
弊社のHutzper VisionおよびInsightのデモ機を展示いたします。実際の製造ラインを模したデモ機に
カメラ、エッジデバイスを設置し、Saasアプリ(Insight)の画面に映るまでをお見せいたします！デモ機
をご覧いただくことで、自社での活用/設置イメージを掴んでいただくことを目的としております。また、
"うちのラインちょっと変わってて、こういうのできる?"や"こんなのもAIで見れるの?"といった、個別の
質問にも相談ブースにて質疑応答させていただきますので、気軽にお立ち寄りください。

「はやい、やすい、巧い」カスタムAI提供します！弊社独自の開発手法により手軽に導入でき、高精度なAIを
提供します。モデル開発、本番導入および設置も費用に含まれております。(特殊カメラ、カメラやモデル追
加等によっては価格が前後しますがその点ご了承ください。)また、判別結果も見える化し運用も手軽に！現
場運用システム(SaaS)も併せて提供しており、AIの継続運用、非ブラックボックス化を支援します。主な機能

としましてはアラート通知機能、判定理由説明画面、再学習用データ収集になります。さらに要件に合わせ
て工場内への設置設備もご提供します！弊社AIを現場で最適に開発、運用するためにカメラ設置、撮影方
法等のコンサルティング、機器設置等もご提供が可能です。主には、製造業(とりわけ食品)における最終検

査業務の自動化、省人化、危険地域におけるモノの監視業務の代替、人の挙動監視、オフライン広告の効
果測定の見える化に対してご支援させていただくことが可能です。我々の実績としましては、大阪トップラン
ナー育成事業に選出、総務省のローカル5G実証実験に参画、等あげられます。(その他実績多数ございま
すので、お近くの弊社担当ないしはHPをご確認ください。)

keigo.hagihara@hutzper.com



弊社は、無線技術をベースにIoTデバイス、クラウドまでIoTソリューション全体を提案、試作、開発いたします。また、
オフィス向け920MHz帯無線照明システムで国内大手ビル設備会社との取引があり、大規模建築物での採用実績

があります。生産は国内外パートナー会社を活用し、コストパフォーマンスに優れたソリューションを提案いたします。
2021年1月よりLoRa、IEEE802.15.4の無線通信にも新たに対応した12万円からできるセンサー可視化システム「セン

サミル」を提供しています。「センサの信号をパソコンに取り込みたい」「センサ値を無線で飛ばしたい」「客先で自社
センサーの信号を見せてPRしたい」等のお悩みはありませんか？「センサミル」なら、センサをパソコンに接続するセ

ンサー接続基板と可視化ソフトをセットでご提供いたします。ぜひ、可視化したいセンサの情報をお知らせ下さい。す
ぐにお見積いたします。

12万円からできるセンサ可視化システム「センサミル」

sales@a-sum.co.jp



「令和はマシンビジョンの時代！」様々な製品における品質要求は年々高いものを要求されています。お客様の安
全と企業の信用を考えた場合、製造メーカーの対応はやむを得ないことですが、人手をかけても利益を生めないの
が品質検査の辛いところ。「人は減らしたいが、品質精度は上げたい」のが企業の思いです。AdDはこんな生産現場、
品質現場へタイムリーなご提案を致します。様々な分野における年間200件に近い検証実績、コストパフォーマンス

の良い検査システムのご提案、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応など、ご満足頂けるようにご提案をさ
せて頂きます。「AdDが創る未来のマシンビジョン」一度お話を聞いていただけますか？「画像処理検査システムを導

入したが稼働していない」「使い方が複雑」「余計な機能が多い」など、高額なシステムを導入したのに、「稼働してい
ない画像処理検査システム」になっていませんか？AdDが開発した「iVision」はこれらのご不満を解決します。画像

処理検査において、お客様要求される品質検査に対し、「無駄なく、無理なく、使いやすく」を徹底したシステムをご
提供致します。キズの有無、キズの大きさ、打痕の有無、色の違い、汚れ、寸法計測など、品質現場に最適な画像
処理検査システムをご提供致します。

当社が開発しました画像処理検査システム「iVision」は、お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能

です。そのため、これまで多種多様な検査システムとしてお使い頂いております。デモとして展示させて頂
く予定であったものは、下記の2つとなります。 ・インラインでの錠剤検査システム －お客様が使用され

ている搬送ラインに、カメラ、照明を後付けしたイメージとなっており、錠剤の汚れ、黒点を検査するものと
なります。 ・iVsionロボ(卓上ロボットを使用した検査システム) －XYZ軸に稼働するロボットを使用し、検
査対象をセットすることで、トレーに入っている部品を1つずつ検査したり、1台のカメラで検査対象を分割し

