ものづくり

会員事業所紹介

豊田ものづくりブランド

ゆっくりくつろげるプライベートサロン

S.H.E（シー）

先月号に引き続き今年度認定された4つの技術・製品をご紹介します

製品

ExceLive ® I oT（エクセリブ）

A

A

常発生時のアラート等を備えた「eあんどん」を自社内で簡単に実現できます。
Point2

安価・簡単に！ Point3 オリジナルIoTを作れる！

A

企業
〉
情報 〈 認定技術・製品に関するお問合せ
たかやなぎ なお き

代表取締役社長 髙栁 直紀

製品

TEL：0565ｰ24ｰ6035 （HP）https://www.tk-agile.co.jp

Tranzac MES

情報の見える化

（Manufacturing Execution System：製造実行システム）

A

管理プラットフォーム」で、一般的にはMES（製造実行システム）
と呼ばれる生産状況や在庫状況をリ
アルタイムに管理するシステムです。
即スタート

Point2

Point4 リアルタイム更新

Point5

スモールスタート

Point3

サーバ知識不要

【営業時間】10：00〜20：00 【定休日】毎週火曜日

エアフロート式バリ取りアタッチメント ＡＦシリーズ

【TEL】0565ｰ47ｰ5077

エアフロート式バリ取りアタッチメント AFシリーズ

バリ取り加工の革新
ロボット活用で生産性向上

エアフロート式バリ取りアタッチメント ＡＦシリーズ

エアを使用しており、客先で刃具に掛かる力を自由自在に調整することが可能となっております。
このマルチフロート機構を支えるエア圧を電気制御にてコントロールすることにより、人がバリ取
りを行うのと同様なバリ取り作業が可能となる今まで市場にないバリ取りアタッチメントです。

この機構を支えるエア圧を電気制御にてコントロールすることにより、人がバリ取りを行うのと同様な
バリ取り作業が可能となる、バリ取りアタッチメントです。
Point2

ワーク形状のバラツキを吸収可能

Point3

さまざまな材質のワークに対応可能

株式会社 ファインテクノ

Point1

このマルチフロート機構を支えるエア圧を電気制御にてコントロールすることにより、人がバリ取
360°
りを行うのと同様なバリ取り作業が可能となる今まで市場にないバリ取りアタッチメントです。

製品ラインナップ ◆ エアフロートのアタッチメントAF型 ◆
ロボットティーチングの簡略化が可能

1

株式会社 ファインテクノ 豊田市駒場町西12ｰ2

企業
・製品に関するお問合せ 〉
情報 〈 認定技術
おお つき こう じ

株式会社 ファインテクノ

開発部 大槻 浩司 TEL：0565ｰ59ｰ3100

新たな商品開発のヒント！

モータースピンドル

ワーク形状のバラツキを吸収可能

2

4〜８mm

5°

型式
取付可能スピンドル径

360°
最大 5°
（基点ａ）
アキシャル方向縮み量 5mm 4mm 8mm 8mm
ラジアル可動範囲偏角度

エアフロートアタッチメント

①独自のエアフローと機構により
モータースピンドル取付部が最大で 5°
傾き、

②フロートエア圧を調整することにより
ワーク材質に合わせて、刃物の押し当て力を
独自のエアフロート機構によりワークのXYZ軸方向の未測定部分を吸収
調整可能。

ワーク材料に合わせて自在に
フロート力（刃物の押し当て力）
を調整可能

AF10 AF20 AF30 AF40
エアフロート部に供給するエア圧を
̶
φ20 φ30 φ40
調整することにより、
フロート力（刃物の
360°
を自在に調整。
押し当て力）
ラジアル可動範囲偏角度
エアフロートアタッチメント
（モータースピンドル取付部）が
最大 5°
（基点ａ）
型式

360°

エアフロート部

（モータースピンドル取付部）が

軸心から最大5°
傾き、偏角
（HP）http://www.ﬁne-techno.co.jp
した状態で、
ラジアル方向に
360°
可動。

1 ワーク形状のバラツキを吸収可能

取付可能スピンドル径

エアフロート部

アキシャル方向に8mm縮む
アキシャル方向縮み量 5mm 4mm 8mm 8mm
※AF10はアキシャル方向に
５mm縮む。

注１. エア圧の調整には精密レギュレータ（標準付属品）を
使用してください。
注２. エア圧の調整範囲は0.05MPa〜0.2MPaです。
注３. ワークに刃物を押し当てる姿勢により、フロート力は
若干差異が出ますのでご注意ください。
注４. 電空レギュレータを使用することにより、
フロート力調整の
自動化が可能です。

３ 様々な材質のワークに対応可能

2 ロボットティーチングの簡略化が可能

ワーク材料に合わせて自在に

連絡担当者 開発部 大槻 浩司
（おおつき こうじ）を調整可能
独自のエアフロート機構によりワークのXYZ軸方向の未測定部分を吸収
フロート力（刃物の押し当て力）
製品・技術に関する
お問合せ
に供給するエア圧を
エアフロート部
電 話 番 号 0565-59-3100
ＦＡＸ番号
0565-59-3101
（刃物の
調整することにより、
フロート力

