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ダイヘンロボットサイトのトップ画面に、適用分野別のメニューを準備

■所望の適用分野を選択すると、

閲覧・アクセス可能

関連製品・機能 

                      

図１ ダイヘンロボットサイト

図４ ハンドリング用途の動画集

                        

ダイヘンロボットサイトのトップ画面に、適用分野別のメニューを準備

■所望の適用分野を選択すると、

可能（例 ハンドリング用途）

                      

（補足資料１

ダイヘンロボットサイト

図

ハンドリング用途の動画集

                        

ダイヘンロボットサイトのトップ画面に、適用分野別のメニューを準備

■所望の適用分野を選択すると、①関連製品

ハンドリング用途）

                      

（補足資料１）：

ダイヘンロボットサイト トップメニュー

図３ ハンドリング用途の関連製品・機能

ハンドリング用途の動画集 
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ダイヘンロボットサイトのトップ画面に、適用分野別のメニューを準備

関連製品・機能、②動画、

ハンドリング用途） 

                      ③

：適用分野ごとに情報を整理

トップメニュー

ハンドリング用途の関連製品・機能

 

                        

ダイヘンロボットサイトのトップ画面に、適用分野別のメニューを準備

動画、③適用可能ロボット

③適用可能なロボット

適用分野ごとに情報を整理

トップメニュー 

ハンドリング用途の関連製品・機能

図５ ハンドリング用途に適したロボット一覧

                           

ダイヘンロボットサイトのトップ画面に、適用分野別のメニューを準備 

適用可能ロボット

適用可能なロボット 

適用分野ごとに情報を整理 

図２ 適用分野の選択メニュー

ハンドリング用途の関連製品・機能 

ハンドリング用途に適したロボット一覧

適用可能ロボットが、同一ページ

 

適用分野の選択メニュー

ハンドリング用途に適したロボット一覧

 

ページ内 

適用分野の選択メニュー 

ハンドリング用途に適したロボット一覧

 

ハンドリング用途に適したロボット一覧 
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動画ライブラリーの充実

アーク溶接の動画事例はもちろんのこと、

ご確認いただけます。

・シンクロフィードをはじめとする当社製品の最新技術を動画で紹介しており、

検討にお役立ていただけます。

・約５０動画を掲載して

■シーリング 

■レーザ溶接・切断

■ネジ締め 

■バリ取り 

                        

動画ライブラリーの充実 

動画事例はもちろんのこと、

ご確認いただけます。 

・シンクロフィードをはじめとする当社製品の最新技術を動画で紹介しており、

検討にお役立ていただけます。

・約５０動画を掲載しております

■レーザ溶接・切断 

■シンクロフィード

図６

                        

動画事例はもちろんのこと、

・シンクロフィードをはじめとする当社製品の最新技術を動画で紹介しており、

検討にお役立ていただけます。 

おります。（YouTube

（補足資料２

■アーク溶接

■ハンドリング

■シンクロフィード

６ 本ロボットサイトの
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動画事例はもちろんのこと、レーザ溶接・切断

・シンクロフィードをはじめとする当社製品の最新技術を動画で紹介しており、

YouTube を活用。） 

（補足資料２）：動画の充実

■アーク溶接

■ハンドリング

■シンクロフィード 

本ロボットサイトの

                        

レーザ溶接・切断、ハンドリング

・シンクロフィードをはじめとする当社製品の最新技術を動画で紹介しており、

 

動画の充実 

■アーク溶接 

■ハンドリング 

本ロボットサイトの動画ライブラリー

                           

、ハンドリングなど、

・シンクロフィードをはじめとする当社製品の最新技術を動画で紹介しており、

■溶射

動画ライブラリー 

など、用途別に動画を

・シンクロフィードをはじめとする当社製品の最新技術を動画で紹介しており、ロボット導入時の

■プラズマ溶接

■プラズマ

■嵌合

■溶射 

■研磨

 

用途別に動画を

ロボット導入時の 
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■嵌合 
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（補足資料）                          

ごとにも動画が整理されており、所望のロボット、センサなどの適用事例が動画で

いだたけます。 

大形ロボット 

センサ FD-QD

 

FD-V210 

■FD-QD 

                        

にも動画が整理されており、所望のロボット、センサなどの適用事例が動画で

 FD-V210 の動画集

QD の動画集

  

                        

にも動画が整理されており、所望のロボット、センサなどの適用事例が動画で

の動画集 

の動画集 

 

図７ 製品ごとにも

                        

 4 / 5 

にも動画が整理されており、所望のロボット、センサなどの適用事例が動画で

製品ごとにも動画を整理

                        

にも動画が整理されており、所望のロボット、センサなどの適用事例が動画で

動画を整理 

                           

にも動画が整理されており、所望のロボット、センサなどの適用事例が動画でにも動画が整理されており、所望のロボット、センサなどの適用事例が動画でご確認
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当社ロボットの導入検討に必要な各種ロボットの諸元が確認できるカタログや仕様書、ならびに

導入前のエンジニアリングや

データがアカウントを登録するだけで

関連製品・機能の取扱説明書

パレタイジング機能へのリンク

【製品に関する問い合わせ先】
         
               
 

図８ アカウントを登録するだけで

                        

当社ロボットの導入検討に必要な各種ロボットの諸元が確認できるカタログや仕様書、ならびに

導入前のエンジニアリングやシミュレーションの際に必要なロボットアームの２Ｄ／３ＤＣＡＤ

アカウントを登録するだけで

の取扱説明書へ

パレタイジング機能へのリンク

（補足資料３

【製品に関する問い合わせ先】
         
               

図９ ３Ｄ
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