て撮像し、高精度で検査することも可能となる、高い汎用性を持ったシステムとなります。あくまで一例で
すので、お客様が求められている検査システムについて、弊社営業までお気軽にご相談ください。

ivision@add-soft.jpSI事業推進部







製品名：MULTI INTELLIGENCE 【切削加工時の工具内の温度・振動をリアルタイムにモニタリング】 切削

工具・ツールピンの先端付近にセンサ（熱電対など）を内蔵しているため工具刃先・ピン先端の温度・振動
を測定する事が可能です。切削加工・接合のIot化・最適加工条件選定をサポート致します。工具を”知能
化”し加工・接合現象の”見える化”を実現します!! クーラントを掛けながらの温度計測も可能です。（イ

ンナースルー対応可） 赤外線サーモグラフィでは測定できなかったドリル加工時における工具刃先の温
度の測定も可能です。 振動については計測したい工具を把持するだけで計測が可能であり折損に至る
までの過程情報のモニタリングが可能です。またデータ検出が難しい小径工具にも対応致します。 【受信
機とPCを設置で温度・振動データの読み取り・記録が可能】 ホルダー内部に計測器とワイヤレストランス
ミッターを搭載。 計測した測定情報は無線送信されPCモニタで確認する事が可能です。 【受託試験でも
ご活用頂けます】切削・FSWにおける評価に関してMULTI INTELLIGENCEの効果を確かめたい方には受託
試験での活用も提案可能です。

株式会社山本金属製作所は創業以来培ってきた精密加工技術と計測評価技術を駆使し、ものづくりにイ
ノベーションを起こすことを使命に事業を運営しています。 【求めるマッチング先】・切削加工に関して、以
下のような課題を抱えている企業様への提案 A:加工トラブル解決に向けた糸口が見えない（難削材・複
雑形状加工など） B：職人の経験や勘を定量的に評価したい。 C:量産加工時の工具破損によるトラブル
を未然に防ぎたい。 ・ＦＳＷに関して、以下のような課題を抱えている企業様への提案 A:社内で採用実
績がなく、前例もないので、試験のとっかかりが難しい。 B：新素材や新形状に対する適切なツールと接
合条件等、相談できる機関が少ない。 C：接合メカニズムが解明されていない。効率の良い試験計画が組
み立てれない。 D：実技演習を伴ったFSWの接合理論を学べる場が少ない。

info@yama-kin.co.jp



特長：１）シンプルな構成だから柔軟性と拡張性があります ２）20年の実績と多くのノ
ウハウに裏付けされた安定性 3）無線化による導入で運用コストと時間の削減が可
能に ４）多様なプロトコルに対応しているので様々なセンサ・機器へ接続可能

お客様のさまざまなニーズにお応えします： １）測る １：さまざまなセンサ・機器のデータを収集したい
→ RS485無線化ユニットを利用 ２：現場で電源の確保が困難 → 電池駆動のセンサノードを利用（温
度、湿度、パルス、デマンドパルス） ２）繋ぐ １：予算や状況に応じて段階的な構築をしたい → 機器
単位の変更・追加が容易に可能 ２：現場主導で導入、運用したい → 無線・ネットワークの専門的な
知識・経験がなくても、シンプルな構成で構築可能 3）利活用 １：データ収集プロトコルを変更しないで
無線化したい → さまざまなプロトコルに対応可能 ２：既存・新規システムにデータを取り込みたい
→ 省エネ、省力化、稼働監視、品質管理など各種システムにデータを柔軟に提供

info@toho-inc.co.jp



RFIDは大量のものを一括で読取れたり、ICタグが見えていなくても読取りができるため、読取りの効
率化ができる事が特長です。RFIDは読取りリーダーと、ICタグ間で通信してICタグのIDを読取ります。
例えば棚卸シーンでは、読取った商品のIDが在庫情報となります。システムの最小単位は非常にス
モールで、読取りリーダーとICタグだけです。そのため解決されたい課題から導入できますので、ス
モールスタートが可能です。

弊社はICタグの製造販売を中心に、RFIDを使ったソリューション提案から、ICタグの選定、読取り環境の
ご提案までトータルにサポートいたします。ICタグは年間数億枚規模で供給しておりますので、そのス

ケールメリットを活かし、リーズナブルな価格でご提供が可能です。少量多品種から大量ロットまで幅広
いユーザー様にご対応可能です。一般的なラベルタイプのICタグの他に、ICタグの読み取りが苦手な金
属パーツや液体ボトルにも対応した特別なICタグもございますが、性能、価格ともに高評価頂いておりま
す。また、あらかじめ弊社でICタグへデータを書き込んで供給する事も可能です。国内営業所は東京、

