
関東ロボットセンタ

̶来て・見て・触って  ロボット体験̶



お客様

SI
（システムインテグレータ）

2

ようこそ，関東ロボットセンタへ

まずは，これまで自動化が困難だった食品・医薬品・化粧品市場などハンドリングロボットの市場開拓に注力します。
その後も，ロボットによる自動化の潜在需要が多く残る分野へ，次々と挑戦していきたいと考えています。

市場開拓によるビフォアサービス強化

施設の目的

ロボット
工場

関東
ロボット
センタ

マーケティング強化

情報提供・サポート強化

ビフォアサービス強化1

1

ロボットを使った自動化設備の設計・製作をお客様から請け負うSI各社様への情報提供および技術サポートを実施します。
SIの皆様向けの専用施設を設け，実際に当社ロボット製品をご使用いただき，SI各社様との関係を強化します。

情報提供・技術サポートによるSIの皆様との関係強化2

ビフォアサービスを中心とした対応から，お客様ニーズや将来構想などの情報を収集し，工場開発部門と情報一元化します。
マーケティング機能の強化を製・販・技一体となって推し進め，高度化・専門化するお客様ニーズを適切に反映した製品開発に役立てます。

製・販・技の一体連携よるマーケティング強化3

2

3

本施設は，「来て・見て・触って　ロボット体験」をコンセプトに， 

お客様と一緒に，当社の産業用MOTOMAN（モートマン）の可能性探究や， 

新たな活用の創造を行っていくことを目指しています。 

営業員・技術員一丸となった提案活動，技術相談，実機を使った

ソリューションテスト，各種教育などのビフォアサービスを通して，

お客様のご要望にきめ細かく対応いたします。

玄関
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当社サービスロボットSmartPal（スマートパル）が皆様
をお出迎えします。器用な身振りとおしゃべりをお楽しみ
ください。

受付

ご来場の皆様が，準備してあるルービックキューブを
ばらばらにしてください。
新世代双腕ロボットがルービックキューブの完成に挑戦
します。完成までにかかった時間も表示します。頭の
よさと素早い手さばきをご確認ください。

ルービックキューブ

1F
玄関

SIルーム

ショールーム

CSプラザ

ショールーム

ショールームではロボット製品だけではなく，

当社がグローバルでトップシェアを誇る

モーションコントロール製品も展示します。

サーボ&アクチュエータ

マシンコントローラMPシリーズ

誘導モータ制御と超高効率な同期
モータ制御の比較で，電気代，
CO2排出の大幅削減を実際にご覧
いただけます。

省エネ比較体験デモ

汎用モータから高効率な磁石内
蔵の同期モータまで，エンコーダ
レスで制御可能な汎用インバータ
A1000とV1000を紹介します。

高効率ドライブ高速・多機能，優れた拡張性を誇
るMPシリーズ最新の製品を含め，
コントローラ本体と各種拡張ユニッ
トを紹介します。
（　  詳細は本誌P6をご参照ください。）

