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コネクテッド・インダストリーを、日本から世界へ。
日本の基幹産業である製造業。かつて世界は「Made in Japan」の製品であふれかえって
いましたが、現在では一部の業界を除き、日本の製造業は苦戦を強いられています。

そのような状況においても、世界No. 1の競争力を誇っているのが、日本の生産技術です。
ロボット、工作機械、FA機器の分野では、依然として日本のメーカーが高いシェアを占め
るほか、IoT分野についても、世界各国から大きな期待が寄せられています。

日本の製造業を再び活性化させるには、これらの高度な生産技術を武器に製品やサービス
の価値を最大限に高め、グローバルな市場で戦っていく必要があります。その鍵を握るの
が、人、機械、そして企業がデータを介してつながる「コネクテッド・インダストリーズ」
です。

私たちFAプロダクツは、豊富な知見と独自のネットワークを駆使し、産業界変革の 
リーディングカンパニーとなるべく、各種サービスの強化と人材育成を加速。製造業の 
要となる工場領域を軸に「コネクテッド・インダストリーズ」を実現させることで、日本の
製造業復活の一翼を担っていきます。

日本から世界へ、笑顔を届けるために————

私たちFAプロダクツにご期待ください。

代表取締役会長 取締役代表取締役社長
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Engineering
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Connected

● 最新の機器・サービス
● ICT技術
● 要素技術

● 業界・職種・工程・設備・オペレーション
● 政策・業界動向
 （コネクテッド・インダストリー、SDGsなど）
● 工場・エネルギーのデータ

● 人（顧客、技術者、専門家など）
● 企業・組織（SIer、商社、銀行など）
● 団体（経済産業省、地方自治体など） 戦略・マーケティング

プロモーション、企画など

ソリューション
製品、サービスなど

プロセス・インフラ
Team Cross FA、販売プラットフォームなど

コア・コンピテンス（資源） アウトプット

会社概要
商号	 株式会社FAプロダクツ

英文表記	 FA	Products	Inc.

所在地	 〒105-0004　	東京都港区新橋5丁目35番10号	新橋アネックス2階

設立	 2011年8月

代表取締役会長	 天野	眞也

代表取締役社長	 貴田	義和

取締役	 飯野	英城

資本金	 8,750万円

従業員数	 40名	（2019年10月01日現在）

FAプロダクツの強み
智・脈・技を結び付け、新たな戦略やソリューション、ビジネスインフラを構築できること。 
それが、私たちFAプロダクツの強みです。

事業内容
スマートファクトリー構築総合プロデュース

•	デジタルシミュレーションシステム
•	デジタルツインシステムの構想、実装
•	グランドデザインと構想設計

•	デジタルファクトリーの設計、実装
•	各種デジタルツインパッケージ
•	プロジェクトマネジメント

再生可能エネルギー活用総合プロデュース

•	再生可能エネルギー発電所の物件紹介、販売
•	再生可能エネルギー発電要素部品の販売
•		エネルギーマネジメントシステムの提案、	
実装

沿革
2011年8月 株式会社FAプロダクツ設立

2013年4月 株式会社電通国際情報サービスとシーメンスプロダクトライフサイクルマネジメントのソフトウェアリセラー契約を締結

2014年6月 700万円の増資（資本金1,000万円）

2015年3月 株式会社3次元メディアとシステムインテグレーション領域における提携

2016年1月 ルネサスエレクトロニクス株式会社とR-inコンソーシアムを活用した新商品開発において提携

2016年3月 FAプロダクツとアドバンテックがIoT/インダストリ4.0分野でアライアンス提携

2016年8月 代表取締役会長に天野眞也が就任

2018年7月 FA・ロボットシステムインテグレータ協会に加盟

2018年8月 日本サポートシステム株式会社より株式譲渡、筆頭株主として協業体制構築

2019年3月 第三者割当増資により、スマートファクトリー分野で株式会社電通国際情報サービスと資本・業務提携

2019年8月 企業コンソーシアム「Team	Cross	FA（チームクロスエフエー）」創立
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次世代デジタルファクトリーで工場を「自律化」
コネクテッド・インダストリーズの実現には、新たな付加価値を生み出す「デジタルファクト