岐阜、京都、大阪、福山、福岡がございます。海外事業所も上海、青島、香港、インドネシア、ベトナムに
ございますので、国内に限らず海外への供給も可能です。



弊社製品はグループ会社アスカカンパニー(株)（成形品メーカー）の製造現場で開発され、具体的な

成果が得られたものとなっています。いずれもユーザー目線のソフトウエア・装置となっています。
データだけでなく、『人の知恵を最大限に活用し、人と機械の協働を目指した製品』です。ツールだけ
でなく、それらをしっかり御社で活用いただけるコンサルティングやセミナーも実施しております。是
非ともお声かけください！

＊MyCiS：カメラによる画像検査の結果データ（CSV・画像）を集約し、不良発生状況を見える化するソフトウ

エアです。見える化で異常への早期対応、生産状況のトレース、不良原因特定や傾向管理を行い、品質と
生産性の向上を目的としています。 ＊MyCFM：射出成形機の最大型締力をセンサーでモニタリングし、
型締装置の異常を検知するシステムです。センサー・データロガー・ソフトウエアを搭載したPCで構成されて

おり、成形機メーカー・年式を問わず利用できることが特徴です。データの見える化だけでなく、ソフトウエ
アに特許取得のアルゴリズムで異常検知を目指します。 ＊今回初紹介！MyCFM-LITE：成形機タイバー

の軸力バランスに特化したデータロガーで、稼働時の軸力バランスを確認できます。新製品立上やトラブ
ル時に是非お使いいただけます。 ＊その他工場内部の見学付きのセミナーもご用意しております。

info@askaconnect.co.jp





弊社は検査・計測・制御システム開発の会社です。構想段階のアイデア出し、仕様書作成～設計～製作～現場立ち上
げ、試作1台～少量・大量生産までトータルで支援/サポートします。組込みハード/ソフト・IoT/ICT・PCソフト・PLC・画像処
理など幅広い分野の専門エンジニアが在籍、また67年間の実績、幅広い分野や様々な業種の仕事で蓄積した技術・ノ
ウハウ、最新技術から選択/融合して期待を超えるシステムを提案します。弊社の仕事内容は「お客様のお困りごと解

決」です。試作・実験・評価・製品開発・生産設備・検査装置・各種自動化等で、「こんなことが出来ませんか？」といった
ご相談から、各種検査・計測・制御システムのソフト・ハードの特注・受託開発を行っております。試作・研究開発のパー
トナーとして、仕様書が無くても、弊社技術者がお客様の思いをヒヤリングし、ご予算に合わせて最適な仕様を提案して
います。 試作１台～少量生産まで。・組み込みソフト・ハード開発、各種規格に対応した、安全性試験・EMS試験の事前

試験を実施・医療機器製造業登録のもと、医療機器の受託開発から製造、医療機器認証を受けるためのハード・ソフト
開発・計測・制御・データ収集、無線システム・制御システム・スマートフォン・タブレットを使った制御システム・画像処理
による外観検査装置、寸法計測、員数カウント、文字読み取りetc.・ファンクションチェッカー、検査機ソフト・ハード開発・
システムインテグレーターとして、電気・ソフト・機械一式、現場調整まで・生産管理システム開発・AI・機械学習・ディープ
ラーニングを用いたアプリケーション開発を行います、今回の展示物は・Raspberry Pi応用システム(産業用シールドボー
ド搭載。弊社ではRaspberry Piを産業用に活用したシステムを構築しています。そのための電源・各種I/Fを備えたシール

ドボードも開発し、カメラ・各種センサデータの収集、無線でデータ収集、遠隔制御等の開発も行っています。ネットワー
クを介してクラウド等へデータ送信することも可能です。）・受託開発計測データロガー（水理・水質デジタルメーター。
バッテリー駆動により、各種センサからのアナログ・デジタルデータを保存し、演算・処理する装置。（外部メモリに保存
可能）センサからの入力は電圧、電流、抵抗、パルス、その他各種対応可能です。ネットワークを介してホストコンピュー
ターやクラウドシステムへデータ送信することも可能です。）・組込みソフト・ハードの特注（回路設計・基板設計・部品実
装、ケース設計・製作、アプリケーション開発まで1stopで対応いたします。「一品もの」から「量産」まで対応いたします。

