
◆ お申込み 方法 ◆
　　下記ＵＲＬよりお申し込みください。
　　https://www.robo-navi.com/webroot/siersdayapplication/119.php

◆ お問合せ先◆　
　　FA・ロボットシステムインテグレータ協会　事務局（（一社）日本ロボット工業会内）
　　TEL︓03-3434-2948　　FAX︓03-3578-1404　　Mail : sier@jara.jp

お申込み画面QRコード

ロボットに
触れてみよう！

FA・ロボットシステムインテグレータ協会では、SIer 企業間やロボット導入を考えていらっしゃる企業様との交流を
図るために、各地で「SIerʼ s Day」を開催しています。今回は、ロボット導入のきっかけをつかんでいただくための
講演を準備いたしました。ロボット導入を考えていらっしゃる皆様、ぜひ足をお運びください。

13:00 ～ 13:05　「開会挨拶」　SIer 協会 会長　久保田 和雄（三明機工 代表取締役）
13:05 ～ 13:35　特別講演 
                         「工場・倉庫の自動化を搬送ロボットが解決。シミュレーション活用で導入促進」　
　　　　　　　　　　　株式会社シンク・アイ ホールディングス 取締役 CFO/CIO　浜崎 義樹
　　　　　　　　　　　株式会社ピーエムティー ATI 部 ソリューションプロバイダーグループ　西山 敬朗
13:35 ～ 13:50　「ロボットとロボット SIer の基礎知識」　
　　　　　　　　　　　株式会社佐賀プラント工業 代表取締役　北島 健郎
13:50 ～ 14:30　ロボット導入事例紹介
　　　　　　　　 「IT 経営とロボット活用」　聖徳ゼロテック株式会社 代表取締役　古賀 忠輔
　　　　　　　　 「ゴーメック株式会社導入事例」　五誠機械産業株式会社 九州ロボットセンター　小松・境
14:30 ～ 14:50　「地方銀行のＤＸ推進事例　～ＯＰＴｉＭ　✕　佐賀銀行～」
　　　　　　　　　　　オプティム・バンクテクノロジーズ株式会社 取締役　横尾 敏史
       （休憩）
15:00 ～ 15:10　「SIer 協会の紹介」　SIer 協会事務局
15:10 ～ 15:30　「当社が SIer 業務を開始するに至った経緯」　有限会社 ICS SAKABE 代表取締役　坂部 好則
15:30 ～ 16:20　「地域のロボットシステムインテグレータ企業紹介」
　　　　　　　　　　　五誠機械産業株式会社、西研グラフィックス株式会社、タイヘイテクノス株式会社、
　　　　　　　　　　　有限会社 MECS
16:20 ～16:40　「北九州システムインテグレータネットワークの活動に関して」
　　　　　　　　　　　北九州システムインテグレータネットワーク　田中 裕弓（株式会社リョーワ 代表取締役）
16:40 ～16:55　「ロボット関連施策紹介」　九州経済産業局
16:55 ～17:00　「閉会挨拶」　SIer 協会 地域連携分科会主査　鵜野 政人（株式会社ヒロテック 会長）

◆ アクセス ◆
　　〒840-0815
　　佐賀県佐賀市天神 2 丁目 1-36
　　ホテルグランデはがくれ　フラワー
　　Tel.0952-25-2212

＜ＪＲでお越しのお客様＞
博多から特急で約 37 分
JR 佐賀駅から徒歩で 5 ～ 6 分
＜飛行機でお越しのお客様＞
福岡空港から高速バスで約 70 分
九州佐賀国際空港からバスで約 37 分
JR 佐賀駅から徒歩で 5 ～ 6 分

[ ホテルグランデはがくれ公式 HP]
https://www.grande-hagakure.com/hotel/about.html

1. 日　時　2022 年 2 月 9 日 ( 水 )　13 時～17 時 00 分
2. 会　場　ホテルグランデはがくれ　フラワー　※ＷＥＢ併催 (Cisco WebEx 使用 )
3. 主　催　ＦＡ・ロボットシステムインテグレータ協会
4. 後　援　九州経済産業局（予定）
5. 参　加　無料



