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産業 ロ ボ ッ ト 活 用 事 例 を 紹 介
包装・食品・製菓製パ
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り、中部包装食品機械工

ごやで開催されるにあた

４日間、ポートメッセな

日（水）～ 日（土）の

８中部パック」が４月
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の た め 海 外 例の紹介、包装相談コー ルト社②４月 日（木）

た少子高齢化 シェ～、６次産業化成功 リービジネス シューベ

している。ま ラザ」～パックＤＥマル マ＝想像と改革のファミ

き合いを頂戴 売を行う「チューピープ シ ュ ー ベ ル ト 氏、テ ー

く、多くの引 の食品・商品のＰＲ＆即 ネージャー ヨハネス・

てはありがた セミナー 回、こだわり ベルト社プロダクトマ

械業界にとっ 回、プレゼンテーション

は包装食品機 ５回、セミナー＆実演４ 【特別講演会】①４月

る。このこと を説明した。特別講演会 ０００円

ネラルパッカー㈱会長）

マーケットは ナー開設（４月 日～

日（水）
、
講師＝シュー

古屋市中村区のホテル

ン機械の展示会「２０１
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ト 化、 Ａ Ｉ、プレゼンツ」
（３号館

講師＝消費者問題研究所

氏、テーマ＝食の２０２

おり、ロボッ 事例コーナー「ロボ太郎 ド バ イ ザ ー 垣 田 達 哉

必須となって 日）
、産業ロボット活用 代表食品問題評論家食ア

発表会を開催した。
中部パックは包装・製

、
学生向けリクルー ０年問題～食品業界、２
菓製パン・食品製造・物 所、㈱カジワラ、中井機 Ｉｏ Ｔの取り組みも重要 小間）
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、
器、環境機器および包装 ㈱などの 社、 小間。クを開催するにあたり製 ついて記入できるボード きる～③４月 日（金）

流の機械のほか、関連機 械工業㈱、レオン自動機 な課題である。中部パッ ト、困りごと・探し物に ０ ２０ 年を境に何が起
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生かし、出品社と来場者 した。６次産業化の推進 高木幹夫社長、テーマ＝

会 見 で は、梅 森 会 長 との出会いが今後のビジ については、前回はブー 儲かる農業をめざして

きっとある。
」をテーマ の時給上昇、人手不足問

田 中 千 尋 氏、

日（金）
、
講師＝カフェ

たが、今回はばらし、会「はじめの一歩」④４月
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に、２３９社、７００小 題が課題となっている。パック実行委員長の部谷 るようにする。

出品社についてＰＲ。さを求めて～⑤４月 日
展は 社。製菓製パン機 り、欠品は許されないた 品社数共に増加した。特 し、

展規模で開催する。初出 品棚の確保は必需であ 回より出展社数、新規出 Ｂ などのＳＮＳ を活用 さへの情熱～本物の豊か

間（２月 日現在）の出 スーパー、コンビニの商 政義氏が挨拶に立ち「前
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今年は「包みたいものが 業が好調のため、パート 会にしたい」と挨拶。

ごとに開催されており、が「大手自動車、電器企 ネスに繋がっていく展示 スを一カ所にまとめてい マーケティング環境の

を拓く総合展示会。隔年

とユーザーとの共存共栄 人を目指す。

」などを企画 サルタント ㈲いちゆう
して展示し、業界の発展 来場したが、今回は７万 発信の地である地域性を 示ボード）

資材、食品材料等を一貫 前回は６万７６４３人が 造業が多い、ものづくり を初設置
「解決ボード
（掲 講師＝農業総合経営コン

21

中部パックのポスター

21
入れ、セミナー、講演会 や関係者団体にポスター アグリイノベーション橋
業ロボットコーナー。食 内の関係者、西日本では 域が元気になるヤンマー

を実施。新しい試みは産 掲示のお願い、名古屋市 本康治社長、テーマ＝地

の取り組み

２面 イカリ消毒セミナー開催
４面 有力百貨店歳暮ギフト
面 京菓子コレクション

の導入が積極的に進めら 券を配布した。

品現場では産業ロボット 大阪商工会議所にも招待 アグリイノベーション㈱

事例を提案している」と

れており、具体的な活用
話した。
この後、２０１８中部
パック実行委員の吉田真

６
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キャッスルプラザで記者
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は、２月 日（月）
、名

挨拶する梅森会長
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26

、講師＝㈱ヤンマー
械の出展は、㈱飯田製作 め製造現場では自動化が に６次産業化実現に力を 過去の来場者にもメール（土）
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