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概　要

ダイトロン株式会社
（英文名　Daitron Co., Ltd. ）

1952 ( 昭和 27） 年６月 24 日

〒532-0003　大阪市淀川区宮原 4－6－11

代表取締役社長　　土屋　伸介

7609　（東証プライム）

22 億 70 万 8,560 円　

連結　72,341 百万円　（ 2021 年 12 月期 ）

連結　893 名 　

みずほ銀行、三菱UFJ 銀行

事業内容 電子部品＆アセンブリ商品、半導体、エンベデッドシステム、電源機器、
画像関連機器・部品、情報システム、半導体・FPD製造装置、電子部品
製造装置　等の製造・販売、上記製品の輸出入業務

商号

グループ
会社 ダイトテック株式会社

DAITRON (MALAYSIA)SDN. BHD.（マレーシア）

DAITRON INC. （米国）
DAITRON (KOREA) CO., LTD.（韓国）
大都電子 ( 香港 ) 有限公司（香港）
大途電子 ( 上海 ) 有限公司（中国） 
大途電子 ( 深圳 ) 有限公司（中国） 
台灣大都電子股份有限公司 （台湾）

DAITRON (THAILAND) CO.,LTD.（タイ）

( 国内 ) ( 海外 )

2022/4/1 付

設立

本社所在地

代表者

証券コード

資本金

売上高

社員数

主要取引銀行

ダイトロンネットワーク

ビジネスモデル

製造から販売までを一貫して行うことで、より高品質な製品・サービスを提供するとともに、新たなビジネスモデルの創造に挑戦し続けます。

■オレゴン(米国）■ソウル(韓国）

■台北(台湾）

■バンコク
　(タイ）

■クアラルンプール
（マレーシア）

■ネブラスカ(米国）

■深圳(中国）  
　　　　■香港(中国）

●　販売拠点
■　製造拠点

■ペナン
（マレーシア）

■上海(中国）

■マニラ
（フィリピン）

海外拠点 12拠点

　　■ハノイ
　　　(ベトナム)　

■部品事業
■装置事業
■ダイトテック㈱

● 宇都宮
● 国立
● 静岡
● 京都
● 広島 

　 多摩 ■ 亀岡
■ 一宮　■ 金沢 
■ 栗東  
■ 田川
■ 広島

＜ 販売拠点＞

＜製造拠点＞

● 仙台
● 東京
● 松本
● 金沢
● 神戸
● 熊本 

● 茨城
● 横浜
● 名古屋
● 大阪
● 福岡 

16拠点

7拠点

東京本部

中部基幹工場
(一宮)

大阪本社

国内拠点

M&S カンパニー
販売機能

Marketing & Sales

D&P カンパニー
製造機能

Development & Production

社内カンパニー制

会社紹介

車載コンポーネンツ 検査装置

オートモーティブ市場への取組み

自動車業界におけるこれまでの実績を基礎に、車載関連製品から
設備関連製品まで幅広く取扱い、お客様が抱える課題を解決する
ためのソリューションをご提供いたします。

組 織 体 制
※本イメージ図は営業組織体制を中心に表現しており、正式な組織図とは異なっております。

( 2022/4/1 付 )

東京機械営業所
仙台出張所
大阪機械営業所
名古屋機械営業所
福岡機械営業所

多摩営業所
東京電子営業所
横浜営業所
宇都宮営業所
仙台出張所
松本営業所
茨城営業所

名古屋電子営業所
金沢営業所
静岡営業所

大阪電子営業所
京都営業所
神戸営業所
広島営業所
福岡電子営業所
熊本営業所

東京センター
大阪センター
中部物流課

計測機器工場（亀岡）
機械装置工場（中部/金沢/多摩）

電装工場（栗東）
特機工場（多摩）
機器工場（中部）
コンポーネント事業部（栗東）

東日本エリア営業部

中部日本エリア営業部

西日本エリア営業部

海外営業部

海外業務管理部

電子デバイス営業部

情報システム営業部

機械営業部

国内事業部門

グリーン・ファシリティー部

装置生産部

部品営業部

製品開発部

部品生産部

装置事業部門

部品事業部門

事業企画部

営業推進部
部品＆ASSY グループ
エンベデッドグループ
電源機器グループ
画像機器グループ
新規市場開拓グループ

企画グループ
技術グループ

マニラ駐在員事務所（フィリピン）
ハノイ駐在員事務所（ベトナム）

品質環境推進室

・オートモーティブ
・メディカル
・ IoT

※旧ダイトロンテクノロジー㈱

※旧ダイトデンソー㈱

※カンパニー名の意味については、下記を表しております。
　「Ｍ＆Ｓ」・・・Marke�ng & Sales
　「Ｄ＆Ｐ」・・・Development & Produc�on

