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【ことばの定義】

「ロボットシステムインテグレーション」

ロボットシステムの導入、設計及び構築等を行うこと。

「ロボットシステムインテグレータ」

ロボットシステムインテグレーションを行う事業者。

ロボットシステムインテグレータ
は事業者を指すことが通常
（但し、個人を指す場合もあり）

「ロボット導入促進のためのシステムインテグレータ育成事業」公募要領より

ロボットをはじめ、
様々な周辺装置を
組み合わせてシス
テムを構築する
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本協会は、ロボット・ＦＡ（Factory Automation）システムの構築等を行うシステムインテグレータ
（以下「SIer」という。）の共通基盤組織として、SIerの事業環境の向上及び能力強化に取り組み、
SIerを取り巻く関係者間の連携を促進させることにより、あまねく産業における生産活動の高度化を推進し、
我が国の産業の持続的発展と競争力の強化に寄与することを目的とします。

⚫ SIerを中心とした全国規模の情報ネットワークの確立

⚫ SIerの受注機会の拡大や、ユーザー要望に対してベストフィットソリューションを提
供できるSIerとのマッチングの実現に向けた受発注ネットワークの構築

SIerを中心としたFA・ロボット業界ネットワークの構築①

SIerの事業基盤の強化②

システムインテグレーションに対する専門性の高度化③

⚫ SIerの経営基盤や事業環境の向上に向けた、SIer間の協業体制の構
築や業界標準の制定、人材確保支援等

⚫ FA・生産システム及びそのインテグレーションに対する専門性を強化するた
めの、技術・安全講習を通した人材育成や教材開発等

２０１８年７月１３日設立

【設立趣旨】
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SIer会員 １７８社、協力会員 ６５社 （2020年6月1日時点）

（株）アペルザ
（株）アイシイ
愛知産業（株）
（株）アイテクシステム
アイテック（株）
アスラテック（株）
アンリツインフィビス（株）
（株）ウエノテクニカ
（株）エイジェック
永進テクノ（株）
（株）ＡＵＣ
（株）FAプロダクツ
オークラサービス（株）
大沢工業（株）
（株）オフィスエフエイ・コム
オリックス・レンテック（株）
川重商事（株）
（株）京二
グローリー（株）
（株）ケイズベルテック
（株）サンコー・インダストリアル･

オートメーション
三宝精機工業（株）
（株）三葉電熔社
（株）山和エンヂニアリング
JET（株）
ジェイティエンジニアリング（株）
しのはらプレスサービス（株）
（株）ソフィックス
新日鉄住金ソリューションズ（株）
（株）大気社
筑波エンジニアリング（株）
TIS（株）
（株）テクトレージ
（株）テクノス
（株）デザインネットワーク
（株）テックメイク
東京エレクトロンデバイス（株）
（株）トムスシステム
日研トータルソーシング（株）
日鉄住金テックスエンジ（株）
日本サポートシステム（株）
日本省力機械（株）
日本ハイコム（株）
ハイテック精工（株）
（株）日立産機システム
（株）日立産業制御ソリューションズ
（株）日立システムズ
（株）日立システムズフィールドサービス

（株）IEC
（株）アイエスエンジニアリング
IDECファクトリーソリューションズ（株）
（株）石川工機
（株）インテラ
（株）ウチゲン
エス・イー・ティー（株）
（株）エデックリンセイシステム
金沢機工（株）
キョーエイ機工（株）
（株）コスモ技研
（株）近藤製作所
（株）サンテック
三明機工（株）
（株）サンメカニック
三和ロボティクス（株）
（有）ジェス商会
（株）システック
シナノケンシ（株）
（株）シマノ
松栄テクノサービス（株）
白月工業（株）
（株）シンテック
新東工業（株）
スターテクノ（株）
静光電機工業（株）
セイコーエプソン（株）
（株）泰成工業
ダイドー（株）
（株）田口鉄工所
（株）タック
津田駒工業（株）
（株）ティーエス
東芝機械エンジニアリング（株）
（株）戸苅工業
（株）トキワシステムテクノロジーズ

