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株式会社

フィード 様

アイエイアイ製品は
株式会社フィード様で
お使いいただいて
います。

アメニティグッズの販売で、国内トップクラスの実績をもつ株式会社フィード様をご紹介します。
株式会社フィード様は、1988年の設立以来、ホテルアメニティグッズを専門に取り扱い､自社工場で製造から販売

までを一貫して行っています｡

歯ブラシ･シャンプー･コンディショナー･入浴剤･化粧品など約1,200種類ものアイテムを幅広く製造され、国内の

ホテルや旅館だけでなく､海外のホテルでも使用されています。
工場では、システム管理により注文状況を瞬時に把握し、
製品・資材の在庫状況を確認し、短納期で製造する仕組み

を確立しています。過剰在庫を持つことなく必要なモノを
必要な時に製造する生産システムを構築しました。多品種

少量生産、納期短縮のニーズにも迅速に対応されています。
更には、デザインや品質にも力を入れ、美容・健康・自然派

などをテーマにしたモノづくりや、衛生面・環境面に配慮し

た取り組みなども積極的に行っています。

2018年に新設された「岐阜大垣工場」

フィード様

アメニティグッズ

ご紹介
日本伝統の和の香りが楽しめる入浴剤
和み庵

ヒアルロン酸、プラセンタエキス、
コエンザイムＱ
10などの保湿成分に6種類の植物エキスを配合
したヘアケア＆ボディソープです。
美容液成分が、髪やお肌に潤いを与えてくれます。

人気シリーズの入浴剤です。
6種それぞれの日本伝統の香りが楽しめ、心身ともに
リラックスできます。
海外の方にも大人気です。
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ヘアケア＆ボディソープ
ハーバルエクストラ

製品
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TB-02

Q

エレシリンダ ー はコント
ローラー 内 蔵 のため、複
数台使うときにティーチングボッ
クスをいちいち挿し変えるのが
面倒です。
手間が省ける何か良い方法はあ
りませんか？

A

TB-03を使えば無線で設
定・調整ができます。
最大で16軸まで接続が可能です。

頭の体操

ビジネスマナー
クイズ
問 題
お客様の名前を口にするとき

TB-03

客先で打合せをする際、お客様の名前を
口にするときのまちがった言い方は次の
どれでしょうか？
A. ●●さん
B. ●●課長
C. ●●課長様

News
アプリケーション

事 例 紹 介 パレット積み上げ装置

（6,000枚／日）
装 置 ① 樹脂成型品のパレットを積み重ねる装置です。
概 要 ② パレットを左右のツメで持ち上げて次のパレットの上に積み重ね、一定枚数になるまで繰り返します。

〈改善前〉

今までの設備
エアシリンダー
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● 次のパレットがコンベアーで送り込まれ、
ア

地点で停
止します。
● エアシリンダー[B][B’]が下降してパレットを重ねた
後、エアシリンダー[A][A’]が後退します。
● パレットが5段積みになるまで繰り返します。
● 5段に達したら次の工程へ進みます。
パレット積み重ねの流れ

ベルトコンベアー

エアシリンダー[B]
持ち上げ

次のパレットが
送り込まれます

下降し、パレットを
重ね、
ツメを戻します

問 題点
● 左右のエアシリンダー
（BとB’）の動き（上下）がずれることがあり、持ち上げたパレットが傾いて崩れるチョコ停が発生していました。
● チョコ停が発生したら都度、
エアシリンダーの動作速度調整を行い、その作業に約8分かかっていました。
● チョコ停の頻度は1日に約6回で、
合計で48分（8分×6回）／日の時間をチョコ停復旧に費やしていました。

〈改善後〉
エレシリンダー
エレシリ
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今回の設備
エアシリンダーをエレシリンダーへ変えました。

改善点

パレット

● エレシリンダーは、
エアシリンダーの様に動作の遅

れがなく、常に安定した動きができます。
そのため、左右のエレシリンダー（BとB’）が上下に
動く際も、動作タイミングと、加速度／速度／減速度
が同じになることで、重ねたパレットが傾いて崩れる
ことがなくなりました。