※旧ダイトエレクトロン㈱
　営業本部

商品仕入部

プロジェクトチーム

M&Sカンパニー

D&Pカンパニー

海外事業本部
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＜Power系＞＜センサー系＞

＜Power系＞

車載コンポーネンツ

（イメージ）

Rx 4chmicroUSB

Tx 2ch

＜面実装＞ ＜異種金属溶接型＞

（埋込型モジュール） （上乗せ型モジュール）

（イメージ）

標識

標識
自動車自動車

柵柵

©Heraeus Nexensos GmbH

車載用ハイプレッシャーコネクター
ヒロセ電機㈱

・接点部の酸化を防止
・誤挿入、こじり防止構造
・高い剥離強度を確保

サーキットプロテクタ、パワーリレー
E-T-A 社

・ドイツ製 
・軽量化、小型化に最適 
・欧米の乗用車・バス・トラック・
  建機に搭載 

電流検出抵抗器
セイデンテクノ㈱

車載ハーネス

耐熱・耐振動に優れた車載用ワイヤー
ハーネス 及び Fakra/HSDケーブルAssy

100Ａ以上の大電流に対応した電流検出用シャント抵抗器
（カスタム対応可）

（ ISO/TS16949 取得メーカーなど多数取扱い）

温度ヒューズ付抵抗器
内橋エステック㈱

温度を検知して回路を遮断する重要安全部材

車載用リアクトル
㈱タムラ製作所

車両の電装化・電動化に
対応する基幹部品

高密度圧縮成型コイル
㈱セルコ

・コアの隙間に電線に詰め込むことにより省スペース、高特性を実現
・隙間が少ないためコイルの放熱性が高い
・丸線は平角線より安価であり、被膜の損傷なく圧縮成型できる

（整列巻コイル） （高密度圧縮成型後のコイル )

24GHz帯電子走査レーダモジュール
サクラテック㈱

  ・MIMO レーダー方式により
　　　　方位検出範囲を±45°実現
  ・薄型(厚さ6mm)  ・USB I/F搭載

バックソナー
日本セラミック㈱

＜車載用リアクトル＞

フラックスゲート方式により高精度、
高速応答を実現。車載充電器などで
実績あり。定格電流6A～50A。

＜電流センサ＞

miRadarTM8

自動車後方の障害物を感知すると音や光で警告するシステム。
1.5m~0.3mまで段階的な警告音で、障害物との距離を認知可能。

EV・HEV・PHEV用 高電圧・高信頼性ヒューズ
エス・オー・シー㈱

・動作協調を含めたご使用条件に合わせて幅広い定格電圧、
   定格電流のラインナップから最適な商品をご提案
・次世代エコカーに必要とされる遮断性能と長期耐久性を両立

＜メインバッテリー保護用＞ ＜補機保護用＞車載用レンズ車載用カメラ

前方監視、バックモニター、車線検知などの用途に
適した車載カメラ、レンズ

（ 近赤外対応など各種対応可能です ）
温度センサ

SEMITEC ㈱

センサのSEMITEC
　・カスタム対応可
　・高精度サーミスタ

高精度サーミスタ

（カスタム例）

Intelligent Stereo Camera

・ステレオカメラ3次元位置計測
  SRIM Technologyを搭載
・リアルタイム処理、クリアな視差画像、
  キャリブレーションフリーを実現

白金温度センサ
ヘレウス㈱

高精度な温度測定、長期安定性、優れ
た再現性と応答性が特徴。
カスタマイズ対応。

無接点電力伝送コイルユニット

SAE規格品及び送電側/受電側等、試作～量産まで
対応可能。

79GHz MIMOレーダープラットフォーム

・miRadar®48e-EVは距離、方位(水平垂直)、
 速度の検出が可能
・MIMO方式により48エレメントのバーチャル
 アレイを実現し、高精度3D検出可能