構想段階のアイデア出しから仕様書作成・設計・試作・検証までトータルでサポートいたします。）・受託開発・エッジ
AI×3Dシステム（高度なAI×3D計測システムをコンパクトに実現。 GPUを使用することで複雑なAIの動作をリアルタイム
処理。ターゲット検出、判定、測定などを小型基板とUSB3Dカメラのみで実現。従来の画像処理に比べ複雑な設計が不
要。品種追加等も画像データを用意するだけです。）

大きく6つの分野についての業務を行っています。1.組込みシステムはソフトでは各種プラットフォーム(Windows・Linux)等、各種言
語(C/C++・C#・VB)等に対応。ハードは各種CPU(ARM・ルネサス・Microchip等)に対応。2.IoT/ICTシステム開発は各種言語(HTML・
CSS・Javascript)等に対応、サーバー(Windows Server・Linux)等、フレームワーク(ASP.NET Core)等、Docker等の仮想化にも対応。3.画

像処理システム開発はキズ・汚れ等の外観検査、寸法・位置計測、粒子解析、バーコード・文字読み取り等様々なニーズに対応。ア
ルゴリズムの検討～ソフト開発(MIL・HALCON・OpenCV)、周辺機器・機械の制御、カメラ・照明の選択、品質データの管理、現場調整
までシステム一式対応。またAI・3D認識技術による画像判別システムにも対応。4.検査システム開発はパソコン・PLCを使用して各種
製品の検査装置やファンクションチェッカー等も開発します。5.各社PLC・タッチパネルソフト設計、制御盤のハード設計から製作・現
場調整まで一式請け負います。6.医療機器製造業登録のもと、医療機器の受託開発から製造、医療機器認証を受けるためのハー
ド・ソフト開発、各種規格に対応した、安全性試験・EMS試験の事前試験を実施等、様々なニーズに対応しています。・計測・制御・

データ収集、無線システム・制御システム・スマートフォン・タブレットを使った制御システム・画像処理による外観検査装置、寸法計
測、員数カウント、文字読み取りetc.・ファンクションチェッカー、検査機ソフト・ハード開発・システムインテグレーターとして、電気・ソ
フト・機械一式、現場調整まで・生産管理システム開発・AI・機械学習・ディープラーニングを用いたアプリケーション開発を行ってお
ります。また展示物としてはありませんが、生産管理システムとしての【Umeda Device Mapping Service】もリリース予定です。スマー
トフォンに搭載されている、GPSや加速度／ジャイロセンサーなどのデータをクラウドに送信し、その情報をWebブラウザでモニタリン
グできるクラウドサービスです。デバイスを関連づけることでGoogleMapで現在位置を確認したり、また急激な加速度変化により、ア

ラームを通知することもできます。マッチング先としましては、家電、産業用電子機器・計測機器、素材、鉄鋼、事務機器、事務用品、
医療機器、電子部品、医薬品、農業、食品、アパレル、船舶、土木、半導体、大学、アミューズメント等、幅広い業界へ対応していま
す。各種製品の生産工程の制御ライン、制御システム、最終製品検査工程における検査装置。（画像処理技術を使った製品検査、
ファンクションチェッカー等を使ったシミュレーション検査）製品への組込み技術。（ハード・ソフト開発）会社の製造ラインにおける生
産システムのクラウドを含めたソフト開発。パソコンやタブレットを使用したアプリケーション開発等、様々な業種の様々なお客様に
弊社の技術を活用していただけると思います。

office@umeda-electric.co.jp



【製品１】今の設備そのまま、製造業向けIoTシステム「Fast IoT」 目的：製造状況を正確に把握し、改

善に役立てる こんなことに役立ちます！・生産実績の入力自動化による省力化（低コスト化）・生産
性をリアルタイムで表示（評価基準）・生産性を開示することで作業者の意識改革に活用（モチベー
ション）・停止理由をカイゼン活動に反映（分析）・正確な生産実績データを原価管理に活用(評価基
準) 製品特徴・設置が簡単・充実したデータ収集方法・データ活用しやすい・低コスト 導入事例
NC旋盤、マシニングセンター、プレス機、平面研削盤、ＣＮＣ、ブローチ盤、旋盤、研磨機など 金属

加工、フィルム加工、食品洗浄機、ほか 【製品２】制御盤通知システム 目的：制御盤の情報を遠隔
監視し異常を通知 こんなことに役立ちます！・システムトラブルの早期対応・人員配置の削減・トラ
ブル履歴の分析 製品特徴・設置が簡単（回路の変更不要）・リレー回路、シーケンス回路どちらも
対応可能・ブラウザ、メール、LINEで簡単に確認できる・データ分析がしやすい・低コスト 導入事例
溶解炉、下水ポンプ、旋盤制御盤、浄化槽など

