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IHI グループは、1960 年代に日本初の立体自動倉庫を
納入して以来、50年以上に渡り皆様にご愛顧いただい
ております。当社は、2015 年に株式会社 IHI から産業
FA事業の全面的な移管を受け、新たなスタートを切り
ました。

これにより、今までの物流設備に加えて、FAにかかわる
各種機器およびシステムもご提供できることになり、製造
ラインから物流センターに至る幅広い自動化、効率化
ニーズに対して、販売から設計、製造およびサービス・

メンテナンスまでを一貫してワンストップでお応えすることが可能になりました。

さらにアジア圏を中心とした海外への事業展開も強化しており、お客様のグローバル展開
に伴う海外での製造、保管、流通に関する様々なニーズにもお応えできるものと確信して
います。

私たちは常にお客様の視点に立ち、お客様にとって最適な形で技術やサービスをタイムリー
に提供して、お客様の信頼にお応えするとともに、従業員にとっても働き甲斐のある自由
闊達で風通しのよい会社であることを目指しております。

引き続き皆様のご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

IHI グループは、21世紀の環境、エネルギー、産業・社会基盤における諸問題を、ものづくり
技術を中核とするエンジニアリング力によって解決し、地球と人類に豊かさと安全・安心を提供
するグローバルな企業グループとなります。

IHI 物流産業システムは、物流ソリューション、産業 FAソリューションを通じてお客様の合理化
と価値向上に貢献いたします。

IHI Logistics & Machinery

経営理念／ビジョン

IHIグループ ビジョン

IHI物流産業システム ビジョン
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物流システム

1984年

物流システム事業における保守・
メンテナンスサービスの担当会社と
して「石川島物流サービス株式会社」
を設立

1968年
石川島播磨重工業株式会社（IHI）、
製薬会社に日本初の立体自動倉庫
を納入

1963年
石川島播磨重工業株式会社（IHI）
横浜第一工場にて、機械プレスの
設計・制作を開始

1937年
岡本鐡工株式会社を東京都荒川区
に設立。製紙機械、電線機械の生産
を開始

1945年 福島県本宮町に工場を建設

1969年
石川島播磨重工業株式会社（IHI）
が資本参加

1977年
石川島産業機械株式会社と社名
変更

1995年
株式会社明製作所の事業を統合し、
印刷機械および関連産業機械の
生産・販売を開始

2007年
石川島産業機械株式会社と石川島
岩国製作所が合併し「株式会社
IHI機械システム」が設立される

1999年 産業機械事業本部 
プレスプロジェクト部を設立

2006年
独自技術によるプレス工程間パネル
高速搬送装置「Vフィーダー」を開発、
販売を開始

2007年
「Vフィーダー」を採用したプレス
ラインの初号機を納入

2008年
「株式会社 IHIロジテック」に社名
変更

2012年

IHIから、国内一般物流システムの
業務を移管
セントラルコンベヤー株式会社を
当社の関係会社とする

2013年 IHI運搬機械株式会社より、主要機
器の製造を移管

2015年 IHIの FA事業を統合し、「株式会社 IHI物流産業システム」に社名変更

2016年 株式会社 IHI機械システムの産業機械事業を統合

FAシステム 産業機械
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株式会社IHI物流産業システムは、160年の歴史を持つ
IHIグループにおける陸上機械事業の中核会社として、
自動倉庫を中心とした物流システムから、各種産業
機械、生産ライン、工場全体を自動化するFAシステム
まで幅広いフィールドで皆様の事業の効率化・高度化
に寄与していきます。