iCOM技研（株）
（株）イシダ
因幡電機産業（株）
エア・ウォーター（株）
（株）HCI
（株）カドコーポレーション
（株）加美機工
倉敷紡績（株）
（株）古賀機械製作所
コニテク（株）
（株）サンテック
（株）ジェービーエム
スキューズ（株）
太洋工業（株）
髙丸工業（株）
千代田興業（株）
東洋理機工業（株）
東レエンジニアリング（株）
（株）なんつね
（株）日伝
日本機材（株）
ビー・エル・オートテック（株）
（株）ブリッジ・ソリューション
マツモト産業（株）
宮脇機械プラント（株）
（株）山善
ユーテック（株）
（株）ロボプラス

（有）ICS SAKABE
（株）イーモーション
（株）FAサポート
カサイエレック（株）
（株）亀山電機
五誠機械産業（株）
（株）三松
シナジーシステム（株）
大新技研（株）
タイヘイテクノス（株）
（有）TAKITA
（株）ティ・アイ・エス
（株）ドーワテクノス

大豊産業（株）
大和エンジニアリング（株）

旭興産（株）
IKOMAロボテック（株）
鋼鈑工業（株）
市川物産（株）
（株）北川鉄工所
（株）サンエイエンジニアリング
三光電業（株）
東邦工業（株）
（株）ヒロテック
不二輸送機工業（株）

【協力会員】
島根県産業技術センター
（公財）中国地域創造研究センター

（株）クツザワ
（株）トガシ技研

（株）日立超LSIシステムズ
富士通（株）
富士電機ITソリューション（株）
（株）プロテックシステム．Ｌａｂ
（株）Heitan Base
（株）松下工業
（株）ミタックス
三井物産マシンテック（株）
ミツイワ（株）
三菱電機システムサービス（株）
水戸工業（株）
（株）山屋商会
（株）ラインワークス
Rapyuta Robotics（株）
菱電商事（株）
菱和電機（株）
（株）レステックス
ロボコム（株）
ロボットエンジニアリング（株）

【協力会員】
アセントロボティクス（株）
（株）伊東商会
伊藤忠マシンテクノス（株）
（株）インダストリーパートナーズ
SMFLレンタル（株）
SMC（株）
（株）奥井組
OnRobot Japan（株）
オリエンタルモーター（株）
佐藤商事（株）
サンワテクノス（株）
住友重機械工業（株）
スリーエムジャパン（株）
（株）成電社
タッチエンス（株）
テュフラインランドジャパン（株）
東京海上日動火災保険（株）
東京センチュリー（株）
（一財）日本品質保証機構
日本モレックス合同会社
ピアブ・ジャパン（株）
（株）日立ハイテクノロジーズ
三菱電機（株）
三菱電機クレジット（株）
水戸工業（株）
（株）妙徳
（株）安川メカトレック

（株）特電
トライエンジニアリング（株）
（株）トライテクス
鍋屋バイテック（株）
日晃オートメ（株）
日進機工（株）
（株）日本設計工業
（株）バイナス
疋田産業（株）
（株）ブイ・アール・テクノセンター
富士ソフト（株）
（株）フレアオリジナル
（株）松下工業
（株）マルイチ
丸文通商（株）
メカトロ・アソシエーツ（株）
（株）メカトロニクス
（株）ヤナギハラメカックス
（株）豊電子工業
（株）ユニメック
リョーエイ（株）
リンクウィズ（株）

【協力会員】
（株）井高
SUS（株）
（株）F.O.D
大石機械（株）
（株）三機
CKD（株）
芝原工業（株）
第一実業（株）
（株）デンソーウェーブ
（株）東陽
中村留精密工業（株）
（株）ナ・デックス
疋田産業（株）
（株）ＦＵＪＩ
（株）松田電機工業所
（株）マルエム商会
学校法人みえ大橋学園
（株）ワコーテック

