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研究会事務局：公益財団法人名古屋産業振興公社
IoT・新技術応用研究会は名古屋市の委託により、公益財団
法人名古屋産業振興公社が運営しています。
事 務 局 は プ ラ ズ マ 技 術 産 業 応 用 セ ン タ ー（PLACIA：
Plasma Center for Industrial Applications）に設置して
います。

〒 463-0003
名古屋市守山区大字下志段味字穴ケ洞 2268 番地 1　
先端技術連携リサーチセンター内　
担当：飯田　　
Te l: 052-739-0680 
Fax: 052-739-0682　
E-mail: iot@nipc.or.jp
http://www.nipc.or.jp/placia/　

IoT・新技術応用研究会について

専門の講師による講演会や IoT 体験講習会等を実施し、
会員企業の IoT 参入や ICT 活用を促進します。

技術移転コーディネーター
新技術応用について、個別指導として窓口の相談、外
部講師と企業の面談のコーディネートや試作品作製・
展示会出展の出口を見据えたコーディネートを推進し
ていきます。

浅見 悦男
　化学系企業にて 34 年間研究に携わり開発部長を務める。界面活性剤

の評価、防菌、防カビ技術に従事。平成 20 年から PLACIA の技術移
転コーディネーターと NPO バイオものづくり中部にてアドバイザー
を務める。

新産業創出支援コーディネーター
IoT 参入について、個別指導として窓口の相談、外部
講師と企業の面談のコーディネートや試作品作製・展
示会出展の出口を見据えたコーディネートを推進して
いきます。

田邉 秀紀
　広告代理店、印刷業、メーカー、ホテル業、サービス業、製造業を経験。

現在は当公社にて産学官連携、シンポジウム、研究会を担当。大学等
と公的研究機関及び中小企業との連携を図り、新産業の創出に向けて
活動している。

統括コーディネーター
名古屋圏域の中小企業が必要としている、自動車、工
作機械、航空宇宙分野等に活用できる IoT 事例などの
情報を国際的な観点から収集し、事業の方向付けや企
画を担当します。

久米 道之
　元名古屋市工業研究所長。地域の技術支援に 37 年間従事。この間、

国際技術創造研究「先進めっきプロセスによる高機能性合金めっきの
開発」の主任研究者を務めた他、地域新生コンソーシアムや戦略的基
盤技術高度化支援事業のプロジェクトリーダーを歴任。平成 20 ～ 24
年名古屋産業振興公社常務理事、平成 25 年以降エグゼクティブアド
バイザー。現在、JICA（独立行政法人国際協力機構）でも活動している。

技術コーディネーター
次世代自動車等を対象としたプラズマ技術や表面処理
に詳しい専門家としてプラズマ技術による新産業応用
の他、個別指導として窓口相談や連携先との調整、指
導など主に技術面の支援を行います。

伊藤 美智子
　専門は有機合成と分析。プラズマ技術産業応用センターでは溶液プラ

ズマに関する研究を担当。化学のスキルをプラズマ技術や知識に活か
し、企業のプラズマ技術産業応用を支援している。

市村 進
　電気電子系企業にて 8 年間、機械系企業にて 5 年間研究開発に従事し、

その後大学でグラフェンの研究に携わった。電気電子、機械分野の経
験を活かし、プラズマ技術の産業応用を支援している。

■プラズマ技術や表面技術などの先端技術や IoT、ICT
を活用した技術開発を支援します。

■大学・研究機関等の専門家との技術相談をコーディ
ネートします。

■製品化した商品の販路拡大指導や、 IoT や ICT を活用
したサービスの創出の支援をします。

　全体指導

　コーディネーター紹介

　個別指導
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IoT・新技術応用研究会 平成 28 年度活動報告

全体指導

●講演会

「出現しつつある新しい IoT ビジネスモデル」
　平成 29 年 1 月 30 日（月）
　於：名古屋市工業研究所　（電子技術総合センター 1F　視聴覚室）
　講　師：独立行政法人経済産業研究所　上席研究員　岩本 晃一氏

　□ IoT を用いた新しいビジネスモデルの事例紹介、IoT 導入にあたり解決すべき問題点の
紹介等について講演いただいた。

　□事前に徴収した講演に関する調査票より、代表して企業 3 社（株式会社知万宝、ユーア
イ精機株式会社、ユニコ・アソシエイツ株式会社）がパネルディスカッション形式で質
疑応答を行った。