沿革

事業構成

物流
システム

産業
機械

FA
システム

 サービス・
メンテナンス



カートピッキングシステム

事務棟

1F

2F

3F

ケースソーター

出荷荷捌エリア

出荷バース

破材処理室 / 空オリコン返却室

オリコンパレタイズロボット

ケース（ピース）入荷ライン

パレット入荷ライン

トランスライナ

平置エリア

デパレタイズ ロボット

ケース自動倉庫

パレット自動倉庫

ピースソーター

入荷
バース

■ 物流センター納入事例

● IHIグループが提供するロジスティクスソリューション
- 調査・分析
- コンセプトデザイン
- 物流フローと動線の最適化
- 能力バランスを考慮した物流機器の選定
- 効果的な人員配置の検討
- 全体システム制御と上位系システムとの連動
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物流センター・物流倉庫など、あらゆるフィールドで培った経験を活かして
「お客様最適」のロジスティクスソリューションを提供します。
総合物流メーカーとして培ったノウハウを基本に、ハード技術、ソフト技術を有機的に結合し、
ロジスティクス・物流のローコスト化・高い信頼性を追求します。
多彩な技術資源を背景に「お客様最適」のロジスティクスソリューションを提案します。

ロジスティクスソリューション

物流システム Material Handling System



ラックパック

ロボスタック

ファクトライナ

トランスライナ

シャトル＆サーバ
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● スムーズ&ショックレス
- インバータ制御により発進・停止・加減速がスムーズでショックレス
● 豊富な移載装置
- コンベヤ・プッシュプル・リフタ等により積み下ろしを全自動化
● 抜群のフットワーク（無人台車「ファクトライナ」）
-  各誘導方式（磁気・レーザー）とも、前後進はもちろん、スピンターン・横行もでき、
複雑なルートでも効率よく走行可能

● 高速＋高精度（有軌道台車「トランスライナ」）
- 業界トップクラスの最高速度と停止精度、スムーズな加減速

■   無人搬送システム

搬送 多彩な物流に静かで高速な無人搬送を提供

● スリム＆コンパクト
- 新設計でムダな隙間を極少化。抜群の保管効率
● 高速＆スムーズ
- 独自開発の制振制御ソフトを投入。最高速まで優しく、一気に加速
● 省エネ＆エコロジー
- 驚異の軽量化と回生電力の活用により、消費電力を大幅に削減

● IHIグループの総合技術力の粋を凝らした高層自動倉庫
● 抜群のスペース効率と短納期を実現
● 冷凍倉庫、危険物対応・車両保管など豊富な実績

■   標準自動倉庫ラックパック／ロボスタック

■   建築一体型自動倉庫オートスタックビル

保管 豊富な実績と先進の技術で高い経済性を実現

■   シャトル＆サーバ
● 多層構造型 高能力ケース自動倉庫
-  立体自動倉庫が持つ高密度保管能力に、高い入出庫能力を組み合わせることで、
荷物の一時保管と高速かつ正確な仕分け作業を完全自動化
-  堅牢な構造により、高い稼働率でも安定した運転を持続。無駄のない構造と徹底
した軽量化が、省スペースと省エネを実現

仕分け・ピッキング 確実でスピーディなピッキングシステム



FAシステム Factory Automation System

エア浮上式コンベア

ロール to シート

G8.5高クリーン対応クレーン

レーザリフトオフ（LLO）装置
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クリーン環境FAシステム
今後ますます高精細化するディスプレイやフレキシブルディスプレイ向けに、様々なラインナップを用意。
単体装置から一貫生産システムまで提供が可能です。

■  クリーン環境用スタッカークレーン
● 高クリーン度対応
● G2からG10までの豊富なラインナップ

■  Roll to Sheet
● 極薄ガラス～フィルムシート対応
● 貼り合せ装置（オプション）との組合せ可能

■   レーザカット装置
● ガラス、フィルム、複層シートカット対応

■   気流解析（3Dシミュレータ）
● 静的解析～動的解析対応
● 局所クリーン対応可能



連結された複数のモータで駆動することにより、１台の
モータが故障しても運転を継続することが可能です。

搬送部は非常にシンプルな構造、特にクロスバーヘッド
（クロスバー支持部）は、大幅な小型化を実現しました。
軽量かつ高剛性な搬送構造は、機械寿命を延ばすととも
に、広い視野と快適な作業性を提供します。搬送部のケー
ブルも少なく、メンテナンス性にも優れています。