ITD lab
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＜その他＞

車載コンポーネンツ

自動車向け冷却ファン
デルタ電子㈱

過酷な温度条件、衝撃、湿気に耐える冷却ソリューション

窒化ガリウムパワートランジスタ
GaN Systems 社

高速、高電流用パッケージング。
業界最高水準200Aまでラインアップ。

大電流対応基板
大陽工業㈱

高速通信FPC YFLEX
山一電機㈱

㈱カタナコーポレーション
FPGA用高速可逆データ圧縮IPライブラリ

・圧倒的な高速処理
・png、zip等と比べて高圧縮
・高セキュリティ

（対象デバイス）
　　XILINX, ALTERA 各種デバイス

画像診断装置の機器内配線に適した
高速・高屈曲・耐ノイズ性能に優れたFPC

発熱部品直下へ銅チップ埋込により、排熱
構造・部品配置・生産性の最適化を実現

<銅インレイ基板＞

GaNデバイス向けとして、低寄生インダク
タンス配線と大電流配線の両立が可能

<異型銅厚共存基板＞

圧力センサ
フォーティブ ICG ジャパン㈱

・最大推力16kN、最大ストローク長1,000mm
・優れた保護等級　IP69K/IP67（保持時）
・各種制御オプション選択可
  （アナログ、デジタル、CANBUS J1939など）

・圧力＋温度出力搭載可能
・優れた精度（±0.25%FS）と
  優れた温度特性（±0.015%FS/℃）
・高耐圧、高破壊圧

㈱シミズ
電着塗料エレコート

・連続耐熱温度180℃、3000時間以上を実現
・耐酸性の皮膜で複雑な形状でもコーティングが可能
・高硬度、塗料安定性に優れ、カチオン系塗料のため、  素材を選ばない

穴径500μm エッジ部分の被覆性が良好

優れたつきまわりとエッジカバー性
素材：銅 膜厚30μm　素材：銅

コンタクタ
㈱カイレン・テクノ・ブリッジ 

・日本国内の自動車工場のAGVに採用  
・高い安全性  
・幅広い温度環境　  
・ハイレート充放電能力 

・ドイツ製  
・鉄道業界に長年の実績  
・BDU　(バッテリー遮断ユニット）に最適  
・双方向で2000A/3000Vまでラインアップ ( 提供元；E-T-A 社）

酸化鉄リチウムイオン電池
Schaltbau 社

（コーティング事例）

バスバー

電動アクチュエータ

小峰無線電機㈱
マルチGNSSアンテナ

QZシリーズ RJシリーズ
受信ボード一体型アンテナ。
QZシリーズと受信チップの一体型ユニット。

小型で高精度 GPS、QZSS、GLONASS、Galileo、Beidouなど
各国の衛星や、2周波、3周波にも対応。

戸田工業㈱
フレキシブルフェライトシート

・軟磁性フェライトのフレキシブルフェライトシートで、  電子デバイスから
  発生する1MHz～1GHz帯のノイズ  を効果的に抑制
・薄膜タイプもあり、各種テープでのラミネートや複雑な形状加工も可能

HALO社
車載用AEC-Q200対応トランス

・車載イーサネット用
・車載MOST通信用
・バッテリ管理システム（BMS）用

AGV(無人搬送台車)用ワイヤレス給電システム
㈱ダイヘン

・位置ズレに強い
・据え付けが簡単
・容量に応じた豊富なラインアップ

TGシリーズ（DC/DC）
アルス㈱

鉄道規格の振動、衝撃基準に準拠。-40℃起動、
高温環境下での使用を想定したタフな設計

EV用高電圧・大電流コネクタ
アンフェノールジャパン㈱

・あらゆる電動パワートレインに最適
・最大1000Vの高電圧、350Aの大電流に対応
・USCAR-2、USCAR-37、LV-215適合

ポジションセンサ

・非接触型の高精度ポジションセンサ
・自動補正機能（±0.5%以内の高精度）
・最大5,000万サイクルの長寿命設計

＜HVSLシリーズ＞

TouchNetix 社
静電容量式パネルコントローラ

・接触、非接触、圧力検知の機能を1チップで実現するICメーカー
・非接触によりジェスチャーでのパネルコントロールが可能
・優れたノイズ耐性により、車載でも高いパフォーマンスを実現

