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石川県

アイエイアイ製品は
株式会社 芝寿し様で
お使いいただいて
います。

株式会社

芝寿し

様

金沢の文化である「押し寿し」の継承を通じて、日本の米文化に貢献する芝寿し様を
ご紹介します。
創業者の思いを受け継ぎ、押し寿司と共にみなさまへ幸せをお届けしています。
石川県に本社がある 株式会社芝寿しは、寿司弁当の製造販売を主に行なっています。

芝寿し創業の経緯はユニークです。株式会社芝寿しの創業者、梶谷忠司氏は戦後、家電販売店を経営していました。

ある日、新商品の電気炊飯器の販売促進として、目の前でご飯を炊いて見せたところ、それは飛ぶように売れました。

ところが、ご飯が大量に余ってしまったのです。
「 もったいない」の精神から、それを有効利用するため、金沢の伝統食
である 押し寿司 をアレンジして製造販売を始めました。それ以降、柔軟な発想は次々とヒット商品を生み出し、斬新
な経営戦略で会社を築き上げています。

「店はお客様のためにあり、従業員、取引先と共に栄える」
という経営理

念は、忠司氏の代から脈々と引き継がれています。株式会社芝寿しは、

ただ単に寿司弁当を製造販売するというだけではありません。顧客、
社員、取引先、芝寿しを支えるすべての人の幸せを育みながら、
「こん

なにおいしい寿司があったのか」
という 感動 を全国・世界へとお届け

しています。そして、日本の「ごはん文化」を末長く支え続けていくため
に挑戦し続けています。

皆様も機会があれば、金沢のソウルフード 芝寿し を召し上がってみ

てはいかがでしょうか。

株式会社芝寿し 本社外観

トピックス
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人気の定番商品

さくら弁当

芝寿し

菜の花や筍など、春の食材を
盛り込んだ1段のお弁当です。

製品

Q

Q

&

芝寿しの原点である、鯵・蟹・鯛
の元祖押し寿し。創業以来の
変わらない伝統の味です。

A

頭の体操

エレシリンダーの寿命はどのくらいですか？

A

定格内で使用した場合、走行距離で5,000kmを
保証値としています。
また、定格に対して余裕を持った使い方をすると寿命は
格段に伸びます。
＜EC-S6の例＞
リード：L（3mm）、加減速度：0.3G
負 荷
12kg
200

12kg

（荷重）
（重心オフセット距離）

寿命

約5,000km

9kg

6kg

（4分の3）

（半分）

約12,000km

約40,000km

問 題

笹寿し

伝統と心を受け継ぐ
「芝寿し」の
代名詞です。

ビジネスマナー
クイズ

席を立つタイミング
商談が終わってお客様がお帰りになるときの行動で
正しいのはどれでしょうか？
A. お客様より先に立ってドアを
開けた。
B. お客様と同時に席を立って
ドアを開けた。
C. お客様より後に席を立って
ドアを開けた。

News
アプリケーション

事 例 紹 介 ネジ材料の移載・検査装置

（6,000本／日）
装 置 ① ネジの材料をストッカーから次工程に送るコンベアーに移載します。
概 要 ② 移載中に外径測定を行い規定範囲外の不合格品を回収します。

〈改善前〉

エアシリンダー[A]、[B]、[C]、[D]、[E]

[A]

[E]

不合格判定時に動作

● ネジの材料である部品 [S]を、切り出しユニットが

ストッカーから1本ずつ持ち上げます。

X 方向

[D]

[B]

計測
センサー

今までの設備

[C]

❹ 移載完了
❸ 搬送

ベルト
コンベアー

❷ 測定

❷ 計測センサーで外径を測定します。
❸ エアシリンダー [A] がX方向へ移動してワークを
運びます。

❹ 外径を計測センサーで計測して合格したものを
ベルトコンベアーに移載します。

不合格品

● 外径寸法が規定範囲から外れているものは、
エアシ

ストッカー

❶ ピックアップ

ネジ材料部品 [S]

不合格品
回収箱

（把持）

リンダー[E]をオンにしてロッドを押し出してエアシ
リンダー[A]を不合格品回収箱の上で止めて不合格
品として回収します。

問題点
● エアシリンダー[A]がベルトコンベアーの位置で停止する際の衝撃でワークを落とさないようにするために、

速度を上げることができませんでした。

● 計測センサーで判定する際、
停止時の振動が収束するまでの待ち時間が都度1秒必要でした。
● サイクルタイムが9秒かかり、
6,000本／日の生産に15時間かかっていました。

〈改善後〉
ロボシリンダー
（スライダー）

X 方向

ロボシリンダー
（テーブル）

今回の設備
エアシリンダーをロボシリンダーへ変えました。

改善点
ロボグリッパー

● 加速度／速度／減速度を数値で指定し、
衝撃のない

動作かつ高速動作ができるようになりました。

● ネジの材料 [S]をストッカーから

❸ 移載完了
ベルト
コンベアー

❷ 搬送
❶ ピックアップ

（把持）+測定

切り出し
ユニット

不合格品

● 不合格品回収箱の上で停止する位置を数値で指定

ストッカー
不合格品
回収箱

ネジ材料部品 [S]