ツメ

ア 地点

ツメ
エレシリンダー[A]

● 安定したパレット積み重ね作業ができるようになり

ました。

ベルトコンベアー

効

果

エレシリンダー[B]

● チョコ停がなくなりました。

（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

48分短縮できました。

1日当りのチョコ停復旧にかかっていた時間48分がなくなりました。

●年間人件費削減効果は

23万円です。

1,200円×48分（内訳：8分×6回）
×240日＝230,400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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ア 地点

ア 地点までコンベアーで送られ、
センサー
で検知して止まります。
● エアシリンダー[A][A’]が前進し、
先端のツメがパレッ
トのツバをとらえます。
● エアシリンダー[B][B’]が上昇し、
パレットを持ち上げ
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。

新規案件への導入を検討

社内の設備でエレシリンダーを使っています。
エレシリンダーは、エアシリンダーで行うスピコンやオー
トスイッチの位置調整を行うわずらわしさがない点が現
場から好評です。今後の新規案件にも導入を検討したい
と思います。
（電動工具メーカー生産技術ご担当者様）
ありがとうございます。いつもエレシリンダーをお使いい
ただきましてありがとうございます。
これからも新しいラ
インナップを追加していきますので引き続きご採用をお
願いいたします。

予備品の型式名を短く

エアシリンダーでは困難な多点位置決めや速度変更が
必要な工程にアイエイアイ製品を多く使っています。お
かげで生産効率が上がりました。
一方で、型式が長いため予備品の管理が少し大変です。
短くわかりやすい型式の検討をお願いします。
（自動車部品メーカー製造部ご担当者様）
ご指摘ありがとうございます。
ご要望にお応えできるよ
うに検討いたします。

ニーズの商品化について

エレシリンダーが発売されたとき、全長を抑えるための
モーター折り返しタイプ追加等の要望を伝えていまし
た。先日モーター折り返しタイプがラインナップに加わ
り大変嬉しく思っています。一方、
「 もっと早く欲しかっ
た」
とも感じています。ずっと使い続けたいメーカーな
ので、
ユーザーニーズを取り入れた製品のスピード感あ
る開発をお願いします。
（自動車部品メーカーご担当者様）
ありがとうございます。
これからもご要望をお聞かせくだ
さい。
ニーズ商品化のスピードアップに努力いたします。

ハイスペックな新製品の登場を期待

社内設備にロボシリンダーを多く使用しています。中で
もRCS3-CT8Cは、速度2500mm/s、加速度が3Gま
で出せるので大変重宝しています。
今後、今以上に高速で高加減速が求められるケースが
ありそうなので、更にハイスペックな製品の発売を期待
しています。
（装置メーカー営業技術ご担当者様）
貴重なご意見をありがとうございます。
ご期待に応える
ことができるように検討したいので、是非必要仕様をお
申し付けください。

※記事は匿名で掲載しています。
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ス ポ ッ ト

日本平夢テラス

日本平夢テラスは富士山のビュースポットとして有名な日本平の山頂に
ある展望施設です。
2018年11月に完成した日本平夢テラスは、新国立競技場を手がけた
隈研吾氏の設計で、
静岡県産の木材をふんだんに使い、
そのたたずまい
は自然景観に調和しています。
3階建ての展望施設と、屋外に張り出す１周約200メートルの展望回廊
があり、富士山や駿河湾、三保の松原など、360度の「パノラマ展望」
を
楽しむことができます。
【住所】 〒424-0886 静岡県静岡市清水区草薙600-1
【開館時間】展望施設（屋内）
：日～金曜日 9:00～17:00／土曜日 9:00～21:00
展望回廊（屋外）
：展望回廊は終日入場できます
【休館日】 毎月第2火曜日及び年末
【入場料】 無料
【HP】
https://nihondaira-yume-terrace.jp/

クイズの

答 え

360度のパノラマ展望

答えは【C】の「●●課長様」
です。

役職には敬称が込められているので
「様」
は不要です。また、
「●●さん」
は、面識がある場合はOKですが、初対面で名刺
交換をした後等のケースでは、役職を加えて
「●●課長」
とするのが無難です。

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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