リー」の活用が必要不可欠です。現場を徹底的にデジタル化、開発と製造もデジタルで連携。

製品の価値をあげることで、生産性向上だけではなく、企業に大きな付加価値を提供します。

◉スマートファクトリー構築総合プロデュース
次世代「デジタルファクトリー」構築プロジェクトを総合的にプロデュース。	
2019年9月に創立したTeam	Cross	FAの幹事会社として、グランド
デザインから構想設計・シミュレーション分析・実設計・製作・実装・保守・
人材育成まで、一貫サービスの窓口としてプロジェクトマネジメントの役割
を担います。

◉各種デジタルツインパッケージ
私たちが提唱する「デジタルファクトリー」とは、あらゆる情報をデジタル化して最適
化された分析結果を元にミッションを自動的にコントロールする「デジタルツインアプ
リケーション」の集合体です。	稼
働・品質・在庫・保全・ロボット・
物流・エネルギー・製品開発など、
さまざまな領域でのデジタルツ
インパッケージを提供します。

◉ �デジタルシミュレーション活用・導入支援
FAプロダクツでは、PLM業界のトップメーカーであるSiemens社製の各種デジタルシミュレーションソフトを提供・活用。生産
計画データと現場のリアルデータをデジタル化し、これから導入される新たなコンセプトのデジタルファクトリーを仮想上で余す
所なくシミュレーション分析します。製造指示・物流管理・ロボットシステム・オペレーション作業などがデジタル上で最適化さ
れることで、リアルのシステムへの確実で円滑な実装・稼働・運用に貢献します。

設備

エネルギー

自動化・
デジタルツイン化

入荷
出荷自動搬送

製品

人

様々なデータを収集・蓄積・分析し
最適化された情報を基に
リアルタイムコントロール

物流 加工 組立 検査 物流 保守

オンプレミスクラウド

モニタリング シミュレーション AI

M E S

基幹システム

スケジューラー ERP SCM

創エネ

CO₂削減

蓄電池

エネルギー最適化
（省エネ、再生可能エ
ネルギー活用、デマン
ド管理）設計モジュール化

製品開発 DFM

開発との連携

製造プロセス

生産モジュール化

Smart Cockpit

スマートファクトリー事業

IMUセンサ・ボード

Siluro BoxIMUボード

USB
Type A-Cケーブル

分析機能 機械学習

IMUセンサ

ロボットシステムに必要な構成要素をひとまとめにした	
ロボットシステムパッケージ

振動予知保全システム「Siluro」

最適生産計画シミュレーションパッケージ設備稼働分析パッケージ
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◉太陽光発電システム機器の販売
太陽光発電システムに欠かせない太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、架台のほか、遠隔監視・出力制御からシステム故障診断、
リパワリングに至るまで、太陽光発電に関するトータルソリューションを提供します。

◉エネルギーマネジメントシステムの提案、実装
製造業はエネルギー消費量が最も多い業種であり、社会的にもエネルギー消費のスマート化が強く求められています。
FAプロダクツでは、独自のノウハウとネットワークを活用し、自家消費用発電や蓄電システムの導入など、工場全体に関する省エネ
ソリューションを含めたエネルギーマネジメントシステムのご提案が可能です。

スマートエネルギー事業

エネルギーの「スマート化」を推進します。
日本は、エネルギー自給率の低さや化石燃料への依存など、エネルギーに関する多くの問題を

抱えています。その中でも製造業はエネルギー消費量が最も多い業種と言われ、社会的にもエネ

ルギー消費のスマート化が強く求められています。その鍵を握るのが、太陽光発電をはじめとす

る再生可能エネルギーです。

FAプロダクツは、太陽光発電を軸としたスマートエネルギー事業を展開。独自のネットワーク

を駆使して、エネルギーのスマート化を推進していきます。

スマエネは、太陽光発電投資に役立つ情報を発信するポータルサイトです。業界最大級
の掲載物件の中から、販売価格や利回りなどの条件を設定して物件検索が行えるほか、
太陽光発電投資に関するわかりやすい解説やセミナー情報、実際の事例紹介など、さま
ざまな情報を提供しています。