◆◇◆  講師プロフィール ◆◇◆　

◆◇◆ SIer 協会 ご挨拶 ◆◇◆　

SIer 協会 会長︓久保田 和雄 氏　 三明機工株式会社 代表取締役社長
1978 年三明機工株式会社設立。2011 年 SANMEI MECHANICAL THAILAND 設立。
2017 年蘇州賛明自動化有限公司設立。35 年間にわたり産業界の自動化に貢献。アルミダイカスト
マシン周辺ロボット・液晶ガラス基盤検査梱包装置・鋳造溶解プラント・FA ロボットシステム
など多岐にわたる。2020 年より（一社）日本ロボット工業会副会長。

SIer 協会 地域連携分科会主査︓鵜野 政人 氏　 株式会社ヒロテック 会長

1972 年ヒロテック入社。2000 年社長就任。2012 年より現職。
自動車部品メーカーとして、ドア・排気系部品の開発・設計・生産までの一貫生産体制を整え、
プレス金型、治具装置、各種組立プラントも手掛ける国際的な総合メーカーに成長。
その経験を活かし、自動車分野以外でもロボットシステムインテグレータに力を入れる。

講師︓北島 健郎 氏　 株式会社佐賀プラント工業 代表取締役

講師︓古賀 忠輔 氏　 聖徳ゼロテック株式会社 代表取締役

講師︓横尾 敏史 氏　 オプティム・バンクテクノロジーズ株式会社 取締役

講師︓坂部 好則 氏　 有限会社 ICS SAKABE 代表取締役

講師︓西山 敬 氏　 株式会社ピーエムティー ATI 部 ソリューションプロバイダーグループ
技術経営修士、ファクトリーサイエンティスト。
ソフトウェアエンジニアとして経験を積み、自律搬送ロボットを軸としたソリューション提案事業を立上。
特定の自律搬送ロボットメーカーに依存せず、お客様の困りごとに最適な解決策の提案に取り組む。

講師︓浜崎 義樹 氏　 株式会社シンク・アイ ホールディングス 取締役 CFO/CIO
三井住友銀行、IR・SR コンサルティング企業を経て、2016 年株式会社ピーエムティー（以下 PMT）入社。
友好的事業承継 M＆A、オープンイノベーション等の推進を企図し，株式会社シンク・アイ ホールディングスを
2020 年設立し転籍。
国内外の AI・ロボット分野スタートアップ等と連携し、PMT ソリューションプロバイダーグループと工場・倉庫
の活人化を推進。

技大学卒業後、北九州の機械設計事務所勤務を経て、1976 年有限会社佐賀プラント工業へ。1980 年社長へ就任。
就任当初から徹底した現場主義者。
お客様の生産現場に入り込み、課題や改善点を徹底的に研究するスタイルを確立。
オリジナル産業機械の設計・製作が可能な高い技術力を武器に、お客様の隠れたニーズを発掘し現場での激しい意
見のぶつけ合いを経て、多数のオンリーワンマシーンを製作。

2006 年 聖徳ゼロテックへ入社
2008 年 MZ プラットフォーム運用開始、社内のデジタル化を推進。各方面より 1000 社以上の見学を受ける様になる
2015 年 FS 事業にてロボットを知る、導入を目指すがなかなか実らず
2018 年 先代父と代表交代
2019 年 念願のロボット導入翌年から試験運用を開始

1989 年佐賀銀行入行、1997 年中小企業診断士の取得を機にベンチャー支援業務に携わる。2005 年起業家教育事
業を実践するNPO法人鳳雛塾を設立し出向。以降、産学官連携による起業家教育事業やベンチャー支援・ベンチャー
投資業務に携わり、現在はオプティムと佐賀銀行の合弁会社で AI・IoT 推進に携わる。佐賀大学非常勤講師、有明
工業高等専門学校客員教授ほか

1992 年 株式会社ダイフク入社　＊物流ﾒｰｶ（ーﾗｲﾝﾋﾞﾙﾀﾞｰ）の制御技術者として主に海外で自動車生産工場の新設、
改造に携わる　2003 年 株式会社ダイフク退社　2003 年 有限会社 ICS SAKABE 設立（和歌山県）代表となる　
2011 年 北九州経営研究会入会　2017 年 北九州ものづくり光継会　会長就任（2019 年退任）＊北九州市内のも
のづくり企業会 月1回、経営者研修会を開催し151回目を2021年12月に開催　2018年 北九州高専技術コンソー
シアム 監査役就任　2020 年 北九州システムインテグレータネットワーク 副会長就任