中 部

中 国

北海道・東北

九州・沖縄

四 国

近 畿

関 東

林精器製造（株）
（株）理工電気

【協力会員】
（株）クリエイティブマシン
（株）ジェイシーシー
末松九機（株）
（株）安川電機

【協力会員】
（株）北海砥石商会

【協力会員】
IDEC（株）
オークラ工業（株）
金陵電機（株）
（株）ザクティ
燦キャピタルマネージメント（株）
大喜産業（株）
大銑産業（株）
（株）ダイヘン
椿本興業（株）
日本認証（株）
ハイウィン（株）
八十島プロシード（株）
（株）ロブテックス
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資本金（百万円） 従業員数
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総 会
幹事会

会 長 ／ 副会長
監事

運営委員会

広報分科会 経営企画分科会 地域連携分科会 技術分科会 人材育成分科会

統計委員会

協会運営案作成
予算案・事業計画案作成
分科会進捗管理
イベント企画実施（SIer’s Day等）
内規草案作成（幹事・主査選出方法等）※各分科会主査にて構成

広報分科会
SIerの認知度向上を目的として活動。動画作成やマンガ作成などの認知度向上活動の実施、ロ
ボットアイデア甲子園の計画、機関紙JARSIAの発行、学生向け展示会(RIX)開催準備などを行う。

経営企画分科会
SIerの事業基盤の強化事業や各種企画を行う。ＳＩ業務取引フローの検証、プロジェクト原価
項目構成の整理、新商品説明会の実施、国際調査の実施、会員間協業検索システムの強化、
ロボットシステムに関連する 3税制支援の調査、検討などを行う。。

地域連携分科会 協会活動の地域への浸透を目的として、各地域の連携状況の調査、ユーザーマッチング会の試
験実施を行う。

技術分科会
SIerに必要な技術に関し検討する。技術セミナーの開催、IoT・AI勉強会の開催、エンジニア版ス
キル標準の検討、スキル読本の管理などを行う。

人材育成分科会
SIerの人材育成に関連する資格や育成プログラムに関して検討。本年度は基礎講座の実施
（企業向け、若年者向け）、講師養成講座の実施、認知度向上（地位向上）などを行う。
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企業名 役職 氏名

会長 三明機工株式会社 代表取締役社長 久保田 和雄

副会長 株式会社バイナス 代表取締役社長 渡辺 亙

幹事 IDECファクトリーソリューションズ株式会社 代表取締役社長 武仲 清貴

株式会社HCI 代表取締役社長 奥山 剛旭 広報分科会主査

株式会社オフィスエフエイ・コム 代表取締役社長 飯野 英城

株式会社近藤製作所 代表取締役 近藤 茂充

シナジージステム株式会社 代表取締役 上村 善信

松栄テクノサービス株式会社 代表取締役社長 加藤 正己 経営企画分科会主査

スターテクノ株式会社 常務取締役 瀬川 裕史

髙丸工業株式会社 代表取締役 髙丸 正

株式会社田口鉄工所 代表取締役 田口 泰夫

株式会社戸苅工業 代表取締役社長 戸苅 康成

株式会社日本設計工業 代表取締役 名倉 慎太郎

株式会社ヒロテック 会長 鵜野 政人 地域連携分科会主査

株式会社ブイ・アール・テクノセンター 代表取締役社長 藤本 朗

ミツイワ株式会社 取締役社長 羅本 礼二

株式会社ヤナギハラメカックス 代表取締役社長 柳原 一清 人材育成分科会主査

株式会社豊電子 代表取締役社長 盛田 高史 技術分科会主査

リンクウィズ株式会社 代表取締役 吹野 豪

ロボコム株式会社 代表取締役 天野 眞也

監事 筑波エンジニアリング株式会社 代表取締役社長 大槻 歩 統計委員会主査

東洋理機工業株式会社 代表取締役 細見 成人
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ロボットシステムインテグレータ養成のための取組

