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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流

通機器は，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要請などに直面し，販売競争がますま

す激化する厳しい状況下で1999年は推移した。

主体を占める飲料・食品自販機は1994年（1～12月）を

底とし，1995年から対前年を上回る状況が1998年まで継続

した。1998年（1～12月）の業界総出荷台数は 47.1 万台で

対前年比 111 ％となり，1989年のピークに対し 92 ％まで

回復してきた。同金額比では低価格化の影響を受け微増の

結果となっている。そして，1999年前半（1～ 6月）の業

界総出荷台数は前年並みとなっており，４年間続いた成長

に陰りが見え始めている。

このような厳しい市況が続く自販機業界にあって，富士

電機は1999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に貢献でき

る，③環境調和や社会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・缶自販機においては 500mL ペットボトル飲料の市

場での急激な販売拡大に対応した新シリーズを開発した。

この開発においては，ペットボトル飲料の販売可能なコラ

ム数を増やす取組みとともに，ペットボトル飲料の専用機

などの機種拡大を図った。そのほか1999年度も従来からの

継続した取組みである「製品アセスメント」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，ますます増加

する自販機へのいたずらや盗難に対し構造のさらなる強化

とともに偽貨対策を施こしたコインメカニズムの搭載など

の新防盗方式の採用を図った。

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」はデザイン，機能を一新した「アーバン

シリーズ機」を開発した。屋内空間にマッチした新デザイ

ンのほか，自販機表面のパネルを着脱可能とし設置場所の

カラープランに容易に合わせられる特徴を持たせた。また

本機は，インドアはもちろんアウトドアへの設置も可能で

あり，環境保護，景観調和にも適した製品である。

カップ自販機では，業界全体を復活させるために，カッ

プ自販機の新しい方向を示す「カップミキシング機」の市

場展開を行った。また，「ミキシングボール機」において

は，デザインおよび内部レイアウトの一新を行い操作性・

衛生性の向上を図った新機構を搭載し，各種ロケーション

に対応した機種バラエティーの充実を行った。

清涼飲料ディスペンサや生ビールディスペンサをはじめ

とする飲料を中心としたフードサービス機器の商品開発も

積極的に行っている。新飲料に対応する特徴的な新商品と

して，フローズン飲料ディスペンサや 1台のディスペンサ

で生ビール，酎（ちゅう）ハイ，ウイスキーの水割りおよ

び清涼飲料が販売できるマルチリカーディスペンサ，そし

て衛生性をより重視した瞬間冷却式新形自動給茶機などを

開発した。

コールドチェーン用機器のショーケースは，富士トータ

ル制御システム「エコマックス V」が，平成10年度「省

エネ大賞」省エネルギーセンター会長賞を受賞し，技術力

の評価と省エネルギーへの貢献を果たしている。

新市場向けとしては，薬事法改正に対応した「栄養ドリ

ンク用ショーケース」を開発し，市場変化に対応した製品

を展開した。

特機分野では，スキーゲートシステムを中心としたカー

ドシステム機器，機能水応用製品，冷凍技術応用製品，新

分野自販機関連製品の拡大を図っている。今後，将来に向

けた新事業開拓・新製品開発を積極的に推進していく。

通貨関連機器では，自販機関連で大きな問題となってい

る変造貨対策を推進するとともに，新分野として注力して

いる流通市場におけるレジ業務のスピードアップや現金管

理向上のニーズにこたえて薄形を特徴とした釣銭払出機の

展開を開始した。

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「人と環境にやさしい商品作り」に

なお一層の努力を傾ける所存である。
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飲料メーカーにとって，ロケーションの獲得や集客力の

