プレスリリース

IoT 時代の Key テクノロジー

マイドームおおさか 1F 展⽰場にて、2017 年 2 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜3 ⽇（⾦）
2017 年 1 ⽉ 12 ⽇
ジ ャ イ サ

⼀般社団法⼈⽇本⾃動認識システム協会（略称JAISA、東京都千代⽥区岩本町 会⻑ 伊沢 太郎）は、2017 年 2 ⽉ 2 ⽇
（⽊）〜3 ⽇（⾦）の 2 ⽇間、マイドームおおさか 1F にて、「第 14 回⾃動認識総合展・⼤阪」を開催いたします。
本展⽰会は、バーコード、⼆次元シンボル、RFID（Radio Frequency Identification）、IC カード、画像認識などの、「⼈間を介
さず、ハード･ソフトを含む機器により⾃動的にデータを読み込み、内容を認識する」⾃動認識の技術、及びこれらの技術を⽣かしたソリュー
ション（物流、マテハン、流通、⽣産、医療⽀援、セキュリティ他）を展⽰するもので、今回で 14 回⽬を迎えます（前⾝のバーコード＆
RFID システムフェアを含めると 15 回⽬）。
来場者は、卸売業界をはじめ、コンピュータ関連業界、流通・物流、⽣産・製造、アパレルから、医療､セキュリティさらには公共関係と広
範囲にわたり、その職種も開発、営業、情報システム、設計から⽣産管理、購買担当の⽅々と多岐にわたっています。
展⽰内容は、「参加企業によるブース展⽰」のほか、「第 18 回⾃動認識システム⼤賞パネル展⽰」、「⾃動認識技術の紹介や協会の
活動を紹介する JAISA コーナー」などの開催です。その他、最新技術動向・最新事例・ソリューションを紹介する⾃動認識セミナー・⼤阪
を同時開催いたします。

第 14 回⾃動認識総合展・⼤阪 開催概要
⽇ 時

2017 年 2 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜3 ⽇（⾦） 10:00〜17:00 （2 ⽇間とも）

会 場
主 催

マイドームおおさか 1F 展⽰場（⼤阪府⼤阪市中央区本町橋 2-5）
⼀般社団法⼈ ⽇本⾃動認識システム協会 http://www.jaisa.or.jp/
（Japan Automatic Identification Systems Association 略称︓JAISA/ジャイサ）

後 援

経済産業省近畿経済産業局／⼤阪府／⼤阪市／⼤阪商⼯会議所

協 賛

⼀般財団法⼈流通システム開発センター／協同組合関⻄ファッション連合／
⼤阪アパレル物流協議会

⼊場料

無料（登録制）

開催規模

22 社・団体 45 ⼩間 （前回開催 29 社・団体 50 ⼩間）

出展品⽬

▼⾃動認識製品・技術
バーコード、⼆次元シンボル、RFID、カード（IC、磁気他）、画像認識、他

▼⾃動認識を活⽤した各種ソリューション
特別展⽰

◆⾃動認識システム⼤賞パネル展⽰
2016 年度に受賞された 6 件のパネル展⽰を⾏います。

併催事業

◆⾃動認識セミナー・⼤阪
最新動向・最新事例・ソリューションを紹介する講演を⾏います。
近畿経済産業局殿による基調講演や本年度の⾃動認識システム⼤賞受賞事例、チュートリアルセッショ
ン（⾃動認識の基礎講座）、アパレル・物流・整備・製造分野での「ユーザ導⼊事例」や「最新技術動
向」など 6 セッション 10 講座で開催いたします。

予想来場者数

2 ⽇間計 3,500 名（受付での登録者数による⼈数カウント、2016 年来場者数 3,017 名）

展⽰会 URL

http://www.autoid-expo.com/osaka/

展⽰会事務局

株式会社シー・エヌ・ティ（Tel.03-5297-8855）

▼出展社名及び展⽰内容⼀覧（50 ⾳順、2017 年 1 ⽉ 12 ⽇現在）
アイニックス（株）
⼩間番号︓16

『⾃動認識技術でワンストップソリューション提供』
☆⼊出庫管理 POT Check3、同報通信 EveryTalk ☆⾃動認識モバイル端末、ウェアラブ
ル、RFID ☆IoT 位置情報ビーコン、Wifi Tag、分析ソフト

