MAP

関東

工場や倉庫の自動化、最適化

【アイエイアイ】 直交６軸ロボット、新製品 超小型エレシリンダー
【アステックエンジニアリング / connectome.design / ユアサ商事】 飲料異物検査装置
【イーエスエス】 AI 監視カメラ（パナソニック製）
【エム・アンド・イー / リコー / ユアサ商事】 リライタブルレーザーシステム
【協栄産業 / Doog】 協働運搬ロボット
【山洋電気】 モーションコントローラ・サーボシステム、クローズドループステッピングシステム

災害対策、作業現場の安全対策

【シコウ / シナノケンシ / ファナック】 協働ロボット搭載型無人搬送車
【ティ−アイジ−】 高性能画像検査装置、投影寸法測定器
【アルトリスト / モーションリブ / ユアサ商事】 食材ピッキング装置
【Rapyuta Robotics】 自律型協働ピッキングロボット
【ユアサ商事（アクシズエンジニアリング / KMC / connectome.design /

加工環境
向上・効率化

自律搬送 AI 活用
ロボット デバイス

自律搬送
ロボット

水害
対策

現場作業の
安全化・省人化
実演

サンメンテナンス工機 / ツガミ / ナノテム / ファナック / レニショー /
濾過精工 / ロボットエンジニアリング）】 加工環境ソリューション

【ABB】 ＥＶ用急速充電器
【オムロン ソーシアルソリューションズ】 マルチ蓄電プラットフォーム
【さつき】 次世代節電ユニット
【Sungrow Japan】 産業用蓄電システム

すべて

デジタル化

実演

【西部技研】 排熱回収装置
【ソーラーエッジテクノロジージャパン】 パワーコンディショナ

デジタル
漫画

デジタル
漫画

自動化スモールスタート

【新明和工業】 排水処理・省エネターボブロワ IoT 遠隔監視サービス

の相談はココ！

既存設備の
リスク軽減
実演

コネクトーム・デザイン

事務所・店舗向け
再エネ・省エネ商材

工場・商業施設
再エネ活用

デジタル
漫画

に✓をして
会場中央へ

GO!

【ニチコン】 ＥＶパワー・ステーション
【日東工業】 EV・PHV 用普通充電器
【ネクストエナジー・アンド・リソース】 産業用ソーラーカーポート
【ユアサ商事 総合エンジニアリング室】 低炭素建築への取り組み
【ユアサ商事 ＹＥＳ部】 カーボンニュートラル達成に向けたご提案

相談＆
ミニプレゼンブース
AI 活用事例集

【ニチコン】 EV・PHV 用急速充電器

【パナソニック エレクトリックワークス社】 EV・PHEV 充電用充電器、可搬型バッテリー

AI

工場向け再エネ・省エネ商材

【ダイヘン】 非常用電源システム

【イクシス】 ロボット×AI×３D データ

デジタル
漫画

顔認証
システム

バックエンド業務の
負担軽減・効率化
実演

【イーエスエス】 モバイルモニタリングカメラ
【応用地質】 ハザードマッピングセンサ
【応用地質 / サンポール / デンヨー / 鶴見製作所】 つなぐ BCP パッケージ
【イナハチ / 環境エクステリア / ユアサ商事】 八千塀
【キャットアイ / 応用地質 / ユアサ商事】 キヅキミライシグナル
【ザクティ】 業務用ウェアラブルカメラ、ドボレコＪＫ
【サンポール / 応用地質 / ユアサ商事】 キヅキミライボラード

まずはココから！

【太陽誘電】 河川モニタリングソリューション

CO₂排出量の見える化

【ツクモア】 おくだけガードマン

が簡単にできる

YES-net

【ニレコ】 五面計測外部品質センサ

カーボンニュートラル相談
補助金相談

無料省エネ相談

在庫管理〜受発注作業の
効率化

空調機の
遠隔監視・管理

【Air Labo】 吸引式ハンドドライヤー
【エーコー】 AI 顔認証式耐火金庫
【スマートショッピング】 スマートマットクラウド
【ダイキン工業】 空調機の遠隔監視・管理
【バカン】 空き・混雑可視化ソリューション

カーボンニュートラルへの取り組み

施設管理のスマート化

【三雅産業】 顔認証電子錠システム
【山崎産業】 スマートトイレ管理システム、スマートリサイクルボックス管理システム
【ユアサクオビス】 集合住宅向けＷＥＢ予約システム

※上記のレイアウトは実際のものと異なる場合がございますことをご了承ください

メーカー名表記はカテゴリーごとに50音順です

テーマゾーンでは、
ＡＩやカーボンニュートラルへの取り組みに対し

最新の商品やソリューションのご紹介だけでなく、それぞれのご来場者様のご要望に沿ったご提案をいたします！
ＡＩ相談窓口＆AI 活用ミニプレゼン

カーボンニュートラル対応相談窓口

「ヒトがすべてチェック作業をしていて大変…」

カーボンニュートラル達成に向けた取り組みを

「どう自分の商売に取り入れられたらいいの？」

「今の作業工程で何がＡＩにおきかえられるの？」

ワンストップでご提案いたします！

「デジタル化ってまずは何をしたらいいの？」

など、皆さまの疑問やお困りごとをお聞かせください。

「環境づくり」ゾーンでご相談ください！

皆さまの疑問を解決する

ＡＩの活用（デジタル化）により「最適化」した
課題解決方法をご提案！

AI 活用事例集

検討したいところに
に✓をして
会場中央へ

GO!

カーボンニュートラル達成に
向けてのステップ

1

STEP

現状把握

商品のことがひとめで分かる！

製品紹介統一パネルをご用意しました。

まずは

YES-net
ブースへ GO!

2

「デジタル化することで実現できる数年後のミライ」を
大画面のデジタル漫画でわかりやすく描きます！
会場中央

ゾーンごとに
設置 !

モニターのページをめくってご覧ください。
イメージ

導入事例・特徴紹介 ＡＩ活用・デジタル化のために
最初に行うこと

YES-Net による CO₂排出量見える化
省エネ無料診断

企業名□□□□□□

製品名□□□□□□□□□

STEP

デジタル化で描けるミライ

CO₂削減目標の設定

●

再エネ & 省エネ商材
新電力の活用による目標設定

●

震災時の倒壊被害を最小限に軽減

●

工期短縮・回収コスト削減

SDGs
ロゴ

＋

基礎工事不要

導入事例

AI 活用さいしょの１歩
センシング

遠隔監視

解決が見込まれる課題

労働力不足の解消
コスト削減
安全性向上
労働環境向上

3

STEP

二次元

達成に向けたアクション

コード

補助金活用による設備更新等

商品詳細情報
（二次元コード）

すべてご対応いたします！

ＡＩ活用・デジタル化で
解決できる社会課題

各ゾーンの見どころ

工場や倉庫の自動化、最適化を提案します！
加工環境向上・効率化

カーボンニュートラルへの取り組みを提案します！
カーボンニュートラル相談

物流効率化

災害対策、作業現場の安全対策を提案します！
水害対策

現場作業の
安全化・省人化

施設管理のスマート化を提案します！
IoTを活用して巡回作業の効率化を実現！

再エネ

CARBON
NEUTRAL
自動化スモールスタート

AI活用デバイス

省エネ
ポテンシャル診断

省エネ

既存設備のリスク軽減

空調機の遠隔監視・管理

１秒で終わる在庫管理！

再エネ・省エネ商材

※このゾーンでは作業現場や災害対策などのインフラ整備に関する展示をしております

※このゾーンでは住宅〜施設、オフィスなどの

ひとが過ごす空間

に関する展示をしております