業界最高性能のACサーボドライ
ブ　　シリーズの豊富なライン
アップと機能をご覧いただけます。
（　  詳細は本誌P6をご参照ください。）

省エネ
機器

モーション
コントロール
製品



塗装エリア

塗装エリア
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セルシステムエリア 用途創造エリア

見学通路
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1F
玄関

SIルーム

ショールーム

CSプラザ

C Sプラザ

S I（システムインテグレータ）ルーム

CSプラザでは，実際のロボットの動きを体感できます。

SIルームでは，ロボットの自動化の可能性をご理解いただけます。

塗装ブースを完備し，塗料の吹き
付けが行えます。また，ワーク段
取り換え装置（サーボトンボ）も
展示・使用できます。

当社がロボットの利用ノウハウの
蓄積のため，自社の工場に適用し
てきたロボットによる自動化設備
を展示しています。ロボット利用の
ヒントになればと考えています。

新たなロボット適用分野の
創造を行うエリアです。

ピッキング・パッキング・パレタイジン
グが行えます。実際の製品搬送ライン
を想定した構成になっています。

新世代双腕・単腕ロボットを設置
しています。組立てや搬送など人
が行っていた作業にロボットの適
用が可能かの確認ができます。

3Dビジョンセンサとロボットを組
合せて実験を行うことができます。

PPPエリア 新世代エリア ビジョンエリア

ロボット，溶接電源，ポジ
ショナによるアーク溶接が
行えます。2台のロボットで
の協調機能を使ったアーク
溶接も行えるよう準備して
います。

アーク溶接エリア

各種ロボットを使用して
小システムの試験を実施す
るためのエリアです。散水
テストを実施できるエリア
も備えています。

小システム試験エリア

CSプラザレイアウト

当社ロボットの導入をご検討いただいているお客様の問題解決を支援します。

ロボットによる自動化において，ロボット自体の能力を含め，どんなことが，どの程度できるのか，

お客様のワークを使って，ロボットの作業アウトプットを確認するサンプルテストが行えます。

また，サンプルテストを行っていないときは，ロボット設備の見学も行っています。

システムインテグレータの皆様に当社ロボットの機能・性能をご理解

いただき，そのポテンシャルを引き出すことで，ロボットによる自動化の

可能性を広げていただくことを支援します。

制御装置・周辺機器を持ち込んでの組合せ試験にも対応可能です。
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Enewell
-CEV

モニタ（1階ショールーム）
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操作教育エリア（ 3階）

屋上

駐車場

3階操作教育エリアでは，ロボットのティーチング作業を

行います。屋上には太陽光発電パネルを，駐車場にはEV用

急速充電器を設置しています。

操作教室ではロボットスクールを実施します。

ロボットのティーチング作業を行うためには，労働安全規則に定められた

「教示等の業務に関わる安全教育」を受ける必要があります。

ここでは，その教育を行い修了証を発行することができます。

太陽光発電パネル（屋上）

屋上には，最大10kW出力の太陽光発電パネルを設置し，

施設の電力の一部を賄います。

太陽光発電の発電状況は，1階ショールームのモニタにてご覧いただけます。

また，この太陽光発電に使われている当社のパワーコンディショナは，

業界最高レベルの電力変換効率を実現しています。
（　  詳細は本誌P7をご参照ください。）

E V用急速充電器（駐車場）

駐車場には，来るべきEV社会のインフラ整備として，

当社が開発した急速充電器を設置しています。

当社の急速充電器はただの「充電する箱」ではありません。

ぜひこの機会に，近未来の設備をご覧ください。
（　  詳細は本誌P7をご参照ください。）

大会議場
（プレゼンテーションルーム）

応接エリア

操作教育
エリア

屋上

他にも保守コースなど，ロボットを安心してご使用いただけるような
様々なカリキュラムを準備しています。
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新製品紹介

モーションコントロール製品

マシンの最適制御を実現し，生産性を向上

統合マシンコントローラMP3200
「マシンコントローラ」という当社独自のネーミングが表すとおり，MPシリーズは

サーボドライブ装置の高速・多軸同期制御を得意としています。このたび，新たに

ラインアップしたMP3200は，MPシリーズの最高性能を有し，タクトタイム短縮

による生産性向上，システムの簡略化によるコストダウン，システムの「視える化」

などのニーズにお応えします。

超小形ACサーボモータ             （3.3～30W）と，

それに対応するDC電源入力タイプのサーボパックをラインアップ。

超小形化の実現により，装置の省スペース化などお客様のニーズに応え，

限られたスペースを有効に活用することができます。

超小形ACサーボドライブ  　 mini
さすが凄腕！ 使えるサーボ。       シリーズに新機種誕生

主な海外規格対応

主な用途
・半導体製造装置　　　・液晶製造装置
・電子部品実装装置　　・電子部品製造装置
・金属加工機　　　　　・ロボット
・組立装置　　　　　　・検査装置，計測機器
・クリーンシステム　　・AGV（無人搬送車）
・バイオ・メディカル用装置