（株）イメージャー
／ハネウェルジャパン（株）
⼩間番号︓15

『Honeywell 製 PDA Dolphin75e』

（株）ウェルキャット

『IoT 時代のハンディ＆ウェアラブルターミナル』

⼩間番号︓1
エム・アールエフ（株）
⼩間番号︓9
オカベマーキングシステム（株）
⼩間番号︓3
（株）グレープシステム
⼩間番号︓22
（株）コムアソート
⼩間番号︓20
サトーホールディングス（株）
⼩間番号︓14
（株）デンソーウェーブ
⼩間番号︓10
凸版印刷（株）
⼩間番号︓21
⽇精（株）
⼩間番号︓13
（株）⽇⽴ハイテクマテリアルズ
⼩間番号︓18
（株）フェニックス
⼩間番号︓8
（株）マーストーケンソリューション
⼩間番号︓19

Windows10/Android6.0 の最新 OS から選択可能で、⾼性能 2D スキャナ、⾼速 CPU、
無線 LAN、IP67 に対応しており、幅広い業務でお使いいただけます。

「徹底的に速さを追求」した新製品⼆次元ハンディターミナル・XIT-320-R と「ハンズフリーを実
現」するウェアラブルターミナル・WIT-200 シリーズをデモ展⽰。

『PHYCHIPS 社製 UHF RFID モジュール』
⼩型、センサアプリケーション対応の多機能 UHF RFID モジュールをご紹介します。実際に組
み込んだデモ機の実演有。その他アンテナ各種もご⽤意しております。

『IoT ソリューションと RFID 製品のご紹介』
○BLE ソリューションを利⽤した IoT ソリューション ○RFID タグエンコーダー「TRW-300」 ○
ZEBRA・RFID 製品「ZD500R」「RFD8500」

『偽造防⽌認証ソリューション、⾳声認識ソリューション』
■化粧品・ブランド品などの違法な偽造を防⽌する認証ソリューション
■ノイズ化で⾳声認識率をアップさせる為の⾳声⾼⾳質化ミドルウェア

『モバイル製品を活⽤した業務効率化システムを展⽰』
携帯電話・スマホ・インターネット通信機能付ハンディターミナルを使⽤したシステム開発事例の
紹介とご提案。「⼊出庫検品」「在庫管理」「トレーサビリティ」など。

『⾃動認識技術でお客様のビジネスを⽀えます』
⾃動認識ソリューションのトップメーカーとして、バーコードや 2 次元コード・RFID などを活⽤し
て、現場が抱えるお困りごとから経営課題まで、お客様のビジネスを⽀えます。

『製造・物流に貢献するソリューション』
【製造】 RFID を活⽤した通い箱管理、OCR を⽤いた品番チェックなど
【物流】 RFID を⽤いたピッキングや、WMS とハンディターミナルを連携したソリューションなど

『IC タグ及び新商材のご紹介』
IoT 活⽤のためのデバイスとして優位性のある IC タグ及び新商材のご紹介。新しいビジネスの
ヒントが⾒つかります。

『カラー・バーコードソリューション』
タブレットやネットワークカメラに、カラーバーコードをかざすだけで⼊退場・労務・安全管理ができ
るシステムの事例紹介と展⽰を⾏う。

『⽇⽴グループの⼒で RFID ユーザーを強⼒サポート』
RFID を利⽤したシステムをユーザーと共に構築してきた経験をもとに、最適な IC タグ、リーダラ
イタ、システムをご提案し、課題解決のコンサルティングをいたします。

『シートリーダで伝票処理⼯数を⼤幅短縮︕』
検収印・追記印字可能な【AX210】、CIS スキャナ搭載⼩型タイプ【AX300】でより早く・より
正確に現場の作業⼯数を⼤幅削減︕（最⼤ 1/10 以下の作業時間で処理が可能）

『UHF 帯 RFID/２次元コード新製品他 展⽰』
●新製品インテリジェントデータコレクタ ●UHF 帯 RFID リーダライタ各種 ●OCR/印字品
質検証/パターンマッチング等画像処理機能搭載 2 次元コード固定式スキャナ 他