複数モータによる高信頼性

シンプルな搬送構造

小型クロスバーヘッド

P4766221号を取得済み

プレス間パネル高速搬送装置（Ｖフィーダー） Ｖフィーダーを採用した大型タンデムプレスライン
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自動車FAシステム
自動車用プレス分野における豊富な経験と高い技術開発力に基づいて、シート材の自動供給から、製品の
保管・搬送・金型の自動交換までプレスショップ全体の効率化を実現します。

■  プレス専用高速搬送装置「Vフィーダー／Vローダー」― 高速ロングストロークでの安全搬送を実現
Ａ級プレスラインで18SPM（1分間当たりの搬送枚数）搬送を実現 
●  固定側にモータ・減速機を配置し、軽量化を達成。ベンディングがかからない高剛性トラスリンク構造を採用しています。
●  軽量化・高剛性により、高速ロングストロークでも安定したパネル搬送を実現しました。
●  高速安定搬送により、タンデムプレスラインの生産性が大きく向上します。



産業機械 Industrial Machinery

1955年の初号機納入以降、多数の実績に裏付けられた高品質なカレンダー設備を、設計から製造、
アフターサービスまで一貫して提供しています。自動車タイヤ用ゴムシートカレンダーおよび各種プラスチック、
フィルム用カレンダー等様々なご要望にお応えします。

ゴム用力レンダー プラスチック用力レンダー

クリールオートローディング
（ロボットハンドでボビンの掛け替えを自動で行うシステム）

オートマティック　フィードコントロール　システム（ＡＦＣ）
（自動的に材料の供給量をコントロールするシステム）

アルミ箔用セパレーター・スリッター 電解銅箔用スリッター

●  乗用車およびトラック・バス用、重機械用タイヤのゴム
シート生産

●  高精度ＰＶＣフィルム・シート、光学系フィルムをはじめ
新素材加工にも幅広く対応が可能
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■ ゴム用力レンダー ■ プラスチック用力レンダー

■ スリッター
スリッターも当社の主要な製品のひとつで、省人化、自動化、高品質、省エネルギーに精密な技術が生かされています。

力レンダーライン

● 高精度ロール、各種制御技術による製品精度と歩留り向上
● 特殊ベアリング採用による長寿命・高稼働率を実現
● ロール表面の清掃性が良く、色替えによるロット変更が容易
● 材料供給から製品ハンドリングも含めた工場全体のFA提案



事業開発 Business development

カッティングロボット

CFRP フルラインナップ

ダブルベルトロールプレス
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トリミング装置

トリミング装置

トリミング（最終形状）

トリミング（中間形状）

HR-RTM/リキッドレイダウン 成形

廃材からの
繊維回収

リサイクル
繊維から
中間基材

製造

部品成形の原料として使用

装
置

廃材回収

廃材回収

廃材回収

延反・裁断
プリフォーム

次世代の高強度軽量化素材として注目される炭素繊維複合材料（CFRP）。IHI物流産業システムでは、
CFRP成形の一貫システムを構築。航空機・自動車から広く産業一般までのCFRP製品生産システムの提供
を可能にしました。

炭素繊維複合材料（CFRP）関連

■  CFRPサプライチェーン　基材～加工～成形～リサイクル一貫システム
● 業界初のCFRP一貫システムを構築
● 各種サンプルトライテスト（プレス、リサイクル、カット）可能