・海外規格対応

・RoHS指令対応
RoHS指令とは，EUで発効した
有害物質禁止指令のことです。

主な特長

コンパクト （ W 30 × H 100*× D 80mm ）
コンパクトサイズで，制御盤や装置の省スペース化に貢献。 * : 取付部を含めると116mmになります。

DC電源入力対応
主回路電源はDC24V，DC48Vのバッテリ駆動に対応可能。AGV（無人搬送車）などの
搬送システムに適用可能です。
豊富な指令対応
指令の入力はアナログ／パルス／MECHATROLINK-Ⅱ／-Ⅲ通信に対応。
高精度
高分解能17ビット（131072パルス／回転）の絶対値シリアルエンコーダを搭載し，
高精度な位置決めが可能。設定変更によりインクリメンタルタイプとしても使用可能。
高速
定格回転数3000min-1，最高回転数6000min-1の性能で，装置のタクトタイムを高速化。

モーション・ビジョンシステムの融合で生産性向上
CPUとビジョンシステムユニットを超高速バスで接続し，画像処理と
モーション制御の遅れゼロを実現。
統合エンジニアリングツールMPE720 Ver.7からモーションプログラムと
ビジョンプログラムを同一環境で開発可能で，システム簡略化を実現。
業界最高性能
CPU-201では従来比4倍の超高速CPUを採用し演算処理の高速化を実現。
これにより装置のタクトタイムを大幅に短縮。
トレーサビリティ，メンテナンス性向上
データロギング機能，FTPサーバ機能の新規追加により，装置の稼働状況を
管理可能。7セグメントLEDの表示でトラブル対処も容易。

主な特長

現在

MP3200

CPUとビジョンの融合

通信遅れゼロ

従来

モーションプログラム

ビジョンプログラム
（画面作成ツール）

コントローラ

ビジョン
システム

通信遅れあり

お客様の機械やシステムを高速・高性能へと革新する
ソリューションを提供しています。
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環境エネルギー機器

普及が進むエネルギー源，太陽光発電用途向け

パワーコンディショナシリーズEnewell-SOL

10kW  200V 三相
10kW  200V 単相

100kW  400V 三相

小中規模の産業用途
集合住宅や学校用途
大容量メガソーラー用途

PV1000（10kW）

Enewell-SOL（100kW）

パワーコンディショナは太陽電池パネルが発電した直流電力を高品質な交流電力へ変換し，

一般の電気機器で使用したり，電力会社の系統電源に供給する装置です。

当社のパワーコンディショナEnewell-SOL（PV1000*1）は，様々な市場，用途での需要

を検討し，機種拡充を図っています。現在，10kW三相／単相機種やメガソーラー（大規模

太陽光発電）に対応できる機種も提供可能です。さらに，小形・高効率な家庭用機種の開

発も進めています。

ＥＶ時代が幕を開けようとしており，その普及には充電設置などのインフラ整備が

欠かせません。当社の急速充電器Enewell-CEVは，EV時代のライフスタイルの変化を予想し，

街に溶け込む優れたデザインと，充電中に広告や情報を利用者に提供できる

プラスアルファの機能を有しています。

2011年度グッドデザイン賞受賞*1

電源部 スタンド部

スタンド部と電源部
を分離設置

複数台が同時に充電可能
（最大合計50kW）

電源部とスタンド部が分離

主な特長

主な特長

万全な高周波対策
高調波を確実にカットする機能*2を標準装備し，住宅地や
商業施設への設置が安心。
複数台の同時充電が可能
1台の電源部で最大2台のスタンドを同時に中速充電（約1
時間）ができ，設置スペースの有効利用が可能。
簡単な操作
操作説明もスイッチ近く
に配置しており，初めて
の方でも操作が簡単。

高効率制御
汎用インバータで培った世界最高レベルの高効率パワー変換技術により，
業界最高レベルの変換効率を実現。
広範な入力電圧範囲
入力電圧DC100～600V（10kW）／ DC250～600V（100kW）で運転
可能。また，DC250V以上で定格出力が可能。
自立運転機能*2

