これか らのものづくりをリー ドする先進技術を見逃すな

:

場所 大阪産業創造館 3F・ 4F※ 郵 は
4F
参カロ賀

み↓易報酬榊 入退場自由・要予約

対

センサ技術やloT関 連技術を活用したいと考える企業の方

象

さまざまなモノがインターネットに接続する10T(internet of Things)。
パソコンやスマー トフォンだけでなく、自動車、家電、医療機器、工場の生産設備など、あらゆるモノがインターネットにつながり、

AI技 術などと融合することで、より便利で豊かな新 しいサービスが生まれ、その市場が急速に拡大 しつつありま曳
あらゆる情 報を収集するセンサや loT関 連技術をキャッチアップ し、新 たな製 品やサー ビスを開発 したいとお考えの方 は
ぜひ、ご来場ください。

※本展は商談のための展示会です。一般、
個人の方の来場はご遠慮願います。

こから広がるビジネステャンス

崖畠」
8目

お電幡・メ ー ル でのお申込 はできませ ん。お申込 はインタ 中 ネットか らお日 い します。
※ユーザー豊銀は無料です
・セミナー事務局
0お 間合せ 0大 阪産業 倉」造館イ ベ ント
〒5410053大 阪市 中央 区本 町 1‐ 4‐ 5 大 阪産業倉」
造館 13階 TEL06 6264 991l

E MA Lope@sansokan」 p 月〜金 10:00〜 17,30(祝 日除く)

FAX:0662649899

交通機関:OSaka Met「 o「 堺筋本町駅」
下車 「中央線」1号 出□「堺筋線」12号 出□ 各徒歩約5分
※今 回のイベ ント￨よ 、あくまで企業 間の連携 を目的としたイベントです。※マツチング・商談 にお するトラブル につきましては、当館では責任 を負 いかねます。
※諸般 の事 情 により、このプ ログラム (セ ミナー 、イ ベ ントな ど)を やむを得 ず変更 または中止 する場合 があ りますので、あらか じめご了承 ください。

出展企 業情 報 は
裏画 をチエツク
!

センサ/bT技術展2019出 展企業一覧
.LPWAセ ンサ十クラウドサービス
Beaoonセ ンサネット
ワーク+収 祭データを活

アイテイアクセスく株 )

デジタル繊含印Bl(株

ウエアラブル通日指示・作業主抵システム
日T― Work Remoteは 映換と言芦を共有し、作業者へ指示内容を簡

)

単 に伝えること力〔
できます。

するクラウドサービスの提案 。

(株 )ア クトワークス

への侵 入を検知・拒否・過知

※ 7月 5日 現 在 (50音 順 )

東邦化成(株 )

系のようなフレキンフル圧電ワイヤーセンサ
糸のような極細線でフレキシブルに、"E力 、曲げ、振動、バイタル

東却電子(株 )

現母指向の無欄センサネットワウ
現場に即した16T実 現のためのシンプルで柔軟性・拡張性に富む
無線センサネットワーク製品・ソリューション。

(脈 拍 、呼唆 )″ をセンシング。

(株 )ア スカコネクト

要趣新産錦(株 )

センサー用チツプ、フィルター河エ
自社工視で設計〜生産を一貫実施 !60年 余りに澄る成膜のノウ
ハウカ〔
ございます。なんなりとご相談ください。

アルベジ求 株 )

高8度 ガスセンシング技術で奥いを見える化
高感度電気化学式アシモニアセンサモジュールの展示

(1宗

ガスセンサーで未来を宮道する会社
ELT SENSORは NDlR方 式 の002、

)ELT SENSOR

CO、

「 見える化」
で早めのメンウ
ス
劣化の
多機能な予兆七ンサと長期ロギングが可能なソフトを組み合わせ
i

た 予 兆 セ ンサ ー システム の 風 示 で す 。

トレックス
・七ミヨンダクターく株 )

lC、
レギュレータ、リセット
シュボタンコントローラなどの電源IC。

用したloTシ ステムをつとlfrす
二十ズに合わせた最適なアンテナのご提案から、施工技

日本アンテX株 )

メッシュ対応 BLE5通 信キットの紹介 。

化を実現します

BLE/3G/4G/Sigfox/SMS/920Mhz帯 他、豊富な無像通信技術で

豊中Et韓 (株 )