C&K 社
自動車内装品スイッチソリューション

＜主な用途＞ステアリグホイール多機能スイッチ、ADAS、シフトレバー
＜特徴＞
　・差動力レベル選択可（1.0N～9.0N）　・サイドプッシュ選択可
　・長寿命　　・ASIL対応設計
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検査

＜3D検査＞

＜マイクロスコープ＞

（ブレーキパッド3D画像）

カメラ

レンズ

回転テーブル

ラインレーザ

円筒管

レーザ照射部

鏡筒

（測定イメージ）

3D検査カラー検査欠品・有無検査 WEB検査OCR
（組立装置カスタム例）

＜計測画面＞

㈱パパラボ

塗装色検査装置（色ズレ・色ムラ）

・正確な色の再現と微妙な色の
  違いを識別
・色データを定量化（XYZ値Lab値）

デジタルマイクロスコープ
㈱ハイロックス

・簡単操作のオールインワンモデル
・深度合成（フォーカス合成）機能
・2D⇔3D画像切替えにより、
　ますます多彩な計測が可能

VeriSens vision sensors
Baumer 社

コード読み取りと品質評価や
組立監視、キズ・欠け検出など、
さまざまな検査に利用可能

艶有り塗装品向け外観検査装置
バイスリープロジェクツ㈱

・特殊スリットパターンで、反射しやすい
  製品の欠陥検出能力を向上
・LabVIEWでのシステム構築可能
・欠陥検出サイズ　直径0.1ｍｍ
  　　　　　　　　深さ0.0005ｍｍ

工業用内視鏡
スリーアールソリューション㈱

卓上3D形状計測装置
ミツテック㈱

・簡単高速計
  （ex.30mm x 10mm → 1秒！）
・高分解能（非接触で0.42um）
・3軸ワイド仕様
  （X:125mm Y:97mm Z:35mm）

ハンディ型スマート 3Dスキャナ
㈱データ・デザイン

Artec Ray
・長距離型ポータブル3Dレーザースキャナ
・飛行機、建物などの大型オブジェクトをスキャン
・サブミリ距離の精密度とクラス最高水準の角度正確度

円筒管内側面3次元凹凸検査
澁谷工業㈱

・内径10mm以上の細管内面の3D検査を実現 
・光学系・検査ソフトウェアはカスタマイズ可能 
・用途に応じた検査システム構築可能

カラー

非接触3次元計測システム
アキュイティー㈱

変位試験や振動試験、
ロボット制御、
作業分析、CAE比較
　　　　　　などに活用

装置

＜ダイトロンの画像ソリューション＞

＜鉄系磁性素材パーツ例＞
（検出例）

傷

パーツの着磁・蛍光磁粉液の塗布

ブラックライト照射（傷の検出）

画像処理（NGパーツの自動排出）

脱磁

洗浄

パーツ自動探傷検査システム
ダイトロン㈱

（アプリケーション例）
・異物購入

・欠陥有無

・寸法測定

・OCR読み取り

・3D計測　　　など

当社では製品ラインアップを豊富にご用意し、お客様のニーズに
応じたシステム提案をしております。

　φ3.9mm工業用内視鏡
・IP67の防塵・防水に耐油機能付
・先端に白色LED搭載

　φ0.85mm細径硬性鏡
φ1mm以下の穴の中が観察
できる

画像処理や精密位置決め技術
が必要な各種検査機、測定機
をニーズに合わせて製作

レゾルバ位相計測器
㈱エヌエスティー

モータを手回しするだけで簡単にレゾルバ
の位相合わせ(取付角度調整)が可能

作業支援カメラ
リコーインダストリアルソリューションズ㈱

・「画像認識」でヒューマンエラーを防ぐ
・画像認識、アプリケーションを内蔵のPCレスのカメラシステム
・「実績収集」でトレーサビリティに活用

Artec Leo
・1秒あたり44フレームの史上最速ハンディ型3Dスキャナ
・タッチスクリーン内蔵
・黒や光沢のある被写体などに優れたスキャン能力を発揮

光コム３次元形検査システム
㈱ XTIA

・全数自動検査の実現「外観検査・寸法検査」
・μ(ミクロン)精度で広視野測定
・同軸レーザー計測で複雑形状も測定可能
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＜AI ・ Deep Learning＞

計測

＜IoT＞

OK NG

異常の出現

故障 オンプレミス／クラウド／PC／IPC

データ収集

フーリエ
変換

劣化指標
判定

グラフ
化

オンプレ/クラウド

DB 化

3 週間～ 1か月前に異常を検知

ネットワーク

クラウド

AIエッジ
サーバー

大容量データ

エッジサーバーの導入で...