IoTやDX推進、ITによる省力化、効率化をご検討でしたら当社までご相談ください。
パッケージ製品以外にもIoT試作、自動化試作などをご提案いたします。導入検討
の無料コンサルティングも行っています。

https://www.el-systems.co.jp/img/download/fast-iot.pdf



（特長）・炎と共に放射される紫外線にもとづいて検知する仕組みで、透明な炎も瞬時に検知し
ます。・検知信号を独自の信号解析手法を用いる事により、高感度でかつ太陽光などの影響
を受けにくくし信頼性を高めています。 （アプリケーション例）・水素供給ステーションや半導体
製造工程、燃料電池製造工程、2次電池破損時の炎監視、 プレアスタック、ベントスタック、化
学プラント設備、自動車エンジン実験室及び塗装ブース

murakami@murakamigiken.co.jp



測定データをBluetoothで手軽に端末へ転送可能



・空間入力モジュール モニタ操作を数cmから数十cm離れた位置で操作することが
可能となります。モニタの前の手を検知するとX/Y位置、スワイプの信号を出力しますの

で、ボタン操作・画面フリック・ゲージ操作などに応用できます。 ・３２ｘ３２サーモパイル
1024画素のサーモパイルで広範囲の温度を非接触で検出が可能です。監視対象範囲

の異常発熱・温度による人の検知・移動をモニタリング出来ます。 ・サーモパイル 人
感センサ・・・単画素のサーモパイルで正面の温度を非接触で検出が可能です。シンプ
ルに一点の温度検知をしたい場合はこちらがおすすめです。 ・測距センサ 短距離
（～18cm程度）から長距離（～150cm）まで対象物までの距離を測定出来るセンサをラ
インナップしています。リアルタイムで対象物までの距離・移動をモニタリング出来ます。



sales@odp.co.jp



ノギスや温度計など様々な計測データをBluetooth転送可能な計測器用
Bluetooth通信アダプタや、コンベックスの値をカメラで読取りBluetoothで送信す

るデジタルメジャーを展示しております。更にこれらの機器に連携可能なソフト、
表示拡大ツールや合否判定システムも展示中!

sales@digi-tek.co.jp



月額2万円からカンタン導入 お使いの帳票を、そのまま電子帳票に。オーダーメイドできる業務改善システ

ム カカナイを導入するメリット １．スグに導入可能 ２．使い方がカンタン ３．リアルタイムで情報を把握
４．データの記入間違いの軽減 ５．作業の見える化 ６．システム担当者不要 導入に迷っている方で下記
のようなことで迷われているなら、ぜひカカナイをオススメします！ １．導入効果が分からない 実際に使わ
ないとイメージしづらいですが、今まで導入したお客様からはこのようなお声をいただいております。 ・現場
の状況がリアルタイムで把握できた ・作業時間を集計することで作業のムダ・重複がわかり改善を図れ
た ・作業終了後に事務所に戻って報告書を作成する手間が省けた ・異常値が出た際にアラート出るので、
スグに問題点が分かる ・商談後に会社に戻って日報を作成していたが、ボタンを押すだけでどこでも作成
でき手間がなくなった ・商談情報をリアルタイムで全員に共有できるため、フォローができる体制ができた
２．導入したいけど、現場の反発が怖い スグに導入できますし、説明書も不要なくらい操作がカンタンなた
め、通常業務を行いながら導入可能です。 ３．セキュリティーの問題が不安 使う方によって権限などの調
整も可能なため、セキュリティーをしっかり守った上でご使用いただけます。カカナイで提供しているクラウド
システムの特徴 １．コスト削減 月額料金には、システム利用料だけではなく、システムの保守・メンテナン
ス費、更にはクラウドの利用料まで含まれています。 ２．データの安全性 お預かりのデータを常にバック
アップ。管理者が不在でも安心してご利用いただけます。 ３．スモールスタートで始めたい 月額2万円から

始められます。 ４．システム担当者がいない 社内に専任のシステム担当者がいない場合や、社内での
サーバ管理が難しい場合でも、カカナイなら問題ありません。 ５．将来的なオンプレ導入を想定したトライア
ル利用 クラウド版で試験運用をおこない、試験完了次第オンプレ版に切り替えることも可能です。

sales@mountain-gorilla.co.jp



町工場が町工場のために開発した、生産管理システム【M:net（エムネット）】 納期管

理・工程管理・日報管理を「いつでも」「誰でも」「どこでも」把握することができます。シン
プルな操作で低コスト！ はじめて生産管理システムを導入する企業様にも安心してお
使いいただけます。