系統電源停電時の非常負荷運転用として自立運転機能を搭載。
接続箱*2，温度計・日射計用トランスデューサーの機能を内蔵

電気自動車（EV）用急速充電器 Enewell-CEV

インバータのコア技術であるパワーエレクトロニクスを応用した
「創エネルギー」分野の品揃えを進めています。

*1：公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2011年度グッドデザイン賞」の
       「乗用車，バイク，自転車，モビリティ関連商品」部門で受賞

*2 : 経済産業省から公示された「高調波抑制対策ガイドライン」に適合しています。

*2 : 10kＷのみ

*1 : 当社10kＷのパワーコンディショナは「PV1000」と呼びます。
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製造･販売製造･販売

株式会社 安川電機 ロボット事業部
北九州市八幡西区黒崎城石 2 - 1　〒806-0004　TEL （093）645-7703   FAX （093）631-8140

◆製品・技術情報サイト　http://www.e-mechatronics.com/
　“e-mechatronics.com”は，(株 )安川電機が運営する製品・技術・販売・サービス情報を提供するサイトです。

東部営業部
第一営業課

第二営業課

第三営業課

鈴鹿出張所

新規ロボット
営業推進課

埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812
TEL （048）871-6892   FAX （048）871-6920
埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812
TEL （048）871-6893   FAX （048）871-6920
埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812
TEL （048）871-6894   FAX （048）871-6920
埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812
TEL （048）871-6895   FAX （048）871-6920
鈴鹿市算所 3-16-30
ハヤカワビル 3 階  〒513-0806
TEL （059）370-3223   FAX  （059）370-3225
埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812
TEL （048）871-6896   FAX （048）871-6920

中部営業部
第一営業課

第二営業課

第三営業課

西部営業部
大阪営業課

広島営業課

九州営業課

豊田市柿本町 5-2-4  〒471-0855
TEL （0565）27-8901   FAX （0565）27-8904
豊田市柿本町 5-2-4  〒471-0855
TEL （0565）27-8901   FAX （0565）27-8904
名古屋市中村区名駅 3-25-9 堀内ビル 9 階  〒450-0002
TEL （052）581-9661   FAX （052）581-2274
浜松市中区砂山町 351-1 サニービル  〒430-0926
TEL （053）456-2479   FAX （053）453-3705

大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 4 階  〒530-0003
TEL （06）6346-4533   FAX （06）6346-4555
大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 4 階  〒530-0003
TEL （06）6346-4533   FAX （06）6346-4555
広島市西区横川町 2-7-19
横川メディカルプラザ 6 階  〒733-0011
TEL （082）503-5833   FAX （082）503-5834
北九州市八幡西区黒崎城石 2-1  〒806-0004
TEL （093）645-7735   FAX （093）645-7736

塗装ロボット営業部
埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812
TEL （048）871-6891   FAX （048）871-6920

国際営業部
欧米営業課

アジア営業課

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1  〒806-0004
TEL （093）645-7745   FAX （093）645-7746
北九州市八幡西区黒崎城石 2-1  〒806-0004
TEL （093）645-8036   FAX （093）645-7746
北九州市八幡西区黒崎城石 2-1  〒806-0004
TEL （093）645-7745   FAX （093）645-7746

クリーンロボット営業部

第一営業課

第二営業課

第三営業課

北九州市八幡西区黒崎城石 2-1  〒806-0004
TEL （093）645-7874   FAX （093）645-7746
埼玉県さいたま市北区宮原町 2-77-3 〒331-0812
TEL （048）871-6897   FAX （048）871-6920
大阪市北区堂島 2-4-27 新藤田ビル 4 階 〒530-0003
TEL （06）6346-4533   FAX （06）6346-4555
北九州市八幡西区黒崎城石 2-1  〒806-0004
TEL （093）645-7874   FAX （093）645-7746
北九州市八幡西区黒崎城石 2-1  〒806-0004
TEL （093）645-7874   FAX （093）645-7746

関東ロボットセンタ 埼玉県さいたま市北区宮原町2-77-3　〒331-0812
TEL （048）871-6890

ニューシャトル東宮原駅より徒歩4分
JR高崎線宮原駅より徒歩10分