✓ 通信料を削減
✓ ネットワーク負荷を低減
✓ 低レイテンシを実現

S1-P1B直径 0.5mm S1-P2

HMS 社
産業用AIスマートカメラ

ECM（排ガス計測）
　Lambda、A/F、O2、NOx、
　O2,NH3,EGR対応

小型排ガス計測システム

FastTemp（超高速応答熱電対）
　・応答時間：50msec以内
　・温度範囲：-60～1370℃
  

＜実車からベンチでの使用＞

実車計測ツール

EMX（アナログ計測）
  ・IP67仕様
  ・堅牢
　（エンジンルーム内の使用が可能）
  ・アナログ、熱電対

DLX（超小型データロガー）
  CAN、LIN、XCP、CCP、アナログ、
  Kライン、熱対応

ATI 社

㈱カタナコーポレーション

各種試験装置
㈱ペリテック

グラフィック型プログラム言語「LabVIEW」を使用した
各種テストシステム

高速可逆データ圧縮ソフト

・圧倒的な高速処理
・png、zip等と比べて高圧縮
・高セキュリティでデータ流出対策に有効

ハンディ近傍界ノイズ測定器
㈲アステック開発

持ち運び可能なハンディ型で、
今まで測定対象物の形状・大き
さでノイズ計測が難しかった
製品の測定を現場で可能に

ビッグデータ可視化ツール
サイバネットシステム社

膨大なビッグデータをマップ上
に可視化することで「気付き」や
「仮定」を支援するツール

正常
ゾーン

グレー
ゾーン 故障

ゾーン

AI開発向けワークステーション
HPC システムズ㈱

・第9世代Core™プロセッサー搭載ワークステーション 
・水冷タイプのGeforce® RTX 2080 Tiを4基搭載可能 
・長時間の学習時でもGPU性能を落とさず安定稼働

各種CAN、LINインターフェイス、ロガー
Kvaser 社

LeafLight V2
CAN/USBインターフェイス

BlackBird HS V2
CAN/WiFiインターフェイス

Memorator Pro2xHSV2
CANデータロガー

株式会社アダコテック
機械学習ソフトウェア（AdaInspectorLS）

革新的な学習型パターン認識技術
であるHLAC/CHLAC*を活用した
機械学習ソフトウェア

(提供元；キヤノン IT ソリューションズ㈱）

予知保全システム
㈱ FAプロダクツ

加速度と角速度計6軸の振動データを統計学手法による
5種類の劣化指標として解析し、 劣化予知を可能にするシステム

AI技術とエッジコンピューティング技術を駆使し、画像入力と
処理を一体化した先進のスマートカメラ

*HLAC/CHLACは、産業技術総合研究所
  (産総研)の特許技術です。

Multi Sensor Frontend Box
ダイトロン㈱

各社専用センサー(加速度/ジャイロ/温度/照度など)に対応する
データ送信機能付きマルチセンサー・モジュール

①高い状況検出精度
　 複数センサを自由にカスタマイズ可能
②置くだけでOK
　 電池/920MHz無線 ワイヤレス駆動
③複数台同時駆動
　 マルチホップ通信方式

MSFBシリーズ

( 提供元；キヤノン IT ソリューションズ㈱）

小型エッジサーバー
HPC システムズ㈱

・「NVIDIA® Tesla® T4」搭載 
・PoEポート×6基、LANポート×3基装備 
・USB3.0ポート×6基、COMポート×2基装備 
・Edgecross推奨産業用PC認証取得モデル

・入力が容易な数字/ファンクションの物理キーを装備 
・各種読み込み機能（バーコード、RFID/NFC、MSR） 
・背面LEDライト付き500万画素AF CMOSカメラ搭載 
・起動したままバッテリーの交換が可能