◉再生可能エネルギー発電所の物件紹介・販売
昨今、RE100、グリッドパリティ、SDGs、環境経営などの浸透に伴い、	
自家消費型太陽光発電が注目されています。
FAプロダクツでは、独自のノウハウとネットワークを活用し、自家消費型
太陽光発電の導入シミュレーションから、エネルギーマネジメント、設計施
工に至るまで、トータルエネルギーソリューションのご提案が可能です。

取り扱い機器

FAプロダクツ施　　主

電力会社

機器仕入れ先

キュービクル改修・
製作

システム設計
機器製作

アグリゲーター
新電力・設備リース

施工会社・
施工パートナー

官 公 庁

架　台

PCS

接続箱 遠隔監視システム

太陽光発電パネル太陽光発電パネル

外周監視
カメラ
外周監視
カメラ

外周監視
カメラ
外周監視
カメラ

気温計全天日射計

接続箱

パワーコンディショナ

集電箱

蓄電へ

売電へ

Ethernet

RS-485
（Modbus通信）

モニタリング用
パソコン

産業用
スイッチングハブ

スマエネの特長

業界最大級の物件掲載数

多種多様な物件

契約までワンストップ

機器選定のプロが運営

スマエネは圧倒的な取扱い物件数が強みです。お客様のニーズに沿った物件を、中立的
な立場でご紹介します。

低圧・高圧・特別高圧の新築・中古・営農物件から権利まで、幅広い種別の物件を取
り揃えており、お客様の多様なニーズにお応えできます。

お問い合わせから契約締結まで、担当者がワンストップでサポート。複数の施工会社と
やり取りをする必要がなく、快適なお取引が可能です。

私たちは機器商社として、太陽光発電機器に関する幅広い知識と経験を備えています。
太陽光発電所のアドバイザーとして、お客様が納得いくまでご説明・ご提案をさせて
いただきます。

日本最大級の太陽光投資物件サイト
スマエネ

太陽光発電モジュール
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最新×最高＝最強 理想の未来がここにある

「スマラボ」はメーカーを横断した最先端のリアルRobot×IoTショールームとして、「ユーザー企業へのリアルなロボット×IoT	
体感」と「SIerの育成」を目的とした、スマートファクトリーの最新ソリューションを展示する施設です。各種の産業用ロボットをはじめ、
三次元カメラや二次元カメラなど、特定メーカーによらない構成で展示しています。その場で体験して商談することも可能です。

約20年の構想を重ね、ついに日本の最先端ファクトリービルダーが
立ち上がりました。
「Team	Cross	FA」は、自動車、電機、食品、物流など、あらゆる	
業界での「知見」と、加工、組み立て、包装、検査、物流など、あらゆる	
「工程」での経験やさまざまな技術や最新設備を持ったマルチベン
ダーたちが主導する、日本初の「ファクトリービルダー」のコンソー
シアムです。幹事企業を軸として公的機関や公式パートナー、日本	
各地のFA・ロボットSIer、地域社会と協力し、日本の国家戦略「コネクテッド・インダストリーズ」とも連携。場所や課題を超えて	
新たな価値協創を目指し、全ての製造業のスマートファクトリー化に寄与します。
FAプロダクツは、「Team	Cross	FA」の中核を担う幹事企業の一員です。総合窓口役として、全体企画・プロデュースを担います。

