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■ お問い合せ先:  モーションコントロール事業部  事業企画部 営業企画チーム   TEL: 04-2962-5470　FAX: 04-2962-5913

安川電機の製品・技術情報サイト
「e-メカサイト」リニューアル

当社の製品・技術情報サイト「e-メカサイト」は、2013年9月21日より

リニューアル公開しました。ユーザーにより快適にご利用いただくために、サイト

構成の見直し、検索機能の強化などを行い、ユーザーが目的とする情報に

より簡単にアクセスしていただける工夫をしています。今回、こうした「ユーザ

ビリティの改善」という切り口から、リニューアルしたサイトを紹介します。

今後も順次、バーチャルショールームの改善やFAQの見直しなど内容を充実

していくとともに、検索性のさらなる向上を図っていく予定です。
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今すぐ検索 ! 今すぐアクセス!

オンラインショップ
当社グループの（株）安川メカトレックが運営する

オンラインショップは、「メカトロストア」として「e-

メカサイト」と同時にリニューアルオープンしました。

今までのネット販売は当社製品や周辺機器のみで

したが、リニューアル後は製品種類を増やしていく

とともに、MECHATROLINK協会メンバー製品も

新たに取扱いを開始し、今後もさらに充実していく

予定です。

・従来の「製品情報」を中心としたサイト構成
に、「用途・事例」カテゴリーを追加しました。
当社特定の製品を探したい場合は「製品
情報」、用途・目的から製品を探したい場合
は「用途・事例」と使い分けてご利用いただ
けます。

・「製品情報」カテゴリーに、当社2015年ビジョン
の柱の一つである「環境エネルギー機器」を
追加しました。

・製品の仕様や機能、アフターサービスに関
することなど、お問い合わせの目的に応じて
分類しました。

・購入に関する窓口として、製品毎に各営業
支店、代理店を紹介しています。

・サイト内文字列を検索する「全文検索」に加え、
製品名や形式などによる「製品検索」も可能
になりました。それにより、検索結果の画面から
カタログやマニュアルなど、関連ページへ
簡単にアクセスできます。

・カタログ、マニュアル、サポートツールなど
お客様の利用頻度が高い各種データは、
「ダウンロード」カテゴリーとして、トップページ
の目立つ場所に配置しました。

・分類やキーワードから、目的の資料を検索する
ことができます。掲載時期やキーワードを
入力するとさらに絞り込むことが可能です。

・カタログに関しては、新たに「電子カタログ」
形式を掲載し、スマートフォンやタブレットで
も快適に閲覧いただけます。

「用途・事例」カテゴリー例（ロボット）

目的に応じた
問い合わせ分類

「製品情報」カテゴリー
↓

「環境エネルギー機器」

電子カタログも利用可能

購入に関する窓口では、
製品毎に各営業支店、
代理店を紹介。

「製品検索」では、
関連資料に簡単に
アクセスが可能。

情報分類
探しやすい

1

お問い合わせ
聞きやすい

3

検索機能
検索しやすい

4

ここも
チェック
！

分類やキーワードから目的の資料を検索

2
資料利用
見つけやすい



Topics

トピックス

Topics

トピックス

YASKAWA NEWS No. 305　 1716　 YASKAWA NEWS No. 305

◆ 2013年4月～2013年11月の主な戦績
日    程 大　 会　 名 実 績

長野マラソン
長崎ナイター陸上
ゴールデンゲームズinのべおか
九州実業団陸上
競技選手権

ホクレンディスタンスチャレンジ 深川大会
世界陸上モスクワ大会
北海道マラソン
全日本実業団陸上

平山選手16位
10000m：中本選手2位、立石選手15位
5000m：久保田選手12位
ジュニア1500m：平田武司選手4位、5000m4位
5000m：野本選手5位
10000m2組：小畑選手5位、他
5000m：アウォル選手2位（自己新/来日初レース）
マラソン：中本選手5位 
平山選手27位、立石選手28位
10000m：北島選手18位、中本選手31位

4月
5月
5月
5月

6月
8月
8月
9月

21日
3日

11日
18日
～19日

30日
17日
25日
21日

日    程 大　 会　 名 実 績
福岡県選手権（マイル）

九州一周駅伝

西日本カーニバル

立石選手8位、野本選手17位、他
福岡県代表として、立石、久保田、
野本選手が出場し優勝
5000mアウォル選手2位、黒木選手8位、他

9月
10月
～11

11月

29日
27日
月3日

4日

 http://www.yaskawa.co.jp/activities/track-field/index.html 
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世界のマザー工場として機能強化
ロボット新第2工場開設