10.4インチ 耐落下1.2mの堅牢タブレット

Transit Optimal Platform
㈱ iPX

既設新設現場におけるAGV等自立搬送体の経路や
台数、運用の最適化を検証するための環境表現プラットフォーム

（デモイメージ）

ロボセンサー
ロボセンサー技研㈱

ロボセンサー®（振動センサー）
・高感度/低ノイズ、広帯域（～3MHz）
・電源不要、極細/軽量
・用途例：設備予防保全、刃先状態監視、
　　　　体動モニタ、触覚センサ

CW-401 MKII（高精度電流クランプメータ）
　・小型軽量・堅牢なアルミニウム筐体
　・40℃～120℃の広い動作温度範囲
　・計測値、センサー設定はCAN BUSを通して出力

5Gルーター
京セラ㈱

5G/L5G（Sub6、ミリ波）,SA/NSA対応
　・汎用I/Fで多様な機器を5G化
　・エッジAI(アプリケーション)搭載可
　・排熱構造による安定した連続稼働

IoT向け自立電源システム
㈱ Eサーモジェンテック

150℃耐熱フレキシブル熱電発電モジュール「フレキーナ® M1」を
搭載した、パイプ状廃熱源に直接装着可能な小型・高出力の
IoT用自立電源システム
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計測 評価

4台カメラ＆アナログ記録システムFireREC
㈱テクノスコープ

カメラ/音声データをモバイルで
同時記録

ECU開発ツール
ATI 社1.世界トップクラスの制御システム開発ツールおよび性能エンジニアリングサービスの提供

2.使いやすく実用的かつ革新的な結果重視のソリューション提供
3.品質・価格および提供方法に関する顧客満足の提供

ECUテスター
各種開発支援／設計／製作

（適合、計測ソフト) （バイパスソフト)

・任意アナログ信号を出力
・4ch出力モデル（標準）

任意信号発生器

パワーデバイス用テストソケット
㈱ SDK

プローブタイプのピンで定格300Aまで対応可能
（これ以上についても応相談）

卓上小型無風恒温槽
キーナスデザイン㈱

無風の恒温環境を卓上で高速・高精度に実現

走行データ取得
同期/リアルタイム記録

㈱日本イントリピッド・コントロール・システムズ

車載ネットワーク開発用統合ソフト

ダイトロン㈱
オリジナル技術

VISION No Hooks

お客様の使用環境に合わせたコストメリットのあるご提案をいたします。

日本システムウェア㈱
モデルベース開発

・モデルベースによる
  新規開発
・既存資産のモデルベース
  リファクタリング
・導入コンサルティング

Vehicle Spy Professional（多機能シングルツール）
　車載LANの統合開発ソフト、診断からECUシミュレーション
　まで一つのソフトで完結

車載Ethernet ,CANFD,SerDes,A2B他
　Automotive Ethernet開発環境：
　モニター、 シミュレーション、 TAP、 Gateway機能のサポート

車載ネットワーク開発ツール

検査ベンチ

バットコンタクト(押し当て給電式コネクタ)
㈱グローブ・テック

ECU のバスバーやインバータ等の端子台
に対して押し当てるだけで、大電流の通電
が可能なコネクタ
  ・製品への傷を大幅軽減
  ・大電流(～1000A 以上)の導通が可能 
  ・接続相手の寸法ばらつきを吸収

MBD開発用リアルタイムマシンspeedgoat
エムアイエス㈱

・speedgoat社はMathWorks社のGrp会社であり、同社推奨の
  RCP/HILS専用マシン
・リアルタイムテスト、Simulink Real-Time（RTOS含む）は
  MathWorks社側より提供

GMSL2カメラ
e-con System社

・インドに本社を置く、2003年に設立したOEMカメラメーカ
・MIPI、USB、GMSL等のインタフェースを持つラインアップを展開し
　NVIDA、NXP、TI等の各プラットフォームへの高い接続性をもつ

自動運転ソリューション

遠隔ロガーシステム
　遠隔地からの車載ネットワークデータをWiFi環境／
　携帯電話網を使用してサーバーにアップロード可能

車載ネットワーク対応大規模データロガー開発ツール
　SerDes／FPDLINKⅢ／GMSL2／GVIF対応

ATI 社
EV,PHEV,Charging Station用の電流・電圧・温度計測リューション 

高電圧モジュール
  ・高電圧下の電圧、電流、温度を同時に計測
  ・各チャネル1500Vガルバニック絶縁対応 
  ・出力：CAN、XCP-On-Ethernet通信に対応

