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「MechatroCloud」

トピックス

安川電機が提供する新しいクラウドサービス
BTO
動画 (YouTube)

MechatroCloud について YouTube でも動画で紹介しています。

「MechatroCloud」とは

私たちが案内していますので、ぜひ会いにきてください。
アクセスは右記 QR コードから！

モーションコントロール製品がさらに便利に、使いやすく。

SigmaTouch!
動画 (YouTube)

MechatroCloud とは、web 上のクラウドサーバで管理された
製品情報を、お客様に web サイトやスマートフォンから利用して

上田さん

いただける当社のクラウドサービスです。

BTO サービス

このたび、モーションコントロール製品を対象として「BTO サー

なる実ちゃん

トラブルシュート

Web サイト

製品の管理

ビス」と「SigmaTouch!」の提供を開始しました。

クラウドサーバ

装置メーカーの設計
入社2年目
超がつく天然
上田さんのことは信頼している模様

スマホアプリ

SigmaTouch!

装置メーカーの設計
入社9年目
わりとオールマイティに
いろいろとできる人

SigmaTouch!
(Google Play ストア）
＊「安川電機」で
検索してください。

（注）・「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの商標です。
・「YouTube」、
「Goole Play」はGoole Inc.の商標または登録商標です。

MechatroCloud は、当社の製品・技術情報サイト「e- メカサイト」からご利用いただけます。 http://www.e-mechatronics.com/

■ お問い合せ先: モーションコントロール事業部 事業推進部営業推進課 TEL: 04-2962-5470 FAX: 04-2962-5913

BTO（Build To Order）サービス

SigmaTouch!

Web サイトからお客様専用のカスタマイズサーボパックをオーダ可能

スマートフォンからいつでもどこでもトラブルシュート情報を閲覧可能

BTO サービスは、サーボパックのパラメータ出荷値をお客様

BTO 製品であらかじめパラメータ設定済みのサーボパックを

SigmTouch! は、スマートフォン専用のアプリケーションです。

アラーム番号から、アラームの原因や対策も簡単に検索できる

仕様にカスタマイズして出荷するサービスです。

発注することで、装置量産時のパラメータ書き込みの手間を

スマートフォンのカメラで製品についている QR コードを読み

ので、手元にマニュアルや仕様書が無くても、トラブル復旧までの

MechatroCloud 専用 web サイトに、お客様がカスタマイズした

大幅に減らし、生産性を向上することができます。

込むことで、製品の製造情報やマニュアルを簡単に閲覧できます。

対象製品：AC サーボドライブ -7 シリーズ

パラメータをアップロードするだけでサービスを利用できます。
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3
安全

書き込み
大変そう…

時間を大幅に削減できます。
対象製品：AC サーボドライブ -7 シリーズ、マシンコントローラ MP3300

3

現行機種ライン

楽しく

アラームだ！
どうしよう…

QRコードを読み
込めば製造情報
まで閲覧できますよ

種別
形式名

SGD7S-ｘｘｘｘｘｘｘ

〜〜〜〜

あなただけのBTO製品を
オーダーしよう！

マニュアルも見る
ことができるんだね

サーボパック

スマホがあれば 一生懸命
〜〜〜〜
大丈夫！
MechatroCloudに
パラメータをアップロードして

シリアル番号

D007ZC102510002

製造日

2013/09/06

マニュアル
表示ボタン
※画面はイメージです

2
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4
BTO製品なら、パラメータを
書き込む手間いらず！

安全

試作機で調整して、
パラメータを確定！

安全

手間無しラクチン♪

新機種ライン

4
アラームの内容を
一発検索！

アラーム検索

原因から対策まで
が閲覧できるんだ

AL.7A0

その場ですぐに
復旧作業！
無事完了です！ 楽しく

ありがとう！
これでラインが稼働
できたよ！
一生懸命
〜〜〜〜
〜〜〜〜

検索

※画面はイメージです
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展示会

アジア最大規模の物流・ロジスティクスの総合展示会

「ソリューションセンタ」のショールームをリニューアル
当社サーボドライブやマシンコントローラ

2002 年に敷地内にソリューションセンタ

紹介、そして最新製品が使われたデモ機

などのマザー工場である入間事業所は、

を設立し、東京工場から入間事業所に改称

など、内容をより充実させました。

開設 50 周年にあたり、ソリューションセンタ

しました。

今年下期から、より多くの方に当社を

1 階にあるショールームのリニューアルを

今回のリニューアルにより、受付から青い

ご理解いただくために一般の方向けに工場

行いました。
入間事業所は東京オリンピック

ソリューションラインに沿って様々な展示

見学を行う予定です。その際には改めて

が開催された 1964 年に、埼玉県入間市に

をご覧いただけます。施設案内をはじめ

ウェブサイトなどでご案内しますので、ぜひ

東 京 工 場として開 設されました。そして

会社案内、当社や入間事業所の歴史展示、

とも工場やショールームの見学にお越し

お客様へのソリューション提供を目的に、

事業部の紹介、グローバルネットワークの

ください。

「国際物流総合展 2014（第 11 回）」に出展
当社の見どころ
国内外の最新物流機器・システム・サービスなどを一堂に

会

期

2014 年 9 月 9 日（火）〜 12 日（金）
10：00 〜 17：00

会

場

東京ビッグサイト 東展示棟

結集する本展示会では、当社は「ムダなしソリューション」を
テーマに、5 つの「ムダをなくす」ソリューションを紹介します。
「制動抵抗」
「電源設備容量」
「制御盤スペース」
「機械のダウン
タイム」
「起動電力」
、この 5 つの機械設備の課題に着目し、回生

