
貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、テクノホライゾングループでは、「ソリューションフェア2021 in 東京」を開催いたします。 

本年は、「ONE TECHNO HORIZON ―変革と共生―」をテーマに、 

1つの集合体企業となったテクノホライゾンが、グループシナジーを結集した価値ある製品群で 

共生の時代を歩む未来ソリューションを提案いたします。 

この機会をご利用いただくことにより、皆様方の新しい発見につながることを願っております。 

皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場賜りますようお願い申し上げます。

会期：2021年4月7日（水）～8日（木） 10:00～17:00
会場：東京ドームシティ プリズムホール
主催：テクノホライゾン（株）

本展示会は入場無料の登録制になります。 
Web上にて、来場者登録を受け付けております。 
会期当日も受付にて参加受付をすることも可能ですが、 
当日は大変混雑が予想されます。 
あらかじめ、来場者登録のうえ、お越しください。

＜参加方法＞
1  申し込みフォームに必要事項を記入してください。
2  申し込み後、ご記載いただいたメールアドレスに受付案内が届きます。
3   受付案内に記載されている受付番号を当日の来場受付時にお伝えください。 
＊ご来場受付時にお名刺を頂戴いたしますので、必ずご用意をお願いいたします。 

＊ご参加される方は、弊社ホームページからお申し込みください。

来場事前登録のご案内

教育とITの分野では、新しい価値を 

創造する各種ソリューションをご紹介して
おります。ニューノーマル時代に対応した
ハイブリットな教育、会議、コラボレー
ション環境の提供。意思決定プロセスを
DX化し、データドリブン経営を実現する
ための企業向けソリューションなどを
展示いたします。

スマートファクトリー化の総合実現。 
生産ラインの効率化、DX（デジタル
トランスフォーメーション）を図れる 

アイテム・ソリューションをご紹介します。

介護従事者が不足するなか、職員の
負担軽減や介護ケアの質の向上という
両面を補うため、介護・医療現場のICTの
導入が必至です。睡眠みまもりシステム
「みまもり～ふ」を軸に介護施設のICT化
促進いたします。

社会の利便性や安全性を高めるために、
車載機器や監視カメラ、決済端末機などの
ハードウェアアやクラウドサービスを
特徴的な技術と共に提供。生活の安心･
安全のお手伝いや、ビジネスの管理等に
お役立ていただける機器・サービスを
ご提案します。

教育・IT F A 医療・ヘルスケア 安全・生活

Highlights

ONE TECHNO HORIZON  
―変革と共生―
テクノホライゾングループ 
ソリューションフェア2021 in 東京

テクノホライゾン



教育・IT
ICT教育ソリューション
・学び方を伝えるICT化の第一歩
・1人1台端末を生かした協働的な学び
・はじめてのプログラミング教育
・オンライン授業とハイブリッド教室
AVシステムソリューション
会議室や空き教室のスタジオ化
コラボレーションソリューション
・映す・書く・繋がる デジタルホワイトボード
・手元カメラによる遠隔作業支援
・建設業向け施工・入退出管理クラウドシステム
経営戦略ソリューション
・予算策定から商談までのデジタル化
・ERPデータ活用と業務プロセスの分析
システム開発サービス

FA
サーボドライバ＆AGV
Robotコントローラ　ITZ3000

■ 会場のご案内

新型コロナウィルス感染拡大防止のためのお願い

本展示会では、徹底したコロナ対策を実施します。皆様に安心してご観覧いただけるよう、 
ご来場の際はマスクの着用・検温・手指の消毒にご協力をお願いいたします。 
また、厚生労働省が推奨する新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」のご登録を
お願いいたします。

＊ 下記に該当する方は、本展示会には入場できません。 
・37.5℃以上の発熱がある方や、体調がすぐれない方（味覚・嗅覚異常を含む） 
・新型コロナウイルス感染症陽性者との濃厚接触がある方 
・ 過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・ 
地域等への渡航、並びに当該在住者との濃厚接触がある方

＊ 今後の新型コロナウイルスの感染状況等の変化に応じて、急遽開催を中止させていただく
場合もあります。ご理解・ご協力をお願いいたします。

＊ 4月7日（水）のみオンライン講演となります。
●  弊社グループ会社社員によるセミナーもございます。 
セミナーの開催時間等、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

