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●このカタログの記載内容は2019年3月現在のものです。
●カタログに記載の仕様、寸法および外観は、改良のため予告
　なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●商品の色調は印刷の都合により、実際の色と異なってみえる
　場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●所在地は変更になる場合がありますのでご了承ください。
●IHIおよびシンボルマークは、IHIの登録商標です。
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いま、世界は大きく変わろうとしています。私たちの事業である
“物流システム”、“FAシステム”を取り巻く環境も大きく変わり
つつあります。
この変化のスピードと大きさに対応し、お客様へ価値を提供する
ために、ＩＨＩグループ内にとどまらず、外部の力も借りたオー
プンイノベーションを推進しています。
第一弾として、世界初となるAI（深層学習）搭載のデパレタイズ
システムを開発し、販売を開始しました。
シリコンバレーで生み出された最新のAI技術をいち早く日本の
物流現場に投入し、お客様の生産性向上に貢献しております。
今後も世の中の変化を見据えながら、お客様の価値向上に向けた
研究開発に取り組んでいきます。

ＩＨＩグループは、社会とともに発展するよき企業市民であることを第一義とし、
「技術をもって社会の発展に貢献する」「人材こそが最大かつ唯一の財産である」の経営理念のもと、

以下のビジョンにより社会的使命を果たします。

ＩＨＩ物流産業システムは、価値をつくる産業機械と、価値を最大化する物流ＦＡシステムを提供します。
革新的な製品・サービスを提供し続ける集団である事を存在意義とし、

従業員を含む全てのステークホルダーが「幸せ」であることを、最高の価値とします。

 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グループビジョンResearch & Development

 ＩＨＩ物流産業システムのビジョン

ＩＨＩグループの目指す姿

Create Value, Maximize Value.
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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

会社概要

トップメッセージ
Top message

クオリティ・ライセンス
Quality & License

Logistic & Machinery

今、社会は大きな変革を遂げようとしています。今
までの体制や秩序にとらわれず、新しい価値に向けて
多くの人、物、社会が「つながる」という新しい潮流
が起こっています。
当社は、この流れに先んじて、2015年にＩＨＩグループ
の物流システム事業とFA（ファクトリーオートメーション）
および産業機械事業を「つなげて」成立いたしました。
ＩＨＩグループの中核事業の一つとして、私たちが
目指すのは既存の枠にとらわれない幅広い自動化、
効率化であり、お客様の価値を最優先した物と
サービスの提供です。
人にやさしい、社会にやさしい、環境にやさしい
ソリューションを提供することによって、お客様やそ
のお客様までもが満足のいく価値を創出する、その

土田　剛

ために今までの慣習や常識にとらわれずに必要な
モノ、コトをつなぐ、これが私たちの使命です。
私たちのビジョンである「価値を生み出し、価値を
最大化する」に向けて、常にお客様価値を最優先に置く
風土を作るとともに、従業員全員にとって働き甲斐の
ある自由闊達で風通しの良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。

代表取締役社長

● 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

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

消防施設工事業

建設業許可業種 ＩＳＯ9001：2015年版　認証取得
23業種の建設業許可を保有し、あらゆるご要望にお応えします。 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。

● 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

● 審査登録機関： 日本検査キューエイ株式会社
● 認証規格： ISO9001:2015／JISQ9001:2015
● 登録番号： 0073
● 登録日： 1995年4月24日

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

ＪＩＣＱＡ登録マーク／ＪＡＢ認定マーク
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ニューモビリティソリューションファクトリーソリューション

　ネットワーク　CSRマネジメント
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1 ロンドン
2 パリ
3 アルジェリア
4 モスクワ
5 イスタンブール