スマート化を求める企業へ提供

公的機関
」ムテスシTI「」ルサンコ「いなれきし羅網で社会事幹
業企るすトーポサをどな」遣派材人「」守保「」設建物建「

幹事企業

公式パートナー

Team Cross FAの中核企業でコア部分の技術を持ち
活動の主体になる企業

Team Cross FAの理念に賛同して
日本の製造業を共に支える公的機関

日本各地の県
市町村

第三セクター
など

スマートファクトリーソリューションを
ワンストップで提供

❖物流ゾーン

・ティーチレスデパレタイジング
・3Dトラッキング物流仕分け
・AGV（無人搬送車）

❖ IoTゾーン

・稼働監視
・予知保全
・3Dピッキング＋ORiN

❖ロボット＋クラウド

・3Dピッキング＋ORiN
・協働型ロボ＋AGV

ティーチレスデパレタイジング

稼働監視 3Dピッキング＋ORiN

3Dトラッキング物流仕分け

Team Cross FA

企業コンソーシアム「Team�Cross�FA」 Smart�Factory�Conductor�LABO（スマラボ）

❖自律化生産ラインモデル

倉庫や工場内を動き回るAGV（無人搬送車）や各工程のジョブ
ショップとリアルタイムで情報をやりとりし、フレキシブルに
工程を進化させながら作業を進めていく新時代の自動化生産
ライン構想、デジタルツインを再現した「ロボット型デジタル
ジョブショップ」を実装した日本初のデジタルファクトリーを、
2020年春から展示予定です。

❖食品ゾーン

・お弁当盛り付け
・移動式おにぎりばんじゅう詰め
・モデルレス3Dピッキング

お弁当盛り付け 移動式おにぎりばんじゅう詰め

❖自動車・機械ゾーン

・画像嵌め合い
・3Dばら積みピッキング

画像嵌め合い 3Dばら積みピッキング

施設概要
所在地：〒329-0206	栃木県小山市東間々田3-23-23
営業時間：平日	10:00～18:00　　休館日：土曜日、日曜日、祝日
お問い合わせ先：03-6453-6761（株）FAプロダクツ内	

お申し込み方法／交通手段
ご見学は事前の登録制となっておりますので、Webサイトからご登録ください。
施設の最寄り駅：JR�東北本線・JR宇都宮線「間々田駅」	※東口より車で5分・徒歩15分

https://smartfactorylabo.com/
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国や産業界との連携
「インダストリー4.0」「コネクテッド・インダストリーズ」の時代では、再び日本が世界を先導していく責務があります。
「製造業の文化を新しく創り変え、変革により新しい価値を世の中に提供したい。」この思いから、経済産業省「ロボット実装モデル構築	
推進タスクフォース」にも参画し、	官公庁や公的機関、産業界と協働しながら、業界横断の課題にも取り組んでいます。

業界の活性化
次世代を担う若年層に向けて、ロボットシステムインテグレータという業界認知を広める啓発活動を行っています。工業高校生向
けフリーペーパー「チョイス」への協賛を通じ、役員や若手社員の言葉で仕事の魅力を紹介。地方大会を運営する「ロボットアイ
デア甲子園」では、産業用ロボットの見学やセミナーの受講のほか、ビジネスアイデアを考え出す作業を通じ、業界や社会的意義を
感じてもらうことで、業界認知に寄与しています。また、多方面に向けた講演活動を展開。製造業各社を対象とした講演会に加え、
各種展示会や地方自治体主催のセミナーにおいても特別講演を実施することで、コネクテッド・インダストリーズの実現に向けて
の啓発活動を積極的に行っています。

社会貢献活動
私たちはスポーツが持つ人々を結びつける力を信じ、障がい者サッカー普及団体	
「一般社団法人あいず」を支援しています。スポーツ振興と地域社会への貢献の一環
として、障がい者と健常者が共創できる社会づくりを目指していきます。

社内の意識向上
FAプロダクツでは、日本の国家戦略「コネクテッド・インダストリーズ」を会社のビジョンに掲げており、このビジョンの実現のた
めに、社員がどのように行動するかを行動指針として明文化しています。この基軸浸透のために、クロス・ファンクショナルチームを
結成。基軸の理解とビジョン実現に向けたオープン・ディスカッションをはじめとした基軸浸透活動を社内に積極的に推進していま
す。このように、社員一丸となって産業界変革のリーディングカンパニーを目指しています。

