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自動販売機（自販機）を主体とする富士電機の業務用民

生機器は，国内市場を中心に取り組んでいるが，市場の成

熟化や大幅な低価格化などに直面し，販売競争がますます

激化する厳しい状況下で推移した。

主体を占める飲料・食品自販機の1996年（1～12月）の

業界総出荷台数は 38.8 万台で，対前年比 115 ％となり，

ピーク時の1989年（平成元年）以降の低下に対しようやく

回復の兆しとなったが，ピーク時の約76％の状況である。

1997年は，台数比では約105％の伸びで引き続き対前年を

上回る見通しであるが，同金額比では低価格化の影響を受

け横ばいの見通しである。

このように厳しい市況が続く自販機業界にあって，富士

電機は1997年の新商品開発の主要課題として，①自販機の

ロケーション先の維持や新規拡大に貢献できる，②自販機

のオペレーションコストを含むトータルコストの低減に貢

献できる，③環境調和や社会的ニーズにこたえられる，な

どに引き続き取り組み，さらにレベルアップを図った。以

下に，特徴的なものについて概要を紹介する。

瓶・缶自販機は，近年の販売商品の多様化に伴い市場で

販売が急速に伸びる 500mL ペットボトルを販売可能な新

サーペンタインラックを搭載した缶自販機シリーズを開発

した。これらの開発においては，「商品開発アセスメント」

を積極的に推進し，省エネルギー，低騒音化，軽量化など

を強化するとともに，清掃性の改良，部品の種類や点数の

削減など，サービス・メンテナンス性も向上させた。また，

増加する自販機へのいたずらや盗難に対し，構造の強化と

ともに二重ロックなどの新防盗方式の採用を図ったり，夏

季の電力負荷の平準化に貢献できる「ピークカット自販機」

を全機種に採用するなど，社会的ニーズにも取り組んだ。

インドアロケーションを目的とした自販機である「イン

テリアシリーズ」は，屋内空間にマッチしたデザインや構

造，機能が好評で，「省エネルギー」「低騒音化」「ピーク

カット」など最新の機能と性能を盛り込むほか，小規模ロ

ケーションに適した小形の「インテリアミニシリーズ機」，

販売商品・販売動作を見ながら商品を買える「シースルー

自販機」の新形自販機を開発しロケーション拡大の機種充

実を図った。

カップ自販機は，低迷する業界全体を活性化させるため

に，トータルコストダウンや生活者の購買意欲を増す商品

作りに取り組み，新デザイン・新コンセプトの「ニュース

タンダードシリーズ」や「ホット飲料専用機」などを開発

し，小形で使いやすく，多彩な飲料の販売を可能とした。

さらに「省エネルギー」や「味の向上」の研究を続けてい

る。

清涼飲料ディスペンサ，生ビールディスペンサ，自動給

茶器，各種サーバなどのフードサービス関連機器の市場は

継続して伸びを示しており，富士電機はこの分野の商品拡

充を積極的に進めている。清涼飲料および生ビールディス

ペンサについては，手動機，自動機ともに多彩な機種ぞろ

えを行った。今後もファーストフード店や料飲店，コンビ

ニエンスストア，オフィスなどの新しいニーズに対応した

商品開発を推進する。

スーパーマーケット用機器は，業界全体として堅調な需

要のなかナショナルチェーンの系列化を中心として生き残

りをかけた熾烈（しれつ）な店舗間競争となっている。こ

れらに対応し「MAXシリーズ」の充実と拡大およびトー

タルローコスト化に取り組んだ。一方，新たな販路として

期待できる中国市場に着目し，5月から合弁会社を設立し

スタートした。

特機分野のうちカードシステムは，スキーゲートシステ

ム，入退場システム，食堂システムの標準機シリーズの開

発が完了し，今後拡大を図っていく。さらに，「創水関連

事業」や「サービス業向け機器・システムの開発」などの

新事業開拓，新商品開発を積極的に進めていく。

通貨関連機器では，流通業界を中心にコンパクトかつ低

価格な金銭処理機のニーズが強く，この分野に向けた新商

品の開発と，海外向けの入金機の開発を進めている。

以上，関連市場の動向と新商品の開発状況を中心に紹介

したが，富士電機では「環境に優しい商品作り」など社会

や人との調和をめざしつつ，お客様のニーズにいち早くお

こたえしたより良い商品を提供できるよう，なお一層の努

力を傾ける所存である。
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近年，飲料の種類や容器形態はますます多様化の方向に

あるなか，商品と搬出機構を見せることにより，消費者は

見た商品その物をショーケース感覚で安心して買えるとと

もに，多様な商品の販売動作を見せることにより，消費者

を楽しませることのできるシースルー自動販売機を開発し

た。主な特長は次のとおりである。

缶・紙パック・カップ・ペットボトル飲料およびデ

ザートなどの多様な異形容器商品の姿勢を保ち，優しく

取出口まで搬送するキャッチャシステムを開発

商品の展示効果を高める水平ローディング方式を採用

49種類の商品を容易に選択できるテンキー方式の押し

ボタンを採用

ショーウィンドーショッピング感覚のざん新なデザイ

ン
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（3）
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自動販売機