　当社が創立100周年を迎える2015年に完成予定の本社地区

再編に先駆けて、ロボット工場の新第2工場が完成し、2013年

8月21日より操業開始し、11月28日に開所式を開催しました。

　当社の中期経営計画「Realize 100」では、2015年度までに

「ロボットの生産能力をグローバルで4000台／月」を目標に

掲げています。その一環として、国内ロボット工場の生産改革を

進めており、マザー工場としての機能を強化しています。

　今回操業を開始した新第2工場は、分散していたクリーン

ロボット関連工場を集約し、液晶・半導体・バイオメディカル・

PPP＊などのクリーンロボットの生産を行います。月産500台

の生産能力を備えています。

■ お問い合せ先:  ロボット事業部　グローバルマーケティング部  TEL: 093-645-7703　FAX: 093-631-8140

新本社棟

厚生棟

1階：ロボット第1工場
2階：安川ロボットセンタ
（旧モートマンセンタ）

ロボット第3工場
（旧モートマンステーション）

ゲストエリア

ロボット 第2工場

（FPD、半導体、バイオ関連）
クリーンロボット製造工場

生産性向上（30%アップ）を実現

・工場間搬送ロスの削減、動線短縮

・ライン配置の適正化によるクリーンルーム集約

多様な市場要求に即応する柔軟な工場を実現

・半導体、FPD他、3品（食品・薬品・化粧品）市場製品に

  柔軟に対応するライン

・微振動抑制・ケミカルクリーンに対応した高品質クリーン

  ルーム

省エネ・環境に配慮した工場を実現

・｢タスク&アンビエント空調方式」＊による高効率クリーンルーム

・電源回生技術、太陽光発電用パワコンディショナなど、当社独自

   の省エネルギー技術の活用によりCO2排出量を20％削減

1

2

3

新第2工場の特長

◆ 敷地面積：

・1階：5,300 m2

・2階：4,500 m2

　ロボット工場第1工場（旧モートマンセンタ）1階のロボット

プラザに、かるた取りロボットが仲間入りしました。

　双腕ロボットの「やすかわくん」がお客様とかるた取りを競う

アトラクションです。かるたが読み上げられると、やすかわくん

はタッチパネル式のテーブルに並べられたかるたの画像の中

から、正しい絵柄をカメラで探してすばやく取りに行きます。

　かるたには「北九州市ふるさとかるた」を採用し、やすかわ

くんと対戦しながら当社の本拠地である福岡県北九州市の

名所旧跡や名物などを知っていただくことができます。

みなさん、やすかわくんよりたくさんのかるたを取ることが

できるでしょうか？ご来社の際は、ぜひ挑戦してみてください！

ロボットプラザに
かるた取りロボット登場！

新第2工場の製造製品例

◆ 2階エリア

液晶用クリーンロボット
大形真空ロボット
バイオメディカル用ロボット
食品搬送用ロボット  他

半導体用クリーンロボット
半導体用プリアライナ   他

◆ 1階エリア

　世界陸上モスクワ大会での中本健太郎選手の活躍に沸いた夏
でしたが、当社陸上部のメンバーは秋のロード・駅伝シーズンに
備えて夏場の走りこみに重点を置いていました。
　中でも新しく加入したアウォル ケディル選手 (エチオピア )が
5000mのトラックレースを中心に実戦を重ね、少しずつ日本特有の
駅伝を迎えようとしています。まだ勝ち星に恵まれていませんが、
若干20歳の若さですので、今後の成長に期待したいと思います。
　8月の北海道マラソンに平山竜成選手、立石慎士選手が出場。
平山選手は2月の延岡西日本マラソン、4月の長野マラソンに続き、
わずか6ケ月で3度のマラソンを走り、スタミナ面で期待ができます。
　9月に開催された全日本実業団陸上の10000mで、北島寿典選手
が久しぶりのレースながら何とか及第点の走りを見せました。

　また、今回で幕を閉じた第62回九州一周駅伝（グランツール九州：
8日間で51区間739.9km）に、当社から福岡県代表として立石慎士、
久保田大貴、野本大喜の3選手が出場し全員が2回ずつ走りました。
久保田選手は区間新記録で区間賞を獲得し、最後の大会を福岡県
優勝で締めくくることができました。
　このように各
選手が元日の
ニューイヤー駅
伝やマラソンに
向けて仕上げて
いる状況です。
冬のシーズンも
安川電機陸上部
の応援をよろ
しくお願いし
ます。

西日本カーニバルで駅伝シーズンに向けた最終チェック
を行う選手たち。 手前から黒木、小畑、平野、平山選手。

＊： ピッキング、パッキング、パレタイジングの略。

＊： 在席領域（タスク）と周辺領域（アンビエント）を別々に空調する方式。