●実　習

「Raspberry Pi を用いた IoT システムの構築実習」
　平成 29 年 2 月 9 日（木）
　於：名古屋市工業研究所　（電子技術総合センター 5F　コンピューター研修室）
　講　師：名古屋市工業研究所　斉藤 直希 研究員

　□「Raspberry Pi ３」の学習用キットを用いて、IoT システムを構築し、LED の点灯確認、
温湿度計のモニタリング、クラウドサービスを利用したデータの収集等を行った。　

　□実習を通じ、IoT システムを身近に感じ、新商品開発や新サービス創出等の検討のきっ
かけとした。

　□名古屋市工業研究所内の見学（３Ｄプリンタ、三次元デジタイザ、CAE ルーム等）
　□参加企業 4 社（イー・バレイ株式会社、株式会社成功電気、株式会社知万宝、ユニコ・

アソシエイツ株式会社）より最近の取り組み事例についてプレゼンテーションを行った。

　第 1 回セミナー 参加者数：29 名（25 社）

　第 2 回セミナー 参加者数：28 名（23 社）

専門の講師による講演会や体験講習会等を実施しました。
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●講演会

「IoT を活用した中小企業連携と生産性向上の取組～
大田区下町 IoT ファクトリー 他～」
　平成 29 年 3 月 2 日（木）
　於：名古屋市工業研究所　（管理棟３F　第一会議室）
　講　師：株式会社日立コンサルティング 産業コンサルティング本部　辻村 裕寛氏

　□中小企業の強みである「仲間まわし」に新技術である IoT を取り入れて売り上げ拡大を
図る取り組みをしている東京都大田区の事例を詳しくご紹介いただいた。

　□参加者同士でグループワークを行い情報交換を促進した。

全体指導回数：3 回

　第 3 回セミナー 参加者数：23 名（19 社）

IoT・新技術応用研究会 平成 28 年度活動報告

▲第 2 回セミナー（実習）で用いた IoT キット“Raspberry Pi 3”
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個別指導 技術コーディネーター等を配置し、窓口対応や技術相談、無料トライアル、勉強会を行いました。

「IoT ツールデモ」
　平成 29 年 1 月 16 日（月）
　於：先端技術連携リサーチセンター　3 階
　講　師：i Smart Technologies 株式会社　黒川 龍二氏、武内 悟氏
　講　演：IoT を活用した製造ラインモニタリングサービスについて、取組み事例の紹介
　デ　モ：Raspberry Pi+ perl、StickPC+Linux による IoT システム構築のデモ

●講演会

「IoT の仕組みと
今後の経営における IoT の重要性」
　平成 29 年 2 月 20 日（月）
　於：先端技術連携リサーチセンター　3 階
　講　師：宇野情報経営研究所　 宇野 佳孝氏
　講　演：□ IoT の最新動向や活用事例の紹介、IoT 活用を生み出す考え方等について
　　　　　□情報交換のための座談会を開催

　デ　モ 参加者数：13 名（12 社）

　講　演 参加者数：8 名（7 社）
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　第 3 回 mini セミナー　（実習）

「プラズマ技術の産業応用紹介と実体験、
センターの見学」
　平成 29 年 3 月 10 日（金）
　於：先端技術連携リサーチセンター　2 階
　講　師：公益財団法人名古屋産業振興公社　プラズマ技術産業応用センター
　　　　　産業応用担当課長　高島　成剛　
　講　義：プラズマの概要、大気圧プラズマの原理と方法、装置構成の解説
　　　　　プラズマ技術の産業応用事例の紹介
　実　習：プラズマ装置の作製・評価

IoT・新技術応用研究会員は新技術の創出のために、1 社につき 3 日を上限として PLACIA
を無償で利用できる。
内容：大気圧プラズマを用いた表面処理

●相談内容

IoT・新技術応用研究会 平成 28 年度活動報告

　実　習 参加者数：3 名（3 社）

　会員無料トライアル 利用企業数：1 社、2 日間　（平成 28 年 12 月～平成 29 年 3 月 10 日現在）

　相　談 48 件　（平成 28 年 12 月～平成 29 年 3 月 10 日現在）

　IoT をどのように社内で活用するか。
　IoT のセキュリティについて知りたい。

　生産機器を IoT 化しデータ解析もしたい。
　プラズマ技術について活用したい。

個別指導窓口設置日数：61 日
（平成 28 年 12 月～平成 29 年 3 月 10 日現在）

個 別 指 導 件 数：72 件
（平成 28 年 12 月～平成 29 年 3 月 10 日現在）
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01 受託開発ソフトウェア業、プログラム作成業、情報システム開発業、システム開発コンサルタント業、システムインテグレーションサービス業