シースルー自動販売機

「インテリアミニ」シリーズ自動販売機

定量注出清涼飲料ディスペンサ

図１　シースルー自動販売機

今まで，ロケーション開拓の対象にしにくかった20～50

人程度の小規模事業所をターゲットにした屋内設置専用自

動販売機シリーズを開発した。特長は次のとおりである。

執務空間に置いても圧迫感を与えないコンパクトサイ

ズ（高さ 1,400mm，幅 520mm）である。

経費処理できるレベルの低価格機である。

シリーズ構成として，缶ホットアンドコールド自動販

売機，缶・紙パック併売ホットアンドコールド自動販売

機および缶・紙パック併売コールド専用自動販売機の3

機種があり，ロケーションのニーズに合わせて，富士電

機の給茶機（シュンカー）との併設も可能なように寸法

上配慮している。

周囲の環境に調和するおしゃれなデザインである。（4）

（3）

（2）

（1）

図２　インテリアミニシリーズ自動販売機

4 種類の炭酸系飲料の定量注出が可能なディスペンサと，

2種類のチューブ付き BIB（Bag in Box）無糖・果汁系飲

料の定量注出が可能なディスペンサを統一デザインにて開

発した。主な特長は次のとおりである。

ボタンを押すだけで，Sまたは Lサイズの 2種類の定

量注出が行える。

炭酸飲料機は 4 種類のうち 2 種類の飲料について，

強・弱・無炭酸の設定が自由に行える。

オートリンス・マニュアルリンス機能により，いつも

衛生的に管理できる。

2機種で合計 4種類の飲料の同時販売ができる。

コンパクトサイズのため省スペースに貢献できる。

デザインの統一により容易に増設ができる。（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図３　定量注出清涼飲料ディスペンサ
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飲料の多様化に対応するため，粉末飲料およびレギュ

ラーコーヒー飲料のバラエティ化を図ったホット飲料専用

カップ自動販売機を開発した。本機は缶自動販売機との併

設を狙った幅狭化・薄形化を図るとともにカセット給水対

応も可能としている。主な特長は次のとおりである。

各原料を自由にミックスさせることができるオールマ

イティ飲料の販売対応

ホット飲料の 7オンスカップ販売または 9オンスカッ

プ販売での対応

設置しやすい奥行 600mm，幅 630mmのコンパクト

タイプ化と水道配管が不要なカセット給水対応

集客力があり，商品が選びやすい大形商品フレーバー

カードを採用した扉デザイン

（4）

（3）

（2）

（1）

業務用民生機器

自動販売機

ホット専用カップ自動販売機

牛乳瓶専用自動販売機

図４　ホット専用カップ自動販売機

近年のスーパーマーケット用オープンショーケースは，

店舗間の競争の激しさから，演出性・展示性の向上を強く

求められている。これに対応するため「商品の見やすさ，

取りやすさ」を追求し，お客様や施工する人に対しても優

しい「スーパーマーケット向けオープンショーケースMAX

シリーズ」を開発した。主な特長は次のとおりである。

エアカーテンの吹出し風速分布の改良，ハニカム整流

効果の向上，蒸発器のパターン改良による高効率化によ

り，庫内温度の均一化，省エネルギー化を実現した。

商品補充回数の低減と売切れによる販売機会の喪失を

防止するためデッキ奥行を拡大し，収容量を10％増加し

た。

マイコンコントローラによる高鮮度管理と，電源の

200V 化による電気工事の簡素化を実現した。

（3）

（2）

（1）

スーパーマーケット用機器

スーパーマーケット向けオープンショーケース MAXシリーズ

図６　オープンショーケース MAXシリーズ

近年の健康志向ブームに乗って，機能強化乳飲料（カル

シウム強化など）がヒットしており，かつ環境問題から瓶

飲料も注目されている。これらを背景に瓶入り牛乳の今後

の伸長が期待される。今回牛乳瓶専用の自動販売機を開発

した。主な特長は次のとおりである。

販売商品をシースルー化し，新鮮さ・清潔感をアピー

ルすることができる。

各種形状の牛乳瓶を販売するとともに，ヨーグルトな

どの小瓶も販売可能である。

空き瓶収容部を自動販売機内に設け，空き瓶の回収を

しやすくするとともに，美観を良くする。

狭い箇所でも手軽に設置できるよう，高さも 1,400

mmとコンパクトになっている。

（4）

（3）

（2）

（1）

図５　牛乳瓶専用自動販売機
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コンビニエンスストア（CVS）業界では，陳列商品の多