教育プログラムの全体像

SIに関連する業務に
就くものの基礎知識

ロボットシステムエン
ジニアを目指すもの

ロボットシステム
エンジニア

経営 プロジェクトマネージメント 企画構想 機械設計 電気設計 ロボット制御 製造

ロボットシステムインテグレータ基礎講座
ロボットシステムエンジニアとコミュニケーションを取るための基礎知識を身につけたい方用※操作実技含まず

（例：商社の技術営業、SIer企業の技術営業、SIer企業入社1-2年目の新入社員、ロボットを導入しようとする企業の担当者など）

FA・ロボットシステムインテグレータ能力検定（ロボットSI検定）
（ロボットシステムエンジニアを目指すための、座学及び実技からなる検定試験）

ＳＩ基礎知識＋ＳＩエンジニアリングスキル基礎

経営、プロジェクト管理、ロボットシステム設計などトータルエンジニアリングの資質

プロフェッショナル講座（分野ごと）

3級

2級

1級

ロボットシステムインテグレータ養成のための体系を整備中。ロボットシステムインテグレータ基礎講
座を2019年より開講。ロボットＳＩ検定３級を2020年より実施。

ＳＩ基礎知識＋ＳＩエンジニアリングスキル応用
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ロボットシステムインテグレータ基礎講座

対象

ロボットシステムエンジニアとコミュニケーションを取るための基礎知識を身につけたい方用※操作実技含まず
（例：商社の技術営業、SIer企業の技術営業、SIer企業入社1-2年目の新入社員、ロボットを導入しようとする企業の担当者など）

内容

1日目：ロボットシステムを導入する前に知っておくべきこと（生産技術、安全法知識）
2日目：ロボットシステム構築の流れと用語の知識（機械設計、電機設計、ロボット制御）
3日目：ロボットシステム提案の実践（グループワーク）

開催実績と今後の予定

2019年度は、茨城県、静岡県、神奈川県大和市、福井県で試験実施。
2020年度は日本全国で開催予定。

基礎講座講義資料（例）
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ロボットシステムインテグレータ基礎講座

１日目 ２日目 ３日目

9:00-
9:50

生産技術概論
9:00-
9:50

機械設計
9:00-
9:50

プロジェクト管理と営
業技術

10:00-
10:50

生産技術概論
10:00-
10:50

機械設計
10:00-
10:50

プロジェクト管理と営
業技術

11:00-
11:50

生産技術概論
11:00-
11:50

機械設計
11:00-
11:50

構想設計
ワークショップ

12:50-
13:40

品質管理
12:50-
13:40

電気設計
12:50-
13:40

構想設計
ワークショップ

13:45-
14:35

保有していただきたい
能力

13:45-
14:35

電気設計
13:45-
14:35

構想設計
ワークショップ

14:45-
15:35

ロボット導入ステップ
14:45-
15:35

ロボット制御
14:45-
15:35

構想設計
ワークショップ

15:40-
16:30

技術者倫理と法知識
15:40-
16:30

ロボット制御
15:40-
16:30

構想設計
ワークショップ

16:35-
17:25

リスクアセスメント
16:35-
17:25

ロボット制御
16:35-
17:25

構想設計
ワークショップ
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ロボットSI検定3級

対象

ロボットシステムインテグレーション及びロボット操作の基礎を習得したい方
（例：SIer企業入社1-3年目の若手エンジニア、これからロボットシステムインテグレーション及びロボットを操作する職業に就こうとする者）

科目と範囲
（１）筆記試験

ロボットＳＩ検定３級公式テキスト相当レベルの知識。安全特別教育に関する知識。

（２）実技試験
ロボットの基本操作、ロボットプログラムの作成、ロボットプログラムの実行、ピック＆プレイスの動作、
外部入出力信号を使った動作。

試験種別と方法

（１）筆記試験
五肢択一方式により回答する。出題数50問、回答時間90分。

（２）実技試験
支給された機器・材料（ロボット・ワーク等）を使用し、与えられた
問題（2問）を、50分以内に完成させる。

ロボットＳＩ検定３級
テキスト発売中。

「ロボットＳＩ検定」で検索！
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ロボットSI検定3級

申込み受付期間 6月15日（月）10時〜7月10日（金）17時

受験手数料 筆記試験 会員 8,000円（税込） ※第1回は会員のみ受験可能
実技試験 会員 30,000円（税込） ※筆記試験合格後支払い

申込み概要

試験種別 試験日 着席時刻 試験時刻（90分） 入室禁止時刻

筆記試験 8月1日(土) 12時45分 13時30分〜15時00分 13時30分

試験種別 試験日 待機室着席時刻 試験入室時刻 試験時刻(50分)

