
　電機・計測産業を核とする産業界の最先端技術・情報が集
う展示会「システム コントロール フェア／計測展TOKYO」
は、今回から「IIFES（Innovative Industry Fair for E x E 

Solutions, アイアイフェス」と展示会名称を変更し新たな
スタートを切ることとなりました。 
　当社は「i3-Mechatronicsの進化によるスマートなモノづ

くりの実現」をメインテーマに、当社の新たなソリューション
コンセプト「 i3-Mechatronics」を実現する最新のコントロー
ラ、サーボドライブ、インバータなどを統合したソリューショ
ンの数々をご提案いたします。
　ぜひこの機会に、当社の最新技術および新製品ラインアップ
をご覧ください。

I I FES 2019
2019年11月27日（水）～29日（金） 

会場／東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホール、アトリウム

主催／日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本電気計測器工業会

ホームページ／https://iifes.jp

東京ビッグサイトへのアクセス
①りんかい線「国際展示場」駅から 徒歩約7分
②ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅から 徒歩約3分
③水上バス「東京ビッグサイト」下船すぐ
都営バス・空港バス（リムジンバス・京浜急行バス）
その他直行バス（京浜急行バス）

会議棟

②
ゆりかもめ

「東京ビッグサイト」駅

③

アトリウム

①
りんかい線

「国際展示場」駅

安川電機ブース
1-68（西2ホール）

i3-Mechatronicsによる
スマート製造の実現
11月27日（水） 14:00～14:40
西3ホール 特設セミナー会場A

重大トラブルを未然に防止!
安川インバータによる
機械の予兆検知
11月29日（金） 14:00～14:40
西3ホール 特設セミナー会場B

主な出展製品・ソリューション

i3-Mechatronics
デモンストレーション［メイン展示］
“装置とロボティクスとデータの統合”を実現し、
データをもとに“動きに変える”、
進化した i 3-Mechatronicsをご体感いただけます。
生産ラインの中でデータの収集から活用までを
モニタに視える化し、
IoT導入事例をご紹介いたします。

予防保全エリア
安川インバータは本体部品はもちろん、機械部品
の劣化やモータ異常の予兆を検知し止まらない
機械・設備を実現します。

省エネルギーエリア
長年培ってきたドライブ技術と高効率モータの融合
による最先端の省エネ技術で機械やシステム効率
の向上に貢献します。

データ活用技術エリア
サーボ、インバータ駆動時に得られるデータを分析・
制御に活用することで、装置・ラインの付加価値
向上を実現します。

開発設計工数削減エリア
装置の省スペース化、メンテナンス性の改善や在庫
品目、試験工数削減に役立つソリューションをご紹介
いたします。

国内外からの注目を集める4つの大規模展示会に、安川電機は過去最大規模の展示スペースで出展します。

特集
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出展
ご案内

安川電機ブース（イメージ）

i3-Mechatronicsの進化による
スマートなモノづくりの実現

出展者セミナーのご案内

● お問い合わせ先 : モーションコントロール事業部 事業企画部 事業企画課　TEL: 04-2962-5470　FAX : 04-2966-0746

IIFES 2019
SEMICON JAPAN 2019
2019国際ロボット展
第4回 スマート工場EXPO

2019年11月27日（水）～29日（金）

2019年12月11日（水）～13日（金）

2019年12月18日（水）～21日（土）

2020年2月12日（水）～14日（金）

展示会最新情報は
e-メカサイトで
ご確認ください。
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● お問い合わせ先 : ロボット事業部 事業企画部 事業企画課　TEL: 093-645-7759　FAX : 093-645-7802

東京ビッグサイトへのアクセス
①りんかい線「国際展示場」駅から 徒歩約7分
②ゆりかもめ「東京ビッグサイト」駅から 徒歩約3分
③水上バス「東京ビッグサイト」下船すぐ
都営バス・空港バス（リムジンバス・京浜急行バス）
その他直行バス（京浜急行バス）

会議棟

②
ゆりかもめ

「東京ビッグサイト」駅

③

アトリウム

①
りんかい線

「国際展示場」駅

2019国際ロボット展
2019年12月18日（水）～21日（土） 

会場／東京ビッグサイト 青海展示棟、西展示棟、南展示棟
主催／日本ロボット工業会、日刊工業新聞社
ホームページ／ https://biz.nikkan.co.jp/eve/irex/