■  実証機：ハンドリング＆カットシステム
● ドライクロス、プリプレグハンドリング
● 単層、積層材のカット試験に対応可能

■  プリプレグ生産テスト機
● ～280℃まで対応可能
● ライン速度Max.10m/min



サービス・メンテナンス Service & Maintenance

お客様

サービスセンター

オペレーション
サポート

トラブル対応
定期点検

問い合わせ
障害連絡 コールセンター

技術支援設計支援 部品供給支援

物流産業システム

システムの能力を維持し、安心を約束するメンテナンスサービス
機械・制御・コンピュータなどの幅広い技術を身につけたサービスエンジニアを多数揃え、お客様に代わって安心の
メンテナンスサービスでお応えする体制をととのえています。
より効率の高い運用のために、保守・点検契約を結んで予防保全を計画的に実施することをおすすめしています。

保守支援サービス

サービスセンターお客様

・稼働状況監視／通報
・修理／点検／緊急対応記録
・故障予測／部品寿命診断

情報共有

サービスセンターサービスセンターILIPS
IHI group Lifecycle

Partner System

※ ILIPS（IHI group Lifecycle Partner System） 
IHIグループのリモート監視システム共通プラットフォーム。IHIグループ製品・サービスの高度化・総合化を目的に開発し、現在、300台以上の装置で稼働中。

ILIPS※で収集した設備稼働にかかわるビッグデータを解析することにより、故障の予兆を検出し、故障を未然に防ぎ
ます。また、お客様専用のホームページにより、稼働状況やメンテナンス履歴などの情報提供、スケジュールの共有等に
よる、お客様とサービスセンターのコミュニケーション向上を図ります。

既存機器システムのさらなる機能・効率
アップを図るエンジニアリング。

高度な保守サービスをご提供する為、サービスエンジニアの
スペシャリストを養成するマイスター認定制度を実施しています。

調整能力

難易度の高い
工事経験経験年数

トラブル
対応力

サービスマイスター制度

ゴールドマイスター

マイスター

一般サービス員
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メンテナンスサービス

リニューアル 改修提案 マイスター制度について

IULINK保守支援サービス ～IHIとUSERをつなぐ～



Service & Maintenance ネットワーク Network

17

■  北米・南米

 デトロイト
 ニューヨーク
 サンパウロ

18

19

20

■  ヨーロッパ・アフリカ

 ロンドン
 パリ
 アルジェリア
 モスクワ
 イスタンブール

1

2

3

4

5

■  中東・アジア・オセアニア

 ドバイ
 ニューデリー
 北京
 ソウル
 上海
 台北
 ハノイ
 バンコク
 クアラルンプール
 シンガポール
 ジャカルタ
 シドニー

6

11

7

12

8

13

9

14

16

10

15

17

札幌SC

土浦SC

千葉SC静岡SC

京浜SC
横浜SC

北関東SC

名古屋SC

大阪SC
神戸SC

高崎SC

東京SC

北陸SC

仙台SC

中国SC

九州SC

東京テクニカルセンター

沼津製造部

部品センター

本宮工場

本社
本宮工場
沼津製造部
東京テクニカルセンター（部品センター）
サービスセンター（SC）
サービスショップ
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海外ネットワーク

国内ネットワーク



ＪＩＣＱＡ登録マーク

No.0073-ISO9001

ＲｖＡ認定マーク ＪＡＢ認定マーク

１． 登録範囲： 流通用、生産用プラントおよびプラントを構成する関連機器
ならびに関連部品の開発、販売、設計、製作、調達、据付
およびアフターサービス

２． 審査登録機関：日本検査キューエイ株式会社
３．  認証規格：ISO9001:2008／JISQ9001:2008
４． 登録番号：００７３
５． 登録日：１９９５年４月２４日