【M:netの特長】生産管理システムの導入にお悩みの企業様から、「費用が高い」「難しい」「複雑な機
能はいらない」というお声をよく伺います。M:netならこれらの壁を解決！金属加工の町工場が「自分

たちが欲しいものを」と開発した“安価・カンタン・シンプル”なシステムだからこそ、製造業が抱える
様々なお悩みに最適な解決方法をご提案いたします。【主な機能】（1）納期管理：全ての納期が見え
る化→受注案件の納期を人の記憶に頼る必要がない。（2）進捗管理：一覧で全ての工程が見える化
→「今、どの工程？」「誰が持っている？」「外注さんはどこ？」が無くなります。（3）日報収集：バー
コードでピッと入力→手書きの日報記入や集計におさらばできます。（4）文書管理：システムでパパっ
と検索→探し物に費やす時間を大幅に短縮できます。（5）在庫管理：数量もトレーザビリティも同時に
管理→「いつ、誰が」作った在庫が「どこに、いくつ」あるという把握が可能です。

info@netkojo.jp



k_matsumura@cluster-tech.co.jp



＊ディープラーニングエンジン『ZENAI』は、製品外観検査や製品分類のために構成されたディープ

ラーニングベースの画像解析ソフトウェアです。これまで熟練者の目視検査に頼ってきた高度な外
観検査を置きかえることができ、検査時間の大幅な短縮が可能です。＊MOQSEEはパターンマッチ

ングを使用した画像検査カメラです。人による目視検査を機械による自動検査に置き換えることで検
査員の確保や教育の手間がかかりません。検査員ごとの検査のばらつきがなくなります。労働疲れ
による検査のばらつきがなくなります。また検査結果はデータ化でき、トレーサビリティを確保します。

センスシングスジャパンは、より良い生活とビジネス環境を実現するために、IoT分野におけるハードウェアお
よびソフトウェアの開発により、新たな価値を創造しています。＊産業用カメラ事業:セキュリティ関連事業で
培った画像処理技術を応用した産業用の検査カメラシステムの開発(人の目の代わりになるお客様のニーズ
に沿ったカメラをご提供いたします。) ＊AI外観検査システム事業:外観検査のための開発キットである

「ディープラーニングエンジン（ＺＥＮＡＩ）」を活用した検査システムのご提案により、お客様の課題解決を支援
します。 ＊IoTソリューション事業：IoT化のキーとなる当社の長年に渡るカメラ開発技術を基にエッジデバイ

ス（モノ）を供給し、当社グループのシステムインテグレーション事業との融合により、お客様の様々な場面に
おける情報の収集、蓄積、分析、活用を行えるソリューションを提供していきます。 ＊その他：セキュリティ関
連事業・自動車関連事業・海外Tech事業 など多種多様な事業を展開しております。



スモールスタートできる生産管理システム/設備管理システム

nakaya@nexta-fa.co.jp



工作機械などに簡単に後付けできる920MHz帯無線センサです。信号灯・電流・外部入力のセンシン

グ状況を無線転送し、稼働状況などを確認します。業界初になるバーコードリーダーの接続も可能
で、段取り替えにも対応しています。信号灯センサは独自開発したもので、信号灯の視認性が高い
超小型のタイプです。（特許出願済） 全て社内開発のため、センサを含めてカスタマイズも可能で
す。例えば無線ではないセンサのみの対応なども行えます。



弊社は、ハードウェアに密接したマイコン・FPGA制御を得意とし「小回りのきく」会社です。試作機、デモ機（販

促用ツール等）、最先端の受託開発、回路設計、アートワーク設計等の設計受託等を行っています。マイコン
／FPGA制御、センサ、出力機器等、試作開発、装置開発、製作、評価まで一括した受託開発し、柔軟でス
ピーディに対応させていただきます。 ＜マイコンとFPGAを利用した受託開発＞ ◆回路設計、基板設計・実
装、マイコンおよびFPGAを利用した受託開発を弊社にお任せください。 ◆FPGA利用は大規模な制御装置シ

ステムでマイコン利用に比べ、高速処理、小型化が可能でハイパーフォーマンスを実現できます。さらに設計
変更の自由度も高まります。 ＜LabVIEWを利用した受託開発＞ ◆LabVIEWはナショナルインスツルメンツ
（NI）社が提供している計測に特化したシステムです。 ◆データ処理に特化したライブラリーが揃い、開発構
築提供後にお客様でカスタマイズ変更・保守していただけます。

info＠protec-el.com



『物品位置管理IoTサービスXeye（クロスアイ）』は、屋内屋外問わず、工場や倉庫等のあらゆる現場
でモノを探すムダをなくすためのサービスです。ICタグやQRコード、スマートフォン、GPS等を活用し、
モノの位置を可視化し、業務を効率化します。

t_sales@yslab.co.jp



デジタル化しずらい人の作業実績を記録するロガーユニットです。ボタンユニットと親機のセットです。ボタン
ユニットは複数台接続することが可能です。操作は簡単、ボタンを押すだけです。8個のボタンを押した時刻