人材評価制度
FAプロダクツでは、基礎、技術、営業教育など、広範囲にわたる社内教育を展開するとともに、各事業、部門、職種など、それぞれの	
必要性に合わせた事業所内教育を実施しています｡
また、月に一度の上司との面談に加えて、四半期に一度は役員面接を実施し、上司と定期的に対話する中で、目標の設定と評価、キャ
リア開発ビジョンの形成、評価結果のフィードバックなどを行い、日常の仕事を通じた人材育成が活発に行われる風土づくりを目指
しています。これらにOJTを組み合わせ、個々の現場に応じたスキルの実践と業務知識・ノウハウの修得を促すことで、一人一人の
個性に応じた成長を後押ししています。

共にコネクテッド・インダストリーズを 
実現するために

コネクテッド・インダストリーズを実現するには、社員一人一人の力を結束するのはもちろ

んのこと、より多くの方々にFAプロダクツの事業を理解していただき、私たちの活動に共

感していただくことが大切です。

そこでFAプロダクツでは、社外に向けた情報発信と啓発活動を積極的に展開するとともに、

やりがいのある職場環境づくりを目指し、将来を見据えたキャリアアップを支援する人材育

成制度を導入しています。
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社会貢献活動
障がい者サッカー普及団体「一般社団法人あいず」へのスポンサードを通じ、障がい者と健常者の共存できる社会作りに貢献していき
ます。

国や産業界との連携

社内の意識統制

上司と定期的に対話する中で、目標の設定と評価、キャリ

共にコネクテッド・インダストリーズを 
実現するために
コネクテッド・インダストリーズを実現するには、社員一人一人の力を結束するのはもちろ
んこと、より多くの方々にFAプロダクツの事業を理解していただき、私たちの活動に共感
していただくことが大切です。
そこでFAプロダクツでは、社外に向けた情報発信と啓蒙活動を積極的に展開するとともに、
やりがいのある職場環境作りを目指し、将来を見据えたキャリアアップを支援する人材育成
制度を導入しています。

人材開発制度
FAプロダクツでは、経営教育、基礎教育、技術教育、営業教育など、広範囲にわたる社内教育を展開するとともに、各事業、部門、職種など、
それぞれの必要性に合わせた事業所内教育を実施しています｡
また、月に一度の上司との面談に加えて、四半期に一度は役員面接を実施し、
ア開発ビジョンの形成、評価結果のフィードバックなどを行い、日常の仕事を通じた人材育成が活発に行われる風土づくりを目指して
います。これらにOJTを組み合わせ、個々の現場に応じたスキルの実践と業務知識・ノウハウの修得を促すことで、一人一人の個性に
応じた成長を後押ししています。

FAプロダクツでは、日本の国家戦略「コネクテッド・インダストリーズ」を会社のビジョンに掲げており、このビジョンの実現のため
に社員自身がどうあるべきかを行動指針として明文化。社員一丸となって産業界変革のリーディングカンパニーを目指しています。

業界の活性化
工業高校向けフリーペーパー「チョイス！」への支援を通じ、次世代を担う若者に「ロボットSIer」という仕事を紹介するとともに、コ
ネクテット・インダストリーズの実現に向けた情報発信を取り組んでいます。
また、多方面に向けた講演活動を展開。製造業界を対象とした講演会に加え、各種展示会や地方自治体主催のセミナーにおいても特別講
演を実施することで、コネクテッド・インダストリーズの実現に向けての啓発活動を積極的に行っています。

「インダストリー4.0」「コネクテッド・インダストリーズ」の時代は、再び日本が世界を先導していく責務があります。
製造業の文化を新しく創り変え、変革により新しい価値を世の中に提供したい。この思いから、経済産業省「ロボット実装モデル構築
推進タスクフォース」にも参画し、 官公庁や公的機関、産業界と共創しながら、業界横断の課題にも取り組んでいます。



株式会社FAプロダクツ
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このカタログは、FSC森林認証紙と省資源のためVOC（揮発性有機化合物）成分フリーの 
植物油インキを使用しています。
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