ヨーロッパ・アフリカ
18デトロイト
19ニューヨーク
20サンパウロ

北米・南米
6 ドバイ
7 ニューデリー
8 北京
9 ソウル
10上海
11台北

中東・アジア・オセアニア
12ハノイ
13バンコク
14クアラルンプール
15シンガポール
16ジャカルタ
17シドニー

沼津製造部

NETWORKCSR

〒410-0312
静岡県沼津市原2440
 （ＩＨＩ運搬機械（株）構内８棟）
 TEL（055）969-7008
 FAX（055）946-5611

本　社 

国内

海外

本宮工場
〒969-1186　
福島県本宮市荒井字恵向60-10
TEL （0243）36-4761 
FAX（0243）36-4770

CSRマネジメントの取り組み
－持続可能な社会のために－

当社は、ＩＨＩグループの一員として、「社会の期待に応えること」が企業の社会的責任、CSRである
と考えています。この考え方に基づいて、ＩＨＩグループの従業員として実践すべきことをまとめた 

「ＩＨＩグループ基本行動指針」を十分に理解し、各々の業務を遂行していきます。

国連では2015年に「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択されました。SDGsで掲げられた目標を
達成することは、社会からの期待であるととらえています。持続可能な社会の実現を目指して、事業
を通じてSDGsに貢献していきます。

ＩＨＩ物流産業システムは、ロジスティクス・FA（FactoryAutomation）・ニューモビリティ・
クリーンソリューションを通じて、SDGsに貢献していきます。

わたしたちは製品・サービスの提供を通じて
SDGsの目標の達成に貢献します

ロジスティクスソリューション クリーンソリューション

東京テクニカルセンター
〒336-0022 
埼玉県さいたま市南区白幡4-25-13
TEL （048）836-3671
 FAX（048）836-3670
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パレット式・ケース式そして、建屋一体型の自動倉庫などがあり、
段ボールケースなどの小さいものから長尺物まで幅広い荷物を効率良く
保管することが可能です。倉庫や工場における省人化・省スペース化に
寄与しており、危険物保管、冷蔵・冷凍物保管、車輌保管など様々な業
界で豊富な実績があります。

Eコマース市場が急速に発展する昨今、物流業界では人手不足が深刻
な問題となり、仕分け作業の省人化・高能力化が求められています。 

ＩＨＩのシャトル＆サーバは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
仕分け作業の自動化を実現致しました。

パレットに積まれたケース・段ボールの荷役作業や小物製品のピッキング
を自動で行うロボットを提供しております。従来のロボットとは異なり
画像認識にAI（深層学習）を搭載したシステムとなっており、物流作業の
なかでも特に重労働とされる段ボールなどの荷卸し業務から作業者が解
放されます。

物流プラント

保管システム

搬送システム

仕分けシステム

ピッキングシステム

ロジスティクス
ソリューション
様々な業界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、暮らしを 

支えています。

有軌道式・無軌道式の無人搬送台車があり、定点間の荷物の搬送自動化を実現します。搬送台車
と自動倉庫を連携させることにより、保管から搬送までの完全自動化を実現できます。ロール系
や長尺物、重量物、冷凍物など幅広い荷物に対応しており、食品業界、新聞業界、医薬業界な
ど様々な業界に実績があります。

パレット用自動倉庫（冷凍タイプ）

レーザーファクトライナー ＩＨＩデパレタイズシステム（AI搭載）

シャトル＆サーバー
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ファクトリー
ソリューション
自動車タイヤ用ゴムシートカレンダ
および各種プラスチック、フィルム用
カレンダ等様々なご要望にお応えし
ます。

圧延ロールの隙間（ギャップ）を自動でコントロールする、カレンダ装置に
適用されているシステムです。製品の厚み精度は、お客様の品質に直接影響
する重要なポイントにつき、その部分を高精度かつ安定した自動化を図る
ことで、お客様の製品品質の向上のみならず、原材料の歩留り向上にも
貢献する画期的なシステムです。