実技試験
9月5日(土)

〜
9月6日(日)

8時35分 8時50分 9時00分〜 9時50分
9時45分 10時00分 10時10分〜11時00分

10時55分 11時10分 11時20分〜12時10分
12時55分 13時10分 13時20分〜14時10分
14時 5分 14時20分 14時30分〜15時20分
15時15分 15時30分 15時40分〜16時30分
16時25分 16時40分 16時50分〜17時40分

試験日程

試験の詳細は、
ロボットＳＩ検定サイトをご覧ください。
https://www.si-kentei.com/へアクセス。
もしくは、「ロボットＳＩ検定」で検索。

https://www.si-kentei.com/
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各種認知度向上ツールの作成
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YouTube戦略！「ロボットSIerチャンネル」開設！

職業紹介マンガ「マンガでわかる！ロボットSIer」作成

ロボットシステムインテグレータがわかる、ハートフルストーリーのドラマ３部作『未来に架ける橋』を作成しました。後継
者不足や、人手不足をロボットSIerが解決していく、心温まるストーリーです。ぜひご覧ください。あわせて主題歌『100年
後に架ける橋』もお聴きください。https://www.youtube.com/channel/UC34QuVj6tLuLq_hc04XM4Xg

チャンネル登録をお願いします

主に大学生をターゲットにロ
ボットシステムインテグレータとい
う仕事の内容を紹介するマンガ
「マンガでわかる！ロボットSIer」

を作成しました。また、会員企
業には内容を各社のオリジナル
に変更したアレンジ版を格安で
提供しています。
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ロボットアイデア甲子園の実施（2020年中止。2021年に向け準備中）
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高校生・高専生を対象とした『ロボットアイデア甲子園』の実施
ロボットアイデアコンテストとは？

◇産業用ロボットを使用した新たなアプリケーションのアイデアを競います。

実施方法

【STEP1】実際のロボットを見学

ロボットセンターなど複数のロボットアプリケーションを見学できる施設において、高校生・高専生に実際のロボットアプリ
ケーションを見学してもらいます（1時間程度）。また、SIerによるロボットシステムの簡単なセミナーもあわせて行います
（1時間程度）。
【STEP2】ロボットアプリケーションの提案
ロボットの見学及びセミナーを受けた当日に、新たなロボットアプリケーションのアイデアをA3 1枚の紙にそのイメージとと
もに具体的な内容を書いてもらいます。
【STEP3】アイデア発表会の実施
後日、上記アイデアのうち優秀な作品数点に関し、1人8分程度でプレゼンテーションを行います。最優秀賞を決定し
ます。

昨年度は、地方予選（10箇所）にて
実施。306名の生徒の皆様に参加いた
だきました。12月の国際ロボット展で決

勝戦を行い、最優秀賞を決定いたしま
した。

日刊工業新聞 2019年12月23日 総合3面 全国大会の様子
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ロボットアイデア甲子園の実施
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『ロボットアイデア甲子園』全国大会の様子。ロボット展見学ツアーも実施。
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学生向けロボット展示会の開催
RIX in 大阪工業大学 （2021年2月25日開催）

16

SIer協会では時代を担う若者への認知度向上を積極的に行います。その一環として、主に大学の低学年を対象とし
たロボット体験展示会を大阪にて試験開催いたします。これは、関東地方の学生向け技術展示会「Te-Ex-Ust（テクサ
ス）」（私学の就職担当の研究会である大学職業指導研究会が主催）にヒントを得たものです。
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機関誌「JARSIA」を４半期に１度、１万部発行。会員のほか、官公庁や地方公共団体、教

