港線「日比野駅」(1番出口)下車、駅から徒歩5分。

名古屋駅から、栄経由で

〒456-0036  名古屋市熱田区熱田西町1番1号
ACCESS

セミナーのご案内

展示会場

名古屋国際会議場 白鳥ホール

ＩoＴ活用による
 現場改善事例

１5：0０～１6：3０

東芝テック㈱

東芝テックが考えるＩoＴとは、QR
やカメラ・音声認識・RFID等自動認
識技術を活用した現場改善事例をご
紹介いたします。

１0：3０～１2：0０

積層信号灯を活用した設備稼働デー
タの無線収集システムをご提案。
6月発売の新型は異常内容や製品情
報も収集でき詳細分析が可能に！

㈱パトライト

信号灯データ収集シス
テムで現場を見える化

現場帳票の電子化
ソリューションについて

１5：0０～１6：3０

㈱テクノツリー

Excelを用いた帳票電子化ソリュー
ション「XC-Gate」を用いて、ペー
パーレス・見える化についてご紹介
いたします。

１3：0０～１4：3０

設備機械の予知保全には振動監視が
効果的です。
本セッションではその運用方法につ
いてわかり易く解説いたします。

振動監視による予知
保全のポイントはここ

IMV㈱I M V㈱

１0：3０～１2：0０

NTT東日本

生産性向上や働き方改革で注目される
デジタルトランスフォーメーション実
現に向け、これから取り組むきっかけ
となる事例をご紹介いたします。

身近で効果の出る
製造業IoT・DX導入事例

１0：3０～１2：0０

パナソニックIMSJ㈱

パナソニックの長年に渡る経験に基づいた
ゼロディフェクト(品質)／ゼロダウンタイ
ム(生産性)を実現する究極の高効率生産現
場を目指すsmall start IoTの実例をご紹介
します。

スマートファクチャリング
を目指したSmall IoT

リコージャパン㈱

１5：0０～１6：3０

本セミナーでは、リコーインダスト
リーにおける『IoTを活用し、高品
質、低コストの生産を実現する』活
動をご紹介いたします。

『高品質を実現する
   見える化』への取り組み

１3：0０～１4：3０

㈱シーイーシー

設備・人・モノのIoTデータを可視
化し、生産現場のQCD向上と迅速な
意思決定を支援する「V i s u a l 
Factory」をご説明いたします。 

工場ＩoＴデータ
可視化サービス

１3：0０～１4：3０

㈱デンソーウェーブ

モノづくりのIoT化が進む中、“つな
ぐ”の課題が顕在化しつつあります。
IoTシステムのあるべき姿と実施例
をご紹介いたします。

 ＩoＴ構築に必須の
“つなぐ”への取り組み



情報
収集者様向け

生産
技術者様向け

経営
者様向け Case Study 事例紹介

是非、課題を持ってお越しください。
皆様のご来場をお待ちしております！

2019.8.27(火) 10:00-18:00
名古屋国際会議場 白鳥ホール

【 必要なデータを集め、分析・確認に活かす！ 】
● グラフ化・可視化を行う

Target

Task

Management

Epidemic

● 生産の遠隔管理 ● データ分析・解析を行う

オフィス

製造
ライン

パートナー工場

《調達部門》

調達部門
情報

モニタリング

製造部門
情報

モニタリング

《製造部門》
AI

【 常に状況を把握し、効率改善に活かす！ 】
● 日報・月報を自動で作成する

生産日報－作業者

●加工工程 ●生産実績

■検索情報入力■

■検索結果■

表示日

作業順 すべて 検索

時　間 部品数 不良数

10：00～ 10：59 359 0
11：00～ 11：59 421 3
12：00～ 12：59 0 0
13：00～ 13：59 344 1
14：00～ 14：59 467 2
15：00～ 15：59 492 5
16：00～ 16：59 485 1

09：00～ 09：59
480 1
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自動作成

● アンドン画面にデータを集める ● 生産ラインの稼働管理

アンドン画面
ユニット検索 ライン 1

ライン 1-A

981台

602分

7分

生産台数

稼働時間

停止時間

ライン 1-B

854台

421分

0分

生産台数

稼働時間

停止時間

ライン 1-C

359台

1082分

5分

生産台数

稼働時間

停止時間

ライン 1-D

208台

319分

1分

生産台数

稼働時間

停止時間

ライン 1-E

982台

762分

18分

生産台数

稼働時間

停止時間

ライン 1-F

907台

228分

35分

生産台数

稼働時間

停止時間

【 変化を知り、予知・予防保全に活かす！ 】
● 機械の振動検出

01-03.eps

● モーターの温度検出

01_01.eps

● 工具・冶具・金型管理

IoTスタートアップ展

出展メーカー一覧
Ｒ.Ｏ.Ｄ、アイエイアイ、ＩＭＶ、アサ電子工業、アルゴシステム、伊東電機、イマオコーポレーション、ＳＭＣ、ＳＵＳ、エム・システム技研、山洋電気、シーイーシー、
シュナイダーエレクトリックホールディングス、テクノツリー、デンソーウェーブ、東海ソフト、東京エレクトロンデバイス、東芝テック、鍋屋バイテック会社、ニッタ、
日本精工、日本電産シンポ、ニュートラル、ネットカムシステムズ、パトライト、パナソニック、東日本電信電話 (　  　 　　)、不二越、富士電機、ペガサスミシン製造、
北陽電機、堀内機械、マツシマメジャテック、三木プーリ、ミネベアミツミ、リコージャパン  ( 五十音順）

3６社

NTT東日本

工場・現場が分かる I o Tって何？？

経営者様のパソコン・スマホで現場が
見える・分かる仕組みを展示！
“見たい時”に “すぐ見れる”を実現！

現場で使える I o Tって何？？

センシング、設備監視、工数削減、工場分析。
展示会場を４レイアウトに構成！
何が出来るのか？という困り事を解決！

IoTに関わるハードやソフトは何があるの？？

人・モノ・設備からデータを収集・蓄積・
活用！スマート工場に必要なハード・ソ
フト・クラウドを身近にします！