主催者

一般社団法人 日本能率協会
業

界

電力を有効利用できる「安川回生省エネユニットシリーズ」や、
高調波問題を 1 台で解決できる「安川マトリクスコンバータ

公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会
他

運輸・倉庫、輸送用機器、化学・エネルギーなど
の分野における物流機器、システム、サービス

U R L

U1000」による最適ソリューションをご覧いただけます。

http://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/

小間番号： 東 5 ホール 5-603

ぜひとも当社ブースへお越しください。

5 つの課題解決例
・制動抵抗（クレーン）
：約 50% 省エネ、約 65% 省スペース
・電源設備容量（垂直搬送機）：約 20% 低減
・ 制御盤スペース（冷凍倉庫）：約 50% 低減
・機械のダウンタイム（コンベア）：予防保全（スマホで確認）
受付

歴史展示

・起動電力（スタッカークレーン）
：約 50% カット

デモ機

■ お問い合せ先: モーションコントロール事業部 事業推進部営業推進課 TEL: 04-2962-5470 FAX: 04-2962-5913

■ お問い合せ先： インバータ事業部 事業推進部
TEL 0930-25-2548 FAX：0930-25-3431

成長から飛躍へ！拡がる MECHATROLINK ファミリー

MECHATROLINK 協会 インド支部を設立
MECHATROLINK 協 会 ( 以 下、MMA)

インド国内で MECHATROLINK に関する

イベントに出 展するなど、積 極 的にプロ

は、MECHATROLINK を普及・推進する

プロモーションを強化するとともに、お問

モーション活動を実施します。

目的で設立された組織で、対応製品の開発

い合せや製品開発・技術サポートを現地

メンバー及びユーザー 2,157 社 (2014 年 6 月

でより早く受けることが可能となります。

末現在 ) で構成されており、安川電機を含む

皮 切りとして、2014 年 10 月 14 日から

アジア最大規模の福祉機器総合展示会

「第 41 回国際福祉機器展（H.R.C 2014）」に出展
当社の見どころ

さらに、MECHATROLINK は IEC 国際

最新の福祉機器の情報提供と福祉・介護・リハビリに関

標準規格を今秋までには取得できる見通し

する動向を紹介する本展示会では、当社は「一人ひとりの想い

です。
モーションネットワークのデファクト

を叶える、ロボット技術」をテーマに、
「リハビリテーション」

幹事会社 6 社が中心となり運営しています。

18 日までインド・ムンバイで開催される

を目標に、MMA は MECHATROLINK を

このたび、急速に発展しているインド、ASEAN

「AUTOMATION 2014」にインド支 部と

使ったソリューション提案活動を強化し、

市場で MECHATROLINK を普及するため

して初出展する予定です。ASEAN エリア

会員数はもちろん、対応製品数の増加にも

今回の展示会では、製品展示や体験デモストレーションを

に、7 箇所目の支部として 2014 年 7 月に

については、今年度タイ、インドネシア、

努め、MECHATROLINKをより利用しやすい

通じて、当社が得意とするロボット技術を活かした医療福祉

インド支部を設立し運営を開始しました。

ベトナムで 各 国 の 自 動 車 工 業 会 主 催 の

環境をユーザー様へ提供していきます。

機器をご体感いただき、業界に対してロボティクス・ヒュー

2014 年 10 月 1 日 ( 水）〜 10 月 3 日（金）
10:00 〜 17:00

会

場

東京ビッグサイト 東展示棟

主 催 者 （一般財団法人）保健福祉広報協会
業

界

成果を紹介します。

ハンドメイドの自助具から最先端技術を活用した
福祉車両まで、生活あらゆる場面の福祉、介護機器

U R L

http://www.hcr.or.jp/

小間番号： 東 5 ホール 5-15-11

ニーズをリサーチするなど、市場調査を通じて今後の製品
展開につながります。ぜひとも当社ブースへお越しください。

MMA China

(Shenyang Office)

MMA Korea

主な展示品

MMA Germany
MMA Japan

MMA India

MMA US

MMA Taiwan
MMA China

(Shanghai Office)

■ お問い合せ先:

・リハビリテーション：下肢用リハビリ装置、促通反復療法
（川平法）上肢訓練装置、歩行アシスト歩行装置など
・介護福祉：ReWalk、移乗アシスト装置

本部
支部

MECHATROLINK製品認定地
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期

マンアシストによる可能性を示します。
また、来場者の反応や

◆ MMAの本部、支部
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「介護福祉」
「介護予防」の 3 つのカテゴリにおける研究・開発

会

・ 介護予防：健康度測定器 ( 参考出品）
■ お問い合せ先: マーケティング本部 新規市場開発部 TEL: 03-5402-4663

FAX: 03-5402-4554

モーションコントロール事業部 事業企画部 ネットワーク戦略推進チーム TEL: 04-2962-7920 FAX: 04-2962-5913
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