が親機のデータベースに記録されます。各ボタンには自由に作業名を登録することができます。また音声記
録認識用マイク「文字TALK」を組み合わせることで、音声を文字情報としてデータベースに記録することが可
能です。作業実績はWebアプリでスケジュール形式で表示することができます。同一ネットワーク上の端末

であれば、どこでもブラウザで表示することが可能です。※カスタム可能なユニットですので、機能追加など
ご要望に応じてカスタマイズいたします。なんでもご相談ください。

otoiawase@qualihal.com



世界最先端のオリジナルのセンサデバイスや、センサシステムを提供しています。小型・軽量・高耐
久性の、風速センサや、二次元・三次元風向センサ、1台で風向・風速の双方を計測可能な風速計
測機能付き風向センサなどの、風を読むセンサ群。小型な、快適性（PMV）センサや、熱中症予防
（WBGT）用の輻射熱センサなどの、快適性指標センサ群。これらを多点で計測し、空間内の分布な
どの計測を行うセンサネットワーク「SG-Vine」や、IoTセンサ機器。熱炭素社会実現のための地熱利
用を支援する、地熱モニタリングシステム「HOSMO」。

今まで見えなかったモノが見える様になると、新しい商品やサービス創造のきっかけとなり、様々な問題の解
決につながればと思います。脱炭素社会の実現や、感染症対策、身近な問題解決に貢献できればと思います。
【風速センサ・風向センサ】エアコン機器内、空調システムの流量制御・流向制御・モニタ用センサとして／住
宅やビル・工場などの、エアコンなどHVAC管理用センシングとして／データセンタの空調管理用として／脱
炭素社会の実現に向けた、省エネ運転用の状況把握センシングとして／クリーンルームや感染症対策、分
煙等のエアフローの把握として／空調機器やエアリークの動作把握に／工場など、ワークへの気流影響把
握に／その他、風の把握をしたいアプリケーションに 【快適性（OMV）センサ・輻射熱センサ】空調機など
HVAC機器や空調システムの評価用に／建築物内の居住環境の適性評価に／ HAVCの計測制御システム
のセンサとして／脱炭素社会の実現に向けた、省エネ運転用の状況把握センシングとして／事現場や工場
での、作業員の健康管理に／運動環境の適正把握に／その他、快適性の把握や熱中症予防のアプリケー
ションに



ZETAで実現、LPWAセンサ＋クラウドサービス



フィガロ技研はガスセンサの専業メーカーで、各種方式、各種用途のガスセンサの開発から製造・販売を行っており
ます。検知方式には半導体式、電気化学式、ＮＤＩＲ式、接触燃焼式があり、用途に合わせてお選び頂けます。セン
サの用途は大きくわけて安全と快適の分野に分かれますが、安全分野では、可燃性ガスセンサによるガス漏洩検
知、COセンサによる不完全燃焼検知、フロンセンサによる冷媒漏れ検知等が代表的な用途になります。一方、快適
分野では空気質センサ、VOCセンサによる換気扇や空気清浄器の自動制御に数多くのセンサが使用されています。

また、センサの信号を集中監視室やスマートフォンに送信することで遠隔地での監視やデータ収集が行われていた
り等、家庭や職場、公共施設等でも活躍しています。

figaro@figaro.co.jp



お客様に最適な5G/DX映像ソリューションを提供

当社は、20年以上にもおよびデジタルイメージングデバイスの設計・生産実績を持つ会社です。独自画像処理エンジン
(ISP)をベースとした最先端の画像処理技術を活かし、業務用カメラ、ドローン/ IoT用カメラ、ドライブレコーダー等を開発、

また、それらを軸とした様々な映像ソリューションを提供いたします。本展示会においては、これらザクティの技術を活用
したソリューション、強力揺れ補正エクスタビライザ搭載の業務用ウェアラブルカメラを用いた遠隔作業支援ソリューショ
ン「遠場監督」を始め、会議室や職場の空間全体を捉えることができる「360°Web会議用カメラ」などを展示いたします。
「遠場監督」は、弊社開発の”驚くほどブレない”業務用ウェアラブルカメラCX-WEシリーズに、既存の通信アプリケーショ