●  都合により、講師、講演内容に変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ セミナー

■ 主な展示製品

会場：東京ドームシティ  プリズムホール
住所： 〒112-0004  東京都文京区後楽1-3-61

・ JR「水道橋駅」
・ 都営地下鉄三田線「水道橋駅」

 株式会社エルモ社 ［首都圏営業所 TEL.03-3471-4577］
株式会社タイテック ［タイテック TEL.052-824-7375 / システムカンパニー TEL.052-824-7373 / ITANZI TEL.045-872-4102］
株式会社中日諏訪オプト電子 ［SUWAオプトロニクスカンパニー TEL.052-891-0111 / 中日電子カンパニー TEL.052-891-0111 / ファインフィットデザインカンパニー TEL.03-3798-3881］

展示会の情報は、順次公開！ ぜひご覧ください。

会場：名古屋市中小企業振興会館　吹上ホール
会期：2021年9月29日（水）～30日（木）10:00 ～ 17:00

名古屋会場

Webアンケート特典 ご来場特典

JR水道橋駅

西入口→ →東出口

春日駅

後楽園駅
東京メトロ丸ノ内線

外堀通り

神田川

東京ドームホテル黄色いビル

東京ドーム

東京メトロ南北線 都営大江戸線
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プリズムホール

来場者の方に 
記念品プレゼント！
＊ 数に限りがございます。無くなり次第 
終了となりますので、予めご了承ください。

FA

外観検査Visual Check Eye
残留物検知/Mold Check Eye
倣いロボットシステムデモ
TABLET Communicator
エッジコンピュータ外観検査ソリューション
MVカメラ/CoaXPress TDIラインスキャンカメラ
MVカメラ/CoaXPressエリアスキャンカメラ
MVカメラ/SWIR帯域スキャンプリズムカメラ
MVカメラ/ハイスピード、高解像度対応、他
MVレンズ 
画像つなぎソフト
3D計測用プロジェクター
レンズゲートカット機/画像検査装置

医療・ヘルスケア
睡眠見守りシステム「みまもり～ふ」
HitomeQケアサポート
介護用移乗・移動支援機器「Keipu」
医療機器開発・製造支援

・ 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」
・ 都営地下鉄大江戸線「春日駅」

★  360度ドライブレコーダー 
DD-W01（2名様）

★ QUOカード500円券（30名様）

会場でWebアンケートに 
ご回答いただいたお客様に抽選でプレゼント！

SAPが実現するIntelligent Enterprise 
～デジタルが変える企業の日常とは
■ 講師： SAPジャパン（株） 様 ＜オンライン講演＞

家庭用ロボットとスマートホーム構想について

■ 講師： アイロボットジャパン合同会社 マネージャー　竹迫 大佑 様

睡眠見守りシステムの導入事例について

■ 講師： 医療法人社団 明寿会 理事長　福田 英道 様

SDGsを社内と事業に浸透させ、利益につなげるには？

介護業界のDX（デジタルトランスフォーメンション）について

■ 講師： コニカミノルタQOLソリューションズ（株） 様

インダストリ分野でのAI、ディープラーニング実装を加速する
Jetson プラットフォーム
■ 講師： エヌビディア合同会社 オートノマスマシン事業部 ビジネスデベロップメントマネージャー 

梅本 将範 様　大岡 正憲 様 ＜オンライン講演＞

■ 講師： プロジェクト「From」代表  2030SDGsカードゲーム公認ファシリテーター/
SDGs de 地方創生公認ファシリテーター　横山 泰治 様

仮題）AI・画像処理について

■ 講師： 中部大学 教授　工学部 ロボット理工学科　藤吉 弘亘 様  
＜ オンライン講演＊＞

安全・生活
クラウドサーバー型カメラシステム
ウェアラブルカメラEW-1遠隔作業支援
監視カメラシステム
サーマルカメラシリーズ
次世代クラウドカメラ
遠隔作業支援/遠隔臨場対応システム 
（テクノクラウド対応）
顔認証 × IDソリューション
360度通信型ドライブレコーダー
デジタル運行記録計　GFIT-X
車載・FA 対応 IoT ゲートウェイ　PBOX
超小型ビルトインプロジェクター
人追尾センサ応用エリア検出ソリューション
小型高輝度照明応用ソリューション
光学調整装置
成型金型/精密加工部品/レンズユニット

テクノホライゾン