様化・他チェーン店との差別化が進んでおり，ショーケー

スに対しても，商品・店舗にマッチした製品ニーズが高

まっている。これに対応するため，展示性・演出性を向上

させた冷凍機内蔵形デザートショーケースを開発した。

主な特長は次のとおりである。

冷気ダクトを側面片側に配置した新ダクト構造の採用

により，ケース前後の両面からすべての商品を見やすく

し，展示性を大幅に向上させた。

マイコンコントローラ制御により，庫内温度管理の精

度向上を図った。

庫内温度異常・ドレン満水アラーム・フィルタ清掃サ

インなどの警報機能装備により，取扱い性を向上させた。

（3）

（2）

（1）

業務用民生機器

スーパーマーケット用機器

コンビニエンスストア向けデザートショーケース

入退場システムの新シリーズ

図７　CVS向けデザートショーケース

1998年 2 月に長野地区で開催される冬季オリンピックに

向けて，スキーゲートシステムの導入が急速に広まりつつ

ある。北海道・ニセコスキーゲートシステムの開発から 5

年目を迎える富士電機ではこの好機をとらえ，スキー場の

要求（省人化・集客力アップ）にこたえ，技術的優位を確

立し，シェアの拡大を図るために，非接触カード（スノー

パス）を用いた新スキーゲートシステムを開発した。主な

特長は次のとおりである。

SS無線方式による高性能データ伝送

スキー客はゴンドラへはスキー板を持って乗車する。

その専用ゲートとして伸縮自在のバー機構の新ゴンドラ

ゲートの開発

スノーパスの自動整列方式の窓口発券機の開発（3）

（2）

（1）

特機分野

スキー場システムの新シリーズ

図８　スキー場システムの新シリーズ

最近の健康ブームに乗って，各市町村では健康プール施

設の建設が急ピッチで進んでいる。この新しい施設では，

プール以外の各種売店，レンタルショップ，サウナなどが

完備しているので，入退場システムの需要が高まっている。

富士電機は市場要求（ランニングコストの低減，身体障

害者対応のシステム作りなど）を的確に把握した新入退場

システムを開発した。主な特長は次のとおりである。

数百回の書換えも可能なリライトカードの採用（従来

は印字付きのプリペイドカードで数十回の使用に対応）

リライトカードでの処理時間を 3秒にした入退場ゲー

トの開発

車いすの使用者を配慮した使いやすい販売機の開発

運営条件により前後両方のメンテナンスが可能な機種

の品ぞろえ

（4）

（3）

（2）

（1）

図９　入退場システムの新シリーズ
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硬貨の受け払いを自動化する釣銭機は，スーパーマー

ケットなどで精算のスピードアップに貢献し，POS の標

準周辺機器として普及してきた。富士電機は，1992年に

CSC60 を発売した後，ユーザーの要求を取り入れて後継

機種CSC 600 を開発した。その特長は次のとおりである。

大きな釣銭容量

補充回数を減らすために，新しい整列収納方式を開発し，

棒金 3本分の容量にした（従来は棒金 2本分）。

薄形な外形

POS と釣銭機の操作部が，オペレータの疲れにくい高

さになるように，高さ120mmと薄形に構成した。

OLE-POS に対応

Windows 用 OLE-POS にも接続可能とした。

（3）

（2）

（1）

業務用民生機器

通貨関連機器

硬貨釣銭機 CSC600

紙幣自動処理機TB1000

自動販売機用リライトカードリーダライタKSN100

図１０　硬貨釣銭機 CSC600

公営競技場における顧客サービス向上のため，窓口の自

動化が普及している。そのなかで富士電機は競技場の経営

効率化のため，釣銭準備金（借用金）の圧縮と補充・回収

の手間の削減を目的に紙幣の還流が可能な紙幣自動処理機

を商品化した。その特長は次のとおりである。

紙幣を縦挿入で一括投入する方式

入金した 3金種の紙幣の現物返却が可能

入金紙幣を釣銭として循環し，釣銭準備金を最少化

機械休止なしで随時補充や回収可能な方式

釣銭計数速度が 5枚/秒と高速処理

幅 180×高さ700×奥行 540（mm）とスリム（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　紙幣自動処理機 TB1000

KSN100 は，遊技場内での景品カードや会員カードに

よる自動販売機の利用を可能とするカード処理ユニットで

ある。特長は次のとおりである。

リライトカードの採用

カードでの販売時に利用情報を繰返し消去・印字が可能

であり，利用者の利便性を高めた。

独自コンセプトのリライトカードユニットの開発

厚さ35mmの薄形・軽量な設計で，景品カード発行機

や POS，台間再プレイサンドに展開し，KSN100 以外に

もその対応機種を増やしている。

万全なセキュリティ

暗証番号の入力と貯玉景品管理システム側ホストマシン

との連携で，万全なセキュリティを確保した。

（3）

（2）

（1）

図１２　リライトカードリーダライタKSN100
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