
25・創業        年で             工場以上の自動化を実現
・グループ　　   名以上のエンジニア在籍
・国内と海外合わせて 27拠点（内 10工場）を展開
・機械設計から製作加工、電気制御、ソフトウェアまで

　のFA - IT一括提案が可能

3000
300

　2018 年 10 月、世界 23 カ国 130 チーム
が出場したロボット国際競技会「World 
Robot  Summit（WRS）2018・ものづくり
カテゴリー」に出場し、見事 3位の成績を
収めました。課題であるモデル製品組立を、
参加チームで唯一最後まで完遂するなど、
世界トップクラスの技術力を証明しました。

　2021年 6月、「福島ロボットテストフィ
ールド」隣接地にロボコム・アンド・エフ
エイコム南相馬工場を OPEN 致しました。
「製造業DXを実現する次世代型デジタル
ファクトリー」として 24 時間完全無人
化ラインを備えたデジタルとリアルが融合
する最新鋭のスマートファクトリーをご体
感頂けます。

［得意技術］
ソフトウェア・MES・IoT：　システム監視・計測制御・プロセス制御、
　　　　　　　　　　　　　SCADA・ NI LabVIEW・ MATLAB 等）
制御盤 PLC ／ TP 等のリプレイス：　全メーカー対応可能
生産設備全般：　搬送工程・組立工程・検査工程・加工工程・梱包工程等

画像処理：　PC ビジョン・�D ビジョンラインセンサーカメラ等
　　　　　　（HALCON / MATROX / CognexVisionPro / NI）
ロボット装置：　全メーカー対応可能

■ 自動化（FA～IT）ソリューション

■ 医療ソリューション

■ 物流ソリューション

- 省力化機器／自動化機器 
- 検査装置（画像処理／各種センサー）
- 制御システムとコンピューター
ソフトウェアの開発 
- AI による予知保全システムのご提案  

- 電子カルテ
- 診療情報連携システム

- 物流管理システム（ＷＭＳ）
- �PL によるシステム物流
- スマートロジスティクス

�つのソリューション



独立系ロボット SIer
オフィスエフエイ・コムは特定のロボットメー
カーの代理店ではありません。お客様の課題を
解決することを最優先に考えて、解決に最適な
ロボットを自由に選択いたします。

問題解決力
オフィスエフエイ・コムは、お客様のオーダーに
着実にお応えします。それだけではなく、根本的
な問題を見つけ、最新技術で解決することを提案
し実現することも積極的に行っています。

シームレス
システムを構築する際、一般的にメカ・電気・
ソフトウェアが分業されていることが多く見受
けられます。オフィスエフエイ・コムはこれら
すべての技術と人員を保有しており、お客様に
最適なソリューションをお届けできます。
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 グループ会社

 主な加盟協会・団体
 
FA・ロボットシステムインテグレータ協会
ロボット革命・産業 IoT イニシアティブ協議会 (RRI)
Team Cross FA（チームクロス FA）

　- ３ＰＬ事業 （調達物流・工場内物流・販売物流に
　おいてロジスティクスの企画・設計・運営）
免許：　
　電気工事業・電気通信工事業・機械器具設置工事業 
　栃木県知事許可 ( 般 -２８) 第２３７９７号
　　- ISO ���� / ���� 
　　- ISO ����� / ����
　　- ISO ����� / ����
　　- 倉庫業許可登録第 ���� 号
　　- 第 ����� 号 特定労働者派遣事業特 ��-������

 

社名：　株式会社オフィス エフエイ・コム
本社所在地：　栃木県小山市楢木 ���-��
代表取締役：　飯野 英城
設立年：　���� 年（創業 ���� 年）
資本金：　�,��� 万円
就業人数：　��� 名（グループ ��� 名）
事業内容：
　- システム構築及びソフトウェアの開発 （生
　産管理システム（ＥＲＰ）、製造実行シス
　テム（ＭＥＳ）、生産シミュレータ（ＰＳ）等）
　- コンピュータ及びＰＬＣによる自動制御及
　びロボット制御設計・開発
　- 基盤、マイコンソフトの設計・開発
　- 生産装置、検査装置、省力、省人化装置の
　設計・開発
　- コンピュータ及び自動制御システムのコン
　サルティング
　- 画像処理装置の開発（計測・ＯＣＲ・パター
　ンマッチング等）
　- 物流システムの構築 （物流管理ソフト（ＷＭＳ）、
　物流コントロールシステム（ＷＣＳ）、コンベア
　システム等）
　- 産業用ロボット、工作機械器具の設計、製造、工
　事、保守、改修
　- 計装・監視システムの構築及びメンテナンス（プ
　ラント、工場、オフィスビル、研究所）
　

飛億克自動化設備（上海）有限公司 FAIC
　本社工場（中国上海）
飛威進出口（上海）有限公司
　ロジスティクスセンター（中国上海）
FA.COM SINGAPORE PTE.Ltd.
　本社 ( シンガポール )
FACOM-KD (Thailand) Co., Ltd.
　本社（タイ・バンコク）
ROBOTCOM and FA.COM Vietnam Co., Ltd.
　本社（ベトナム・ハノイ）
ROBOTCOM and FA.COM Myanmar Co., Ltd.
　本社（ミャンマー）
株式会社ロジスティクスウェーブジャパン
　本社（東京都江東区）
　Logistics Center�（千葉県船橋）

中国

ベトナム

シンガポール
ミャンマー

タイ

[ 海外拠点 ]

カーボンニュートラル
世界が地球温暖化対策に真剣に取り組も
うとしている中、グローバル市場が相手
の日本の製造業も無関心ではいられませ
ん。デジタルファクトリー構築ノウハウ
を活かし、再生エネルギー等の脱炭素対
策へのアドバイスも行っております。

産業セキュリティ
IoT に対応すればするほど、セキュリティ
の強化も重要となってきます。グループ
企業のシナジーを活かし、弊社では最先
端の産業セキュリティ対策のご提案にも
力を入れております。

DX
（デジタルトランスフォーメーション）

今後の企業の成長と生き残りへの手段と
してデジタル技術を駆使した変革が求め
られています。弊社では、製造 DX の啓
蒙活動にも積極的に取り組み、お客様に
最適な提案を行うことが可能です。

■ その他ソリューション

■ 自社・グループ拠点
[ 国内拠点 ]

■ 特徴

会社概要
　Logistics Center�（東京都南砂）
　Logistics Center�（千葉県柏）
　Logistics Center�（埼玉県三郷）
　Logistics Center�（大阪府西成）
　Logistics Center�（大阪府箕面）
　Logistics Center�（兵庫県神戸）
株式会社 FA.Regalo
　本社（東京都港区新橋）  

Facebook

Twitter

Instagram

@OfficeFAcom

@OfficeFAcom

@officefacom.official

株式会社オフィスエフエイ・コム
株式会社 FA.Regalo（FA.COMグループ広報マーケティング支援）

TEL：　03-5860-1647　FAX：　03-5860-1648
FA.COM HP：　https://www.office-fa.com/　FA.Regalo HP：　https://fa-regalo.com/

住所：　〒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 E-mail でのお問い合わせはこちら：　
contact@fa-regalo.com（担当：杉本）


