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Topics
石川県

アイエイアイ製品は
ホクショー株式会社様で
お使いいただいて
います。

金 沢 市 ホクショー 株式会社 様

世界の物流を支える、
物流搬送システムメーカーのホクショー株式会社様をご紹介します。
ホクショー様は、垂直搬送機・仕分け搬送機をはじめとした物
流システム機器の専業メーカーです。
石川県金沢市に本社を構え、隣接する白山市に主要生産拠点
の白山工場があります。2019年には、最新の生産設備を導入し
た第三工場が稼働し、品質の向上とリードタイムの短縮を実現し
ました。
ホクショー様の製品は、自動車、食品、医薬品など業種を問わず
幅広いお客様に採用されています。また国内だけにとどまらず、
韓国・中国にも拠点を構えグローバルに事業を展開し、海外から
も圧倒的な支持を得ています。

会社外観

製品のご紹介
垂直搬送システム VTSシリーズ

Coffee Time

垂直連続搬送機

バーチレーター

オートレーター

垂直往復搬送機

垂直仕分け搬送機

2点間の単純連続搬送で、短時間での
大量搬送を可能にしています

多階層でのランダム搬送を
実現しています

連続搬送と自動仕分けを両立し、多階層での
大量・ランダム搬送を実現しています

バラ物自動仕分けシステム

ハイトレー

PASシリーズ

ピース単位の小さな梱包物を店舗別やカテゴリー別に仕分ける作業の
自動化システムです。情報管理システムがセットアップされており、商品
を高速で仕分け搬送しながら数量検品も同時に行うことができます。

製品
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エレシリンダーの機種選定が簡単にできる方法
はありませんか？

アイエイアイホームページの「機種選定」ででき
ます。必要事項5項目を入力すればわずか10秒
で選定ができます。
「より詳しい選定はこちら」を選択
すると、モーメント計算、希望寿命
などより詳しい条件で選定すること
も可能です。ぜひご活用ください。

雑学

ク イ ズ

問 題

次の中に1つだけ外来語があります。
さて、それはどれでしょうか？
3つの中から選んでください。

① だいこん

② かぼちゃ

③ ねぎ

News
アプリケーション
1. 概要

事 例 紹 介

段ボール移載装置
ローラーコンベアー
（上段）

ストッパー

＜上から見た図＞

段ボールを上段から下段のローラーコンベアーに
移載する装置で、チョコ停削減を実現しました。

① 装置

● 上段のローラーコンベアーで流れてきた段ボールが

ストッパーで停止します。

● エアシリンダー
（Z軸）
が上がり、エアシリンダー
（Y軸）

で段ボールをすくい、エアシリンダー（Z軸）
で下段の
ローラーコンベアーへ移載します。

※詳しくは動作説明をご覧ください。

■動作説明

①段ボールが傾斜したローラーコン
ベアー
（上段）
を流れてきて、ストッ
パーに当たって止まります。

エアシリンダーＺ軸
エアシリンダーY軸

ローラーコンベアー
（下段）

②エアシリンダーZ軸のスライダー
が上昇し、Y軸に取り付けたアーム
で箱を持ち上げます。

③エアシリンダーY軸のスライダー
が後退し、箱を引き込みます。

アーム

ストッパー

④エアシリンダーZ軸が降下して箱
が下段のローラーコンベアーに流
れていきます。

エアシリンダーＹ軸

② 問題点

● 段ボール引き込みのエアシリンダー
（Y軸）を、サイクルタイム短縮のため、

スピコンを開いて高速でエアシリンダーを動かしていました。その影響で停止
時の衝撃により箱が落下することがありました。
（1日5回程度）
その度にラインを止め、箱の回収と破損チェック、
ラインへの再投入
（10分/回）
を行っていました。

③ 改善テーマ

● チョコ停

※

削減

※チョコ停とは・
・
・修理を伴わないレベルでラインや生産が停止すること

＜エアシリンダー＞

2. 改善内容

＜エレシリンダー＞
EC-S6

● 2軸のエアシリンダーを

エレシリンダ ーに置 換
えました。

EC-S7

ロッドレスエアシリンダー
（Y軸、Z軸）

3. 効果
● エレシリンダーは衝撃なく滑ら

かな高速動作ができるため、段
ボールの落下がなくなりました。

＜条件＞人件費
（時給）
2,300円、
年間稼働日数240日、
チョコ停時間50分/日
（10分×5回）

4. 動画のご案内

衝撃で
箱が落下!!