ンやタブレット端末、ヘルメットマウント、イヤホンなどを組み合わせ、工事現場・建設現場・施設維持管理現場への遠隔
臨場、遠隔立会をよりスムーズに実現するためのソリューションです。建設現場における近年の深刻な人手不足に加え、
コロナ禍で映像を使った遠隔作業支援（リモートサポート）の需要はますます増えています。展示会では強力揺れ補正
効果のデモ動画をぜひご覧ください！ 「360°Web会議用カメラ」CX-MT100は、テレワーク×会議室のWeb会議を効率
的なコミュニケーションの場にする、新しい働き方に最適な高画質USBカメラです。置き方ひとつで自動で切り替わる2つ

の撮影モードにより、状況に適したモードで会議室内の参加者全員の映像を一堂に映し出すことができます。また、カメ
ラ本体に搭載されている高感度マイクにより、室内の会話をクリアに収音することも可能です。手のひらに収まるサイズ
で持ち運びも楽々です。

support@xacti-co.com



info@mitsuboshisangyo.com



感染症の感染拡大防止策の一つとして話題となっているCO2センサー。「『密』を見える化」を実現する本

製品があなたの「新しい生活様式」づくりのお手伝いをします。 また、弊社提供のクラウドサービスと連携
することで、検出したデータをクラウド上に保存できるため、GDP(医薬品の適正流通基準)、HACCAP(食品
安全管理の世界標準)への対応として本製品を活用していただけます。 デモ機のご用意もございますの
で、是非一度お試しください。

sasaki4738@maspro.co.jp



ManageCubeは、社内ネットワークにつなぐだけでテレワークに便利なリモート接続（PC Remote）や
リモート起動（Wake on LAN）をブラウザで簡単に設定できます。 ManageCube PC Remote 自宅

（社外）ＰＣから簡単・安全に社内ＰＣに接続、操作できます。設定により自宅（社外）ＰＣへのコピー
を禁止することもできます。セキュリティもVPN機能で安心です。 ManageCube Wake on LAN 自宅

（社外）ＰＣから簡単に社内ＰＣや社内ネットワーク機器を起動できます。また、タイマー機能を使う
ことにより指定した時間に起動することも行えます。

service@actworks.ne.jp





製造現場にAIのDX革命！操作を非接触化！！

画面に表示したボタンやスイッチを、画面やキーボードに触らず、ジェスチャで操
作できます。操作情報はネットワーク経由で、既存の操作盤システムやIoT機器へ

送信することができます。カメラ画像はすべてエッジで処理され、外部にデータ送
信はされません。



スマホとＱＲコードで作業日報の手書き不要になり、中小企業各種製造業、印刷業のDX推進を支援するアプリのご
紹介です。効果：１．作業日報の手書き不要になります（作業日報の入力はスマホでQRコード撮影し、生産数、不良

数、ロット番号を入力します） ２．作業効率の大幅アップします ３．現場の見える化をリアルタイムで実現します ４．
作業者がストレスなく利用できます ５．作業者の「生産性向上の意識改革が実現します」 ６．生産管理、原価管理
が素早く、精度良くできます ７．トレサビリティ書類が短時間で作成可能です ７．低予算で導入できます。 設備と
環境：１．工場内にWi-fi 環境を整える ２．作業者１人に１台のアンドロイドスマホを用意 これでOK 導入・利用料

金：１．初期費用２０万円（税別） ２．利用料 １人１月￥２０００－（税別） １０人利用して年間利用料 ２４万円（税
別）と低価格です。

株式会社サン・エンジニアリングは、機械、設備のコントロールをする制御系システム開発、組込み系ソフト開発を長
年行っております。それらの技術で機械、設備の状況を遠方から監視したり、制御することができるアプリ開発も
行っております。また、IoTを活用しで生産性のアップなどのIoT導入支援など、中小企業のDX推進を支援しておりま

す。当社は、大阪府が立ち上げたプラットフォームにおいて、データやデジタル技術に関する「お困りごと」を抱える
府内中小企業に対し「大阪府DX推進パートナーズ」として「スマホとＱＲコードで日報が手書き不要になるアプリ ス

マファク！」の提案を行っています。マッチング先：中小企業の製造業、印刷業とのお取引ある企業様、コンサルタン
トの個人、団体の方々に対し販売支援者募集中です。お問合せをお待ちしております。スマファク！のホームページ
は、https://smafac.net/ 会社のホームページは、http://www.sunengi.co.jp/ です。

kataoka@sunengi.co.jp