● 許可番号：東京都知事　許可（特-28）第70624号

● 許可番号：東京都知事　許可（般-28）第70624号 消防施設工事業

土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業

管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
舗装工事業
しゆんせつ工事業
板金工事業

ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
建具工事業

社　　　　　名： 株式会社IHI物流産業システム

所　　在　　地： 東京都江東区豊洲3丁目1番1号

代表取締役社長： 土田　剛

創　　　　　立： 1984（昭和59）年7月2日

資　　本　　金： 10億円

株　　　　　主： 株式会社IHI

関 係 会 社： セントラルコンベヤー株式会社

■  建設業許可業種
23業種の建設業許可を保有し、物流サービスのあらゆるご要望
にお応えします。

■ＩＳＯ9001：2008年版　認証取得
より良い製品とサービスをご提供するために、国際品質規格
「ＩＳＯ9001」を取得しています。

1701 FXSS（BL793）

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-1-1

本　社

TEL （03） 6204-8181　FAX （03） 6204-8855
http://www.ihi.co.jp/ilm/

物流産業システム

サービスショップ 札幌・むつ・八戸・秋田・釜石・気仙沼・仙台・ひたちなか・会津若松・
甲府・三条・富士宮・四日市・木曽川・金沢・摂津・京都・姫路・尾道・
松江・松山・徳島・高知・大牟田・大野城・浦添・鹿児島

他全国50か所以上

サービス拠点

本宮工場 福島県本宮市荒井字恵向60-10
 〒969-1186 TEL（0243）36-4761 FAX（0243）36-4770
沼津製造部 静岡県沼津市原2440（IHI運搬機械（株）構内８棟）
 〒410-0312 TEL（055）969-7008 FAX（055）946-5611
東京サービスセンター 埼玉県さいたま市南区白幡4-25-13 
 〒336-0022 TEL（048）836-3671 FAX（048）836-3670 
札幌サービスセンター 北海道札幌市厚別区厚別南4-26-25
 〒004-0022 TEL（011）802-3761 FAX（011）802-3763
仙台サービスセンター 宮城県仙台市太白区あすと長町3-4-8 
 〒982-0007 TEL（022）748-1231 FAX（022）748-1232 
北関東サービスセンター 栃木県宇都宮市今泉町232-2 
 〒321-0962 TEL（028）600-6511 FAX（028）600-6512 
高崎サービスセンター 群馬県高崎市和田多中町５-８
 〒370-0844 TEL（027）326-0605 FAX（027）326-0686 
土浦サービスセンター 茨城県土浦市千束町10-12（遠山ビル） 
 〒300-0046 TEL（029）826-2531 FAX（029）826-2320 
京浜サービスセンター 東京都品川区南品川4-10-12（INOXビル）
 〒140-0004 TEL（03）5769-0041 FAX（03）5769-0039 
横浜サービスセンター 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-4（東戸塚N＆F1） 
 〒244-0805 TEL（045）820-1155 FAX（045）821-2211 
千葉サービスセンター 千葉県船橋市二子町529-1 
 〒273-0034 TEL（047）302-6081 FAX（047）302-6084 

名古屋サービスセンター 愛知県名古屋市名東区照が丘20 
 〒465-0042 TEL（052）777-6071 FAX（052）777-6061 
静岡サービスセンター 静岡県富士市中央町2-２-25（市川ビル）
 〒417-0052 TEL（0545）54-3051 FAX（0545）54-3048 
北陸サービスセンター 富山県富山市二口町3-7-5 
 〒939-8211 TEL（076）422-9070 FAX（076）422-9071 
大阪サービスセンター 大阪府吹田市芳野町3-20（エタニ第5ビル）
 〒564-0054 TEL（06）6339-3741 FAX（06）6339-3744 
神戸サービスセンター 兵庫県神戸市兵庫区永沢町3-4-16 
 〒652-0816 TEL（078）579-6770 FAX（078）579-6771 
中国サービスセンター 広島県尾道市久保2-25-13 
 〒722-0045 TEL（0848）20-8051 FAX（0848）20-8052 
九州サービスセンター 福岡県福岡市博多区東光2-6-15（第3ヒラノビル）
 〒812-0008 TEL（092）475-0057 FAX（092）475-0068
東京テクニカルセンター 埼玉県さいたま市南区白幡4-25-13 
 〒336-0022 TEL（048）836-3671 FAX（048）836-3670

会社概要

クオリティ・ライセンス ̶ 安心で高品質な物流サービスの提供 ̶