 事業内容

株式会社アークスジャパン

製造業 IoT 化の普及率全国№ 1 をシス
テム面から支援します。
プラントやラインにおける
様々な旧型の設備からデータ
を取り、中小企業の製造業で
も導入可能な、見える化を行
えるようなサービスを構築し
たいと考えています。

〒 460-0008
名古屋市中区栄 3-18-1
ナディアパークデザインセンタービル 7F
TEL 052-269-0170
FAX 052-269-0171
代表取締役　中島　敬之

製造業の現場系システムの設計開発導入。特に PC やスマホ開
発を得意とし、マイコン開発にも注力します。

04 学術研究、専門・技術サービス業

 事業内容

イー・バレイ株式会社

これまで培ったロボッ
ト技術による枝打ち作
業の自動化を目指す！
人手による枝打ち作業をロボット技術
を用いて、自動化を図ります。そして、
枝打ちロボットの実用化を通して、日
本の豊かな森林保護と国土保全に貢献
してまいります。

〒 466-0059
名古屋市昭和区福江 2-9-33
nabi/ 白金 101
TEL 052-884-2021
FAX 052-884-2022
代表取締役　池田　徹弘

自動車や家電・電子機器メーカー等への技術支援事業、自社製
品開発事業、次世代ロボット研究開発事業

03 鋼製家具製造業

 事業内容

アルプススチール株式会社

IoT 技術を使ったロッカーの研究・開発
IoT 技術による新しいロッカーのあり方
などを考え、IoT 技術を使用した新商品
の研究開発を行います。
また、生産に活用できる IoT 技術の検討
を行っています。

〒 454-0804
名古屋市中川区月島町 11 番 30 号
TEL 052-351-7116
FAX 052-351-7141
代表取締役　利川　烈

オフィス家具を中心としたロッカー・書庫等の保管庫を製造・
販売。

02 ホームページ制作、Ｗｅｂ広告コンサルティング、ポータルサイト運営、ソフトウェア開発業

 事業内容

株式会社アルタ

データ分析するツールを自社の技術を活用
して実現を目指します！
各現場や機器からデータを収集、蓄積したデータを自社の WEB
技術を応用し、分析・可
視化するツールの開発、
実現を目指した新製品・
サービスの検討をしてい
ます。

460-0005
愛知県名古屋市中区東桜 2-22-18
日興ビル７F
TEL 052-930-2346
FAX 052-930-2347
代表取締役　加藤　千雄

情報・流通業 / 情報通信業 / 情報サービス業 / ソフトウェア業
/ 情報処理サービス

私たちの取組みをご紹介します

IoT・新技術応用研究会　会員企業のご紹介（50 音順）
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05 ソフトウェア開発業

 事業内容

株式会社オープンセサミ・テクノロジー

プライベート・ドローンにて身の周り
の困りごとを解決します！
犬の散歩をするドローン、犬
と遊ぶドローン、体の不自由
な方に食事や身の回りの必要
なものを届けるドローンロ
ボットの開発を検討していま
す。ＡＩの活用により行動習
慣を学習し、生活をより快適
にします。

〒 460-0003
名古屋市中区錦 1-7-26
錦 MJ ビル 3F
TEL 052-228-0147
FAX 052-228-0148
代表取締役　森岡　忍

ソフトウェア開発、WEB サイト構築、モバイルアプリ開発を
メインに事業展開しております。

08 金属製品製造業

 事業内容

株式会社コヤマ ケミカル

プラズマ技術を活用した新技術開発
短納期に対応した製品加工
微細製品へのめっき

〒 458-0801
名古屋市緑区鳴海町字杜若 120 番 1
TEL 052-891-1881
FAX 052-891-3154
代表取締役　小山　潔

電子部品、自動車部品、航空機部品を対象とした表面処理加工

07 製造業

 事業内容

萱野工業株式会社

未来を創る工業用プラスチックの
素材から製品まで
私たちは、精度の高い情報を収集し、独自の技術やノウハウを
通してお客様に何を提供できるかを考える「提案型ビジネス」
を目指します。