アップなどの強力な販売ツールになるよう，「ポイントカー

ド対応缶自動販売機」の開発に取り組んだ。

自動販売機に「ポイントカード」が使用できる装置を搭

載したことにより，固定客が増加し，飲料の売上げ増加に

寄与することができた。また，ポイントカードの発券装置

も自動販売機に搭載したことにより，いつでもポイントカー

ドをお客様に配ることができ，ポイントカードの普及への

貢献と，満点カードで景品と交換できるキャンペーンが自

動販売機を介して行えるなど，飲料メーカーからも好評を

博している。

今後は，ビルバリデータ（紙幣識別機）との一体形を小

形自動販売機にも搭載し，ポイントカード対応機の拡大を

図っていく。
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図１　ポイントカード対応缶自動販売機

従来の自動販売機の販売商品は，缶，紙パック，ペット

ボトルの飲料が主体であった。近年，市場では飲料以外の

食品，雑貨などの異形商品の販売要求が強まってきたこと

から，今回販売機構を一新し，販売商品の多様化に対応可

能な汎用自動販売機を開発した。

主な特長は次のとおりである。

不安定な異形商品に対応したスパイラルラックを搭載。

販売機構は，商品をラックから取出口へやさしく搬送

するキャッチャシステムとし，デザート商品の中身崩れ

を防止。

寸法・形状の異なる商品をラックに内蔵したアタッチ

メント対応で販売商品の種類拡大。

大形 LED（Light Emitting Diode）表示器による集客

力向上。
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図２　汎用自動販売機正面

市場で 500mL ペットボトルが著しい伸びを示しており，

商品も多種多様化し増加しているため，自動販売機での販

売要求が高まり，「500mL ペットボトル専用自動販売機」

の開発に取り組んだ。

開発コンセプトは，500mL ペットボトルが販売できな

い既存機に併設できるように，500mL ペットボトル専用

で幅狭の少セレクション機とした。また，容器も丸形・角

形があるため，共用で販売可能なサーペンタイン式ラック

の開発により，多種多様な商品にも対応したほか，潤滑鋼

板を採用して実現した低角度シュータによる収容数アップ

や，DCモータ採用による省エネルギーなどの新機能を盛

り込んだ，ペットボトル専用機のシリーズ化を行い，飲料

メーカーからも高い評価を得ている。

図３　500mLペットボトル専用自動販売機

関連論文：富士時報 1999.8 p.455-456

関連論文：富士時報 1999.8 p.437-441

関連論文：富士時報 1999.8 p.417-421
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市場ニーズである集客力向上，オペレーション効率向上，

省エネルギー対応などを図ったカップ自動販売機の新シリー

ズを開発した。デザインと庫内レイアウトをフルモデルチェ

ンジし，新たにBIB（Bag In Box）機，フレーバカード機

などの新機種開発によりシリーズ機の充実を図っている。

主な特長は次のとおりである。

販売チャンスを逃さないビルバリデータ（紙幣識別機）

とカードリーダを搭載して，現金とカードを使えるよう

にした集客力のある扉デザイン。

ワンタッチで簡単着脱可能新形ミキシングボール搭載。

紙フィルタの正面ローディングが可能な新形コーヒー

ブリュアの搭載。

各種機器の庫内温度制御・時間制御による省エネルギー

運転モード対応。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　カップ自動販売機（99年機）

ペーパーパック自動販売機の 90 ％以上が屋内設置とい

う状況のなかで，設置性・操作性の向上を狙いとして新シ

リーズを開発した。ペーパーパック自動販売機は30種類に

及ぶ商品を販売することから，各商品を販売するためのア

タッチメントを数多く必要としたが，このアタッチメント

の設定をすべてなくしたアタッチメントレス直積ラックを

搭載した新シリーズを業界で初めて量産化した。主な特長

は次のとおりである。

商品変更時にラック側板を可動とすることにより，ア

タッチメントを不要とした直積ラックの搭載。

本体箱構造の改良により箱幅を 7 cm減少。

従来機との比較において 10％の省エネルギーを達成。

プラスチックチェーンの採用による商品搬送音の低減。（4）

（3）

（2）

（1）

図５　アタッチメントレスラック搭載ペーパーパック自動販売機

自動販売機の情報収集システムや電子マネーシステムを

導入する際に必要なネットワークの通信手段として，安価

なものが求められている。今回，駅構内やビル，パーキン

グエリアなど自動販売機が比較的集中して設置されている

ロケーション向けに，配線工事や通信費などのランニング

コストがかからないネットワーク構築が可能なSS（Spread

Spectrum）無線モデムを開発した。主な特長は次のとお

りである。

任意の SS 無線モデム間でデータを高速に中継しなが

らパケット転送を行う。

回線障害やSS無線モデムの故障時にも最適な中継ルー

トを自動選択するため信頼性の高い交信が可能である。

大規模システムにも適応することが可能である。（3）

（2）

（1）

図６　自動販売機用SS無線モデム

関連論文：富士時報 1999.8 p.446-449
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生ビールや発泡酒では，発泡量を抑えより安定的に定量

