
2022 第２回 ロボットシステムインテグレータ向け
新商品・サービス説明会＠おおさか

▶▶出展２４社 情報ご案内◀◀
◆開催日時：２０２３年（令和５年）３月９日（木）10：30～16：00（予定）
◆開催場所：ATC（アジア太平洋トレーディングセンター）O’ｓ棟南館６Ｆ

コンベンションルーム１（展示室）＆２（プレゼンテーションルーム）
（大阪府大阪市住之江区南港北２丁目１−１０

◆懇親会：ATC周辺（17：00～19：00）※会費：5,000円（予定）/1名

◆お問合せ：FA・ロボットシステムインテグレータ協会事務局（高橋・高本）sier@jara.jp
★お申込み：https://www.robo-navi.com/webroot/siersdayapplication/150.php

＜出展企業展示ラインナップ＞（★：プレゼン予定企業）

（※50音順/法人格省略）

★会場では全社の展示ブースの見学ができます。
★会場プレゼンテーション（10社限定★印）が視聴できます。
★会場以外でも配信によるプレゼンテーション（同時配信）が視聴できます（見逃し配信予定）

企業名 紹介製品情報 業種
1 I-PEX★ ES-Gripper UR＋ソリューション ロボット周辺機器
2 イマオコーポレーション ロボットの有効活用はツール交換が決め手になる！ ロボット周辺機器
3 ＳＵＳ ロボット架台に最適！高剛性アルミ構造材『ZF』 ロボット周辺機器
4 オリエンタルモーター★ ロボット内製化に役立つコントローラ、グリッパ提案 ロボット周辺機器
5 北川鉄工所 ±2μm高精度に測長が可能な薄型2爪平行グリッパ！ ロボット周辺機器
6 近藤製作所 『ロボットの手首回りを総合提案！』 ロボット周辺機器
7 三明機工★ 安全を低価格で！デジタルトレーナでロボット操作演習！ ロボットSIer
8 ＣＫＤ★ 画像処理ビジュアルプログラミングツールFacilea ソフトウェア
9 ジェービーエム エンジニアリング ファクトリーシミュレーションの優位性 ソフトウェア
10 ジック★ ロボットをよりスマートに活用できるコンサルティング提案 ロボット周辺機器
11 シナノケンシ ～あらゆるものを把持～ 電動3爪ロボットハンド ロボット周辺機器
12 シュマルツ 汎用からカスタムまで 真空吸着式ハンドラインアップ ロボット周辺機器
13 ｽﾀｰﾃｸﾉ/国盛化学/ｽﾀｰ精機 ケーブル保護チェーン/ロボット用ハンドパーツ ロボット周辺機器
14 ダイヘン★ 多様な搬送形態に適用できる自律搬送台車AiTran ロボットメーカー
15 東和コーポレーション ロボグローブでロボットの作業効率と保護を実現！ ロボット関連製品
16 常盤電機★ 革新的ロボットハンド・ツールチェンジャー ロボット周辺機器
17 ナブテスコサービス★ 精密減速機RVの信頼と実績でロボット周辺設備に貢献！ ロボット周辺機器
18 鍋屋バイテック★ ワーク把持の困りごとを解決するあらたな事例 ロボット周辺機器
19 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ開発研究所無線・画像・パワエレ・具現化力でロボット事業へ貢献 受託研究開発
20 ピアブ・ジャパン 軽量型フォームグリッパー KSLシリーズ ロボット周辺機器
21 ＦＵＪＩ 自動化に最適。FUJIのロボットとDXリューション ロボットメーカー
22 双葉電子工業 システム設計でご検討頂ける小型サーボを提案します ロボット周辺機器
23 三菱電機★ あなたと共に働くMELFAを、あなたと共にサポート ロボットメーカー
24 三菱電機システムサービス ロボットシステム周辺付加価値ソリューションのご紹介 ロボットSier

来場申込用QRコード



★プレゼンテーション室（コンベンションルーム２）
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＜出展者ブース配置図＞
ATC（アジア太平洋トレーディングセンター）O’ｓ棟南館６Ｆ

コンベンションルーム１（展示室）

★展示室（コンベンションルーム１）

受付

展示室（コンベンションルーム１）と
同じフロアの「コンベンションルーム２」が
プレゼンテーションルームです
限定10社によるプレゼン
お聞き逃しなく！！★配信予定あり

ブースは実際の大きさとは異なります。配置図では建物構造、施設の備品などを省略しています。

FA・ロボットシステムインテグレータ協会 https://www.farobotsier.com/
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★情報はコチラ！
製品情報チラシは
ホームページに

掲載中！
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展示室並びの「コンベンションルーム２」がプレゼンテーションルームです
限定10社によるプレゼンをお聞き逃しなく！！（配信予定あり）

FA・ロボットシステムインテグレータ協会 https://www.farobotsier.com/

★情報はコチラ！
出展社の

製品情報チラシ
ホームページに

掲載中！

開始 終了 プレゼンテーション実施企業

1 10:30 ～ 11:00 三菱電機株式会社

2 11:00 ～ 11:30 鍋屋バイテック会社

3 11:30 ～ 12:00 ナブテスコサービス株式会社

4 12:00 ～ 12:30 常盤電機株式会社

12:30 ～ 13:00 （昼休憩）

5 13:00 ～ 13:30 株式会社ダイヘン

6 13:30 ～ 14:00 ジック株式会社

7 14:00 ～ 14:30 ＣＫＤ株式会社

8 14:30 ～ 15:00 三明機工株式会社

9 15:00 ～ 15:30 オリエンタルモーター株式会社

10 15:30 ～ 16:00 IーPEX株式会社

★プレゼンテーションルーム（コンベンションルーム２）

★プレゼンテーションスケジュール★

受付開始 ：10：00～
プレゼンスタート：10：30～
展示会場公開：11：00～
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＜プレゼンテーション＞

【開催会場】
ATC（アジア太平洋トレーディングセンター）
O’ｓ棟南館６Ｆ
コンベンションルーム１（展示室）
＆２（プレゼンテーションルーム）
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2－1－10
https://www.atc-co.com/guide/
▶最 寄 駅：
大阪ニュートラム トレードセンター前駅
▶高速道路：
大阪市内・神戸方面から・・南港北出口
南大阪・和歌山方面から・・南港南出口
https://atchall.com/guide/access/

アクセス
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