〒 451-0025
名古屋市西区上名古屋 3-15-11
TEL 052-521-3310
FAX 052-521-3400
代表取締役社長　萱野　淳一

FRP・プラスチックの機械加工・成形・
注型・ASSYFRP パイプの製造・機械
加工・塗装・ASSY 海外製造（照明・
機械加工・押出成形　等々）

06 食品卸・小売業

 事業内容

米 伍代目 善太郎 zentaro（有限会社小川屋米穀店）

お米、ごはんに関連する新しい商品開発と
効率化
1. 精米ラインおよびタンク内の状況を IoT

を活用しモニタリング・データ活用
2. お客様の精米待ち時間を IoT を活用し、

HP 等に表示させ利便性を向上させる
3. 顧客の在庫状況を IoT で把握し、顧客管

理と受注効率化

〒 464-0095
名古屋市千種区天満通 2-30
Maison de R&O 1F
TEL 052-711-5070
FAX 052-711-5084
代表取締役　小川　潤

米卸事業・小売事業・食品製造事業・クリエイティブ事業（セ
ミナー、イベント開催）・コンサルティング事業

IoT・新技術応用研究会　会員企業のご紹介
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09 製造業

 事業内容

株式会社サトー

会社の成長には、隣接異業種として IoT 技術に
対応できる環境を作ることが必要と考えます。
特に制御盤製造については長
年のノウハウを活かして品質
向上、短納期対応などを図っ
て い ま す。IoT 技 術 を 学 び、
対応することで、自社の強み
を伸ばし、生産性向上にも繋
がると確信。前向きに検討中
です。

〒 454-0011
名古屋市中川区山王三丁目 9 番 23 号
TEL 052-332-2737
FAX 052-332-1796
代表取締役　佐藤　正和

制御盤設計・製作・機内配線工事等

12 製造業；サニタリー性の高い、マテリアルハンドリングシステム業

 事業内容

ジェイピーネクスト株式会社

人にやさしい、環境に優しいサニタリー
設備の提案！
従来のマテリアルハンドリン
グシステムに最新ロボット機
構を付加し、特に検査工程の
ヒューマンエラーを改善する。

〒 454-0872
名古屋市中川区万町 302 番地
TEL 052-353-3146
FAX 052-353-4568
代表取締役　鬼頭　満

粉粒体設備の設計、販売、メンテ
ナンス。医薬品及び食品事業向け
設備のエンジニアリング及び施工。

11 化学機械・同装置製造業

 事業内容

株式会社三進製作所

イオン交換樹脂の検査データの収集と活用
弊社が行っているイオン交換樹脂の引き取り再生サービスにお
いて、再生後の検査を記録し
ています。IoT を用い、検査
の状態をデータとして記録し、
イオン交換樹脂の状態がより
見える化できるよう検討して
います。

〒 453-0013
名古屋市中村区亀島 2-22-2
TEL 052-451-7291
FAX 052-451-7292
代表取締役　柳下　幸一

表面処理業（鍍金業）、電子産業等の工業用ろ過機、排水処理装
置、リサイクル装置の設計、製造、販売

10 商社業

 事業内容

株式会社三弘

新しいプラズマ処理装置の開発を目指します。
既存のプラズマ装置よりも、
①圧倒的に速い処理時間

既存のプラズマ装置には無い、
②複雑な形状も一度で処理可能

な新しいプラズマ装置を開発し
ます。

〒 466-0001
名古屋市昭和区車田町 1 丁目 103-2
TEL 052-735-8888
FAX 052-735-3333
代表取締役　伊藤　弘一郎

計測機器の「販売・メンテナンス・
システム開発・特注機器開発」を行
う計測技術コンサルタント会社です。
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13 情報サービス業

 事業内容

株式会社ジャスウィル

IoT を使って攻めの大学を創造する
大学向けのパッケージソフト（施設予約・入学広報システム他）
を作成・販売しています。
IoT を使って学生サービス向上、戦略的学生募集の仕組みを検
討しています。

〒 460-0003
名古屋市中区錦 1-17-26
ラウンドテラス伏見 3F
TEL 052-229-0337
FAX 052-229-0336
代表取締役　吉田　隆幸

学校法人向けをメインにシステムコンサルティング・開発およ
びパッケージソフトの開発・販売

16 工作機械・専用機械等の精密部品の製作、ギヤ・プーリー等製作、特殊機械の設計製作

 事業内容

セイホーマックス株式会社

新発想のピッチングマシンの開発により
自社ブランド製品の発売を目指します。
下請け会社から、自社ブラン
ドを持つ会社への計画を具体
化するため研究会に参加しま
した。