「知的財産経営サロン in 豊田」参加者募集中

時

2020年2月13日（木）15：00〜17：00

内

容

●ミニセミナー「知的財産でビジネスチャンスをつかもう！〜知財戦略で差をつける新商品開発〜」
連絡担当者 開発部 大槻 浩司
（おおつき こうじ）
製品・技術に関する
●座談会
「弁理士と語ろう
！〜会社の知的財産を経営にどう活かす？〜」

定

員

30名（申込先着順、要事前申込み）無料

詳

細

10
製 品
https:/
/www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/salon2020-02.html

主

催

愛知県、日本弁理士会東海会、豊田市、
（一社）愛知県発明協会

お問合せ

4

お問合せ

会

場

注４. 電空レギュレータを使用することにより、
フロート力調整の
ものづくり創造拠点SENTAN（豊田市挙母町2ｰ1ｰ1）
自動化が可能です。

電話
番 号 0565-59-3100
ＦＡＸ番号 0565-59-3101
申込方法
下記Webページからお申込みください。

後

援

豊田商工会議所

申込期限

［精密レギュレータ］

とよたcci.mail 2020／1月号

A

紅茶の好きな人、安全でおいしい
ものを求めている人にぜひ来ても
らいたいです。紅茶は産地や銘柄
だけでなく、淹れ方によって味が変
わるので、その奥深さと本当のお
いしさをたくさんの方に知っていた
だきたいです。

すが ぬま ひろ あき

オーナーの菅沼博明さま
日本紅茶協会認定
【住所】豊田市陣中町1ｰ23ｰ4 高橋ビル1F ティーインストラクターの
資格を保有
【営業時間】9：30〜21：00 【定休日】不定休

ルの店内は明るく開放的で小さいお子さま連れの
ご家族はもちろん、サラリーマンやカップルの方

が当店の自慢です。」
と話してくれたのは東新町に

達にもくつろいでいただけるようになっています。

ある
「ステーキ1ワン豊田元町店」店長の鈴木さん。

「親会社の太啓建設（株）は地元に根差した会

ことがある方も多いのではないでしょうか。

当店はフランチャイズ店としてオープンしまし

貢献をしていきたい」
と話す鈴木さん。
レタスやお
米は豊田産を使用しており、市が認定する
『地産
地食応援店』
として新鮮で安全・安心な農産物を

迎えました。フランチャイズではなくなったことで

お客さまに食べていただけるよう心掛けているそ

１
（いち）ステーキレストランとしてメニュー開発や

うです。

企画等も自分たちで盛り上げていかなくてはなら

今後の抱負は20年で満足せず、お客さまに愛

ず、試行錯誤を繰り返したそうですが、その甲斐

されるお店であり続けるため、新たな試みとして

［精密レギュレータ］

k.otsuki@ﬁne-techno.co.jpあって自家製のハンバーグやかたまりの肉をカット

専門家からの意見を取り入れてさら

して提供する柔らかいステーキは年代問わずたく

に高品質の料理と良い接客を目指

さんの方に好評。セットのサラダバーは1度の来店

していきたいとのこと。進化していく

では全種類食べきれない程種類が豊富でリピート

ステーキ1ワンに目が離せません。

ステーキ1ワン 豊田元町店
企業関連
情報

原木（かたまり肉）からカットされるステーキ

社です。それに倣い地元密着型のお店として地域

たが、数年後に独立し、今年の8月で創業20年を

k.otsuki@ﬁne-techno.co.jp

愛知県 経済産業局 産業部 産業科学技術課 研究開発支援グループ（村上、中田） TEL：052ｰ954ｰ6370 FAX：052ｰ954ｰ6977

Q 今後の目標は？

「全ての食事メニューに地域最大である38種

されるお客さまも多いそうです。アメリカンスタイ

2020年2月7日（金）

当店は紅茶、日本茶、シードル（リンゴ果実酒）に特化したカ
フェです。紅茶は19種類の銘柄を揃えています。紅茶に合う
焼菓子や、そば粉100％のガレット、イタリアの家庭的な味を
再現したパスタやジェラートもあり、全て自家製で余計な添
加物は使用していません。食パンも作っており、小麦の産地
別に9種類ご用意。国産小麦、天然酵母、砂糖、塩のみで作
り、毎日食べても飽きがこない味になっております。

類のサラダバー食べ放題がセットされていること

トレードマークである犬のキャラクターを目にした
３ 様々な材質のワークに対応可能

可動可能。
偏角した状態でラジアル方向に360°
ロボッ
トティーチングの簡略化が可能

エアフロート部
エアフロート部
を自在に調整。
押し当て力）
（モータースピンドル取付部）
が
（モータースピンドル取付部）
が
10
製 品
企業関係者等と弁理士が、少人数のグループ制で、
知的財産を題材に語り合う、
「知的財産経営サロン」
を開催します。
弁理士と気軽に意見
注１. エア圧の調整には精密レギュレータ
（標準付属品）を
軸心から最大5°
傾き、偏角
アキシャル方向に8mm縮む
使用してください。
注２. エア圧の調整範囲は0.05MPa〜0.2MPaです。
交換のほか、参加した他企業の意見も聞くことができます。
ぜひ、ご参加ください。
した状態で、
ラジアル方向に
※AF10はアキシャル方向に
注３. ワークに刃物を押し当てる姿勢により、フロート力は
若干差異が出ますのでご注意ください。
360°
可動。
５mm縮む。