育機関など広く配布。日刊工業新聞等業界誌も広告を出すなど、業界注目の情報媒体に。

機関誌JARSIAの発行

主なコンテンツ

SIer協会イベントリポート（展示会、視察など）

技術寄稿（協会メンバーからの技術的な寄稿）

SIer企業で活躍する人材紹介

佐藤知正東大名誉教授連載
「ロボット使いこなしSIer産業 過去、現在、未来100年」

小平紀生三菱電機主席技監連載
随筆「業界天気晴朗なれど波高し」

SIer協会今後の予定

その他、経産省ロボット政策室インタビュー等毎号多彩なコンテンツ

SIer川柳は、毎号1000通近い応募のある人気コンテンツ！
・第1回川柳大賞 「大掃除 妻SIer 夫ロボ」（風信子さん）
・第2回川柳大賞 「ロボよりも 教え難きは 新社員」（コタラフさん）
・第3回川柳大賞 「システムの 都合で決まる 夏休み」（SKかぴさん）
・第4回川柳大賞 「赤黄色 システムエラーの もみじ狩り」（コタラフさん）
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タイ（バンコク）視察ツアーの実施
SIer協会においては、海外におけるロボットシステムインテグレータの実態調査及び海外ロボット関連団体との交流を
目的にSIer企業視察を実施いたしました。本年度はタイランド4.0が発表されロボットをはじめとする自動化への政府支
援が活発化するタイへの視察団派遣を行いました。

期間

訪問地

2019年6月18日(火)〜6月21日(金)

日付 訪問地

6/18
Lertvilai and Sons Co.,Ltd. (SIer)
PTW technology Co.,Ltd. (SIer)
Eureka Automation Co.,Ltd. (SIer)

6/19 Manufacturing Expo 2019 (展示会)

6/20
FIBO in KingMongkut’sUniversity of Technology（大学研究教育機関）
TARA/CoRE/BOI会議（ロボット団体/公的機関との会議）

6/21
TropicalTech Co.,Ltd. (SIer)
TGI(Thai-German Institute) (職業訓練学校)
Sanmei Mechanical (Thailand) Co.,Ltd. (SIer)
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タイ（バンコク）視察ツアー（国際交流事業）の実施
SIer協会会員、協力企業、現地企業のメ
ンバー総勢30名で現地のSIer企業5箇所
を訪問。現地の水準やニーズを調査。

2017年に設立されたタイ・オートメーション＆ロボット
協会（TARA）及び、 TGIが中心となったタイのロボッ
ト普及を推し進める連合体CoREと会議を行いました。

次回、会合を本年12月

の国際ロボット展にあわ
せて日本にて実施予定
（12月20日）
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新商品説明会の実施
会員のシステムインテグレーション能力の向上に資するべく、ロボットシステムに関わる様々なツールを紹介する新商品
説明会を開催しています。SIer企業にとってはロボットシステムインテグレーションに関連する最新商品の紹介を１日で
受けることができる貴重な機会であるとともに、メーカー企業にとっては一度に多くのSIerに商品を紹介することができ、多

くの参加者に好評をいただいています。また、実際の商品展示を行うことにより、会場に手にとって触れていただける機会
を提供います。昨年度は東京で2回、名古屋で1回開催しました。

プレゼンテーション 商品展示
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新商品説明会（ＷＥＢ）の実施
本年度は、コロナウイルスの影響で皆様に集まっていただいての新商品説明会ができないため、ＷＥＢの形での新商
品説明会を企画しました。

６月８日〜１９日
にかけて実施

毎日６社がプレゼンテーションを行う
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SIer企業経営基盤強化のための取り組み