459-8001
名古屋市緑区大高町字己新田 103-1
TEL 052-622-0311
FAX 052-622-0767
代表取締役　高須賀　巧

機械部品・動力伝導商品を、多数の外注先とのネットワークに
より単品から量産まで納入対応。ISO9001 取得。

15 電気工事､ 省エネ提案業

 事業内容

株式会社成功電気

IoT を 用 い た「Nopain eco-way」
の提供
IoT や新技術と既存の技術を繋ぎ、「Nopain eco-way」＝快適
な環境を維持し、我慢をしなくていい省エネルギーを社会に提案
して行きます。また、その
一歩目として、エネルギー
の見える化を行います。

〒 462-0033
名古屋市北区金田町五丁目 5 番 4 号
TEL 052-799-7620
FAX 052-799-7621
代表取締役　今井　隆太郎

工場、家庭などの電気工事、省エネ提案、省エネ計算業務。

14 広告制作業

 事業内容

株式会社スズキモダン

IoT で「愛」をデザインする
「仏壇のお鈴× IoT」で、離れて暮らす親を見守るサービスの開
発を検討中。親が朝のお参りの際に無線通信機を内蔵したお鈴
をならすことで安否確認が可能。親子が繋がる「家族愛」を感
じるサービスにしたい。

〒 461-0011
名古屋市東区白壁 2-1-28 4F
TEL 052-253-5534
FAX 052-253-5534
代表取締役　鈴木　友章

グラフィックデザインを中心とした広告・販促物の制作。現在
はプロダクトの企画販売にも取り組んでいます。

IoT・新技術応用研究会　会員企業のご紹介
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17 プラスチック製品製造業

 事業内容

瀬川化学工業株式会社

よりスピーディーで、より正確な判断
で厳しい時代へ挑戦！
IoT を活用し経営基盤を強化するとともに、今後中小企業、そ
れも製造業としてのビジネスモデルを構築していきたい。

〒 457-0841
名古屋市南区豊田 1-33-16
TEL 052-693-6818
FAX 052-693-6819
代表取締役　瀬川　憲

主に自動車のプラスチック成形部品の製造を実施

20 電気機械器具製造業

 事業内容

株式会社中央製作所

IoT の活用により…①生産性の向上②歩
留まりの向上③止まらない装置の提供
当社は IoT 技術を表面処理装置へ活用し、CCCS（中央コン
ピューターコントロールシステム）を発展させ、予防保全（故
障の事前検知機能）、生産性の
向上、歩留まりの向上、品質確
保、安全管理の「見える化」と
いったシステムを提案してい
きます。

〒 467-8563
名古屋市瑞穂区内浜町 24-1
TEL 052-821-6111（代表）
FAX 052-821-9154
代表取締役社長　後藤　邦之

各種電源装置，表面処理装置，電気抵抗溶接機，電解加工機，
環境機器など顧客ニーズに応じて開発・設計・製造している名
証 2 部上場の装置メーカーです。

19 システムインテグレーター業

 事業内容

株式会社知万宝

IoT を活用して 「ものづくり日本を元気に」
炭素繊維は、軽い・丈夫・電導性・耐熱・防音・電磁遮断等に
優れた全く新しい新素材です。その再生率の高いリサイクル技
術と loT 技術で世界に誇る「高生産性で地球に優しい炭素繊維
タイル製造工場」の
稼働を目指していま
す。

〒 466-0059
名古屋市昭和区福江 3-5-15
TEL 052-871-9553
FAX 052-871-9553
代表取締役社長　江藤　磐

優れた技術をお探しの企業に、優れた技術をお持ちの企業を紹
介し、素晴らしい商品に完成するご支援をしています。

18 電気めっき業

 事業内容

太陽電化工業株式会社

めっき液や設備のモニタリングを行い、
高付加価値化を目指します
タクトタイムのある自動機を
遠隔監視し、異常時の早期発
見、対応と停止時間、原因を
追究します。それによって作
業効率の向上と、不良低減を
図りたいと思います。

〒 467-0845
愛知県名古屋市瑞穂区河岸 1-5-1
TEL 052-821-1161
FAX 052-824-9676
代表取締役社長　伊藤　豪

自動車部品や産業機器部品へのめっき加工
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21 製造業

 事業内容

東邦大信製造株式会社

ロボット、IoT などの新技術の活用に
よる搬送ラインシステムの進化を目指
します。
食品機械や産業機械などのラインシス
テムに関わる製品を製作しています。
工場内のライン化・省力化を推進し、
ニーズに合わせた製品をご提案、お客
様の生産性向上を目指します。

