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制御の技術で世界一へ
私たち株式会社オフィスエフエイ・コム及びグループは、

お客様の生産効率を向上させる為の、工場自動化システムソ
リューションや産業エンジニアリングソリューションを提供
しています。研究開発、システム設計、ハードウェア＆ソフ
トウェア設計、製造、組立、テスト、物流、そして現地での
立ち上げ教育サービスまで上流から下流まで一貫した総合的
なサービスを提供いたします。製造業DX実装に取り組むグ
ローバルカンパニーへの成長を目指してまいります。
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企業理念「私たちは、常に最高の技術を探究し、お客様
の夢を実現いたします。 そして優れた価値を提供するこ
とにより、豊かな社会を実現いたします。」の通り、技
術力のさらなる向上とロボット導入や活用がもたらすよ
り豊かな社会への実現を目指してまいります。

より豊かな社会実現を目指して
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・創業25年で3,000 工場以上の自動化を実現
・グループ300名以上のエンジニア在籍
・国内と海外合わせて27拠点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

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。

独立系ロボットSIer

問題解決力 シームレス
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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提供サービス

弊社が提供するサービスは「自動化 （FA～IT）」「物流」「医療」の主に3つの分野に分けら
れます。加えて、昨今製造業において需要が高まっている「カーボンニュートラル」「DX」
「産業セキュリティ」に関するご相談も承っています。
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カーボンニュートラル

DX

産業セキュリティ

SERVICES

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。

（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。

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。

COMPANY PROFILE

【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・3D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
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■ＦＡシステム事業（ハード）
各種装置の提案・設計・製作・据付

⾃動化ソリューション1

省⼒化機器／⾃動化機器
⽣産現場の⽣産性向上やコストダウンを⽬的とした⾃動⽣産設備・⾃動省⼒化
設備のご提案を⾏っております。
（産業⽤ロボット，協業⽤ロボット，AGV導⼊⽀援）

検査装置（画像処理／各種センサー）
製品の品質向上を⽬的とした、画像検査装置や外観検査設備など様々な検査機器のご提案
をいたします。

■ＦＡシステム事業（ソフト）
制御システムとコンピューターソフトウェアの開発
機器を動かすために必要な制御システムを開発します。機器の⽤途や機能に応
じて、PLCやマイコン制御で設計することが可能です。
（画像処理ソフトウェア，中央監視ソフトウェア，⽣産管理システム,製造実⾏
システムMES，⾃動検査ソフトウェア，⾃動制御ソフトウェア）

AIによる予知保全システムのご提案
予知保全は、センサーを使って機械を連続監視し、設備の状態や機械の劣化状態を把握し
ます。
IoTを有効活⽤した予知保全では、適切なタイミングで部品の交換や修理を⾏うことが可能
となります。

AUTOMATION SOLUTION

COMPANY PROFILE
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■物流システム・オペレーション事業

物流ソリューション2

物流管理システム（ＷＭＳ）
オリジナルＷＭＳをベースに、業種・取扱アイテムを問わず、多種多様な要件対応や必要
管理項⽬を網羅した基本モジュールを提供し、最⼩限のコストと最短の納期でお応えしま
す。また、物流現場で作業する『ヒト』をサポートする『仕組みづくり』もあわせてご提
案し、物流の合理化を追求します。

3PLによるシステム物流
ＢtoＢ・ＢtoＣ・ＣtoＣ・混在型等、さまざまな物流現場経験を活かし、「全体最適からの
ご提案」「部分最適からのご提案」どの場合であってもお客様にとって理想的な運⽤とシ
ステムを構築し、運営・コントロールすることで物流の最適化を実現致します。

スマートロジスティクス
ロボットや⾃動搬送機（AGV）等を活⽤し、倉庫の正確な管理や輸送網の効率化を実現し
ます。全メーカー、様々な形式に対応しています。さらに、AIロボットやスマートグラス
などのウェアラブルデバイスなども駆使する形での、さらなる物流の効率化を⽬指してい
ます。

LOGISTICS SOLUTION

COMPANY PROFILE
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■医療システム事業

医療ソリューション3

電⼦カルテ
医療情報の⼀元化を実現し、紙カルテでは実現できなかった診察情報のリアルタイムな
共有化を叶える電⼦カルテ。最適な診断から業務効率化、ペーパーレス化など、医療の
環境改善を促進させるために、私たちはFAソリューションで培った技術をベースに最適
な電⼦カルテの開発を進めています。

診療情報連携システム
診療所、介護施設、⼤型病院、⾃宅診療など…複数にまたがって医療機関を利⽤する際、
各医療機関で異なる仕様の電⼦カルテに蓄積された診療情報を時系列で⼀つの画⾯に表⽰
するシステムを開発しています。これにより、継続的な医療サービスの提供が可能とな
り、医療機関の運営効率化、医療費軽減の効果が叶います。