CH4七 ンサー等を開発 及

ジ
時 ―t刀 橋磁BLE5キ ット
=約
シンプルな機能で応用
展開を暮易にするジェスチャーセンサを措

(株 )エ ーデイーディー

loTを 実現するモジェール
・システム開角

IoTモ ジュール・システム 開発を行つています。

一常黎まで― 式対再
センサ麟末E片 〜サー′ヽ
●RaspbBtt Pl産 業用シールドボード
●920MHz帯 無線データリンクモジュール

(合 )エ イサムテクノロジー

1

MBgcBeeを 使用した無線モニタリングシステムを紹介します。

(株 )ト ータス

び供給するガスセンサー専 門企業です。

悔田電機(株 )

loTを 身近に。現4Bの 見える化を

東洋ほ鶴(株 )

感対策までトータル的にサ ポ ー トします 。

日本田票ほ吾(株 )

査システムで、製造 業の検査 の

一貫体制 OCEマ ーキング対 応等各種
●LPWA他 特定小電力無線機器 の OEM開 発

:

センサ、クラウド、Alを 身近に

(株 )エ スト

(株 )ネ クスタ

サ情 報のAl処理 によるトイレ利用状況表示システム、スマホに
ムエアコンー括 制御システム等。

充実した設備 管理 パ ッケージです。

自政、呼吸敏を取得するセンサー
センサーを設置し、八浴中でも
「心拍数、呼吸数」
をセ
サーが取得します。お知らせ機能あり。

(株 )オ フィスワシ

(株 )野 田スクリーン

1

(株 )か んでんエンジエアリンク

ワークアプリ開発も行つております。
パナツニック(株 )
インダストリアルツリューションズ社

センシング・クラウド連携ユニットおよびLTと
エア ラブルセンサ t翼 覇 !!
に直接センサ 回路を実現
を利用 して屈曲性 の高 いシー トが実現 可能

セカ とloTを 使つた仕組み作り
生体情報を採取、制御する仕組みを得意とする企業。loTや ネット

バイオングナル(株 )

トワークを構 成する機 器の障害や通 信品 質lE下 の予兆を模
その内容を分析できます。

(株 )ク オリアJレ

1働 監視 、ト
ラブル管理、点検 管理、保守部 品在 庫管理な

HlLLTOP(1培

!

Al劣 化 け 断 サ ービス
●機器の状態をモニタリングし
「いつ もとこう」をお知らせ
●設備の状態に応じた効率 的な計画保全をアシスト

●ユーザー様のご要求仕様に
0人 と共存する日本ット構築に

)

!

ョンシング技術で世界に費心
・快題を
ンサやC02セ ンサ、VOCセ ツサ等、安全から快適まで、暮らし
1

フィガロ技研(株 )

の 中で活 躍する各種ガスセンサを展示 します。

(株 )副社長

RPA→ バソコン葉聴 自由1ヒ で生産性UP☆
RPA活 用による生産性向上の有効性を少しでも多くの企業にお伝
えできたらと考えております。

(株 )フ リート

中小理遺業億のつよい味方 !あ とづけloT
cT」 とお考えの管橋付 oTな らフリ
「あと
「我が社もそろそろ】
ートの
づけloT」 rこ お任せください
!

ヨ′ヽ
オリ(株 )

￨

)で

(有 )サ イバークラフト

三和電筑Fl暑 く株 )
(株 )シ ーシェルコ…ポレーション

、工将や倉庫内のさ

―・電 力測定装置・振動計測ユニット

BLEで 踊定データをほ配に直援入力
日LE措 戦のデジタルマルチメータで、電E・ 抵抗等の測定データを
タブレット端末の幅票や田面に直接入力。

スリーアップ。
テクノロジ中

(株 )GENECH DATA SOLUT10NS

ソフトバンク(株 )
(株 )タイヘン

く
株)竹 中製作所
(株 )博 本チエイン

(株 )デ ィジ
・テック

・エージェンツ
(株 )テ クノ

い国の目速 。
日向七カ と需中産対策センサ
小型ヽ
軽量・安価な風基センサ、3D徴 風連センサ、韓中走対策用

ホルトフラン(同 )

、クラウドに収集し、W6bア プリで情報を

センサ や、PMVセ ンサ 等 。

｀
コス′
の程いマネージャーを
チェックや管理の、時間とコストを削減。現場の張栗

(株 )Mountain GoHlla

共有するシステムです。

(株 )ス タツフ

・ハー ドウェア開発の展示物です。センサーで情報 を取得 し
ソフト
レット端末 へ 情報を送信 します。

北口E博 (株 )

計 刃 シ ステ ム・ピッキ ング システ ム

セン

―ト
ヽ
ノフトとハードのE作 開角のエキス′

く
材卜)PROTEC

電子化する業務哉筈 システムです。

ン朴 ツプ

マスプ ば

卜開発から回路 、基板、桂結 設計 と試作や量 産まで、スター ト
プ企画、製 品開発をトータルサ ポー ト。
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