タイヤを構成するゴム部材用の成形機です。ロール圧延方式でゴムシートを成
形し、用途に応じて基材（テキスタイルやスチールワイヤ）を含浸させてタイヤ
用構成部材を成形します。乗用車用、トラック・バス用、重機用など様々なタイヤ
生産現場で活用されており、国内シェアは９０％以上で世界でもトップレベルを
誇ります。

樹脂用の成形機です。ロール圧延方式で樹脂シートを成形し、用途に応じて
二次加工（エンボス模様の転写、基材の含浸、異種シートの貼り合せ等）を行い
ます。主要製品は、太陽電池用、ガラス中間膜、自動車内装シート、建材用、
医薬品用包装フィルム 、キャッシュカード・粘着テープ等様々なプラスチック製品
の成型に活用されています。

タイヤ製造や紡織製造ラインに供給するワイヤや繊維等の素材を巻く、1000個
を超えるボビン（クリール）を全自動で交換するシステムです。

カレンダ CRG（Constant Roll Gap）

スリッター

ゴム用カレンダ

プラスチック用カレンダ

クリールオートローディング

リチウム電池箔用スリッタークリールオートローディング

プラスチック用力レンダ

CRG（Constant Roll Gap）

アルミ箔、銅箔を主体とした極薄の金属箔やフィルム等の高精度、高品質の
スリット及び巻取り技術の実績は、プリント基板、リチウム電池用電極材、
コンデンサー用アルミ箔の他、食料品・医療品包装の分野で世界中のお客様
の信頼を頂いております。
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自動車パネル成形プレス間のパネル搬送装置です。
V‐Feeder：1分間に18枚のパネルを搬送（18SPM）できる搬送装置です。 

シンプルな構造で、長寿命・高メンテナンス性が特徴で、納入から10年間
メンテナンスフリーを実証しました。
X‐Feeder：V‐Feederのメリットを継承した最新機種で、世界最高水準
の20SPMで搬送可能なシングルアームの搬送装置です。

従来の機械駆動式の搬送装置を最新式のシステム機器に置き換え
ることで、生産性・メンテナンス性の大幅向上に貢献します。
数十年前に納入させていただいた、現在稼働している搬送装置も、
経年劣化による生産性の低下と設備保全労力が必要となります。 

これを最新式の「サーボタイプ」に置き換えることで、
納入当初以上に生産効率を上げ、部品・機器点数の大幅削減を
実現し、メンテナンスの効率を大幅に向上させます。

プレス機械内部にある、パネル成形機能である「クッション」を活用すること
で、消費電力・エネルギーを大幅削減し、ランニングコスト削減に貢献してい
ます。
クッションシステムを形成している空圧＋油圧＋モータシステムを効率的に
組合せ、それぞれのエネルギーを循環させることでエネルギー効率の大幅
改善を実現しました。年間300万枚生産した場合には、約2000万円の電気
代を節約することができます。

お客様へより質の高い、保守メンテナンスをお届けするためＩＨＩ物流産業システムは、
しのはらプレスサービス株式会社とパートナーシップ契約を締結しています。
しのはらプレスサービスは、国内外15か所のサービス拠点を活かし、お客様へ迅速かつ、
きめ細やかなサービスと、製品を末永くご使用いただくための付加価値の提案・サービス
をご提供します。

高速搬送プレスライン Retro�t

サービス & メンテナンス

プレス間搬送装置

電力回生サーボクッション
プレス機械の保守メンテナンス

プレス間パネル高速搬送装置（Xフィーダー）

レトロフィット用三次元トランスファーシステム

ファクトリー
ソリューション
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。

電力回生サーボクッション
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有機ELディスプレイ他LEDの製造工程
向けのレーザカット装置およびレーザ 