MEDICAL  SOLUTION

COMPANY PROFILE



[海外拠点MAP]

[国内拠点MAP]
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■株式会社オフィスエフエイ・コム
本社（栃⽊県⼩⼭市）
本社⼯場（栃⽊県⼩⼭市）
本社第⼆⼯場（栃⽊県⼩⼭市）
本社第三⼯場（栃⽊県⼩⼭市）
⼩⼭スクエアオフィス（栃⽊県⼩⼭市）
東間々⽥⼯場（栃⽊県⼩⼭市東間々⽥）
野⽊⼯場（栃⽊県下都賀郡）
埼⽟⼯場（埼⽟県深⾕市）
東京営業所（東京都港区）
⻄⽇本事業所（⼤阪府⼤阪市⻄区）
福岡営業所（福岡県福岡市博多区）
名古屋営業所（愛知県刈⾕市松栄町）
名古屋⼯場（愛知県刈⾕市松栄町）
京都⼯場（京都府久世郡）
⼤阪⼯場（⼤阪府泉北郡）

COMPANY PROFILE

拠点・グループ
BUSINESS LOCATION / GROUP

[グループ企業⼀覧]
■株式会社FA.Regalo
本社（東京都港区）

■⾶億克⾃動化設備（上海）有限公司
本社⼯場（中国上海）
深セン営業所（中国深セン）

■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）

■ FACOM SINGAPORE Pte., Ltd.
本社（Singapore）

■ ROBOTCOM AND FA.COM VIETNAM Co., Ltd.
本社（Vietnam）

■ ROBOTCOM AND FA.COM MYANMAR Co., Ltd.
本社（Myanmar）

■ FACOM-KD (THAILAND) CO.,LTD.
本社（Thailand）

■ロジスティクスウェーブジャパン
本社（東京都江東区）
習志野センター（千葉県習志野市）
海神センター（千葉県船橋市）
南砂センター（東京都江東区）
千⽯センター（東京都江東区）
神⼾みなとセンター（兵庫県神⼾市）
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「メーカー横断で展示する、最先端のリアル
Robot × IoTショールーム」

営業時間： 平日 10：00 - 18：00
（休館日土・日・祝）

所在地： 〒329-0206栃木県小山市東間々田3-23-23
アクセス： 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
駐車場 ： 有

「イノベーターを対象とした、製造業のDX
を体感できるショールーム」

営業時間： 平日 10：00 - 18：00
（休館日土・日・祝）
所在地： 〒100-0011東京都千代田区内幸町1-1-6
NTT日比谷ビル B1F
アクセス： 東京メトロ各線 日比谷駅A12出口から徒歩3分
都営三田線 内幸町駅 A5出口から徒歩3分

「製造業DXを実現する次世代型デジタル
ファクトリーのショールーム
営業時間： 8:00-17:00
（休館日土・日・工場休日）
所在地： 〒975-0036南相馬市原町区萱浜北谷地南相馬市復興工
業団地内
アクセス：
■電車とタクシーをご利用の場合
JP常磐線 原ノ町駅で下車し、タクシーで約10分

■車をご利用の場合
・仙台⇒仙台東部道路⇒常磐自動車道⇒南相馬IC 約1時間15分
・東京⇒常磐自動車道⇒南相馬IC 約3時間
・福島⇒県道原町・川俣線⇒南相馬市 約1時間15分
・二本松⇒国道4号線⇒県道原町・川俣線⇒南相馬市

COMPANY PROFILE

ショールーム
SHOWROOMS

SMALABO OYAMA

SMALABO TOKYO

SMALABO MINAMISOMA

＜TOPICS＞

弊社の物流ソリューション事例の一部が実際
にご覧いただけます。

野村不動産株式会社主導する企業間共創プログラム
「Techrum（テクラム）」のパートナー企業とし
て、2021年10月から開始した物流現場の課題解決
に関する効果検証に参加しています。詳細は各営業
担当か広報窓口までお問い合わせください。

野村不動産「Techrum」のパートナー企業として千葉県にある習志野PoC HUBに入居
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会社概要
COMPANY PROFILE