効

果

ロボグリッパーで
把持する際に『押付け動作』、
『ゾーン出力』を使って
外径寸法を測定します。
これにより、計測センサーとエアシリンダー[D]が不
要になり、振動が収束する待ち時間
（1秒）
もなくなり
ました。
できるので、中間停止用のエアシリンダー [E] が
不要になりました。

● 結果、
サイクルタイムが9秒から5秒になりました。

（条件：人件費1,200円／時間、年間稼働日数240日）

●労働時間を1日
4（秒）
×6,000本＝6.7時間

6.7時間短縮できました。

●年間人件費削減効果は

193万円です。

1,200円×6.7（h）
×240日＝1,929,600円

ホームページでさまざまなアプリケーションの動画を紹介しています

www.iai-robot.co.jp
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切り出し
ユニット

❶ エアチャック[C]でワークを把持してエアシリンダー
[B]が上昇します。

Voice

お客様からいただいたご意見を一部ご紹介いたします。

エレシリンダーでエアレス化を目指します！

エレシリンダーは非常に良い製品だと思います。簡単にエ
アシリンダーから置き換えできるので、エアレス化を目指
して今後も積極的に採用したいと思います。アイエイアイ
の新製品開発の早さにはいつも驚かされますが、仕様が
満たせず採用を諦めてしまうことがありました。これから
も品揃えをどんどん増やしてください。
（OA機器メーカーご担当者様）
ありがとうございます。エレシリンダーで、電動化に貢献
できれば幸いです。バリエーションは拡充していきます
ので、ぜひお客様のニーズをお聞かせください。

エレシリンダーの簡単さに驚きました

ホッパーの開閉でアクチュエーターを検討しており、以前
アイエイアイの営業員がPRしていたエレシリンダーを思
い出し採用しました。ストロークが数値で調整でき、加減
速制御もできるので、エアシリンダーの様な調整をする
手間が無く非常に簡単に立ち上げる事が出来ました。
（装置メーカーご担当者様）
ありがとうございます。今後とも何卒よろしくお願いいた
します。

今後も積極的に採用していきます

当工場ではボトル容器の生産をしておりますが、まだ
まだ自動化できる箇所が数多くあります。アイエイア
イ製品を採用した設備は生産能力が上がっているた
め、今後も積極的に採用していきます。
（包装容器メーカーご担当者様）
ありがとうございます。生産性向上に貢献できたとの
事、大変嬉しく思います。今後も弊社製品のご愛顧をお
願いいたします。

コールセンターのさらなる対応力向上を希望

以前、夜間にコントローラーでエラーが出て装置が止ま
ったことがありました。
コールセンターエイトに電話で
相談して無事に問題を解決することができました。
夜遅かったのですが、
ていねいに説明していただき大変
助かりました。
一方、最近エイトに電話をかけてもなかなかつながらな
いケースが増えたように感じますので改善していただ
きたいと思います。
（装置メーカーご担当者様）
ありがとうございます。お客様のお問い合わせに迅速に
対応できように体制を整えます。

※記事は匿名で掲載しています。
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新総合

カ タ ロ グ 総合カタログ2019発行

◆新総合カタログの特徴

◆新総合カタログの掲載内容

・ 製品タイプ別に分冊（7冊）
して
あります。

第1巻：製品紹介／技術資料
第2巻：スライダー

・ 製品ページの掲載内容を充実させ、
第3巻：ロッド／テーブル
機種選定に必要な情報をまとめました。 第4巻：直交／スカラロボット／
テーブルトップ
・「エレシリンダー®」や連結型コント
ローラー「RCON」など2019年4月
第5巻：サーボプレス／グリッパー／
までに発売された新製品も
ロータリー／特定機能機種
掲載しています。
第6巻：クリーン／防塵・防滴
第7巻：コントローラー
カタログをご希望の方は、ホームページ
（http://www.iai-robot.co.jp/）
からお申込みください。

クイズの

答 え

答えは【C】の「お客様より後に席を立ってドアを開けた。」
です。

お客様を迎えた場合、先に席を立つ行為はお客様に早く帰ってほしい気持ちのあらわれと誤解されてしまいます。
また、同時というのも
「待ってました」
という雰囲気になりかねません。
先回りしてドアを開けたいという気持ちはわかりますが、あわてず、失礼がないように落ち着いた応対ができるように準備しましょう。

販売部販売企画課
〒424 - 0103 静岡県静岡市清水区尾羽577- 1
Eメールアドレス：hiroba@iai-robot.co. jp

www.iai-robot.co.jp

《受付時間》月〜金 24時間（月 7:00AM〜金 翌朝7:00AM）土、日、祝日 8:00AM〜5:00PM（年末年始を除く）
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