〒 455-0803
名古屋市港区入場 2-1706
TEL 052-384-8851
FAX 052-384-8852
代表取締役　西尾　光弘

バレタイザー・食品機械・産業機械・検査機器各種等

24 プラスチックの押出成形業

 事業内容

株式会社ベルテック

IoT による遠隔健康管理ツールの開発を
目指します！
IoT を 活 用 し て 得 た 運 動 の
データをパソコンに取り込み
自己ログ・健康管理ツールと
してデータを蓄積していける
ような新製品の開発を検討し
ています。

〒 463-0090
名古屋市守山区瀬古東一丁目 601 番地
TEL 052-791-8155
FAX 052-791-1628
代表取締役　鈴木　創梁

押出成形の手法で製品を提供。主な製品になわとび、フラフープ、
X 線造影樹脂糸などがあります。

23 インターネット関連サービス業

 事業内容

株式会社ニシノ・アイティ・オフィス

IoT 技術をスマホアプリへ応用
新事業の開始にあたり、ノウハウを勉強したく研究会に参加い
たしました。

〒 461-0004
名古屋市東区葵 2 丁目 3-15
FAMILLE 葵ビル 4F
TEL 052-508-9477
FAX 052-508-9488
代表取締役　西野　公啓

E-commerce 事業（ネットショップ制作・ネットショップ運営
代行・越境 EC）他

22 化学工業

 事業内容

浪速金液株式会社

新製品開発業務における定量化特性値の収
集とそのデータ解析による最適配合値の算
出による開発期間の短縮
定量化特性値のデータの解析による最適配合値の解明法の探求
と解明作業の標準化と IoT 化

〒 462-0845
名古屋市北区柳原 4 丁目 10 番 1 号
TEL 052-991-2186
FAX 052-914-3433
代表取締役社長　林　雅史

各種セラミックスを中心とした基材に、金や白金色の装飾と導
電用の薄膜を搭載するための液とペース
トの開発 ･ 製造 ･ 販売

IoT・新技術応用研究会　会員企業のご紹介
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25 経営コンサルタント業

 事業内容

株式会社未来会議

IoT による新製品開発や企業の課題解
決を支援します！
新製品開発にはマーケティングの支援から事業計画の明確化を
支援します。
製造業様向けには企業の課題
整理から解決方法の具体的な
提案まで支援します。

〒 467-0868
愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町 4-4
TEL 052-872-6730
FAX 052-308-6977
代表取締役　細谷　宏

経営戦略、マーケティング、人材育成に関するコンサルティング、
事業企画、運営、製品の企画、設計

28 経営戦略研修、プロジェクトコーディネートとその実行

 事業内容

楽学夢現合同会社

IMC 導入における効果測定の明確化
熊野市を中心とした、活性化プロジェクト「プロジェクト・ヤ
タガラス」において、訪問客ならびに経済効果測定において
IoT 技術を利用するこ
とで、効果測定をより
明確に致します。

〒 450-0003
名古屋市中村区名駅南 1 丁目 18-11
TEL 052-541-1566
FAX 052-541-1569
代表社員　杉島　洋則

プロジェクトコーディネート、マーケティ
ング、サステナビリティ（CSR)・ＰＲプ
ランニングを行います

27 ソフトウェア業（受託開発、組込み）

 事業内容

ユニコ・アソシエイツ株式会社

中小企業でも気軽に使える、IoT クラ
ウドサービスの提供
見える化に機能を絞った、低コストで運用ができる IoT クラウ
ドサービスプラットフォームの開発とサービスの提供を検討し
ています。各種センシング機
器のご提案や貴社製品への組
込み等もご対応致します。

〒 461-0014
名古屋市東区橦木町 1-19
日本棋院中部総本部ビル 5F
TEL 052-950-7035
FAX 052-971-7733
代表取締役　佐久間　仁

IoT センシング機器、組込機器向けソフトウェア開発から、サー
バシステム、業務システムまでをワンストップで技術提供致し
ます。

26 製造業

 事業内容

ユーアイ精機株式会社

１点もの＆試作企業向け IoT 見える化
推進プロジェクト
IoT 見える化は、量産工場の目線で設計製作されている事例が
多い。当社は、1 点物の加工業者や試作企業に合った IoT 見え
る化を実現し、機器を
販売したいと考えてい
る。

〒 463-0084
名古屋市守山区西城二丁目 3 番 30 号
TEL 0561-53-7159
FAX 0561-53-7153
代表取締役　水野　一路

プレス試作品製作・量産用プレス金型製作・金型用部品加工
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