日

AF10 AF20 AF30 AF40
̶
φ20 φ30 φ40

A

ステ ー キ１ワン 豊田元町店

当該製品は、マルチフロート機構を支える部分にエアを使用しており、刃具にかかる力を自由自在に
調整することが可能となっております。

「会報見たよ！」で新規の方に限り、
カット＋カラー施術の方1,000円OFF！

Q 仕事内容は？

19種類の銘柄の紅茶が
楽しめます。お好みの味を
見つけてみてください。

満足のいくステーキハウス

製品ラインナップ

①独自のエアフローと機構により
モータースピンドル
モータースピンドル取付部が最大で 5°
傾き、
4〜８mm
偏角した状態でラジアル方向に360°
可動可能。
5° ②フロートエア圧を調整することにより
当社主力商品のエアフロート式バリ取りアタッチメントAF型は、
マルチフロート機構を支える部分に
ワーク材質に合わせて、刃物の押し当て力を
エアを使用しており、客先で刃具に掛かる力を自由自在に調整することが可能となっております。
調整可能。

インスタグラム ▶

子供の頃から朝食はいつもパンと
紅茶が食卓に並んでいました。そ
のため、自然とパンや紅茶が好き
になり、いつしか好きなことで商売
をしてみたい気持ちが強くなったた
め、会社員を辞めて創業を決意し
ました。

豊田商工会議所は創業される方を応援しています！ 創業サポートセンター 担当 宇野 TEL：0565ｰ32ｰ4593

エアフロート式バリ取りアタッチメント
AFシリーズ
エアフロート式バリ取りアタッチメント
AFシリーズ◆ エアフロートのアタッチメントAF型 ◆
バリ取り加工の革新
ロボット活用で生産性向上

製品

会報限定クーポン

当社主力商品のエアフロート式バリ取りアタッチメントAF型は、
マルチフロート機構を支える部分に
TEL：0565ｰ41ｰ6864 （HP）http://www.tranzac.co.jp

2019-04

店を大きくすることよりも、地域から
愛されて、これから10年、20年と永
く付き合っていただけるサロンにし
の むら だい すけ
ていきたいです。
オーナーの野村大輔さま

【住所】豊田市土橋町8ｰ79ｰ1 MKパレス102

かんたん操作

Tranzac 株式会社 豊田市大林町10ｰ20ｰ5
代表取締役 鈴木 裕輝

トレーサビリティ

2019-04

企業
〉
情報 〈 認定技術・製品に関するお問合せ
すず き ゆう き

当店はひとりでゆっくりと、他の方の目線などを気にせずに過ご
すことが出来るプライベートサロンです。こじんまりしたサロンで
すが、雰囲気の異なるカットスペースをご用意しており、気分や好
みに合わせてお好きな方でカットが出来るなど、居心地の良さに
こだわっています。また、ヘアセットには特に自信を持っています
ので、男女問わず、セットにお悩みの方はぜひご相談ください。

Q 今後の目標は？

「日本の風土であるメーカーとIT企業の分業に合う、どの企業にも汎用化して使っていただける生産

Point1

高校生の頃、友人の髪を切ったこと
があり、周りに「上手！」と褒められた
ことがきっかけで美容師に興味を持
ち、いつしか美容師になることが夢と
なりました。豊田の他に東京でも修業 カジュアル＆ラグジュアリーを
し、念願叶って創業に至りました。
コンセプトとした店内

Q 仕事内容は？

株式会社 ＴＫアジャイル 豊田市前山町3ｰ11ｰ1 Ｔステージ前山ノルテ８０１

Prakrti（プラクリティ）

Q 創業のきっかけは？

きるシステム。エクセルのセル計算式機能やマクロ機能を活用し、稼働状況の「見える化」や異

エクセルで！

紅茶カフェ

Q 創業のきっかけは？

使い慣れたエクセルを使用して、設備からの情報をリアルタイムで受け取り、管理することがで

Point1

美味しい紅茶が飲めるお店

新規
創業

ステーキ1ワン

38種類のサラダバー！

（文責M・Y） 公式LINE@

予約・順番受付サイト「EPARK」にて予約・順番を受け付けています

【住所】豊田市東新町5ｰ43ｰ1 【TEL】0565ｰ36ｰ6533 【FAX】0565ｰ36ｰ6534
【営業時間】11：00〜22：30（LO22：00） 【定休日】年中無休（年末年始12/31〜1/2除く）
【HP】http://www.taikei-gr.jp/kiraku/

153

東新町
5丁目

ステーキ1ワン
豊田元町店

東新町
2丁目

スーパースポーツ
ゼビオ 豊田東新店

フィール
リスタ
柿本町
155 2丁目

とよたcci.mail 2020／1月号

柿本町
3丁目

5