リフトオフ装置です。ウェブハンドリング
技術との組合せにより、工程間搬送も
含めたトータルソリューションとしての
ご提案が可能です。

クリーン

G8.5高クリーン対応クレーン

レーザカット装置レーザリフトオフ（LLO）装置

ロール to シート

エア浮上式コンベア

高精細化が進む液晶ディスプレイ向けのクリーン環境用スタッカークレーンです。 

クリーンクラスに応じた防塵・防振対策のほか、クリーンルーム内の清浄度確保のため
の気流解析・制御技術も提供致します。

極薄ガラスや高機能フィルム向けの搬送システムです。ガラス基板向けに 

エア浮上式の枚葉搬送コンベヤ、極薄ガラスやフィルム向けには、ロール材
供給から生産工程の枚葉又はロール材搬送までの自動化提案が可能です。

半導体工場向けのシリコンウェーハ用ロット仕分機です。工程間・工程内
の仕分け、バッファ機能のほか、入出庫ポートを追加することで装置間の 

ダイレクト搬送を実現。多品種・小ロットの搬送ニーズに対応致します。

移載装置にロボットを搭載したAGVです。マッピング・センシングにより自律
走行が可能であり、ロボットハンドリングと無人搬送の融合を実現します。
主に半導体工場内のカセット等の工程間搬送向けにご提案致します。

クリーン環境用スタッカークレーン

ロールtoシート／ロール

ロット仕分機

ロボットAGV

レーザアプリケーション

クリーン
ソリューション
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
生産ライン向けに、様々なライン
ナップをご用意。単体装置から一貫
生産システムまで提供が可能です。
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ニューモビリティ
ソリューション
電気自動車や自動運転技術がリード
する世界的な「ニューモビリティ」の潮
流に対して、炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）の成形システムによる軽量化
のソリューションを提供します。

軽くて強い素材として注目されているCFRP（Carbon Fiber Reinforced Plastics=炭素繊維強化プラスチック）部品の一貫
成形システムを提案しています。材料-加工-成形-リサイクルのサプライチェーンを構築し、環境にも考慮した一貫生産システム
となっており、お客様のニーズに合わせた提案を行っています。各種のサンプルトライへの対応も可能です。

熱可塑性CFRPの中間基材「プリプレグ」を高速で連続生産できる装置
開発に取り組んでいます。炭素繊維への樹脂の含浸メカニズム解明、加熱・
加圧技術の確立により、良質な熱可塑性プリプレグの量産化実現を目標と
して取組んでいます。最終的には様々な用途に合わせた、自社製プリプレグ
の安定供給を目指しております。

積層・成形技術と自動化技術の融合により熱硬化性・熱可塑性CFRP成形
システムを提供します。CFRP製造過程における成型工程で、積層装置
及び成形装置と我々が得意とする自動化量産システムを融合した量産
成形システムを提供します。成形サイクルの短縮により、CFRP部品の
安定供給が可能になります。