採用アクチュエーター

エアシリンダー
エレシリンダー

エレシリンダー
（Y軸：EC-S6、Z軸：EC-S7）
チョコ停

1日あたりのチョコ停時間
（復旧時間）

年間費用
チョコ停復旧にかかる
（装置稼働後5年間）
年間の人件費

5回

46万円
※1参照

46万円

0回

0円

0円

（1回10分×5回＝計50分）

※1…1日のチョコ停時間×人件費
（時給）
×年間稼働日数＝50分×2,300円×240日＝約460,000円

本アプリケーション事例を詳しくわかりやすく解説した動画を公開しています。ぜひ、弊社ホームページでご覧ください。

今回ご紹介いたしました事例の他にも動画を公開しています。
毎月最新動画を公開していますので、ぜひお役立てください。

アイエイアイ エレシリンダー動画
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エアシリンダーZ軸

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。

サイクルタイムが短縮されびっくりしました

従来、部品の組立てから検査への搬送工程ではロッドレス
シリンダーを使用していました。停止時の衝撃でリミットス
イッチが緩み、チョコ停が度々起きていたため、
このたびエ
レシリンダーへ置換えをしました。
チョコ停がなくなったのはもちろんですが、AVDの調整に
よりサイクルタイムが0.9秒も短縮（12秒→11.1秒）され、
びっくりしました。今後、他の箇所へも取り入れていきます。
（自動車部品製造メーカーご担当者様）
お便りありがとうございます。
エレシリンダーは滑らかな加減
速で最高速度を高く設定できることが最大の特長です。
品揃
えをどんどん拡充しますので、サイクルタイム短縮やチョコ
停削減にぜひご活用ください。

ラジアルシリンダーの据え付け

ロボシリンダーをよく採用しています。価格が安いのにさ
まざまな機能が備わっており、我が社では自動化装置をつ
くる上で欠かせない機器となっています。
そんな中、1点要望があります。RCP6-RRA4（ラジアルシリ
ンダー）を内側から据え付ける際、本体カバーを外す必要
があります。
カバーを取り付けているシンヘッド小ネジが外
しにくく、舐めそうになることがあります。
カバーを外さなく
ても据え付けられる構造であれば、安心して使えます。
（精密機器メーカーご担当者様）
貴重なご意見、ありがとうございます。今度の製品開発の参考
にさせていただきます。

大型の電動アクチュエーターを要望

以前は、
電動アクチュエーターを社内で自作していました。
数年前にロボシリンダーやエレシリンダーを知り採用をしま
したが、
設計工数・調達工数が大幅に減り重宝しています。
特に設計においては、図面データーがアイエイアイホーム
ページから簡単に入手でき、寸法調整だけですぐに図面へ
落とせるので助かっています。
一方、
搬送重量が数百kgにな
る時は、
いまでも自作をしています。
今後は更に大型のロボシリンダー、エレシリンダーの品揃
えを期待します。
（装置メーカーご担当者様）
ありがとうございます。今後もお客様のお役に立てるよう
な製品づくりに努めてまいります。

メンテナンス動画がわかりやすい

アイエイアイのホームページ内で、エレシリンダーのグリ
スアップや部品交換の方法を動画で紹介していて、非常
にわかりやすく助かっています。取扱説明書もあります
が、動画で1つ1つの作業をわかりやすく説明されている
ので、初めてでも安心して作業できました。
今後は、エレシリンダー以外のメンテナンス動画も公開し
ていただけると非常に助かります。よろしくお願いします。
（装置メーカーご担当者様）
ありがとうございます。今後もメンテナンスをはじめ、
製品紹介、アプリケーション事例など動画でわかりやすく
お伝えしていきたいと考えております。
※記事は匿名で掲載しています。
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ス ポ ッ ト

春華堂本社複合施設

静岡土産として定着している
「うなぎパイ」の春華堂が、今年4月に本社
工場跡地に
『スイーツバンク』をオープンしました。
うなぎパイは夜くらい家族でお菓子を囲む時間を過ごしてもらいたい
という思いから誕生しました。
スイーツバンクの入り口には家族団らんの
象徴であるダイニングテーブルを13倍の大きさにして設置、他のオブ
ジェも巨大化して置かれています。
施設には春華堂のお菓子はもちろん、
カフェや焼立てパンも販売され、
おいしい上に楽しい時間を過ごせます。
また、地元の信用金庫が併設しており、信用金庫の女性職員と春華堂
のコラボ商品も販売され、地域に根づいた新しい企画をされています。
Ｙｏｕｔｕｂｅではスイーツバンクの全貌が見られますので、ぜひご覧くだ
さい。

クイズの

答 え

スイーツバンク

静岡県浜松市中区神田町553 TEL：053 -441-3340
スイーツバンクHP：https://sweetsbank.jp/

答え：② かぼちゃ

かぼちゃの呼び名は、国名の『カンボジア
（Cambodia）』が由来と言われています。
天分年間
（1532～1555年）
にポルトガル人によって日本に伝えられ、当初はカンボジア産の瓜の意味で『かぼちゃ瓜』
と呼ばれていました。
時が経ち、次第に『瓜』が省かれて『かぼちゃ』になったそうです。

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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