安川電機ブース
S2-03（南2ホール）

　世界最大級のロボット展示会、2019国際ロボット展が12月
18日（水）～21日（土）に東京ビッグサイトにて開催されます。
本展は2年に1回開催され、”ロボット大国”といわれる日本と、
世界各国のロボットメーカーが一堂に集結し、最新技術と
関連製品に関する情報発信・商談・技術交流などを行う、
ロボット関連の一大イベントとして定着しています。
　今回、当社が提唱する新たなソリューションコンセプト
｢ i 3-Mechatronics｣による生産現場からの経営課題の

解決に向けて、デジタルデータの活用を進化・発展させること
で実現するスマートなモノづくりをご提案いたします。
　最新のロボット・サーボ・モーションコントロールといった
コンポーネントとデジタルデータマネジメントを融合すること
により、お客様の課題解決にお応えいたします。
　ぜひこの機会に、当社の最新技術および新製品ライン
アップをご覧ください。

iREXロボットフォーラムのご案内

主な出展製品・ソリューション

i 3-Mechatronicsの最新提案：
データ活用の進化がもたらすスマートなモノづくり［メイン展示］

■小型ロボットシリーズ

■人協働ロボットシリーズ（防滴・高可搬・食品仕様）

■A Iとデジタル環境によるばら積みピッキング

■研磨作業の自動良否判定ロボットシステム　　 

■高品質アーク溶接ロボットシステム

■ジグレス協調レーザー溶接

■新型中空スポットロボットによる異常時の自動退避

■最適な塗布姿勢で高い塗装品質を実現するロボットシステム

■新型7軸ロボットによる高効率シーリングシステム

■高荷重対応力覚センサとねじ締めロボットによる組立システム

■データマネジメントの事例紹介

デジタルツインとロボットの自律性向上で
変種変量生産の自動化を容易に実現します。

MOTOMAN-HC10DT
防じん・防滴仕様タイプ

MOTOMAN-SP180H-110

MOTOMAN-GP8

i3-Mechatronicsの進化によるスマートなモノづくりの実現

ロボットはパートナー 変わりつつある働く現場
12月18日（水） 15:00～17:00

会議棟7階 国際会議場

ワークショップのご案内

安川電機における
ロボット自律化向上の取り組み
12月19日（木） 13:30～14:10
南3ホール 南セミナー会場

安川電機ブース（イメージ）
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● お問い合わせ先 : 営業本部 半導体市場営業部　TEL: 03-5402-4546　FAX : 03-5402-4408 ● お問い合わせ先 : 営業本部 事業企画部 事業企画課　TEL: 03-5402-4545　FAX : 03-5402-4554

会議棟

ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」駅

りんかい線
「国際展示場」駅

第4回 スマート工場EXPO
2020年2月12日（水）～14日（金）
会場／東京ビッグサイト 西展示棟
主催／リード エグジビション ジャパン（株） 
ホームページ／ https://www.sma-fac.jp

同時開催／第4回 ロボデックス

SEMICON Japan 2019
2019年12月11日（水）～13日（金）
会場／東京ビッグサイト 西展示棟、南展示棟、会議棟

主催／ SEMI

ホームページ／ http://semiconjapan.org

安川電機ブース
8528（南2ホール）

※東京ビッグサイトへのアクセスは
　P3、P5をご覧ください。 会議棟

ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」駅

りんかい線
「国際展示場」駅

安川電機ブース
西4ホール

※東京ビッグサイトへのアクセスは
　P3、P5をご覧ください。

スマート工場、スマート物流を実現するためのIoTソリューション、
FA/ロボット、AIなどの最新技術・ソリューションが一堂に会する
展示会「第4回スマート工場EXPO」が2020年2月12日（水）～
14日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催されます。
当社は前回のスマート工場EXPOにて展示したi3-Mechatronics

半導体ウエハ搬送用ロボットをはじめ、i3-Mechatronicsコンセプトデモ機、半導体製造
関連装置や検査装置などで多く利用いただいている最新のモーションコントロール製品
とインバータ製品を展示いたします。

主な展示品
● i 3-Mechatronicsコンセプト展示
●モーションコントロール製品
●インバータ製品
●半導体ロボット製品

コンセプトを具体化し、"デジタルデータを活用した未来の生産
現場""パートナーとの協創によるソリューション"を皆様へご紹介
いたします。
ぜひこの機会に、経営課題の解決に向けた、i 3-Mechatronics
の進化によるスマートなモノづくりの姿をご覧ください。

安川電機ブース（イメージ）安川電機ブース（イメージ）

integrated

intelligent

innovative

統合的
システム化

知能的
インテリジェント化

革新的
技術革新による進化