栃木県小山市で創業
有限会社オフィス エフエイ・コムを設立（資
本金300万円）
栃木県小山市暁3-4-1に本店移転
資本金を1,000万円に増資
株式会社へ組織変更
東京都北区赤羽に東京営業所開設
栃木県小山市楢木293-21に本店移転
新社屋兼工場落成
資本金を3,000万円に増資
株式会社緑星（旧社名緑星MES）の株式を取
得（子会社化）
中国上海へ100％出資子会社飛億克自動化設備
（上海）有
限公司（FAIC）を資本金500,000ドルにて設
立
ISO9001：2000認証取得
ISO14001：2004 認証取得
東京都大田区平和島にロジスティクスセンター
開設
資本金を3,500万円に増資
大阪府大阪市西区北堀江に関西営業所開設
平和島ロジスティクスセンター内へ東京営業所
を移転
群馬県館林市に館林工場開設
栃木県小山市に小山駅東オフィス開設
大阪府泉北郡に大阪工場開設
大阪府大阪市淀川区に関西営業所を移転

1997
1999
2000
2001
2003

2005

2007
2008

2009

2010
2012

2013
2014

東京都江東区千石に東京営業所・ロジスティクスセ
ンターを移転
大阪府大阪市西区に西日本事業所（ＦＡシステム）
開設
栃木県小山市に本社第三工場開設（館林工場を移
転）
福岡県福岡市博多区に福岡営業所開設
愛知県刈谷市に名古屋工場開設
栃木県小山市に間々田工場を開設
東京都港区新橋に東京営業所を移転
ベトナム ハノイにROBOTCOM and FA.COM 
Vietnam Co., Ltd. を設立
タイ バンコクにFACOM-KD Co., Ltd. を設立
栃木県小山市東間々田に「スマラボ小山」を開設
栃木県小山市城山町に小山スクエアオフィス開設
関西営業所と西日本ＦＡ事業所を統合し、西日本事
業所を開設
京都府に京都工場を開設
大阪府泉北郡忠岡町に大阪工場を開設
京都府久世郡久御山町に京都工場を開設
栃木県下都賀郡野木町に野木工場を開設
埼玉県深谷市に埼玉工場開設
小山駅東オフィスを小山スクエアオフィスに統合
東京都千代田区内幸町に「スマラボ東京」開設
福島県南相馬市に「スマラボ南相馬」開設

2015

2016

2018

2019

2020

2021

[沿革]

■会社名： 株式会社オフィスエフエイ・コム
■本社所在地： 〒３２９-０２１６栃木県小山市楢木２９３-２１小山南工業団地内
ＴＥＬ０２８５-４１-１１４０（代表）ＦＡＸ０２８５-４１-１１６４

■設立： １９９９年１０月１日（１９９７年創業）
■代表取締役： 飯野英城
■資本金： ３,５００万円
■就業人数社員： ３５０名グループ全体６９０名（パート・アルバイト含む）
■企業理念： わたしたちは、常に最高の技術を探究し、お客様の夢を実現いたします。そして優れた価値を提供することに
より、豊かな社会を実現いたします。
■事業内容： 当社は、さまざまなシステム構築においてコンサルティング、設計・開発から製作まで幅広い業務をおこなっ
ております。生産管理などの上位システムから、コンピュータとＰＬＣを利用した自動制御・計測・情報収集等ＦＡシステム
まで、お客様のニーズにあった最適なシステム構築をご提案しております。

１．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）
２．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
３．基盤、マイコンソフトの設計・開発
４．生産装置、検査装置、省力、省人化装置の設計・開発
５．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
６．画像処理装置の開発（計測・ＯＣＲ・パターンマッチング等）
７．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）
８．産業用ロボット、工作機械器具の設計、製造、工事、保守、改修
９．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）
１０．３ＰＬ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）

■許認可等
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 9001 / 2000
- ISO 14001 / 2004
- ISO 27001 / 2013

倉庫業許可登録第7288号
第23797号 特定労働者派遣事業特09-300167
建設業許可 栃木県知事許可 第023797号（特定・一般）
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Twitter: 
@OfficeFAcom

Facebook:  
@OfficeFAcom

Instagram:  
@officefacom.official

COMPANY PROFILE

お問い合わせ / お知らせ
CONTACT / INFORMATION

FA.COMでは定期的にメールマガジンを配信しております。⾃社ニュースから、
「やさしく学ぶロボット導⼊」（第1 巻〜）CEO対談特別記事など、様々な話題
をお届けし、⼤変ご好評を頂いております。
お申し込みは下記登録専⽤フォームお申込み頂けますので、ご興味を持たれた
⽅は是⾮この機会にご登録下さい。

メルマガ登録専⽤フォーム： https://forms.gle/MyWvDR4wgyanQEtZ8 

MAIL MAGAZINE [FA.COM]にご登録ください！

＜メルマガ登録QRコード＞

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）
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
TEL： 03-5860-1647
FAX： 03-5860-1648
FA.COM HP： https://www.office-fa.com/
オウンドメディア：https://labo.office-fa.com/
FA.Regalo HP： https://fa-regalo.com/

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

Follow us!! お気軽にフォロー♪
製造業の未来を盛り上げる各SNSも運営しています。
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