高電圧センサ
  ・高電圧下の電圧、電流、温度を計測する
        プローブ
  ・あらゆる標準コネクターに対応 　
  ・狭い環境下でも計測が可能

インテリジェント電源
  ・LiFeP04のバッテリーパックで電源を供給
  ・車輌の発電機のON/OFF監視機能搭載
  ・車輌の負荷を最低限に保ち、安定した
 　計測が可能

低電圧モジュール
  ・低電圧下の電圧、電流、温度を同時に計測
  ・各チャネル80Vガルバニック絶縁対応 
  ・出力：CANに対応

低電圧センサ
  ・低電圧下の電圧、電流、温度を計測する
        プローブ
  ・ヒューズボックスから直接信号を取出し可能
  ・バッテリー等の高電流計測にも対応

チャージモニター
  ・1次電源からチャージングステーション間、
    チャージングステーションから車輌間の
    特性を計測　
  ・認証計測、エネルギーマネジメント、
　充電試験に使用可能
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その他

異種金属溶接
ハイメカ㈱

AceRealを使った業務ソリューション
サン電子㈱

メンテナンスマニュアルの表示による作業支援などが可能

精密かつ微細なスポット溶接を
実現する溶接電源

現実空間に3D映像を融合
できるメガネ型デバイス。

＜溶接例＞

Ta線－Cu合金 積層溶接

CFRP向けダイヤモンド工具
㈱東京ダイヤモンド工具製作所

仕上げ加工用
切削工具 各種

高品位切断用
電着工具 各種

高品位仕上げ
  ・バリ/層剥離の抑制
  ・高精度加工

DTFCシリーズ

量産コストの削減
  ・手仕上げ工程の削減
  ・長寿命
  ・再研磨/再電着対応

高性能/濃縮・乾燥機 CDドライヤー
㈱西村鐵工所

熱源からの熱伝導により
液体材料を間接加熱して乾燥

UV-LED硬化装置
㈱アイテックシステム

UV硬化材料に合わせた、UV-LED照射ヘッド（強度・波長・搭載
数）の選択と、生産ラインスピードに合わせて、各種搬送設定
が可能な、シャトル式UV-LED硬化装置

・省スペース
・省工程
・高洗浄性
・高メンテナンス性

超音波接合・切断
㈱アドウェルズ

超音波接合は、ロー材を使わずに
材料同士をダイレクトに常温で接合

プログラマブル直流回生電源
ヘッドスプリング㈱

・応答性能と安定動作を両立
・単体5kWで拡張可能な直流回生電源
・19インチラック1.5Uサイズ

リライタブルレーザーシステム
㈱リコー

　　専用のレーザーマーカ―とラベル
　　により、通い箱のラベル表示を
非接触で繰り返し約1000回書き換え可能

平角線被覆剥き装置
㈱山岡製作所

電動車モーター用の平角線被覆
剥き金型では高精度に被覆剥き
を行うと共に面取りや面打ち加工
を実施。
装置と金型共に設計製作可能。

デジタルトルクレンチ「デジラチェ[メモルク]」
京都機械工具㈱（KTC）

・締結作業のIoTを実現！
・トルク値の見える化で、誰でも高品質な
  作業が可能。
・トルクレンチとPC端末がつながることで
  自動記録が可能。

遠隔作業支援
ジャパンメディアシステム㈱

若手が装着したスマートグラスのカメラ映像を離れた場所の熟練者に送信。
熟練者は映像、音声、図などで現場のスマートグラスに的確に指示を出し、
効率的な若手支援を実現

帳票電子化ソリューション
㈱シムトップス

iPad, iPhone, Windowsタブレットによる
ペーパーレス『現場帳票』
記録・報告・閲覧ソリューション 各種測定
器と連携し、業務効率化実現が可能

IH半田付け装置
㈱スフィンクス・テクノロジーズ

はんだ付けを非接触で実現するメーカー。
IH技術が有する高い加熱能力と自在な制御により、個々に
最適でスピーディなはんだ付を実現。
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