CFRP用FAシステム 熱可塑性CFRPプリプレグ製造装置

熱硬化性/熱可塑性CFRP成形システム

ダブルベルトロールプレス

カッティングロボット

CFRPを採用した製品群
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CSR

Lifecycle support

24時間 365日　対応

部品供給

予防保全相談

コンピュータ保守窓口

ＩＨＩ物流産業システムでは、コール
センターを設け、24時間365日
電話受付いたします。

標準部品を保管・管理し、
スムーズな部品供給を行います。

定期的な点検結果を基に、
中長期の予防保全をご提案
いたします。

コンピュータメーカーと連携し、
ＩＨＩ物流産業システムを窓口と
して、システムの安定稼働に貢献
します。

アフターサービス体制
～安心して末永くお使いいただくために～

ＩＵＬＩＮＫ保守支援サービス
～お客様とＩＨＩをつなぐ～

お客様

リモート監視機能 故障予測による予防保全

お客様専用ポータルサイト コミュニケーション機能

お客様の事業環境変化に対応

トラブル対応
定期点検

コールセンターオペレーション
サポート

自動点検アラーム
通報メール

予備品管理

お客様
ポータルサイト 故障予測

入出荷履歴
在庫分析問い合わせ

障害連絡

製品開発支援 コンピュータシステム支援

設計支援 技術支援 部品供給支援

安心と安定を
提供する

アフターサービス

ＩＵＬＩＮＫ

お客様 ＩＨＩグループ

IULINK
保守支援
サービスによる
稼働率向上

稼働データ 運用データ

ボトルネックの解消による
入出庫能力・

設備稼働率改善

最適化アルゴリズム
によるお客様

運用改善

分析 分析

ライフサイクルサポート

サービスセンター

1918
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〒300-0046　茨城県土浦市千束町10-12（遠山ビル）
TEL（029）826-2531 FAX（029）826-2320

土浦サービスセンター

〒336-0022　埼玉県さいたま市南区白幡4-25-13
TEL（048）836-3671 FAX（048）836-3670

東京サービスセンター

〒939-8211　富山県富山市二口町3-7-5
TEL（076）422-9070 FAX（076）422-9071

北陸サービスセンター

〒140-0004　東京都品川区南品川4-10-12（INOXビル）
TEL（03）5769-0041 FAX（03）5769-0039

京浜サービスセンター

〒004-0022　北海道札幌市厚別区厚別南4-26-25
 TEL（011）802-3761 FAX（011）802-3763

札幌サービスセンター
〒564-0054 　大阪府吹田市芳野町3-20（エタニ第5ビル）
TEL（06）6339-3741 FAX（06）6339-3744

大阪サービスセンター

〒244-0805 　神奈川県横浜市戸塚区川上町87-4（東戸塚N＆F1）
TEL（045）820-1155 FAX（045）821-2211

横浜サービスセンター

〒982-0007　宮城県仙台市太白区あすと長町3-4-8
TEL（022）748-1231 FAX（022）748-1232

仙台サービスセンター
〒652-0816 　兵庫県神戸市兵庫区永沢町3-4-16
TEL（078）579-6770 FAX（078）579-6771

神戸サービスセンター

〒273-0034　千葉県船橋市二子町529-1
TEL（047）302-6081 FAX（047）302-6084

千葉サービスセンター

〒321-0962　栃木県宇都宮市今泉町232-2
TEL（028）600-6511 FAX（028）600-6512

北関東サービスセンター

〒722-0045 　広島県尾道市久保2-25-13
TEL（0848）20-8051 FAX（0848）20-8052

中国サービスセンター

〒465-0042　愛知県名古屋市名東区照が丘20
TEL（052）777-6071 FAX（052）777-6061

名古屋サービスセンター

〒417-0052　静岡県富士市中央町2-2-25（市川ビル）
TEL（0545）54-3051 FAX（0545）54-3048

静岡サービスセンター

〒370-0844　群馬県高崎市和田多中町5-8
TEL（027）326-0605 FAX（027）326-0686

高崎サービスセンター

〒812-0008 　福岡県福岡市博多区東光2-6-15（第3ヒラノビル）
TEL（092）475-0057 FAX（092）475-0068

九州サービスセンター

サービスショップ 　

サービス拠点

札幌・むつ・八戸・釜石・気仙沼・仙台・
秋田・会津若松・ひたちなか・三条・金沢・
甲府・富士宮・木曽川・四日市・京都・ 
摂津・姫路・松江・尾道・徳島・高知・ 
大牟田・大野城・鹿児島・浦添 
他全国50か所以上

サービスセンター 一覧

　サービスセンター（SC）
　サービスショップ

〒135-0061 東京都江東区豊洲3丁目1番1号
TEL : 03-6204-8181(代)   FAX : 03-6204-8855
URL : https://www.ihi.co.jp/ilm/

株式会社 IHI 物流産業システム

札幌SC

仙台SC

北関東SC

土浦SC

高崎SC

北陸SC

名古屋SC 静岡SC

中国SC

九州SC

千葉SC
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東京SC

京浜SC

横浜SC