▼その他展⽰内容
◆『JAISA コーナー』（⼀社）⽇本⾃動認識システム協会の活動報告
◆⾃動認識システム⼤賞※パネル展⽰
⼤

賞

スマイルタグで観光客を誘引、商店街を活性化

優

秀

賞

Color Gate System 〜動作管理システム〜

優

秀

賞

画像認識による⾷品の期限ラベル⾃動貼付け／フロチルラベラー®

フジサンケイ ビジネスアイ賞

加速度・⾚外線センサー付 RFID 監視タグで害獣捕獲罠を監視するシステム

特

別

賞

RFID 技術を利⽤した中軽量棚向け棚卸ロボットの開発

特

別

賞

RFID と掌静脈による共⽤端末の離着席認証について

※「⾃動認識システム⼤賞」は、先進的、かつその効果が極めて顕著である⾃動認識関連のシステムや技術に対し、JAISA より表彰するものです。

▼⾃動認識セミナー・⼤阪内容
マイドームおおさか 会議室にて、最新技術動向・最新事例・ソリューションを紹介する講演を⾏います。
（S3・S6 有料 1 セッションにつき 3,000 円）
2/2（⽊）
聴講無料

マイドームおおさか 8 階 第 1・第 2 会議室

〜

10:00
S1

11:00

チュートリアルセッション（⾃動認識の基礎講座）
※資料ご希望の⽅は別途有料（1 部 1,000 円、当⽇販売）

聴講無料
〜

11:10
S2

12:00

（⼀社）⽇本⾃動認識システム協会
マイドームおおさか 8 階 第 1・第 2 会議室

基調講演
第４次産業⾰命をリードする⽇本の戦略と地域における「ものづくり現場の IoT」の

経済産業省 近畿経済産業局

取り組み

〜

13:30
S3

15:20

アパレル店舗と物流における RFID 活⽤

マイドームおおさか 8 階 第 1・第 2 会議室

RFID 全社展開に向けた取り組み

（株）ストライプインターナショナル IT システム部

ヤマトグループが提供する、アパレル業界向け RFID ソリューション

ヤマトロジスティクス（株） 販売物流サービスカンパニー

2/3（⾦）
聴講無料
〜

10:00
S4

10:55

第 18 回⾃動認識システム⼤賞 受賞企業講演１
加速度・⾚外線センサー付 RFID 監視タグで害獣捕獲罠を監視するシステム
画像認識による⾷品の期限ラベル⾃動貼付け／フロチルラベラー
聴講無料

（株）サトー 東京第⼀営業部 第⼀ G
マイドームおおさか 8 階 第 1・第 2 会議室

第 18 回⾃動認識システム⼤賞 受賞企業講演 2

12:05

Color Gate System 〜動作管理システム〜

⽇精（株） 商品営業本部 IT ビジネス部

スマイルタグで観光客を誘引、商店街を活性化

サトーマテリアル（株）

整備・製造現場における⾃動認識活⽤
〜

13:30
S6

®

アイニックス（株）

11:10
〜

S5

マイドームおおさか 8 階 第 1・第 2 会議室

RFID を活⽤した航空機整備⽤ツール管理システムについて

15:20
パワートレイン製造ライン個体管理における⾃動認識の活⽤

マイドームおおさか 8 階 第 2 会議室
全⽇本空輸（株）／ ANA 成⽥エアポートサービス（株）
エンジニアリングサービス部
マツダ（株） 技術本部 パワートレイン技術部

※セッション詳細は、ホームページ（http://www.autoid-expo.com/osaka/）にて公開中です。

=========================================================
「本リリース PDF」及び「展⽰会ロゴ」、「写真」は下記 URL よりダウンロード可能です。
http://www.autoid-expo.com/osaka/jp/press/index.php
=========================================================

＜主催＞
⼀般社団法⼈⽇本⾃動認識システム協会
〒101-0032 東京都千代⽥区岩本町 1-9-5 FK ビル 7F
＜お問い合わせ先＞
展⽰会事務局︓株式会社シー・エヌ・ティ
Tel.03-5297-8855 Fax.03-5294-0909
〒101-0041 東京都千代⽥区神⽥須⽥町 1-24-3 FORECAST 神⽥須⽥町 4F