注出することが大きな課題であった。そのため生ビールの

発泡メカニズムの解析を行い，注出バルブおよびビール注

出方式の最適化を図り，注出時に発泡量の少ないビールディ

スペンサを開発した。主な特長は次のとおりである。

ビールの流れを乱さない形状で，液と泡を分岐したバ

ルブの開発により，安定した注出ができる。

泡の後だれがジョッキに入らないジョッキ受台駆動の

開発により，安定した注出ができる。

ボタン操作の洗浄機能や注出バルブを着脱構造にする

ことで，簡単に洗浄ができる。

つぎ足し機能やコピー機能により，注出量の設定が簡

単にできる。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図７　定量注出生ビールディスペンサ

薬事法の改正により，栄養ドリンク剤の一部が一般小売

店においても販売可能となった。これを受け，スーパーマー

ケット，コンビニエンスストア向けに，ドリンク剤用ショー

ケースを開発し，４機種の市場投入を図った。

主な特長は次のとおりである。

キャノピーレス構造，背面傾斜構造，全面ガラス側板

により，陳列商品の展示性と演出性を大幅に向上した。

スポット設置の容易な冷凍機内蔵形とし，マイコン制

御により運転制御と警報機能を充実した。

棚にスライド機構を装備し，商品の補充作業の容易化

と清掃性の向上を図った。

ドレン水の自動蒸発機構を装備して，日常のタンクに

よる排水作業をなくし，取扱い性を向上した。

（4）

（3）

（2）

（1）

店舗用機器

冷凍機内蔵形栄養ドリンク用ショーケース

図８　冷凍機内蔵形栄養ドリンク用ショーケース

スーパーマーケットでは，売上げ増を図るべく商品の最

適な陳列方法を常に追求している。そこで，陳列商品をよ

り見やすくするため，上部のキャノピー部の奥行を短くし

て，商品の展示性と演出性を向上させたキャノピーレスセ

ミ多段ショーケースを開発した。主な特長は次のとおりで

ある。

キャノピー部を短くして，上方からの視線を確保し，

商品を見やすく，取りやすくした。

全高 4種類，全長 4種類の標準サイズを設定し，商品

のボリュームに合わせて選択を可能とした。

キャノピーレスの構造上，エアカーテンでの冷却効果

が低下するのでそれを補うため，エアカーテンの風量・

風向，背面吹出し量などをバランスさせ，冷気の滞留効

果を利用して冷却性能を確保する新構造を開発した。

（3）

（2）

（1）

図９　キャノピーレスセミ多段ショーケース

関連論文：富士時報 1999.8 p.463-466
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自動販売機の他社との差別化として，自動販売機にポイ

ントカードを導入することで，固定顧客を確保し，中身商

品の売上げ増を図るアイデアが提案されている。富士電機

では，その重要装置であるポイントカードリーダライタの

機能を一体化したビルバリデータ（紙幣識別機）の開発を

行った。

主な特長は次のとおりである。

千円紙幣および PET（ポリエチレンテレフタレート

樹脂）カードの使用が可能

千円紙幣収納枚数： 100 枚

使用可能カード： PETカード（JIS-Ⅱサイズ）

７セグメント表示器によるポイント数の表示が可能

パンチ穴による満点ポイント数の表示が可能

ポイントカード発行機能内蔵（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１０　ビル＆カード一体形ビルバリデータ

ガソリンスタンドでの現金管理を行う自動釣銭機として

硬貨用，紙幣用の 2機種を販売してきたが，今回小形なが

ら硬貨と紙幣の両方が使える新形の自動釣銭機（ECS03）

を開発した。

主な特長は次のとおりである。

紙幣・硬貨とも一括投入が可能

優れた識別性能

全金種リサイクル可能な紙幣混合収納庫により，小形

化を実現

スピーディな入出金処理

入金：紙幣　2枚/秒，硬貨　6枚/秒

出金：紙幣　4枚/秒，硬貨　999 円/3 秒

業界最小寸法　W500 × D540 × H200（mm）

（容積：当社従来機比　57 ％）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

図１１　ガソリンスタンド向け自動釣銭機（ECS03）

この両替機は，パチンコホール向け両替機として今回フ

ルモデルチェンジしたものである。

硬貨リフタ内蔵でありながら，コンパクトな構造と両替

専用のコントローラを新規に開発することで機能の充実を

図った。また，スタイルもホールへの調和を考えたシンプ

ルなデザインに一新した。

主な特長は次のとおりである。

硬貨リフタを内蔵することで，従来のリフタ外付けタ

イプに対し軽量化と約 25 ％の薄形化を実現した。

硬貨回収にタイマを採用することで，自動回収を可能

とし，閉店時の省力化を図った。

ネットワーク通信の対応を可能とし，売上げ運用管理

の一元化を図った。

（3）

（2）

（1）

図１２　薄形両替機（EXR6000）

関連論文：富士時報 1999.8 p.455-456
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