SIerの取引における法的な注意点を弁護士を交えて検証。標準取引フローの策定と、契約書
などの参考書式の作成を目指す。

環境・機能
要求確認

企画構想
見積仕様
概算見積

仕様作成

SIer側作業フロー

要素検証 要素検証

納入仕様
正式見積

製作 テスト
保守
運用

・ユーザー側秘密保持契約 ・SIer側秘密保持契約

基本契約

（・納入仕様作成契約） （・システム製作契約） （・保守契約）

各種モデル契約整備の必要性FS作業

（・企画提案書作成契約）

取引関係の法的注意点の検証とモデル契約の整備

4月にモデル契約書と法的ポイントを提示

2020年度は会員からの

フィードバックをもとにさら
に内容を精査。
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会員総付保険の開始とオプション保険の創設

SIer会員になるだけで、受託者賠償と生
産物賠償（PL保険）を一定額で補償

2018年11月1日より、SIer協会の会員となるだけで（※但し、協力会員は除く）補償を受けることができる、SIer会
員総付け保険を開始。また、2019年11月1日からは、さらに補償範囲を広げたり、補償額を積上げるオ
プショナル保険も創設（別売）。

会員総付保険（2018/11/1より）

オプショナル保険
（2019/11/1より）

保険金額の上乗せ、
総付け保険で補償さ
れていなかった自社企
業内での機器の損壊
や責任所在が不明な
事故の補償など、多
様な形のSIer向けオプ
ショナル保険を創設
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SIer’s Dayの開催

各地域における会員同士のコミュニケーションを図るための
SIerのための催し物。各地域の実態にあわせて内容を変更。

時期・回数・開催場所（2019年度）

5/16 SIer’s Day in ひろしま（中国経産局共催）
8/1 SIer’s Day in さがみはら（相模原市共催）
8/30 SIer’s Day in ひろしま（中国経産局共催）
9/22 SIer’s Day in 仙台（東北経産局共催）
11/12 SIer’s Day in 北関東（群馬県共催）
11/22 SIer’s Day in 高松（四国経産局共催）
1/21、22 SIer’s Day in 九州（九州経産局、北九州市共催）
1/30 SIer’s Day in 名古屋
3/6 SIer’s Day in ひろしま（中国経産局共催）※コロナウイルスのため中止
3/9 SIer’s Day in 札幌（北海道経産局共催）※コロナウイルスのため中止
3/13 SIer’s Day in 金沢※コロナウイルスのため中止
3/17 SIer’s Day in 関西（近畿経済産業局後援）※コロナウイルスのため中止

内容

・ 行政からの連絡（税制、補助金）
・ 協会の活動報告（分科会活動フィードバック）
・ 役に立つセミナー
（技術〔 IoTなど〕や、周辺知識〔安全、ファイナンスなど〕）
・ 交流会 等々
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SIer企業検索機能運用開始

2019年5月15日より、SIer協会会員サイトにて、SIer企業検索機能の運用を開始しました。まずは、SIer
会員限定での開放となっています。

エンジニア人数検索（企画構想、機械設計、組立などの工程ごと）、対応可能業務検索（企画構想、
機械設計、電気設計、ロボット教示など）、対応ロボットメーカー検索（扱いが得意なメーカー）、対応ア
プリケーション検索（溶接、塗装、力センサ使用アプリなど）、地域検索（本社所在地、支店、工場、対
応可能地域）が可能となっています。
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会員用ページ機能 事務局からのニュース
官公庁からのニュースなど掲載

会員間ニュース掲載
会員が自由に投稿可能

イベントカレンダー
SIer協会関連イベント情報掲

載。ここから申込も可能。また、
過去の議事録なども参照可能。

協業・相談応募

協業情報や、相談情報が掲載
される。応募することができる。

ユーザー管理
最大1社100名まで
追加可能

今後の追加予定機能

・会員検索機能

・ユーザー相談マッチ
ング機能

・各種資料ダウン
ロードページ作成

会員用HP機能紹介
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自動化相談窓口の設置
ロボット導入をお考えの方からの「自動化相談窓口」を設置しました。システムの要求をWEB上から入力
することにより、SIer協会全会員へ連絡が送信され、会員からの返答を受けることができます。

応募状況確認画面相談入力画面

FA・ロボットシステムインテグレータ協会HPに設置


